姿勢と誤嚥の関連性について
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第 20 回埼玉県介護老人保健施設大会発表演題
場所 さいたま市大宮ソニックシティ
日時 平成 27 年 2 月 5 日（木）
〈はじめに〉
厚生労働省の平成 23 年度人口動態統計
によれば、肺炎は、我が国の死亡原因の第

図 1 主な死因別死亡数の割合（平成 23
年）厚生労働省ＨＰより引用

3 位（9.9％）であり、男性では 90 歳代で
肺炎が最も多く、高齢者の肺炎は誤嚥と深
く関連している可能性がある。また、経口
摂取が出来ない場合は、胃瘻の増設や経管
栄養を行うことになる。問題点としては胃
瘻や経管栄養後の最終的手段として、その
後の摂食の回復を試みる地域医療機関は現
実的に少ないことも事実である。これらの
摂食嚥下障害患者は、脳卒中、神経疾患、
頭頸部癌や頭頸部外傷に多く出現する。急
性期病院、回復期リハ病院、維持期リハ病
院、施設、在宅を含む包括的な地域連携シ
ステムが必要となり我が老健においも身近
な課題の一つである。

〈誤嚥とは〉

従って、少しでも長い期間経口摂取して

大多数は、細菌が唾液や胃液と共に肺に

頂く事が利用者様の予後及び QOL の向上

流れ込んで生じる肺炎で、高齢者に多く発

に寄与される事から本研究のテーマを誤嚥

症する。高齢者では肺炎としての症状は熱、

予防とし、加えて食事環境の改善を図る。

咳、痰といった症状に乏しく、元気がない、

食欲不振、傾眠などといった症状で発症す

準備期：食べ物を取り込み、塊にする。

る事がポイントである。また、多くの高齢

口腔期：塊となった食べ物を飲み込む直前。

者が不顕性誤嚥（むせこみなどの症状がな

（ゴクリの「ゴ」のあたり）

く、知らないうちに気管や肺へ唾液が垂れ

咽頭期：食べ物を飲み込み食道へ流し込む。

こんでいる誤嚥状態で食事摂取などと関係

食道期：食塊の胃への移動

なく、入眠中に唾液が気管や肺に垂れこん
で生じる）を伴い、いつの間にか誤嚥を繰
り返しているという点も特徴的である。再

〈予防法〉1）
脳血管障害などの予防が可能であれば、

発を繰り返しやすく、それにより耐性菌が

それを第一とし、その他には誤嚥のリスク

発生し抗菌薬治療に抵抗性が生じる事、酸

を減らすこと

素、体力状態が悪化して多くの高齢者が死

・食事の工夫（食事形態やとろみをつける

亡するという経過も生じやすい肺炎である。 等の 工夫をしてみること）
少数であるが、一度食べた食事が胃から

・食事に集中する（会話やテレビを見なが

食道に逆流して起きることもある。それは

ら食事をしないこと）

便秘や大腸ガンなどで腸の通過が悪くなっ

・胃液の逆流を防ぐ（食後 2 時間は横にな

て嘔吐したときに『吐瀉物（としゃぶつ）』

らないように気をつけること）

（体外に吐き出された胃の内容物）を気管

・嚥下リハビリ（嚥下機能の改善をはかる

に吸い込んで起きるものである（これは高

こと）

齢者に限った事ではない）
。このように、口

・口腔ケア（口腔内を清潔にし、誤嚥時の

腔内の細菌で発症する肺炎以外に、胃液や

細菌 を少なくして肺炎の発生を減らす）

唾液などの消化液で発症する肺炎もみられ
る。

〈方法①〉～評価～

一般的に食事や、飲水と共に誤嚥が発生

複数のケースの誤嚥に起因すると考えら

することが多く、経口摂取が最大の誘発因

れる因子（評価項目で後述）を基に研究実

子となる。そのように診断された場合には

施前後に評価を行い誤嚥に対する効果測定

一旦飲食を禁止して加療するため、体力や

を行う。

栄養状態の低下が著しい。
脳血管障害や、パーキンソン症候群、認

〈方法②〉～食事介入～

知症の方に多く合併し、このような疾患で

朝、昼、夕の食事時に職員が車椅子利用

は、嚥下障害（喉の神経や筋肉が正常に働

者のタイヤの下に 4 ㎝程度の板を挿入し、

かないことで嚥下に障害を来たす）が頻発

座面を床に対して平衡に保つ。また、足底

し、誤嚥を起こしやすい。

は床に着く姿勢を整える。

〈嚥下の基本〉

〈方法③〉～リハビリテーション介入～

先行期：食物の形や量、質などを認識して、

対象者に週 1～2 回頚部可動域練習及び

食べ方を判断したり、唾液の分泌を促す。

頚部、体幹ストレッチの施術 3)に加え、食

事時の良肢位に繋がる動作訓練に加え ST

9.

による言語聴覚療法を実施する事とした。

10. 血中酸素濃度（SPO2）

〈期間〉

〈対象者〉

H26 年 7 月 1 日～10 月 30 日（16 週間）と

80～90 歳の誤嚥歴有り（可能性高い者も含

し、その後、期間内の効果判定を行う。

む）、食事時の姿勢不良者、中枢系、運動器

水飲みテスト

疾患利用者、計 6 名とする。ご本人よりこ
〈評価項目〉

の研究に関する説明を行った後、承諾得て

1.

誤嚥歴（頻度）

実施した。

2.

食形態

3.

食事量（食欲）

〈手続き〉

4.

姿勢評価（板挿入前後）

挿入に関しては職員が利用者に了解を得て

5.

ADL（FIM）

その都度実施する。食事後には撤去する事

6.

バイタル

とする。挿入場所は車椅子後輪の前後中央

7.

疾患（既往歴）

とする。

8.

ROM（肩・頚部）

1）誤嚥歴 ※1 誤嚥可能性が考えられる日含む（高熱等全身状態及び医師の判断による）
誤嚥発生日※1（H25／H26）

利用者

Ａ様

H25（3 回）

H26（1 回）

Ｂ様

H25（1 回）

H26（1 回）

Ｃ様

‐

‐

Ｄ様

‐

H26（2 回）

E様

‐

‐

F様

‐

‐

2）食形態
利用者

初期

最終

Ａ様

粥/刻み/トロミ

粥/刻み/トロミ

Ｂ様

粥/刻み

－

Ｃ様

粥/刻み

－

Ｄ様

粥/刻み

粥/ミキサー

E様

粥/刻み

粥/刻み

F様

粥/普通

粥/刻み

3）食事量（各割合）
利用者

初期（主/副）

最終（主/副）

Ａ様

10/10

10/10

Ｂ様

7/7（ムラ有）

Ｃ様

10/10

10/10

Ｄ様

8/10

10/10

E様

9/9

10/10※月に数回程度ムラ有

F様

10/10

4）〈姿勢評価〉板挿入前後
A様
図1

図2

－

10/10

B様
図3

図4

C様
図5

図6

D様
図7

図8

E様
図9

図 10

F様
図 11

図 12

5）ＦＩＭ（日頃利用者がしているＡＤＬ）※初期のみ
利用者

点数

Ａ様

66/126 点

Ｂ様

49/126 点

Ｃ様

58/126 点

Ｄ様

29/126 点

E様

31/126 点

F様

35/126 点

6）バイタル※初期のみ
利用者

血圧/体温/脈拍

Ａ様

143/84/64

Ｂ様

93/58/72

Ｃ様

102/73/73

Ｄ様

121/75/67

E様

109/60/87

F様

135/85/82

7）疾患 個人情報の為詳細は割愛させて頂きます
8）ROM（肩：初期のみ）坐位にて測定
利用者

肩屈曲（右）

肩屈曲（左）

Ａ様

120°

115°

Ｂ様

115°

105°

Ｃ様

120°

125°

Ｄ様

140°

130°

E様

120°

115°

F様

115°

150°

※参考：日常生活に必要とされる参考可動域 120°
9）ROM（頚部）※1 参考可動域 ※2 初期/最終評価
利用者

屈曲

伸展

側屈（右） 側屈（左） 回旋（右） 回旋（左）

（60°）※1 （50°）※1 （50°）※1 （50°）※1 （60°）※1 （60°）※1
A様

45°/45°

60°/60°

45°/45°

40°/50°

55°/60°

70°/70°

B様

30°/‐

40°/‐

30°/‐

30°/‐

45°/‐

45°/‐

C様

40°/‐

40°/‐

30°/‐

35°/‐

50°/‐

50°/‐

D様

30°/40°

40°/40°

25°/40°

30°/50°

65°/85°

50°/65°

E様

30°/50°

30°/30°

10°/20°

30°/40°

20°/35°

60°/65°

F様

40°/55°

60°/60°

30°/40°

20°/45°

50°/60°

65°/80°

10）水飲みテスト ※嗄声（かすれ声）：声帯に何らかの器質的及び機能性障害が見られる為に生じる
利用者
A様

初期
3 嚥下有 呼吸良好

最終
湿性※嗄声

3 湿性嗄声改善

貯留中等度残存

B様

途中全身状態変化の為未評価

‐

C様

入院（貧血）の為未評価

‐

D様

3 嚥下有

E様

口腔貯留有り

3 嚥下有 呼吸良好

※

湿性 嗄声

3 湿性嗄声

口腔内貯留中等度

4 湿性嗄声改善

追加嚥下 1 回ま

で可能

F様

4 嚥下有

呼吸良好

むせなし

4 追加嚥下指示入らず

11）血中酸素濃度（SPO2）
利用者

食事前

食事中

A様

97%

97%

B様

96%

94%

C様

95％

95％

D様

96%

94%

E様

98%

98%

F様

95%

95%

〈食事時間帯目安〉（板挿入時）
食事

時間

朝食

7:40～

昼食

11:10～

夕食

16:50～

〈結果〉
《誤嚥歴》
まず、誤嚥歴頻度は、過去 1 年間において A 様 4 回、B 様 2 回、D 様 2 回であったが、対策を講じて
からは各々A 様 4 回から 0 回、B 様身体状況不良の為評価外、D 様 2 回から 0 回その他の利用者様は引
き続き誤嚥発生なしという結果になった。
《食形態》
B、C 様身体状況不良にて未評価。D 様は刻み食よりミキサー食に変更。F 様は普通食から刻み食に変
更となる。
《食事量》
食事量に関しては B 様未評価。D 様主食 8 割から 10 割へ増加される。E 様月に数回特に夕飯において
ムラ食いが見られるものの概ね 10 割摂取を維持され 9 割からやや増加見られる。A 様、F 様共に 10 割
摂取を維持されている。
《姿勢評価》
板を挿入することによって食事時に見られる頸部の伸展及び円背姿勢などに改善が見られる。
また、リハビリにて坐位姿勢練習実施し、D 様は食事時含めて日中左右への体幹の強い偏位見られたが、
現在中間位保持にて日中生活され食事姿勢も良好。E 様は日中坐位姿勢の際に体幹が左側に強く偏位見
られたが現在はほとんど偏位は改善し、偏位が見られる日であっても改善が見られた。

《FIM》
FIM の評価してみると 29 点～66 点の範囲に収まり平均値は 44.6 点となった。満点と比較すると大凡
1/3 程度の点数である。食事動作に関する FIM 点数に関しては変化は見られなかった。
《バイタル》
バイタルに関しては B 様が収縮期血圧が 93 と低値であるがその他の利用者様に関してはほぼ正常範囲
に収束している。
《ROM》
いずれの利用者様においても日常生活（主に家事動作）にて必要最低限といわれている肩関節屈曲
120°前後は獲得されている。
《水飲みテスト》
A 様は嚥下は見られ、唾液の貯留は残存しているものの、嗄声が改善される。D 様は嚥下は見られ、
口腔内の唾液の貯留も残存で最終評価時においても変化は少ない。E 様は嗄声が改善し、むせも改善し
見られなくなる。また追加でもう一度嚥下可能となる。F 様は嚥下みられるものの最終評価時には ST に
よる指示が入らず。A 様と E 様に嗄声及び嚥下時のむせの改善が見られた。
《血中酸素濃度》
食事時に血中酸素濃度が 2％低下した利用者が 2 名。低下しなかった利用者が 4 名となった。
〈考察〉
本研究では期間を 16 週間設けて実施した。

に接している。その為骨盤は前傾し、足底は床に

まず嚥下姿勢を構成する要素を分析すると頸部

接し、体幹を支持する事で座位姿勢自体が運動連

の可動域が重要であることは間違いない。表 8 を

鎖の中において食事時の姿勢の安定性が担保され

参照して頂くと屈曲、伸展、側屈においては 6 人

ることとなる。座位保持姿勢が正しく担保された

中 4 人に対して可動域制限が見られ、食事の不良

結果、両上肢可動性が拡大され、食事動作をより

姿勢へと繋がる要因となる。頸部伸展時には気道

円滑なものへと変化させる。しかし、車椅子上で

確保肢位、屈曲位においては嚥下良好肢位として

の座位姿勢不良である要因の一つとして、座面が

広く周知されている。高齢者が食事時に円背、頸

床に対して後方に傾斜している事が挙げられる。

部伸展位にて摂取されている場面は頻回に見られ

そして二つ目には足底は床ではなくフットレスト

るのではないか。それは一概に姿勢不良（本人の

上に置かれている事である。元々の機能的な姿勢

身体機能に起因する座位姿勢）だけが取り上げら

不良に加えて食事を摂取する環境的因子（車椅子）

れることが多いが、もう一つ外的要因としては車

が食事姿勢を妨げている可能性が高いと考えられ

椅子を使用する事による座位姿勢環境の変化（低

る。食事時には通常椅子が適しているが、実際に

下）である。今回の研究では車椅子乗車時を想定

利用者全員を車椅子から椅子に移乗する事は現実

した対策を講じた訳であるが、通常椅子において

的ではなく、他施設においても同様であろう。

は座面角度は床に対して平行であり、足底部は床

車椅子乗車時においても正しい姿勢で食事動作

をする為また、円背姿勢改善と共にリハビリテー

見られなかった。今回、食事時の酸素濃度評価に

ションによって頸部の関節可動域は改善を示しス

おいてどの程度低下する事でどの程度リスクが伴

ムーズな食事動作を可能とする一要因となった。

うか議論が分かれるところであるが正確な文献及

頸部の可動域が改善したことで嚥下の機能的向

びエビデンスは確立されていない。しかし通常、

上に、食事時の円背姿勢及び胸郭可動性向上、そ

酸素濃度の指標として 90％台を割ると危険率は

して呼吸循環機能向上にも寄与されるであろう。

高まるという事を各職種間にて認識されていると

上記にて頸部の可動域が嚥下対策として重要で

思われるが、例え 90％台であっても食事中におい

ある事は述べたが、その中でも頸部の屈曲の可動

て急激な酸素濃度の低下が生じる場合には今後見

域制限は特に嚥下機能と繋がりが深いと推測する。

守りが必要となるであろう。

頚部の可動域が比較的低下している利用者は頸

食事量については表 3）を参照にして頂きたい。

部筋の硬結感見られることも多く、頸部屈曲伸展

D、E 様の食事量にムラが見られる場合や食事量

中間位付近では下顎の拳上（すなわち閉口）が妨

が 8～9 割程度であったが、最終評価時においては

げられる可能性も排除できない。その為、食べ物

ほぼ 10 割摂取となった。認知症利用者においては

を食道に送り込むための食塊形成不全の可能性が

時折食事量にムラが見られる傾向にある。

高まり、誤嚥リスクは高まるのではないか

誤嚥歴に関しては A、B、D 様に見られる。既

また、上記では器質的側面、環境的側面におい

往として A、D 様は脳梗塞、B 様は認知症である。

て述べたが、次項では機能的側面に視点を移す。

認知機能の程度によって誤嚥の可能性に差が生

嚥下機能にそのものの評価の一つとして水飲み

じるとは考えられるものの、中枢性疾患と誤嚥に

テスト（表 10 参照 検出率 42％ではあるが簡便

関しては強い相関があるとは言えず、むしろ個々

な検査法）を実施した。評価対象は入院等を除い

の合併症及び器質的な側面も見逃してはならない。

て評価可能な利用者（6 人中 4 人）に対して実施

食形態に関しては D、F 様において食形態が 1

した。
水飲みテスト評価 3 相当の利用者は嚥下見られ、

段階低下が見られた。
ADL に関してはいずれの利用者においても 29

むせ、嗄声、貯留のいずれかが存在しており、呼

～66 点/126 点であり、数値だけで判断すると大凡

吸は比較的安定している事を示している。それは

1/4～1/2 程度の点数である。介助量に関しても各

すなわち口腔内～咽頭喉頭の間において器質的ま

ADL において中～重度介助である。

たは機能的な機能低下の存在があるということで
ある。
A、D、F 様においては中枢系疾患を既往してお

〈言語聴覚士より〉
A様

られることから PTOT としては器質的（特に可動

言語聴覚療法：嚥下体操、学習療法、発生練習、

域）側面のアプローチを通し改善を促し、評価を

音読、計算、作文

行った。ST としては機能的な側面として食事前の

食事時：右口角より流涎あり。唾液の貯留が常

嚥下体操や口腔訓練を実施し、評価を行う事で器

にある。

質的側面及び機能的側面の両方にアプローチする

発声：湿性嗄声→変化みられず

ことが可能であった。

嚥下：反射まで時間を有する→12 秒後に生じる

血中酸素濃度と食事の関係に関しては 6 名中 2
名が食事開始前と比較して食事中に 2％低下を示
したが食事中に呼吸苦を訴えや、チアノーゼ等は

流涎：開口時、閉口時＋→開口時のみへと改善
モチベーション：低→高（笑顔＋）

D様

部の可動域練習ほか、言語聴覚療法等総合的に対

言語聴覚療法：嚥下体操、音読、口腔体操

策を講じてきた。

食事時：姿勢不良（右側への傾斜＋）→改善

結果としては今回の取り組みである板挿入によ

発声：湿性嗄声→変化みられず

る環境設定、及びリハビリテーションを実施する

嚥下：嚥下＋→変化みられず

事により誤嚥予防という最大の目標は達成するこ

流涎：なし

とが出来た。また、今回の取り組み前後を比較し、

モチベーション：良好

最も改善が著明であったのは頸部の可動域改善で
あり、環境設定による姿勢矯正であった。

E様
言語聴覚療法：音読（ひらがな）、計算
食事時：姿勢不良（左側傾斜、前方偏位＋）

加えて言語聴覚療法による機能的な訓練によっ
て誤嚥に対する一定の効果が出たと考えられる。
反省点としては評価及びリハビリテーション実

→改善

施期間は 16 週間と比較的短く、途中離脱者が出て

発声：湿性嗄声→声量増加＋

しまい母集団数が少数となってしまった点である。

嚥下：嚥下＋→変化みられず

更には今後誤嚥が発生する可能性も否定できず、

流涎：なし

新たな誤嚥予備軍が控えている事も念頭に置きな

モチベーション：良好

がら継続して調査が必要と考える。
我々、介護老人保健施設という医療介護中間施

F様

設であるからこそ医師、看護師、リハビリ。生活

言語聴覚療法：口腔体操、計算、作業（カード

場面では介護福祉士、調理員。包括的にはケアマ

をしまう

ネ、相談員等が配置されている。

発声：湿性嗄声→声量増加＋

私たちが講ずる対策は医学的根拠としての信頼性

嚥下：嚥下＋→変化みられず

はランダム化比較試験、コホート研究、症例対照

流涎：なし

研究と比較して低い事は否めない。しかし、まず

モチベーション：良好

はチャレンジし、一つ一つ結果を積み重ねていく
ことが信頼性の向上に繋がり、施設として、今後

〈結語〉

の厳しい介護時代を生き抜く糧となると考えられ

本研究は誤嚥予防をテーマに取り組んできたが誤

る。同時にご家族、御利用者様に選ばれる施設へ

嚥には様々な原因（疾患、身体機能、姿勢など）

となり得ると確信する。

が複雑に関わり合っている事が分かった。例え一
つの項目に対して治療、対策を講じても限界点が

〈おわりに〉

あることは事実である。その為、今回は板を挿入

本研究に取り組むに当たり、ご協力頂いた当施設

するだけに留まらず老人保健施設という多職種が

利用者様、利用者様ご家族及び職員に深謝します。

活躍する施設だからこそ理学・作業療法による頸

