
摂食・嚥下障害のための対処法（訓練・代償） 

 摂食・嚥下障害に対する訓練法は、様々な方法が考案されています。 

実際に現場では沢山ある訓練法から、患者に合わせて組み合わせ

て行ったり、基本的な訓練法に応用を利かせたりしながら訓練を行

っています。誤解しないで頂きたい事は、訓練をすれば全ての嚥下

障害が改善するわけではありません。その為、代償手段（例えば、

姿勢や食物形態の工夫など）や代償栄養法、外科的治療も必要な場

合もありますので、患者の状態をしっかりと把握してアプローチを

考えなければいけません。 

訓  練  法 効    果 

1．顔・頚部（首）のストレッチ法 よだれ防止、筋力アップ、リラクゼーション効果 

2．発声（構音）訓練 口腔機能アップ 例 パ／タ／ラ／カ 

3．声帯内転訓練（押し訓練） 声門閉鎖を促す 

4．氷なめ訓練 飲み込み（嚥下）の誘発、パターン訓練 

5．咀嚼訓練 口腔機能、覚醒レベルのアップ 

6．唾液促通・抑制法 唾液量の調節 

7．交互嚥下 喉に残ったカスを取り除く 

8．口腔ケア 覚醒、味覚、知覚、口腔機能レベルアップ 

9．ブローイング訓練 鼻咽腔閉鎖、呼気圧のアップ、食道入口部弛緩 

10．喉のアイスマッサージ 飲み込み（嚥下）誘発 

11．嚥下反射促通手技 飲み込み（嚥下）誘発 

12．メンデルゾーン手技 喉仏を挙上させ、嚥下をスムーズにする 

13．空嚥下 嚥下パターン獲得、喉の残ったカスを取り除く 

14．うら声発声法 喉仏を挙上させ、嚥下をスムーズにする 

15．息こらえ嚥下 声門が閉鎖し、喀出効果が上がる 

16．頸部突出法 食道入口を開大にし、梨状窩および食道入口を開大する 

17．K－point刺激法 開口及び一連の流れを促す 

18．頭部挙上法（シャキア法） 食道入口部開大、頸部筋郡筋力強化 

19．鼻つまみ嚥下法 鼻咽腔閉鎖不全による咽頭圧低下の軽減 

20．うなずき嚥下法 喉頭蓋谷に残留している食物を除去する 

21．顎引き嚥下 嚥下をしやすくする 

22．咀嚼法 咀嚼運動、舌運動、唾液分泌の促進 

23．バルーン法 食道入口部開大を促す 

24．錠剤の飲み方（スライス法） 錠剤を飲みやすくする 
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はじめに

摂食・嚥下障害に対する訓練法は、様々な方
法が考案されています。

実際に現場では沢山ある訓練法から、患者に
合わせて組み合わせたり、基本的な訓練法に応
用しながら行なっています。誤解しないで頂き
たい事は、訓練をすれば全ての嚥下障害が改善
するわけではありません。その為、代償手段
（例えば、姿勢や食物形態の工夫など）や代償
栄養法、外科的治療も必要な場合もありますの
で、患者の状態をしっかりと把握してアプロー
チを考えなければいけません。



対処法とは・・・

ここでの対処法とは



嚥下障害の原疾患
～起こる原因～

§脳の障害（脳卒中‥）

§進行性疾患（パーキンソン病‥）

§筋力低下（サルコペニア・・）

☆サルコペニアとは・・・
筋肉量が低下し、筋力または身体能力が低下した状態。加齢による
もの（原発性サルコペニア）と、不活動・疾患・低栄養などによるも
の（二次性サルコペニア）がある。主に高齢者にみられ、運動・身体
機能に障害が生じたり、転倒・骨折の危険性が増大し、自立した生活
を困難にする原因となることがある。筋肉減弱症。



例えば・・・

※咽（むせ）るという、症状の原因は・・・

１．嚥下パターンのずれ

２．舌運動の不良

３．嚥下反射遅延

４．喉頭下降による喉頭蓋閉鎖不良

５．頭頸部が動きが悪い又は、伸展している

６．歯の欠損

というように、色々な原因が考えられます。



咽る

原因

嚥下パターンのずれ

対処法

１．食物形態の調整（お茶ゼリー等）

２．頸部前屈 ３．空嚥下（嚥下の意識化）

４．構音訓練 ５．息こらえ嚥下法

６．氷なめ訓練



咽る
原因

舌運動の不良
対処法

１．食物形態の調整 ２．頸部前屈

３．一口量の調節

４．奥舌への送り込み（※食事介助器）

５．構音訓練 ６．うがい訓練
７．他動的に負荷かけ訓練（舌圧子等使用）



食事介助器



咽る
原因

嚥下反射遅延

対処方法

１．※喉のアイスマッサージ

２．嚥下反射促通手技 ３．氷なめ訓練

４．顎引き嚥下 ５．空嚥下法

６．息こらえ嚥下法



喉のアイスマッサージ

効果
嚥下反射誘発部位

（図１）に寒冷刺激を与

えると知覚に対する感

受性を高め、嚥下反射

を誘発しやすくなる

＊口腔内の温度は、36℃に保たれている

－7℃以下、＋2℃以上で誘発されやすい



方法
１．湿らせたアイス棒で、嚥下反射誘発部位をマッサー
ジするように刺激する

２．嚥下反射が起こる前にアイス棒を引き抜く（判断：軟
口蓋挙上がポイント）

※末梢性嚥下反射誘発

２－１．刺激後、空嚥下を促す

※中枢性嚥下反射誘発

３．1日３～５セット行う

（患者に合わせて）



効果の実証

健常者１２６名に対し、７７%が、前口蓋弓を刺激す
ると嚥下反射が起こりやすいことが報告されている。

ログマン氏の文献より

アイスマッサージの持続効果による報告では、脳梗
塞による嚥下反射遅延の患者２５名に対し、１日５回
の刺激を初め１週間行うと、２０名に何らかの効果が
得られたが、１ヶ月同じ刺激を繰り返すと、誰も変化
がなくなってしまったという報告がある。

ラザーラ氏、ロザンバック氏の文献より



咽る
原因

喉頭下降による喉頭蓋閉鎖不良
（サルコペニアでもよく見られる）

対処方法

１．裏声発声法

２．顎引き嚥下

３．メンデルゾーン手技



咽る
原因

頭頸部が動きが悪い又は、伸展している

対処方法

１．頭頸部ストレッチ法



咽かたが弱い
原因

後遺症、廃用性（サルコペニア）

対処方法

１．環境調整

２．全身運動療法

３．Pushing  exercise（負荷かけ訓練）

４．ブローイング

５．シャキア法（頭部拳上訓練）



流涎（よだれ・唾液）の問題
原因

唾液の分泌量が多い

対処方法

１．※皮膚のアイスマッサージ

２．水分摂取量の調整



皮膚のアイスマッサージ 引用：文献口から食べる 著者藤島一郎先生



皮膚のアイスマッサージ 引用：文献口から食べる 著者藤島一郎先生



流涎（よだれ・唾液）の問題
原因

口唇閉鎖不良

対処方法

１．構音訓練（両唇音）

２口輪筋ストレッチ法

２－１．他動的訓練

２－２．器具を用いた訓練



2022/9/12 20

口輪筋のストレッチ（マッサージ）Ⅰ

他動的ストレッチ方法

１、グローブを着用

２、両親指を患者の口腔内に挿入し、腕を内
転（上唇）外転（下唇）するようにひねる。

３、人差し指が唇の筋に並行するように抑える。

４．下前（上唇）上前（下唇）方向に向かって患
者に合わせて、回数を決め行う。



2022/9/12 21

口輪筋のストレッチ（マッサージ）Ⅱ

自動的ストレッチ方法



口腔内乾燥による嚥下困難
原因

唾液の分泌量低下及び唾液の質の問題

対処方法

１．唾液腺マッサージ

２．味覚・視覚・刺激を用いる。

※レモン水などを用いて行う。



口腔内乾燥による嚥下困難
原因

口呼吸による口腔内乾燥

対処方法

１．マスクの使用

２．口腔ケア

３．サージカルテープを用いた方法



のどに違和感・残留感
原因

喉頭蓋谷に残留する

対処方法

１．うなずき嚥下



のどに違和感・残留感
原因

咽頭の収縮が悪く嚥下圧が高められない。

対処方法

１．舌突出嚥下法

２．シャキア法（頭部拳上訓練）

２．横向き嚥下

３．一側嚥下



のどに違和感・残留感
原因

輪状咽頭筋弛緩不全によるもの。

対処方法

１．頭部挙上訓練

２．頸部突出法

３．バルーン法



口腔内に食べ物が残る
原因

咀嚼不良による食塊形成不良

対処方法

１．咀嚼訓練

※グミをガーゼに包み咀嚼を促す

２．食物形態の調整



口腔内に食べ物が残る
送り込みが悪い

原因

舌の運動不良

対処方法

１．奥舌への送り込み（器具使用）

２．他動的舌への負荷かけ訓練

※３．口腔内異物反射を用いた訓練



口腔内異物反射の特徴

唾液の分泌は、体性ー自律神
経反射で起こる。視覚・嗅覚刺激
でも唾液の分泌量は増えるが、味
覚・口腔内への異物混入により急
激に唾液の分泌量が増える。



方法
①異物反射誘発器具を準備する。

②異物反射誘発器具を舌背に置き口唇閉鎖を促
す。（前歯で強く噛んではいけない）

③唾液の分泌が見られ、自動・他動的に空嚥下
を促す。

④常に異物反射器具に抵抗を加えられるよう準
備しておく。

⑤舌の搾送運動が見られたら（喉頭の惹起に注
意する）異物反射誘発器具に抵抗を加える。

⑥数回繰り返す。











結果及び考察
１．唾液の分泌測定にあたり、１０分間の唾液の分
泌量（口唇閉鎖状態にて）平均4.8ｍｌ（３～８
ｍｌ）であった。

（正常値は2‐10ｍｌ/10分間）

２．次に口腔内異物反射を同じ方法で行ない。唾
液分泌量平均11.9ｍｌ（4～15ml）であった。※
変化なしは2名であった。

３．次に嚥下反射回数（5回実施）は、刺激なし
の場合、1分間に平均0.5回（0～3回）（刺激無の
正常値：0.35回）に対し、口腔内異物反射を用い
た場合、1分間に平均2.3回（１～８回）であった。

４．その空嚥下時に舌の搾送運動による抵抗が見
られた。



推察される訓練効果

①舌の搾送運動への促し効果

②嚥下パターンの獲得

③口呼吸から鼻呼吸へ移行

④口腔乾燥の減少



食事中・後にガラガラ声になる

原因

咽頭残留、喉頭流入、誤嚥

対処方法

１．意識的に咳払い ２．息こらえ嚥下法

３．頸部前屈 ４．横向き嚥下

５．一側嚥下



口に入れたまま飲み込まない
原因

認知障害

対処方法

１．環境調整

２．喉のアイスマッサージ

３．自発的に食事を取らせる



口に入れたまま飲み込まない
原因

口腔内麻痺

対処方法

１．食物形態の調整

２．奥舌への送り込み（食事介助器）



口に入れたまま飲み込まない
原因

「飲み込みたくても飲み込めない」⇒嚥下失行

対処方法

１．環境調整

２．無意識化～意識化へ

３．咀嚼促進



鼻から食べ物が出てくる
原因

タイミングのずれ

対処方法

１．空嚥下

２．息こらえ嚥下法



鼻から食べ物が出てくる
原因

鼻咽腔閉鎖不全

対処方法

１．ブローイング訓練

２． Pushing  exercise

（負荷かけ訓練）



口いっぱいに食物を入れてしまう
原因

認知症など

対処方法

１．スプーンの選択

２． 環境調整



薬（錠剤）が飲めない
原因

舌運動不良など

対処方法

１．スライス法

２．錠剤用摂取ゼリーの使用


