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要 旨 

当院回復期病棟では、H24年に「嚥下プロジェクトチーム」が発足し、摂食嚥下機能療法の連携システムを目

指した活動を行ってきた。土台作りとして、知識の普及活動から開始し、多職種参加型の評価／計画書シートの

作成やカンファレンスでの協議を義務づけることで、関連スタッフが患者の食べる機能に着目し、安全な経口摂

取を目的に専門職ごとのアプローチを展開させていくことができるようになった。  

しかし、円滑なシステムの運営までには不十分な点もあり、今後も引き続き多職種連携を強化していくための

効率的な方法を検討し、患者の食べる機能の早期回復及び QOL 向上に繋げられるように努めていかなければな

らない。 

 

１．はじめに 

摂食嚥下機能障害への対応では、多様な諸器官に

対する治療が必要なことから、あらゆる専門職種か

らのアプローチが必要になってくる。しかし、これ

までの摂食嚥下機能療法では、ST の個別アプロー

チが中心であった。今回、多職種でプロジェクトチ

ームを構成し、摂食嚥下機能療法の連携強化を目的

にシステム作りを行ったので報告する。 

 

２. プロジェクトチームの編成 

言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・看護師・ 

管理栄養士・歯科衛生士より各1名ずつで構成され

た。 

 

３．活動内容 

①勉強会の開催 

回復期に従事するスタッフの経験年数は平均して

浅く、摂食嚥下機能への知識や関心は乏しい状態で

あった。そこで、摂食嚥下機能についての基礎的知

識や各職種における評価視点などをテキストにし、 

病棟関連スタッフ全員に向けた勉強会を開催した。 

 

結果、職種ごとの役割を認識することができた。 

 

②評価／計画シートの作成と運用方法 

多職種間の情報共有手段として、協同作成型の評

価／計画シートを作成した。評価シートでは、職種

ごとの視点で問題点を抽出できるように、摂食嚥下

機能への影響因子を機能別に細分し、項目化した。

（図 1）計画シートでは、慣れないスタッフでも必

要なアプローチが立案しやすいように、予測される

主な療法を選択形式にした。なお、シートの更新時

期は、入院後3ヵ月間は1ヵ月毎とし、その後は退

院時と設定した。そして、各部署へ作成手順マニュ

アルを配置し、関連スタッフ全員へ周知した。結果、

患者の食事場面に、ST 以外の多職種スタッフも介

入する機会が増え、問題点の共有やアプローチの検

討ができるようになった。しかし、各担当者によっ

ては書類の不備や評価までに時間を要するなどの問

題点があった。 

 

③システムの流れ 

主治医より摂食嚥下機能療法が処方された場合、

職種ごとの患者担当スタッフが評価／計画シートを

作成し、定期的なカンファレンスにて情報共有を図



りながらアプローチを進めていくことにした。結果、

姿勢や呼吸機能及び耐久性向上を目指した理学療法

及や作業療法、看護師による病棟訓練も行われるよ

うになった。そして、実際の食事場面においては、

ご本人の姿勢に合わせたポジショニングや捕食動作

練習、食具や食器などの福祉用具の提供及び食事形

態の調整などが円滑に行われるようになった。また、

早期より歯科による口腔内評価や義歯の調整、口腔

ケア指導なども行われるようになり、それぞれの専

門性を活かした包括的な関わりができるようになっ

た。しかし、各担当者によっては、問題点の見落と

しや介入の遅れ、役割分担が進められないなどの問

題点があった。 

 

④プロジェクトの会 

患者ごとの状態を確認する目的で、月に一度プロ

ジェクトチームによる検討会を開催した。経過に問

題がある場合や、アプローチの再検討が必要な場合

には、プロジェクトメンバーから部署ごとの患者担

当スタッフへ周知し、必要に応じて指導を加えた。 

 

（図1 評価シートの内容） 

職種 評価項目と内容 

看護 
全身 

状態 

身長･体重･体重減少率･意識状態･精神心理状

態･気切有無･呼吸状態･血液データ･内服薬 

栄養 
栄養 

状態 

BMI･肥満度･水分バランス･褥瘡有無･食事摂取

方法･食事形態･食事摂取量 

歯科 
口腔 

機能 

口腔内異常（汚染/腫脹/出血/乾燥/舌苔/その

他）･咬合状態･咳嗽可否･流涎程度･義歯適合･歯

周病有無 

ＳＴ 
嚥下 

状態 

食物認知/口唇閉鎖/咀嚼/食塊形成/送り込み能

力･食物残渣有無･逆流有無･反復唾液嚥下テス

ト･水飲みテスト･食物テスト･痰/嗄声有無･頚

部雑音有無･構音状態･藤島グレード･摂食状況

レベル 

ＰＴ 
身体 

機能 

麻痺部位･食事姿勢･座位バランス･耐久性･座位

持続時間･頚部可動性･筋緊張 

ＯＴ 
上肢 

機能 

上肢可動性･食具把持/食具操作状態･補助具有

無 

 

 

（図2 計画シートの内容） 

アプローチ内容 

間 

接 

訓 

練 

□覚醒促進   

□食物認知促進                                

□頚部リラクゼーション              

□胸郭拡張運動・深呼吸              

□排痰・咳嗽練習                 

□発声練習                    

□下顎運動                                       

□口唇周囲マッサージ               

□口唇周囲冷却刺激                

□口唇運動                    

□舌運動                     

□頬運動        

□軟口蓋挙上運動 

□咀嚼運動 

□構音運動 

□咽頭冷却刺激 

□嚥下反復運動 

□頭部挙上運動 

□メンデルゾーン手技 

□声門内転運動 

□バルーン拡張法 

□体幹筋力強化 

□頚部ＲＯＭ 

□腹筋強化   

□その他: 

直 

接 

訓 

練 

□車椅子選定: 

□体幹角度調整:  度 

□頚部前屈位 

□食具工夫: 

□食事形態調整 

□とろみ調整:レベル   

□一口量調整: 

□環境調整 

□食事介助 

□Kポイント刺激･開口練習 

□嚥下の意識下 

□息こらえ嚥下 

□横向き嚥下 

□うなづき嚥下 

□頚部突出法 

□複数回嚥下 

□交互嚥下 

□十分な咀嚼 

□間欠的口腔食道経管栄養法 

□その他: 

歯

科 
□口腔ケア  □歯科治療  □義歯作成 

そ

の

他 

□必要物品 

（吸引器､パルスオキシメーター､血圧計､体温計､聴診器など） 

□VF予定 

 

⑤新たな食事形態の導入 

重度の摂食嚥下機能障害者にとって、安全性の高

い形態とは、咽頭通過しやすく、まとまりのある半

固形食品と言われている。しかし、当院の食事形態

には、嚥下困難な方に適した分類がなく、固形物の

摂取が困難な方に対しては、ペースト食やミキサー

食を提供していた。そのため、食材によってはまと

まりに欠け、嚥下には適さない場合もあった。そこ

で、経管栄養から経口摂取に移行する方の開始食と

してゼリー食、嚥下訓練食としてソフト食を導入し、

重度の方に安全性の高い食事形態を設定した。（図3） 

 



（図3 当院の新食事形態） 

 

⑥誤嚥予防への取り組み 

回復期病棟の入院患者を対象に、食事形態を調整

している方の割合を調査した。結果、主食では42％、

副食では39％の方が、食事形態を調整していること

がわかった。（図4）高齢者の多い病棟では、明らか

な摂食嚥下障害を認めない場合でも、食事形態を調

整する方は多く、摂食嚥下機能障害の予備群として

認識しなければならない。そこで、患者及びご家族

の方が、摂食嚥下機能障害の知識や誤嚥性肺炎の予

防についての関心を持ってもらえるように、ポスタ

ーを掲示した。（図5）内容は、摂食嚥下機能障害の

症状や簡単にできる予防対策、嚥下しやすい食材と

嚥下食の作り方、便利な食具などを紹介し、患者か

らの閲覧だけでなく、スタッフからの指導の際にも

活用した。 

 

（図4 食事形態の調整） 

 

 

 

 

（図5 病棟掲示ポスター） 

 

 

４．実績 

平成24年6月から平成26年3月までに摂食嚥下

機能療法を受け、退院された方を対象に振り返った。

対象者数は計25名、平均年齢は72.6歳で、全体の

うち脳血管障害が88％を占めた。（図6） 

 

（図6 a.対象者数 b.平均年齢 c.疾患別割合） 

 

 

    

 

 

 

 

栄養摂取方法の比較では、入院時経管栄養11名、

経口摂取14名が、退院時経管栄養2名、混合栄養2

名、経口摂取 21 名となり、経口摂取の方が大幅に

増加した。（図7） 
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a.対象者数:計25名  ｂ.平均年齢:72.6歳 
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（図7 栄養摂取方法の比較） 

 

摂食嚥下能力の重症度の比較では、入院時重度 8

名、中等度 3 名、軽度 14 名が、退院時重度 2 名、

中等度 3 名、軽度 20 名となり、軽度の割合が増加

した。（図8） 

（図8 摂食嚥下能力の重症度の比較） 

 

さらに、重症度分類の詳細では、軽度の中でもよ

り状態のよいグレード8から9の「特別嚥下しにく

い食品以外は摂取できるレベル」の割合が増加した。

（図 9）退院時においても重度であった 2 名の方の

特徴としては、身体機能や高次脳機能も併せて重度

であり、訓練への適応が困難なケースであった。 

（図9 摂食嚥下機能 重症度分類の詳細） 

 

５．考察と課題 

摂食嚥下機能療法の処方からアプローチまでを系

統づけた結果、各担当者による遂行能力の違いはあ

ったものの、全体的には早期より患者の食べる活動

を包括的に捉えた介入ができるようになり、摂食嚥

下機能の改善を促進し、安全に経口摂取への移行を

図っていくことができた。 

質の統一が難しい原因としては、摂食嚥下機能療

法の依頼頻度が少なく不定期であったため、スタッ

フの遂行意識が薄れやすかったことや、個人の取り

組むべき他の業務も多く、時間的余裕が少ないこと、

経験年数の違いなどが考えられた。今後も引き続き、

定期的な知識の普及活動や成功例の報告などを行い、

スタッフの取り組み意識を高めていかなければなら

ない。そして、業務負担軽減のための書類の簡略化

や、的確な役割分担、及び定期評価の注意喚起など

の管理体制を整備していくことで、質の統一を図っ

ていく必要があると考える。また、直接訓練や食事

介助等へ中心的に関わっているＳＴや看護師は、患

者の経過に応じたアプローチを指揮していけるよう

に、より一層のスキルアップを目指していかなけれ

ばならない。 

食事形態調査では、退院時においても形態調整の

必要な方が多く、ご家族の食事に対する介護負担に

より、在宅復帰が妨げられる可能性があると考えら

れた。回復期リハ病棟では、在宅復帰に向けて退院

後の生活を見据えたアプローチが重要となってくる。

そのため、患者自身の機能回復に加えて、ご家族の

介護不安に対しても、より個別的かつ具体的な対応

を検討し、円滑な在宅復帰及び地域連携につなげて

いかなければならない。 

最後に、今回のプロジェクトメンバーは、比較的

臨床経験の豊富なスタッフで構成された。そのため、

問題点の判断や解決策への取り組みがスムーズであ

り、関連スタッフへの周知や若手スタッフへの指導

にも有効であった。   

今後も引き続き、システムの充実化を図るととも

に、摂食嚥下機能面のみならず、栄養面や運動機能

面を掘り下げて分析し、効率的・効果的なアプロー

チを検証していくことが大切であると考える。 
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