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当院で後期研修医が担当症例に
行った嚥下内視鏡検査の効果

中村一樹1)、佐藤幸浩1)、大井亜紀2)、河合皓太3)

かみいち総合病院 内科1)
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南砺市上平診療所 医師3)

当院で後期研修医が担当症例に行った嚥下内視鏡検
査の効果

中新川郡

人口52,540人
高齢化率28.4%

(平成25年4月)

診療科目：16科
病床数：219床

入院・外来

訪問診療・巡回診療

かみいち総合病院は人口52,540、高齢化率28.4%
（平成25年４月）を認める中新川郡の中核病院であ
り、無医村地区への巡回診療・病院への通院が困難
な患者に対しての訪問診療を行っている



はじめに

高齢者の摂食・嚥下機能は加齢のみならず、急性
期疾患に伴う全身状態の悪化により容易に低下し、
誤嚥リスクの増大をきたす。

経口摂取が可能かどうかは、退院後の療養先や介
護の負担など、本人はもとより主たる介護者にも大
きく影響を及ぼす。

当院では早期からの退院支援として、嚥下機能評
価のために後期研修医も担当患者に対し嚥下内
視鏡検査(以下 VE)を行っている。

(音声言語医学会 56(3):257-261,2015.)

◆高齢者の摂食・嚥下機能は加齢のみならず、急性
期疾患に伴う全身状態の悪化により容易に低下し、
誤嚥リスクの増大をきたす。

◆経口摂取が可能かどうかは、退院後の療養先や介
護の負担など、本人はもとより主たる介護者にも
大きく影響を及ぼす。

◆当院では早期からの退院支援として、嚥下機能評
価のために後期研修医も担当患者に対し嚥下内視
鏡検査（以下 VE）を行っている。

今回、後期研修医が担当患者にVEを行い、そ

の結果を利用することで患者・家族に与えた影
響を後方視的に検討したので報告する。

目的

今回、後期研修医が担当患者にVEを行い、その
結果を利用することで患者・家族に与えた影響を後
方視的に検討したので報告する。
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対象・方法

2015年3月〜4月

後期研修医が担当した症例のうち、経口摂取
量が少ない症例や嚥下機能障害が疑われた
症例 10症例

VEで嚥下機能の評価を行った。実際のVE時の

動画を用いて患者・ご家族に病状説明を行い、
栄養経路や退院先などについて検討した。

なお、当院では医師、言語聴覚士、NST認定看
護師から成るNSTチームにて評価を行っている。

方法

【期間】

【対象】

【検討】

2015年３月〜４月の間に後期研修医が担当した症
例のうち、経口摂取量が少ない症例や嚥下機能障害
が疑われた症例 10症例を対象にVEで嚥下機能の評
価を行った。実際のVE時の動画を用いて患者・ご
家族に病状説明を行い、栄養経路や退院先などに
ついて検討した。なお、当院では医師、言語聴覚
士、NST認定看護師から成るNSTチームにて評価
を行っている。

症例
年齢 性別 入院時疾患 嚥下機能評価の契機 VE前栄養経路

1 81歳 女性 脱水症、高Na血症 長期絶食 中心静脈栄養

2 91歳 女性 脳梗塞 脳梗塞発症 経鼻栄養

3 94歳 女性 慢性心不全増悪 長期絶食 中心静脈栄養

4 55歳 男性 大腿骨頸部骨折 脳梗塞既往、食事時のムセ 経口摂取

5 89歳 男性 誤嚥生肺炎 誤嚥生肺炎発症 経口摂取

6 86歳 男性 誤嚥生肺炎 誤嚥生肺炎発症 経口摂取
＋末梢静脈栄養

7 84歳 男性 誤嚥生肺炎 誤嚥生肺炎発症 末梢静脈栄養

8 70歳 女性 大腸イレウス 食事摂取量の低下 経口摂取

9 86歳 女性 胸水貯留 食事摂取量の低下 経口摂取
＋末梢静脈栄養

10 90歳 男性 誤嚥生肺炎 誤嚥生肺炎発症 末梢静脈栄養

症例

10症例の詳細は表のとおりである。

嚥下内視鏡結果

咽頭流入：7例(70%) 嚥下反射惹起遅延：8例(80%)
咽頭残留：7例(70%) 喉頭侵入：4例(40%)

嚥下内視鏡所見

実際の嚥下内視鏡検査の画像は供覧の通りであ

り、咽頭流入：７例（70%）　嚥下反射惹起遅延：
８例（80%）　咽頭残留：７例（70%）　喉頭侵入：
４例（40%）に認めた。

年齢 性別 兵頭スコア VE前栄養経路 VE後栄養経路 リハビリ

1 81歳 女性 10 中心静脈栄養 胃瘻 直接嚥下訓練

2 91歳 女性 8 経鼻栄養 胃瘻 間接嚥下訓練

3 94歳 女性 6 中心静脈栄養 経鼻栄養 介入不可

4 55歳 男性 6 経口摂取 経口摂取 直接嚥下訓練

5 89歳 男性 7 経口摂取 経口摂取 直接嚥下訓練

6 86歳 男性 8 経口摂取
＋末梢静脈栄養

経口摂取
＋末梢静脈栄養

直接嚥下訓練

7 84歳 男性 11 末梢静脈栄養 経口摂取
＋末梢静脈栄養

直接嚥下訓練

8 70歳 女性 1 経口摂取 経口摂取 介入不可

9 86歳 女性 2 経口摂取
＋末梢静脈栄養

経口摂取
＋末梢静脈栄養

直接嚥下訓練

10 90歳 男性 9 末梢静脈栄養 経鼻栄養 直接嚥下訓練

結果
結果

◆兵頭スコアは平均8.6点（１〜 11点）と全症例に
嚥下機能障害を認めた。

◆VE時に様々な食形態・姿勢での評価を行うこと
で、安全な食形態・姿勢を選択し、可能な限り直
接嚥下訓練を行った。

◆脳梗塞による嚥下機能障害が強い症例には間接嚥
下訓練を行い、認知症のため指示理解が得られな
い２症例はリハビリ介入を断念した。

◆栄養経路の変更は10例中５例（胃瘻への変更２例、
経鼻栄養への変更２例、経口摂取再開１例）で行
われた。

◆最終的な栄養経路は胃瘻が２例、経鼻栄養が２例、
経口摂取が３例、経口摂取と末梢静脈栄養の併用
が３例であった。 

◆VE前に経口摂取していた症例は、全例経口摂取
の継続が可能であり、リハビリにより１例経口摂
取を再開することができた。

結果
年齢 性別 入院前 VE前栄養経路 VE後栄養経路 退院先

1 81歳 女性 特養 中心静脈栄養 胃瘻 長期療養型病院

2 91歳 女性 特養 経鼻栄養 胃瘻 長期療養型病院

3 94歳 女性 高次病院 中心静脈栄養 経鼻栄養 長期療養型病院

4 55歳 男性 自宅 経口摂取 経口摂取 自宅

5 89歳 男性 自宅 経口摂取 経口摂取 自宅

6 86歳 男性 自宅 経口摂取
＋末梢静脈栄養

経口摂取
＋末梢静脈栄養

長期療養型病院

7 84歳 男性 特養 末梢静脈栄養 経口摂取
＋末梢静脈栄養

長期療養型病院

8 70歳 女性 特養 経口摂取 経口摂取 特別養護老人ホーム

9 86歳 女性 自宅 経口摂取
＋末梢静脈栄養

経口摂取
＋末梢静脈栄養

長期療養型病院

10 90歳 男性 老健 末梢静脈栄養 経鼻栄養 長期療養型病院

◆病状説明の際には実際のVE時の動画を用いるこ
とで全例でご家族の良好な理解を得られ、栄養経
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路・療養先の選択をスムーズに行うことができた。
◆入院前の生活の場は自宅５例、特別養護老人ホー

ム４例、介護老人保健施設１例に対し、退院先は
自宅２例、特別養護老人ホーム１例、長期療養型
病院７例であった。

早期から誤嚥の少ない食事形態の選択や適切な
リハビリ介入を行うことで、経口摂取の継続や再
開が可能となり、安易な食事の中止を避けること
ができるものと考えられる。

栄養経路や退院先の決定には家族の介護力が
影響するが、嚥下状態と経口摂取の可否が与え
る影響は大きいと考えられる。VEの動画を用いて

ご家族に病状説明をすることで嚥下状態をより理
解してもらうことができ、栄養方法・療養先の検討
に寄与した。

考察

(日本口腔・咽頭科学会24(2):187-190,2011)

◆早期から誤嚥の少ない食事形態の選択や適切なリ
ハビリ介入を行うことで、経口摂取の継続や再開
が可能となり、安易な食事の中止を避けることが
できるものと考えられる。

◆栄養経路や退院先の決定には家族の介護力が影響
するが、嚥下状態と経口摂取の可否が与える影響
は大きいと考えられる。VEの動画を用いてご家
族に病状説明をすることで嚥下状態をより理解し
てもらうことができ、栄養方法・療養先の検討に
寄与した。

担当医自身がVEを行なうことで嚥下状態をより明
確に理解することができた。

 VEの動画を用いてご家族に病状説明をすること

で嚥下状態をより理解してもらうことができ、栄養
方法・療養先の検討に寄与した。

 VEを行うことで予後にどのように影響したかや、

長期的な栄養状態の評価については今後更なる
検討・追跡が必要である。

結論
まとめ

◆担当医自身がVEを行なうことで嚥下状態をより
明確に理解することができた。

◆VEの動画を用いてご家族に病状説明をすること
で嚥下状態をより理解してもらうことができ、栄
養方法・療養先の検討に寄与した。

◆VEを行うことで予後にどのように影響したかや、
長期的な栄養状態の評価については今後更なる検

討・追跡が必要である。




