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認知症高齢者に対する摂食障害専門チームの取り組み

発 表 者 冨山 祐佳 （富山県：南砺市民病院 歯科口腔外科）

共同研究者 荒幡 昌久、大浦 誠、森河 尚江、向澤 彩、藤井 初恵、山村 翔太、辻 奈緒美、
岡本 真紀乃、南 眞司
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当院は富山県の中山間地にある病床数１７５床の病

院です。

高齢化率は３２％であり、全国的にみても非常に

速いスピードで高齢化が進んでいる地域です。
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多くの問題がある終末期医療をより信頼性の高

いものにするために、当院ではこのような取り

組みを行ってきました。

誤嚥性肺炎対策として多職種で患者に介入した

結果、一年後の肺炎の無再発生存率が改善しま

した。

また、終末期の取り扱い規定を決め、週に一度

の終末期カンファレンスを実施してきたことに

より、終末期療養先の拡大といった成果を得ま

した。

一方で、終末期と診断されながらもその一割は

回復するという事実もあり、終末期診断の不確

実性を再認識するとともに、食べられないとい

うことは終末期の必要条件ではないかというこ

ともわかってきました。

°Ï���¿�K7Z�

ë��î

��23�4�1½���24�3�31½�70§À*�-.��EW

ë®î

Íjv��?@
56kÕ�

ë:JW°Ï���¹�î

• �«°Ï�500 kcal/½À#V1¾�À*

• è¤�{4V���cb�ªÃ·Ã[�yÖ×kà¶¬

ëØÁÙÌî

• Ý&[
Ãòb\n

• ��©V�¹�cb�n

• Ïmvù|�c�ÚÏ��FØö

実際に、平成２３年度の７０歳以上の内科入院患者

を対象とし、後ろ向きに調査を行いました。

摂食障害の定義として、平均摂食量が５００kcalを

下回る日が一週間以上続いている、急性期治療

が終了していることの二点を満たすものとしま

した。
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AHN: artificial hydration and nutrition
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その結果、摂食障害の基準を満たした患者が１３５

名であり、そのうち退院時に人工的水分栄養補

給法、以下 AHNを離脱できなかった者は６４％

でした。

すなわち、一度摂食障害に陥ると AHNを離脱

できないことが多いということがわかりまし

た。

したがって、食べられなくなる手前の段階で摂

食能力を維持できるように介入することが、誤っ

た終末期の判断や安易な胃瘻を回避すること、

そして QOLの向上に不可欠であると考えまし

た。
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そこで、摂食能力を維持できるよう介入し、人

生の最期まで安全に食べられるようにすること

を目的に、こちらに示す取り組みを開始しまし

た。

平成２４年４月に多職種から構成される摂食障害

専門チームを立ち上げ、定期的な勉強会で知識

を共有するとともに、摂食量の減少した症例を

通して食べられない原因を多方面から検討しま

した。

また、どのような評価を行えば原因を検討でき

るかということも議論しました。
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その結果、嚥下の５期を基盤とした摂食嚥下評

価パスを考案し、今年度４月から運用を開始す

るに至りました。

パスの内容は、始めの２日間で各職種が評価を

行い、その内容を３日目に行われる検討会で話

し合い、病態や各職種の介入方法を決定します。

そして、追加検査の必要があれば４日目に実施

し、５日目に各職種の介入状況を報告し、診断

および病態を決定、その結果を主治医あるいは

病棟スタッフにフィードバックします。

このように電子カルテを見ながらチームで症例

検討を行っています。
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こちらはチームで関わった症例の一つですが、

各職種がスクリーニング評価を行い摂食嚥下機

能評価シートに記入します。

このシートはカルテ上にあり、各職種の評価を

共有できるようになっています。
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アンケート調査から見た褥瘡発生因子
～看護補助員のポジショニング手技の習得率調査から～

発 表 者 澤田 諒 （石川県：公立羽咋病院 褥瘡対策委員会 リハビリテーション科）

共同研究者 尾崎 真裕美、迎谷 ルミ子

シートの内訳はこのようになっており、これを

基に症例検討を行います。

この症例では、咽頭期に問題が集中しているこ

とがわかります。そして、投薬内容や食事形態、

食事環境の変更といった対応策をとり、その結

果食事摂取量が増加し退院に至りました。
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摂食障害専門チームの取り組みを通して、高齢

者では急性期治療を終了しても AHNに依存し

ている場合には、AHNの離脱は困難であること

がわかりました。

また、AHN依存状態を終末期と認識されがちで

すが、その境界は明確ではなく、その部分を明

確にしていくために摂食機能評価パスを作成

し、運用するに至りました。
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食べられなくなった認知症高齢者に対してどの

ように対応するかという場面において、倫理的

な問題や代替栄養など様々な問題があります

が、それらに対する十分な指針やガイドライン

はありません。しかしながら、終末期医療をす

るにあたってこの問題は避けては通れず、この

問題を明らかにしていくことによってより信頼

性の高い終末期医療の実践につながると考えま

す。本当に食べられなくなったのか、その病態

を把握して食べられないということの診断を多

職種で十分に行うことが、今後の終末期医療の

指針の一助になるのではないかと考えています。
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