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摂食・嚥下の定義

摂食とは、食べること全般

嚥下とは、咀嚼し食塊として口腔・咽頭・食道
を通じて胃に送り込むこと

摂食・嚥下障害とは、食物を飲み込む過程の
どこかに問題が生じて、口から上手に飲み込
めないこと（高畠，2004）



嚥下障害の原因と疾患
１、器質性嚥下障害（搬送路そのものの異常と周辺病
変による圧迫によるものを含む）

腫瘍・腫瘤、外傷（手術を含む）、異物・奇形（口唇口蓋裂、食道奇形）

２、運動障害性嚥下障害
脳血管障害（仮性球麻痺、ワレンベルグ症候群など）、
変性疾患（筋萎縮性側策硬化症、パーキンソンニズムなど）、
炎症（膠原病、ギランバレー症候群）、腫瘍、中毒、
筋疾患（重症筋無力症、筋ジストロフィー）など

３、機能性嚥下障害
嚥下時痛をきたすもの（急性咽喉頭炎、多発性口内炎など）、認知症

心因性（ヒステリー、拒食症）、咽喉頭異常感症、高齢者



機能性嚥下障害

高齢者

唾液の量的減少と組成の変化、口腔内常在菌叢の変化、咀嚼力の低下、
嚥下能力の低下（高次脳機能、球麻痺、知覚低下、筋力低下、解剖学的変化など）、
喉頭反射の低下（健常人でも50％に低下）、咳嗽反射の低下、
喀出効率の低下（筋力低下、気道の閉塞性変化、肺過膨張、喀痰の粘稠化）など

呼吸器系をはじめとする基礎疾患をもつ比率が高く、
誤嚥性肺炎の発生には不利！

さらに・・・
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歯科医師目黒先生スライド改編



誤嚥性肺炎を引き起こす背景

含嗽

口腔内環境
劣悪

水分誤嚥
食物誤嚥

義歯不適合

唾液誤嚥
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処方が出たら・・・

カルテで、現病歴、既往歴（脳卒中の既往、肺炎およびその他の呼吸器疾患の既往）
頭部CT、頭部MRI、胸部CT、薬剤、生活様式、入院前の食生活などをチェック

呼吸状態（呼吸数、咳、喀痰、聴診所見）、発熱、
循環動態（血圧、心拍数およびその変化）
口腔、咽頭粘膜の状態（汚れ、乾燥、潰瘍、炎症など）、
口臭、歯（義歯の有無と適合、う歯）

ベッドサイドにて・・・

神経学的所見
○意識レベル 高次脳機能：失語症、失認、失行、認知症など
○構音障害（発話明瞭度、発語器官の可動範囲・筋力）
○口腔・咽頭反射（異常反射、咽頭反射）
○頸部・体幹の可動域
○呼吸のコントロール（随意的な咳）
○麻痺、失調、不随意運動
○知覚障害

＋



◆反復唾液嚥下テスト（RSST)

◆水飲みテスト（WST）

◆ 改定水飲みテスト（MWST）

◆食物テスト（FT）

◆ 頸部聴診

嚥下障害のスクリーニング

◆ 経皮的動脈血酸素モニター
（パルスオキシメータ）



嚥下障害のスクリーニング

反復唾液嚥下テスト
（RSST：repetitive saliva swallowing test)

方法

口腔内を湿潤させた後、空嚥下を30秒間行うよ
うに指示する

実際に際しての姿勢は座位で行う

評価は人差し指で舌骨を中指で甲状軟骨を
触知した状態で行う。

➀

②

③

30秒間で3回以上嚥下できれば正常（2回以下は異常）

評価基準



利点：簡便性、安全性

欠点：誰でも適応ではない

・意識レベルが悪い人（JCSでⅡ桁以上）で

は正確な評価が困難

・指示理解が困難である認知症患者

・重度失語症患者には施行困難

・唾液を常に誤嚥する人は不適切

・放射線治療後の患者については触知困難

嚥下障害のスクリーニング

反復唾液嚥下テスト
（RSST：repetitive saliva swallowing test)



方法

① 冷水3mlをシリンジで口腔底に注ぎ、嚥下を指
示する

② 嚥下後、反復嚥下を2回行わせる

③ 評価基準が4以上なら最大2回繰り返す

④ 最低スコアを評価点とする

嚥下障害のスクリーニング

（MWST：modified water swallowing test）

改定水飲みテスト



評価不能 口から出す、無反応

１a 嚥下なし、むせなし、湿性嗄声or呼吸切迫

１b 嚥下あり、むせあり

２ 嚥下あり、むせなし、呼吸切迫（不顕性誤嚥の疑い）

３a 嚥下あり、むせなし、湿性嗄声

３b 嚥下あり、むせあり

４ 嚥下あり、むせなし、呼吸良好

５ ４に加え、反復嚥下が３０秒以内に２回可能

嚥下障害のスクリーニング

改定水飲みテスト
（MWST：modified water swallowing test）

評価基準



➀ 常温の水30mlを注いだコップを座位の状態

にある患者の健常手に手渡し「この水をいつ

ものように飲んで下さい」と指示

② 飲み終えるまでの時間を測定・観察し評価

嚥下障害のスクリーニング

水飲みテスト
（WST：water swallowing test）

方法



１ １回でむせなく飲むことができる

２ ２回以上に分けるが、むせることなく飲むことができる

３ １回で飲むことができるが、むせることがある

４ 2回以上に分けて飲むにも関わらず、むせることがある

５ むせることがしばしばで、全量飲むことが困難である

水飲みテスト

嚥下障害のスクリーニング

（WST：water swallowing test）

評価基準

判定 正常：プロフィール1で5秒以内

疑い：プロフィール1で5秒以上・プロフィール2

異常：プロフィール3・4・5



嚥下障害のスクリーニング

食物テスト
（FT：food test）

方法

③ 食塊残留がある場合は、もう一度
飲み込んでもらい、再度口の中を観察

➀ ティースプーン１杯（3～4ｇ）のゼリーを
舌背前部に取り込んでもらう

② 嚥下運動が１回起きたら、開口後、舌背を
中心に食塊残留の量や様子を観察

④ 評価基準で４以上ならば最大２施行
繰り返して行い、最も悪い場合を評価する



評価不能 口から出す、無反応

１a 嚥下なし、むせなし、湿性嗄声or呼吸切迫

１b 嚥下なし、むせあり

２ 嚥下あり、むせなし、呼吸切迫（不顕性誤嚥の疑い）

３a 嚥下あり、むせなし、湿性嗄声

３b 嚥下あり、むせあり

３c 嚥下あり、むせなし、口腔内残留あり

４ 嚥下あり、むせなし、呼吸良好、口腔内残留あり、追加嚥下で
残留消失

５ 嚥下あり、むせなし、呼吸良好、口腔内残留なし

食物テスト
（FT：food test）

嚥下障害のスクリーニング

評価基準



日常や摂食場面でのバイタルサインの

モニターとして使用

嚥下障害のスクリーニング

経皮的動脈血酸素モニター
（パルスオキシメータ）

90%以下または初期値より1分間の平均
3％低下で食事中止の目安

特徴

方法 ➀パルスオキシメータで、SpO２を計測。
食事開始時に測定

②食事中の変化を測定
③食事終了後に測定

評価基準



嚥下障害のスクリーニング

頸部聴診法

方法

判定

目的 誤嚥、咽頭残留の疑いをみる

嚥下前後の呼吸音変化を聴取する

輪状軟骨直下気管外側上付近に

接触子を固定し頸部音を聴取する
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嚥下障害に対する機器を使った詳細な検査

VE VF



藤島一郎：摂食・嚥下リハビリテーション参考

VE VF

咀嚼・食塊形成 × ◎

奥舌への食塊移送 × ◎

喉頭挙上 △ ◎

喉頭蓋の動き △ 〇

声門閉鎖 ◎ △

誤嚥 △ ◎

咽頭残留 ◎ 〇

食塊通過時間 △ ◎

輪状咽頭筋開大不全 × ◎

食道 × 〇

◎:優，大変よく評価ができる
〇：良，評価可能
△：可，不十分ながら評価できる
×：不可，不良，評価不能

VEとVFの比較



◆方法

通常は粘膜に先端が触れると逃避か嚥下反射が起こるが、
感覚低下では反応が低下する。

鼻腔からファイバースコープで嚥下（食物、色素）時の

咽頭・喉頭を観察し、局所の炎症所見や残留、誤嚥が

あれば異常である。また、先端を喉頭蓋、咽頭壁など

に触れて感覚をみることもできる。



検査に用いる検査食

梨状窩

喉頭蓋

気道

ミキサー食

２％とろみ水 とろみなし１％とろみ水

全粥
エンゲリード

プロセスリード



造影剤や食事に造影剤を混ぜたものをＸ線透視下に
嚥下させ、ビデオに記録して解析する検査である。
診断的検査と治療的検査の２つの目的がある。

診断的VF：
器質性異常、機能的異常、食塊の通過状況と誤嚥、
咽頭残留をみる
治療的VF：
誤嚥しない方法、咽頭残留の少ない方法、
口腔→咽頭→食道への通過しやすい方法などについて、
リハビリテーション手技、体位、食品を変えて検討する。



食べ物が気管に入ってないか？

安全に飲み込みが出来るか？

バリウムの入った液体やとろみ液、ペースト、
ゼリーなどを実際に飲み込んで、飲み込み
（嚥下機能）の評価を行う。

頸部の前屈、後屈、回旋など姿勢を変えるこ
とで誤嚥しにくい姿勢や嚥下後残留の少な
い姿勢、嚥下法を実際に評価する。

食品の種類・体位・摂取方法について，透視検査を利用して
評価する検査。

誤嚥・食物残留等

歯科医師目黒先生スライド改編



2%とろみ 1%とろみ とろみなし





摂食・嚥下レベル（藤島）

分類 Lv. 定義

Ⅰ．重症 １ 嚥下訓練を行っていない

経口不可 ２ 食物を用いない嚥下訓練を行っている

３ ごく少量の食物を用いた嚥下訓練を行っている

Ⅱ．中等症 ４ １食分未満の嚥下食を経口摂取しているが代替栄養が主体

経口と補助栄養 ５ 1-2食の嚥下食を経口摂取しているが代替栄養が主体

６ 3食の嚥下食経口摂取が主体で不足分の代替栄養が必要

Ⅲ．軽症 ７ 3食の嚥下食を経口摂取している代替栄養は行っていない

経口のみ ８ 特別食べにくいものを除いて3食経口摂取している

９ 食物の制限はなく、3食を経口摂取している

Ⅳ．正常 10 摂食・嚥下障害に関する問題なし



摂食嚥下障害臨床的重症度分類

分類 定義

７ 正常嚥下 臨床的に問題なし

６ 軽度問題 主観的問題を含め何らかの軽度の問題がある

５ 口腔問題 誤嚥はないが，主として口腔期障害により摂食に問題がある

４ 機会誤嚥 時々誤嚥する，もしくは咽頭残留が著明で臨床上誤嚥が疑われ
る

３ 水分誤嚥 水分は誤嚥するが，工夫した食物は誤嚥しない

２ 食物誤嚥 あらゆるものを誤嚥し嚥下できないが，呼吸状態は安定

１ 唾液誤嚥 唾液を含めすべてを誤嚥し，呼吸状態が不良，あるいは，嚥下反
射が全く惹起されず，呼吸状態が不良
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摂食嚥下訓練

間接的嚥下訓練

食物を用いずに行う訓練で、摂食・嚥下に

かかわる器官の働きを改善させることを目的と

している。

直接的嚥下訓練

実際に食物を用いて行う訓練である。
誤嚥・咽頭残留・窒息の危険ができるだけ少ない
食品を用い、適切な姿勢とリハビリテーション手技
を用いなければならない。



間接的嚥下訓練

①のどのアイスマッサージ

②頬・口唇・舌のマッサージ

③嚥下体操（頸部・肩の運動、口腔器官の粗大運動）

④pushing ex．（押し運動）

⑤シャキアー訓練（頭部挙上訓練）

⑥息こらえ嚥下の基礎訓練

⑦嚥下反射促通手技

⑧メンデルゾーン手技

⑨皮膚のアイスマッサージ

⑩ブローイング訓練



食事前に行うと効果的
と言われています。



直接的嚥下訓練

⑥息こらえ嚥下

⑦K-point刺激法

⑧摂食時の姿勢

⑨ゼリースライス法

⑩一口量

①横向き嚥下

②交互嚥下

③複数回嚥下

④一側嚥下

⑤嚥下の意識化



◆ねらい
嚥下後、違う物性の食物を摂取することで
嚥下反射を促し、咽頭に残留した食物を減らす。

◆ねらい
嚥下後に１回以上空嚥下をすることで、
咽頭の食物残留を減らす。

やってはダメ！

＊１回目より２回目に摂取する
食品の一口量を増やす。

ポイント！

＊あらかじめ空嚥下できること
を確認しておく。

交互嚥下

複数回嚥下



◆ねらい
適切な姿勢によって誤嚥を防止する。
適切な姿勢によって摂取量を確保する。
適切な姿勢によって胃食道逆流、食道内逆流を防止する。

◆ねらい
適切な一口量によって誤嚥を減らす。
適切な一口量によって咽頭残留を減らす。

やってはダメ！

＊咽頭への送り込みができない
人に前傾姿勢で摂食させる
＊頸部伸展位で摂食

ポイント！

＊１回嚥下した後、口腔内に残留してい
た場合は一口量が多いと判断 ポイント！

＊一口量は多す
ぎても少なすぎ
てもいけない

摂食時の姿勢

一口量



咽頭に食物が残留していると残留物で誤嚥する原因にもなる
⇒最後も数口水分（とろみ茶・お茶ゼリー）摂取して終了

咽頭に残留しやすい
⇒物性の異なるものを交互に食べる

食べ始めはむせやすい
⇒水分で潤す（とろみ茶・お茶ゼリー）

順序



食事前に口腔内チェック！！
清潔にしてから食事を開始しましょう！！



ご清聴ありがとうございました。


