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症例から学ぶ摂食嚥下リハの理論と実践

JCHO湯布院病院 リハビリテーション科

言語聴覚士 木村暢夫

－脳血管障害編－

リハオンデマンド LIVEセミナー
2022年9月22日（木）20:00～ 本日の内容

１．社会的背景

３．脳血管障害に伴う嚥下障害について

２．摂食嚥下障害の基本的知識

４．症例（偽性球麻痺、球麻痺）

５．本日のまとめ

質疑応答

１．社会的背景

２．摂食嚥下障害の基本的知識

本日の内容

１．社会的背景

３．脳血管に伴う嚥下障害について

２．摂食嚥下障害の基本的知識

４．症例（偽性球麻痺、球麻痺）

５．本日のまとめ

質疑応答

１．社会的背景

２．摂食嚥下障害の基本的知識

高齢化の推移と将来推計

65歳以上の
人口割合：29.1％

（2021年９月15日現在推計：総務省統計局）

内閣府 令和３年度版 高齢白書（概要版）

日本人の死亡原因の推移日本人の死亡原因の推移

厚生労働省 令和３年(2021)人口動態統計月報年計（概数）の概況

主なし要介護度別にみた介護が必要となった主な原因

2019年 国民生活基礎調査7
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本日の内容

３．脳血管障害に伴う嚥下障害について

２．摂食嚥下障害の基本的知識

４．症例（偽性球麻痺、球麻痺）

５．本日のまとめ

質疑応答

１．社会的背景

２．摂食嚥下障害の基本的知識

４．症例（偽性球麻痺、球麻痺）

口から食べることの意義

・根源的な欲求が満たされる

・脳が活性化する

・消化管の活動がさかんになる

・唾液の分泌が促される

食べることは生きていくための欠かせない行為。「食べたい」という
気持ちが満たされたとき大きな満足感を得ることができる。

食べる行為は五感を刺激し、脳を活性化させる。

五感が刺激されることで消化吸収がよく、下痢などの問題
も起こりにくくなる。

消化を助けるだけでなく、口腔内の細菌の増殖を抑えたり、
口の中の汚れを洗い流したりする。

「口から食べること」は人生に大きな喜びを
もたらします。

栄養摂取以上の意味がある

まとめまとめ
まとめまとめ

1. 先行期（認知期）:何をどのように食べるか判断する時期

2. 準備期（咀嚼期）:食物を咀嚼し，食塊を形成する時期

3. 口腔期（嚥下第１期）:食塊を口腔から咽頭に送り込む時期

4. 咽頭期（嚥下第２期）:食塊を咽頭から食道に送り込む時期

5. 食道期（嚥下第３期）:食塊を食道から胃に送り込む時期

摂
食

嚥
下

嚥下運動3期（摂食5期） まとめまとめ
まとめまとめ摂食嚥下のメカニズム

④咽頭期

①先行期①先行期 ②準備期

③口腔期 ④咽頭期④咽頭期 ⑤食道期

大脳皮質

嚥下パターン形成器
延髄網様体の嚥下中枢

嚥下運動のプログラミング
呼吸中枢

皮
質
延
髄
路

疑核（運動神経核）
舌下Ｎ核、顔面Ｎ核
三叉Ｎ運動枝

弧束核
（末梢知覚情報の統合）

末梢知覚受容体
舌根、咽頭、口蓋弓、
扁桃、軟口蓋など

嚥下関連筋群

主として舌咽Ⅸ、迷走Ⅹ 三叉Ⅴ、顔面Ⅶ、舌咽Ⅸ、
迷走Ⅹ、舌下ⅩⅡ

呼吸筋への命令

・大脳の嚥下への関与
・嚥下時の呼吸停止

栗原正巳：口のリハビリテーションスライド一部改編

加齢による生理機能の低下に伴う予備能の低下

呼吸循環器機能低下・消化器機能低下・精神活動低下・内分泌機能低下・
腎機能低下・運動機能低下・免疫機能低下

・低栄養
・多病性、易感染性、難治性
・孤立的・抑うつ的・自信喪失・孤独感
・行動範囲の狭小化

廃用症候群

寝たきり

・風邪
・関節の痛み
・打撲

・安静
・病院環境
・非個別性
・薬、処置

急速に起こる
活動制限

徐々に起こる
活動制限

・日常生活自立度の低下
・閉じこもり

高齢者の特徴
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➢ 虫歯などで歯が減り、咀嚼力が低下する。
➢ 口腔、咽頭、食道など嚥下筋の筋力低下。
➢ 粘膜の知覚、味覚の変化（低下）、視覚の低下。
➢ 唾液の分泌減少、性状の変化。
➢ 咽頭が解剖学的に下降し、嚥下反射時に咽頭挙

上範囲が大きくなる。
➢ 無症候性脳梗塞の存在（潜在的偽性球麻痺）。
➢ 注意力、集中力の低下。
➢ 胃および食道からの逆流。

加齢と摂食嚥下機能の低下

高齢者の摂食嚥下障害の特徴 嚥下障害の原因

・機能的原因
中枢神経疾患

脳血管障害
変性疾患（筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病など）

神経・筋疾患
重症筋無力症・筋ジストロフィー
膠原病・中毒など

加齢による機能低下
歯の喪失・喉頭下垂・嚥下反射惹起不全
咽頭収縮力減弱・気道防御反射低下など

・器質的原因
炎症・腫瘍・外傷・異物・形態異常・瘢痕狭窄・術後など

・医原性嚥下障害
拒食症・ヒステリーなど

※薬剤の影響：向精神薬→唾液分泌減少。
睡眠剤→覚醒度の低下

認知症

低栄養状態
サルコぺニア

摂食嚥下機能評価

１．問診

２．臨床的評価

栄養状態、口腔内の状態、身体機能評価

３．口腔器官機能、発声・構音機能の評価

４．食事場面の観察（経口摂取を行っている方）

５．スクリーニング検査

６．可能であれば嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査

問 診

嚥下障害と薬剤

・嚥下障害を著明に改善する薬剤はない
・不顕性誤嚥に対するACE阻害剤など

・中枢神経を抑制する薬剤
抗てんかん薬、抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬
抗ヒスタミン薬、中枢性筋弛緩薬、睡眠薬

・口腔乾燥症を生じやすい薬剤
抗うつ薬、抗ヒスタミン薬、抗コリン薬、中枢性筋弛緩薬
抗精神病薬、消化性潰瘍治療薬、利尿薬、睡眠薬

・錐体外路系障害を生じやすい薬剤
消化性潰瘍治療薬、抗精神病薬、抗うつ薬

・嚥下障害に影響を与えうる薬剤

「疾患別嚥下障害」：医歯薬出版株式会社 P16より一部引用

 体重は減っていないか？ BMI 18.5未満

・もともと痩せている場合、身長による標準体重よりその人の

日ごろの体重が基準になる

・体重を定期的に測定する

栄養状態のチェックポイント

 投与エネルギー、タンパク質は十分か？

 褥瘡・創傷治癒の遅延はないか？

 水分投与は十分か？

 血中TP・Alb・BUN／Cre（脱水↑） Alb3.5以下

摂食・嚥下セミナーテキストより引用
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質問紙（ＥＡＴ‐１０）

質問紙：
嚥下障害に関連する症状の有
無を効率よく確認できる方法

潜在的・軽度の嚥下障害のス
クリーニングに有効

高齢者の嚥下障害の早期発見に推奨されている

OHAT日本語版

身体機能評価

 呼吸、発声

 発声発語器官

 コミュニケーション

 麻痺の有無

 脳神経学的所見

 四肢体幹筋力

 歩行能力

 ADL
廃用症候群や誤嚥性肺炎を生じる
危険性を予測し予防する!！

呼吸・発声

＜呼吸＞

呼吸パターン ：胸式？腹式？胸腹式？

リズムの異常の有無

安静時の呼吸回数

正常範囲：１分間に１６～１８回程度

音の異常の有無

胸郭の可動域誘導による拡大の可能性

随意コントロールの可否

＜発声＞

発声持続

正常範囲：男性30秒、女性20秒

会話時の声質（湿性嗄声・ガーグルボイス）をチェック

安静時

顔面

左右差・筋緊張の異常・

不随意運動の有無

口の閉鎖が保たれているか？

鼻唇溝の左右差は？

口角下垂はあるか？

流涎はあるか？

運動時

各発語器官の運動範囲・速度・筋力・協
調運動は？

不随意運動の有無は？

発声発語器官ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ（声・顔面）

摂食・嚥下セミナーテキストより引用

発声発語器官ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ（声・顔面）
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＜視診＞

安静時の喉頭隆起の位置は？

喉頭全体の下垂・前方への突出・偏位が無い
か？

＜触診＞

舌骨、甲状軟骨、輪状軟骨の位置・偏位は？

喉頭周囲の筋緊張は？

舌骨上筋群の筋力は？

舌骨下筋の筋緊張亢進・拘縮は？

嚥下時の運動範囲不足・挙上開始遅延・挙
上速度低下は無いか？

舌骨

甲状軟骨

輪状軟骨

喉頭視診・触診のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ 「パタカ」で口腔機能をチェック

「パ、パ、パ・・・」
「タ、タ、タ・・・」
「カ、カ、カ・・・」

方法：３～５秒間で「パ」「タ」「カ」

を各々できるだけ速く反復する。

反復回数は１秒間単位の平均回数

で評価する。２回施行。

判定：１秒間に4.0回以上

※言語障害患者の評価基準

老年歯科医学会の判定基準は
1秒間に6.0回以上

食事場面

➢食物形態

➢介助状況

➢摂食姿勢

➢集中度

➢体幹・上肢機能

➢取り込み方：口唇閉鎖、食べこぼし

➢咀嚼：回数、リズム、スピード

➢喉頭の上下運動

➢むせの有無：咳がしっかりできているか？

➢摂食時間

➢疲労感

＜基本チェック項目＞

聖隷式嚥下質問紙

こんな症状ないですか？

１つでも当てはまるも
のがあれば専門機関
を受診しましょう。

方法：喉頭隆起と舌骨を指腹で触診しながら空嚥下を30秒間繰り返し

てもらう．座位で行うが，急性期などの場合はﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ位でも

よい．

甲状軟骨が指を十分に乗り越えた場合のみ1回と数える．

判定：３回／30秒未満を陽性：嚥下障害、開始困難、 誤嚥が疑われる。

意義：随意的な嚥下の繰り返し能力，喉頭の挙上，嚥下

反射惹起性スクリーニング，誤嚥との相関もあり，

摂食開始の指標となる．

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

（小口・他、2000）

25 26

27 28

29 30
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改訂水飲みテスト
(modified water swallowing test ; MWST)

方法：冷水3mlを口腔底に注ぎ，嚥下を支持する．嚥下後、発声させ湿性
嗄声の有無を確認．もし可能ならば追加して反復嚥下を2回行わせる．判定
基準が4点以上なら最大2回繰り返す．3試行のうち，最低点を評点とする．

判定基準

１．嚥下なしandむせるand／or 呼吸切迫

２．嚥下ありandむせなしand呼吸切迫（silent aspirationの疑い）

３．嚥下ありandむせるand／or 湿性嗄声

４．嚥下ありandむせなしand呼吸変化なしand湿性嗄声なし

５．４に加え, 30秒以内に2回の追加嚥下（空嚥下）が可能

※判定不能：嚥下なしandむせなしand呼吸変化なしand湿性嗄声なし

妥当性：嚥下造影検査での誤嚥の有無と比較

感度：0.70 特異度：0.88 （才藤、1999）

フードテスト(food test ; FT)

方法：プリン茶さじ１杯（約４ｇ）を舌背前部に置き，嚥下を指示．嚥下後，
発声にて湿性嗄声の有無を評価．もし可能ならば反復嚥下を２回行わせる．

判定基準

１．嚥下なしandむせるand／or 呼吸切迫

２．嚥下ありandむせなしand呼吸切迫（silent aspirationの疑い）

３．嚥下ありandむせるand／or 湿性嗄声，口腔内残留中等度

４．嚥下ありandむせなしand呼吸変化なしand湿性嗄声なし

口腔内残留ほぼなし

５．４に加え30秒以内に2回の追加嚥下（空嚥下）が可能

※判定不能：嚥下なしandむせなしand呼吸変化なしand湿性嗄声なし

妥当性：嚥下造影検査での誤嚥の有無と比較

感度：0.72 特異度：0.62 （才藤、1999）

方法：嚥下前後の呼吸音を聞く．水飲みテストや嚥下場面などにおいて
誤嚥や咽頭残留をとらえる．空嚥下と食物の嚥下後の音の比較．

検出部位：輪状軟骨直下気管外側上皮膚面

判定：嚥下前の呼吸音に比べてゴロゴロ音などがあれば異常

意義：誤嚥，咽頭残留の有無の判定．

頸部聴診、嚥下音聴診

判 定 聴取される音

正 常

呼吸音が一旦停止された後、力強い嚥下音
１回、引き続いて澄んだ呼吸音

咽頭収縮の減弱、

喉頭挙上障害、

食道入口部弛緩障害の疑い

嚥下音が長い、または弱い

複数回の嚥下音

問題

あり

誤嚥の疑い 泡立ち音

むせ

誤嚥または咽頭残留の疑い

嚥下直後の呼吸音に湿性音

うがい音

液体の振動音

本日の内容

３．脳血管障害に伴う嚥下障害について

４．症例（偽性球麻痺、球麻痺）

５．本日のまとめ

質疑応答

１．社会的背景

２．摂食嚥下障害の基本的知識

４．症例（偽性球麻痺、球麻痺）
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脳出血

くも膜下出血

パーキンソン病

アルツハイマー病

頭部外傷

脳性麻痺

脊髄小脳変遷症

ALS

慢性硬膜下血種

廃用症候群

その他

嚥下障害の原因疾患

山脇正永ら：嚥下障害の全国実態調査ーその２病院部門からのエビデンス、
日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌2006：10：436

脳血管疾患

56.1％

脳卒中で嚥下障害を起こす3つの病態

脳卒中の
嚥下障害

偽性球麻痺

球麻痺

一側性の大脳病変
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意識障害と嚥下

・意識障害のあるときは嚥下障害を疑う
・誤嚥、窒息⇒生体反応が鈍い

・意識障害は変動する
・日による変動、時間による変動

・食事中に意識レベルが低下することがある

・意識障害の原因をよく考える
・疾患、薬剤、けいれん発作、血圧低下など

偽性球麻痺と球麻痺

②大脳基底核・
内包型

①大脳皮質型

③脳幹型

・偽性球麻痺
病変部位：両側大脳、中脳、橋
口腔準備期と口腔期の障害：咀嚼、早期咽頭流入

嚥下反射パターンは比較的良い：
（嚥下反射の開始遅延、不完全な咽頭期嚥下）

高次脳機能障害を伴うことが多い
（注意障害、学習障害、認知障害、失語、失行、
保続）

・球麻痺
病変部位：延髄の嚥下中枢

嚥下反射が不全で、唾液も飲みにくい

ADL自立が多い

延髄外側症候群（Wallenberg症候群）

・球麻痺

原因疾患：脳梗塞、脳内出血、脳腫瘍
クモ膜下出血、椎骨動脈

病側：顔面の温・痛覚麻痺
（三叉神経麻痺）
小脳失調、嗄声を生じる場合あり

健側：上下肢の温・痛覚麻痺

嚥下障害の特徴：
・口から咽頭への送り込みの問題
・実際のUES（輪状咽頭部、食道入口部）

通過の問題

※嚥下造影検査で正面像での飲み込みを
確認する

嚥下障害に対するリハビリテーション
（脳卒中治療ガイドライン2015）

• 嚥下機能のスクリーニング検査、さらには嚥下造影検査、内視鏡検査 などを適切
に行い、その効果をもとに、栄養摂取経路や食形態を検討し、多職種で連携して包
括的な介入を行うことが強く勧められる（グ レードA）

• 経口摂取が困難と判断された患者においては、急性期から（発症7日以内）経管
栄養を開始したほうが、末梢点滴のみ継続するよりも死亡 率が少ない（グレードB）

• 発症1か月以降も経口摂取困難な状況が継続しているときには胃瘻で の栄養管理が
勧められる（グレードB）

• 頚部前屈や回旋、咽頭冷却刺激、メンデルゾーン手技、supraglottic swallow
（息こらえ嚥下）、頚部前屈体操、バルーン拡張法などの間 接訓練は、検査所見や
食事量の改善などが認められ、実施が勧められる（グレードB）

嚥下障害に対するリハビリテーション
（脳卒中治療ガイドライン20２１）

１．嚥下障害を改善するために、嚥下訓練を行うことが勧められている（推奨度A エビデン ス
レベル高）。

２．頭部挙上訓練及び頚部の抵抗運動訓練、舌の抵抗運動訓練、呼吸筋訓練を行うことは
妥当である（推奨度B エビデンスレベル中）。また、開口訓練及び最大喉頭挙上位置を
持続する訓練を行うことを考慮しても良い（推奨度C エビデンスレベル中）。

３．摂食嚥下障害がある患者に対して、間欠的経管栄養を行うことを考慮しても良い（推奨
度C エビデンスレベル低）。

４．バルーンカテーテル訓練を行うことを考慮しても良い（推奨度C エビデンスレベル中）。

５．反復性経頭蓋磁気刺激（ｒTMS）や経頭蓋直流電気刺激（ｔDCS）を行うことは妥
当である（推奨度B エビデンスレベル高）。

６．咽頭部への経皮的電気刺激を行うことは妥当である（推奨度B エビデンスレベル高）。

７．反復性末梢性磁気刺激（ｒPMS）を行うことを考慮しても良い（推奨度C エビデンスレ
ベル中）。

本日の内容

３．脳血管障害に伴う嚥下障害について

４．症例（偽性球麻痺、球麻痺）

５．本日のまとめ

質疑応答

１．社会的背景

２．摂食嚥下障害の基本的知識

４．症例（偽性球麻痺、球麻痺）
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39 40
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症 例

６５歳代男性、右利き

妻と二人暮らし。

現病歴：令和Ⅹ年Ｙ月、右小脳～延髄外側に脳梗塞を発症し、Ａ病院入院。急性期
加療中、Ｙ＋３日に窒息し挿管・呼吸器管理となる。肺炎の合併症あったが、呼吸
状態安定しＹ+１か月後に当院回復期病棟に転院となる。

‣神経学的所見：ＪＣＳⅠ－１、明らかな麻痺はなく右失調症状あり。

（Br.stage上肢：右Ⅵ左Ⅵ、下肢：右Ⅵ、左Ⅵ 指：右Ⅵ左Ⅵ）。

・放射線学的所見：画像では右椎骨動脈閉塞右小脳～延髄外側

・神経心理学的所見：構音障害

症 例

７０歳代男性、右利き

妻と二人暮らし。

現病歴：令和Ⅹ年Ｙ月、両側前頭葉に脳梗塞を発症し、Ａ病院入院。急性期治療中に
発熱と意識レベル低下を来してヘルペス脳炎と診断された。食事や会話はできていた
が、同年１１月に脳炎を再発し、ＡＤＬ全介助となり、経鼻経管栄養となった。Ｙ+
３か月後に当院回復期病棟に転院となる。

‣神経学的所見：ＪＣＳⅡ－２０、両側に中等度の麻痺（Br.stage上肢：右Ⅳ-7左
Ⅴ-11下肢：右Ⅳ-7左Ⅴ-11指：右Ⅱ-3左Ⅳ-9）。

・放射線学的所見：画像では両側前頭葉、小脳、左後頭葉皮質下、右被殻、左側頭葉
に病変を認めた(写真はT2強調画像)。

・神経心理学的所見：記憶障害、注意障害、失認、失行、失語症

嚥下機能

覚醒が低く(JCSⅡ-20～30)、水飲みテスト、フードテ
ストは非実施とした。

偽性球麻痺による重度嚥下障害を呈していた。

常に開口したままであり、口腔内は乾燥し、唾液処理能
力も低下が顕著であった。

咽喉頭に唾液や痰が貯留するが、嚥下や喀痰は困難であ
り、１～２時間おきに吸引を要す状態。

端座位でも開眼が得られにくく、JCSⅡ-20～30と変動あり。

声かけと揺さぶりにて開眼し、視線移動がみられる程度。発話なし。

ＪＣＳⅠ-3に向上
少しの援助で飴の選択や紙面をめくる、手を振るなどできる
ようになった。表情変化も増加し、時折復唱的に発話がみら
れることも。退院時の際は涙し、「ありがとう」と声量が乏しい
ものの自発話がみられるまでになった

26週後

入院時と退院時の比較 嚥下機能評価

評価 入院時 退院時

摂食・嚥下グレード
２

（基礎的嚥下訓練の
みの適応）

３
（条件が整えば摂食

訓練が可能）

臨床的重症度分類 １（唾液誤嚥） ３（水分誤嚥）

反復唾液嚥下テスト ０回 0回

ＲＯＡＧ 1６点 12点

ＦＯＩＳ
Functional oral 

intake scale

ＬＥＶＥＬ1
経口摂取なし

ＬＥＶＥＬ２
経管栄養と楽しみ
程度の経口摂取

43 44

45 46

47 48
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栄養

評価 入院時 退院時

ＢＭＩ 22.0 20.3(-3㎏)

ＭＮＡ-sf
簡易栄養状態評価表

4点(低栄養) 8点(低栄養の恐れあり)

ＡＬＢ 3.3 3.5

ＴＰ 5.4 5.7

栄養量 １２００Kcal １３００Kcal

経口摂取時の様子

奥舌をスプーンで押し下げなが
ら口峡を越えたあたりにゼリー
を置き、徒手的に口唇閉鎖を
促した

・多職種が連携してのアプローチのなか、全身状態や覚醒が
向上し、嚥下機能改善がみられ、ゼリーでの直接嚥下訓練が
行えるようになった。

・経口摂取では咽頭までの移送を介助者が代償し、閉口を徒
手的に行うなどの専門的介助が必要性な状態。

・家族は退院先施設でも経口摂取の継続を望んだが、家族に
は吸引も含めてその介助や状態変化に伴うリスク管理が困難
と判断された。また、退院先からも誤嚥性肺炎予防のため、
経口摂取は行わないとの説明があった。

・結果、退院後の医療機関（療養病棟）では嚥下リハは継続
できなかった。

症例の振り返り 摂食嚥下リハの課題

・今回、退院後の経口摂取継続を検討する際、介助方法、介
助者、吸引、摂取可否の判断、施設側との情報共有の方法、
地域資源など様々な問題が挙げられた。

・それらの解決には、

①摂食嚥下に関わる人材の充足

②各職種が摂食嚥下に費やせる時間の確保

③専門職による他施設訪問による情報共有や人材育成が急務

⇒継続した摂食嚥下支援の実現に向けた取り組みが必要。

➢ 今回は社会的背景から基本的な視点を中心に紹介しました。

➢ 摂食嚥下障害は高齢化社会の重大な健康問題の一つ。脳血管疾患は嚥下障害
を起こす代表的な疾患であり、他の嚥下障害に関わるうえで非常に大切となります。

➢ 脳の損傷部位や病期に加え、年齢や基礎疾患により、摂食嚥下リハビリの目的や目
標は個々で異なるため、常に基本的な視点や最新の知見に基づいた摂食嚥下リハビ
リへの姿勢が必要です。

➢ 「食べる」ということは人間の最も基本的な生命維持機能であるだけでなく、食文化と
しての楽しみ、QOLに大きく関わります。

➢ 摂食嚥下障害を 「食べること全体の問題」と捉え、本人・家族を中心とした多くの専
門職とのチームで継続した取り組みができる支援体制の構築に向け頑張っていきましょ
う。

まとめ

ご清聴ありがとうございました。

■摂食嚥下リハの理論と実践 -脳血管障害編-
2022年9月22日（木）20:00～21:00

■摂食嚥下リハの理論と実践 -がんリハ編-
2022年10月6日（木）20:00～21:00

■摂食嚥下リハの理論と実践 -認知症編-
2022年11月10日（木）20:00～21:00

■摂食嚥下リハの理論と実践 -オーラルフレイル編-
2022年12月22日（木）20:00～21:00
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