
天王みどり学園
H22年度摂食研修会

秋田大学医学部保健学科

作業療法学専攻

高橋 恵一

「摂食指導について」



食べること・摂食の意義 （発達の観点から）

・生命維持：栄養摂取→身体の成長

・運動発達：口腔の運動→・発声・言葉の発達の促通
・頚定（首のすわり）

→抗重力姿勢・運動の発達

・母子関係：接触・情緒安定→社会性の発達
コミュニケーションの場・機会



運動・行動としてみる摂食

食物の認識

取り込み

咀嚼

送り込み

噛む・すりつぶす・食塊をつくる

口からのどに送る

口を開く・閉じる 唇でとらえる

見る・嗅ぐ・聴く・触る・思い出す・わかる

食道通過

（準備相）

咽頭通過
嚥下反射・のど通過

食道の蠕動運動

（口腔相）

（食道相）

嚥下





用語の理解

「嚥下」とは・・・ Swallowing
嚥下とは、外部から水分や食物を口に取り込み咽
頭と食道を経て胃へ送り込む運動。

「摂食・嚥下」とは・・・

「嚥下」に「認知」「捕食」「食塊形成」を加えた一連
の「摂食」の運動をいう。



用語の理解
「嚥下障害」・・・Swallowing disorder
嚥下のいずれかの運動に異常が起こること
・誤嚥（性肺炎）・窒息
・食物摂取不可→脱水、栄養不良
・食べる楽しみの喪失

「摂食・嚥下障害」・・・ Ｄysphasia
広い意味での嚥下障害。現在はこちらのほうが一般的

「摂食障害」・・・Eating disorder
過食症／拒食症など精神科領域の心の病としての摂食
に関わる障害をさす。 →違いに注意！！



嚥下障害を疑う徴候

•強いむせ・・・誤嚥
•発熱・肺炎
•痰が多く、汚い
•咽頭部がゴロゴロ 喘鳴（ぜーぜー）
•声質：湿性嗄声（がらがら声・かすれ声）
•著明な流涎（よだれ）
•その他：体重減少、脱水、低栄養、倦怠感



誤嚥とは

「 誤嚥」 Aspiration
食物が声門を超えて下気
道に侵入すること （強くむ
せる）

「喉頭内侵入」 Penetration
食べ物が喉頭前庭に侵入
すること。声門より上部
（「ん、んーっ！」程度 ）

「不顕性誤嚥」 Silent 
Aspiration
むせのない誤嚥 危険！！



嚥下・誤嚥のメカニズム

気管
気管

食道

食道

正常嚥下 誤 嚥

喉頭蓋

喉頭蓋



•嚥下造影検査(ＶＦ:Videofluoroscopic
Examination of Swallowing)

その他：ＶＥ：Vidoendoscopy（嚥下ビデオ内視鏡検査）

摂食・嚥下障害の評価





その他の評価・検査

ＲＳＳＴ（反復唾液飲み込みテスト）：自分の唾液の飲み

込み、その回数をみる

（改訂）水飲みテスト：水３ｍｌの飲み込みで嚥下、むせの

有無をみる

食物テスト：プリン等の摂食で嚥下、むせの有無をみる

咳テスト：試薬噴霧下の呼吸で咳が出現するかをみる



身体・運動機能から疑う摂食・嚥下障害

覚醒レベルが低い

首がすわっていない（頸定）（小児の場合）

口が閉じられない・開きっぱなし（口唇閉鎖）

舌の動きが少ない・異常な突出

顎の動きが少ない

座位保持できない・歩行できない・発語がない

顎・歯並び等の形態の不良、口腔顔面の非対称
など

食べるのに必要な筋肉と共通する部分



摂食・嚥下障害に
関連する因子とその対応



１．姿勢

実験１：

・全体の姿勢が不安定な中で、「食べる」

という微妙な、協調的な、なめらかな

運動はうまく行えるだろうか？

・姿勢が不安定なことで、その心理状態は？



不安定

不安定不安定

不安定

不安定

不安定

こわい！
飲み込みづらい！

おいしい？
急いで終わらせたい！



姿勢の安定はなめらかな、協調的な、細かな、ゆっく
りとした、正確な運動を保証する

姿勢の安定は心理的な安定、安心感、注意集中に

必要

逆に不安定姿勢は心理状態の不安定さ、筋緊張の
異常をもたらす ↓
運動の異常（動作の性急性、ぎこちなさ） を招く

姿勢の安定が重要な理由



姿勢のチェックポイント

脊柱の伸展

座骨支持（骨盤の挙上）

足底接地

頭部の位置

身体と背面・座面との接触・圧迫の加減

土台（身体）の安定が
手の操作（運動）・視覚認知を保証する

安定

安定

安定

安定

運動○

安定

安定

運動○
安定

安定

安定

安定

支持

座骨支持

足底接地

支持

支持

接地



姿勢の安定のために

その子どもにあったイス、座位
保持装置、車いすを提供する・
高さ等を調整する

体の支持面を増やす

・椅子と体の隙間をうめる

・足台、テーブルの利用

姿勢の安定性を介助する（抱っ
こ・あぐら）

覚醒レベルをあげる

筋緊張を調整する



実験２： 体や頭の角度と飲みこみやすさの関係
に ついて体験してみましょう。

①顎をひいた状態で食べさせてもらう

②頭を後ろに反らせた状態で食べさせてもらう

③頭を真横にねじった状態で食べさせてもらう

どれが飲みこみやすかった、咀嚼しやすかったですか？

※このときの噛みやすさ、飲み込みやすさを比べてく
ださい。

２．頭と体の角度

どこに違和感を感じましたか？



前頸部の緊張を起こしやすい姿勢



頭の角度



飲み込み（ごっくん）のためには前頸部の

筋肉がスムーズに働くことが必要

↓

舌骨を動かす筋肉の動きで食べ物が
気管に入らないようにする蓋（喉頭蓋）が閉じるため

ヒトが運動するとき、筋肉の緊張は強すぎても弱すぎてもいけない
動くため、安定するためのほどよい緊張がなくてはならない

（頸定と離乳開始の時期が一致していることからもわかる）

・そのためには頭は前傾していること

・後頭部の頭を反らせる筋肉もリラックス（適度な緊張）して
いることが必要



摂食の際の姿勢介助方法

体（上体）の起こす角度

少なくとも１５° 口の中に食べ物が停留している姿勢を保持

（セミファーラー位） （ファーラー位）



経口摂取の介助方法

全身的な姿勢の緊張

（反り返り）をふせぐには



①口腔感覚

過敏

・摂食の拒否

・全身、部分の過緊張、異常筋緊張を助長

→顎、舌などの動きを阻害

鈍麻

・顎、舌などが動くための感覚情報↓
・残留物、流涎の存在を感知できない

運動性

不衛生

３．口腔機能に関連する問題



②形態

歯列不正

咬合異常など

口唇閉鎖
咀嚼運動

原因：
・適切な口腔周辺の筋活動の不足、

バランスの乱れ
・異常な筋活動による助長（舌突出など）

・鼻呼吸との関連…

食塊形成
咽頭への送り込み



③唾液分泌

唾液分泌の減少

＜唾液の役割＞
・口腔内の湿潤
・食塊形成
・細菌の除去（抗菌作用）

食前・食後の口腔ケアが重要

原因：開口 内服薬の副作用など



４．介助のしかたの問題
１）食べ物の与え方

a.道具 スプーンの形態と大きさ

・大きすぎる（深すぎる、厚すぎる）スプーンの悪影響

①スプーンにのった食べ物全部を入れるには口の奥まで

入れなければいけなくなる

→スプーン先端で口の奥を傷つける

→食べ物が口の奥に置かれてしまう

②口を大きく開かなければならず、

口唇での取り込みが難しい

③歯にぶつかり、スプーンを咬むこと

（咬反射）を誘発しやすい



摂食に適したスプーン

・ボールの部分が小さく浅め

・ほとんど平らに近いものがよい

・先端が尖っていないこと

・咬む場合はやわらかい材質



グリップの工夫 回内握り改善のための熱可塑性樹脂で
成形したピストル型グリップ

熱可塑性樹脂

「おゆまる」



90ｃｍ１２００円くらい

あるといろいろ便利

フォームラバーの使用



b.口腔内に入れる量と位置、スピード

一口分の量の問題

・大きすぎるスプーンで多すぎる量

・口の中いっぱいに食べ物を入れて、それ
を処理しながら、嚥下可能になった部分を

数回に分けて嚥下していく動作は摂食機能
の発達の最終段階に属する高度な動作

一口分の量はせいぜい１、２回で
飲み込める量に留めるべき



与えるスピード

・まだ口の中に残っている、まだ咀嚼している、ま
だ嚥下していないのに次を与える

口を閉じて喉に送り込まれるべきなのに、
次の食べ物を入れられることで口が大きく

開き、そのまま流れこんでしまう

嚥下が終わって、再び次を取り込む準備「構え」
をとる暇もなく、入れられてしまう



適切な与えるスピード

・健常児・者よりも運動麻痺・障害によって動
作が遅い、弱い、処理する量が少ない、回数
が多いのだから、その人のペースに合わせ
て時間をかけて介助するのは当然のこと。

※ただし、長すぎるのも体力、集中、食事の適温の点でいけな
い



食べ物の置く位置

通常我々は口唇で食べ物を
とらえるので、

舌の前半分（巧みな動きな可
能な部分）に置かれるはず

↓
しかし、

大きいスプーンでは

奥に入れられてしまう

十分な咀嚼、食塊形成が
できないまま飲み込んでしまう

誤嚥の危険性



姿勢・頭の角度に大きく影響さ
れる

上斜めから入れようとすると必
然的にアゴはあがってしまう

スプーンは水平もしくはやや下
斜めからいれる

抜くときも水平

スプーンを入れる角度

自分はふだんどのような角度で入れて食べていますか？
上からいれようとするとどんなことがおこりますか？



２）食物形態

危険な食物形態

・さらさらした水分

・細かいつぶつぶ

・みじん切りと水分をまぜた物

・食塊形成が難しい
・口の中でばらける
・口の中で水分と粒にわかれてしまう

不用意に咽頭に
入り込む

・かまぼこ、ハム、ソーセー
ジなどの練り物は弾力が
あってつぶれない

・生野菜のブレンダーは細か
い固い粒になる

・豆類
・コンニャク、寒天



適切な食物形態

口腔内での処理、嚥下が苦手な場合…
・形はあるが押しつぶせばつぶれてドロッと

なるもの（押しつぶし食・やわらか食）

水分:増粘剤等でトロ味をつけたもの

(すくって落としたときに軽く糸をひく程度)

トロ味をつけると食べ物が喉を通過するスピード
が遅くなり、気道をふさぐ蓋が閉まるタイミングが
少し遅れても気道に入りにくくなる



甲府支援学校の給食

障害のない人が食べる、いわゆる通常の調理形態

つぶがなく、ドロドロのペースト状にしたもの
（ヨーグルト状）

舌で押しつぶせる程度の軟らかさにしたもの
（絹ごし豆腐、ムース等）

歯ぐきでつぶせる程度の軟らかさにしたもの
（煮野菜、肉団子等）



３）介助の際の関わり方 （目、耳からの刺激）

食事を与えることが「無言の行」になって

いないだろうか

ますます食事が受け身的な活動になってしまう

健常児・者以上に食事・食べ物に関する
必要な情報をいろいろな感覚で注ぎこんで
あげるべき



視覚：食物をしっかり見せる

聴覚：語りかける・意向を確認する

触覚：触れさせる 食物の質を確かめる
嗅覚：香りを確認させる

味覚：味合わせる

いろいろな感覚でこれから食べるもの、口
に入るものを理解してもらい、それを「自ら
取り込む」準備（意識と体）をしてもらう



知的障害の児童生徒によくある給食での問題



１．食事に集中できない
姿勢保持の耐久性の問題だろうか？

筋緊張を評価する→
低筋緊張の子どもに多い

姿勢保持しながら、口を動かし、なおかつスプーン・箸も操作すると
いうことは案外低緊張のお子さんにはつらいことなのかもしれませ
ん。では、どうしてあげたらいいか？

注意の問題だろうか？

食事場所の環境を評価する→
大勢の人・ざわめき

感覚入力に問題をもつ子どもに多い

（聴覚・視覚の感覚刺激の入力の閾値が低い→少しの刺激で過
剰に反応している）では、どうしてあげればいいか？



２．食欲がない

家庭での生活リズムを確認する

食事時間：朝ご飯はいつ食べた？どれくらい食べた？

↓
もしも朝遅く食べて、しかもお腹いっぱい食べてきたのだとしたら、

学校の昼食があまり食べられないのは当たり前のことかもしれません。

食事の順番をかえてみる（その日その時の状況でも し
自分ならどの順番で食べるかを考える）

のどがカラカラなのに、暑い日なのに、

最初にパン・はごはんから食べさせられたら…

その他の要因を検討する

体調 内科的問題 覚醒 疲れ

味 偏食 不安 対人関係…



３．スプーン、箸の操作（すくう・運ぶ）、お椀をもつのが苦
手

姿勢は安定しているだろうか？
→机・イスの調整

空間での手の操作は安定しているか？（保持・失調）

→上肢を机にのせる・補高台を使って口―皿の距離を短くする

握りは安定しているか？（関節可動域・触覚過敏）

→グリップの工夫、 脱感作（触覚過敏への対応）

上肢の中での分離した動きはできているか？

→運動パターンの学習、事前のリラックス、誤学習・未学習

目と手の協調性は？

→ 視覚・視知覚には問題ないか（ＤＴＶＰなどの評価）



箸の工夫

箸蔵くんＬ型
箸蔵くん

ケンジースプーン



４．早食い

姿勢保持に問題はないだろうか？

食べることにも持続した筋緊張は必要

↓
その持続性・耐久性が低いならば

自分が持続させることができる時間の

範囲内で事を済ませようと動作が性急に

なってしまっていると考えられないだろうか

歩ける子で、「午後になるとくたくたになる子」、「週の後半
疲れる子」「すぐに机、床にふせてしまう子」「ぺたぺた・
ふらふらあるく子」に多い



５．偏食

これも感覚刺激の受け取り方の問題として解釈すると案外
納得がいく

好き嫌いの品に感覚の種類において何か共通点はない
か？を探す

感覚の閾値が高い（ふつうの刺激の強さでは脳が反応し
ない）子どもでは 感覚的に強いレベルの刺激を自ら入れよ
うとする→（自己刺激行動）

食事でもそれを行っているとしたら・・・・



「食べること」で入力される感覚の種類と強さを考える

歯ごたえ・食感＝

固有感覚（運動覚・関節覚） ：（かたい⇔やわらかい）

味=味覚：（濃い⇔うすい、すっぱい・甘い・しょっぱい）

色・形＝視覚： 白いもの⇔色のついたもの

温度＝温度覚：（ぬるい・あたかかい⇔冷たい・熱い）

手ざわり、口の中＝触覚：（べたべた、もったり、汁っぽい・混
在）

音＝聴覚：（パリパリ・バリバリ・くちゃくちゃ）音を楽しむ



知的障害の子どもの世界を理解する

彼らは口に入れる食べ物をふくめ、自分の身体
の周りのすべての物・ことなどの環境・状況を知
るための情報（感覚刺激）や過去の記憶をうまく
利用できなくていつも不安に思っている。

みたこともない、中身も知らない食べ物をあなた
はすぐに口にすることができますか？

おわりに



よい摂食指導のために・・

介助される立場（気持ち・身体状況）になって介助
をする

自分が普段食べているやり方（正常運動パター
ン）を丁寧に分析・考えてみる



たのしく、おいしく、食べよう！

おわり
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