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本日の内容

１．社会的背景

３．認知症の摂食嚥下障害について

４．症例

５．本日のまとめ

質疑応答

２．先行期の摂食嚥下障害について



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65歳以上の認知症患者の推定者と推定有病率

平成29年度高齢者白書より引用 一部改変

認知症の高齢者人数の推移
2025年高齢者5人に1人が認知症



日本人の死亡原因の推移お入院患者の認知症合併率と当院の現状

回復期リハビリテーション（以下、リハビリ）病棟の入院患者の
認知症合併率は20‐50％とされており、今後も高齢化の進展
に伴い増加が予測されている（山上ら、2018）。

当院においても複合疾患のある高齢者の入院患者が増えてい
る現状のなか、特に認知症を有した摂食嚥下障害患者に対す
る摂食嚥下リハビリが難渋する症例を多く経験するようになった。



<対 象>
2020年4月1日～2021年9月30日の間に当院回復期リハ病棟に
入院し退院した418名（男性：167名、女性251名 平均年齢
77.5±11.4歳）のうち、摂食嚥下機能療法を実施した120名。

当院回復期リハ病棟における摂食嚥下障害患者の現状①

<対象者の内訳>

48%52%

嚥下障害患者の認知症有無の割合

認知症あり群

認知症なし群（平均年齢75.9±12歳）

ｎ=120

（平均年齢82.6±7.6歳）

59%
38%

3%

認知症あり群の認知症のタイプ

アルツハイマー型

脳血管性

レビー小体型

ｎ=57



嚥下グレード(Ｇｒ)の推移
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当院回復期リハ病棟における摂食嚥下障害患者の現状②
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※ 0～7点：低栄養
8～11点：低栄養の恐れあり
12～14点：栄養状態良好

認知症なし群
平均
入院時：13.3
退院時：12.0(-1.3)

認知症あり群
平均
入院時14.7
退院時14（-0.7）
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当院回復期リハ病棟における摂食嚥下障害患者の現状③



入院中の誤嚥性肺炎の発症

入院中に誤嚥性
肺炎を発症した
66%が
認知症患者

アルツハイマー：8

脳血管性認

知症：5

レヴィー小体型：1

無し：7

アルツハイマー 脳血管性認知症

レヴィー小体型 無し

N＝21

当院回復期リハ病棟における摂食嚥下障害患者の現状④
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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



先行期の摂食嚥下障害の原因

■高次脳機能障害
・注意機能の障害（空間無視）
・記憶障害
・言語機能の障害（失語症）
・行為面の障害（失行症）
・認知面の障害（失認証）
・遂行機能の障害 など

■認知症
・高次脳機能の複合的障害
・周辺症状（行動、心理症状など）

■その他
・意識、意欲、体力、加齢など

主に
・先行期から
・準備期
・口腔期に影響

（認知障害と非認知的障害
による摂食行動への影響）



認知症の病態

●中核症状
記憶の障害・注意障害・
失行・失認・見当識障
害・判断力の障害・遂行
機能障害など

●周辺症状（BPSD）
徘徊や妄想・幻覚・攻撃
的行動・不潔行為・異
食・抑うつなどの行動・
心理症状

進行に伴って頻繁に出現

太陽生命保険HPより引用



慢性的な注意障害⇒大脳の広範な障害
認知症は脳の器質的障害によって広範に、継続的に
機能が低下した状態

認知症と注意障害

覚醒 持続 集中 選択 分配 制御

ＡＤ △ 初期+ 進行+

ＦＴＤ ++ ++ ++

ＤＬＢ + △ + ++ ++ ++

FTD：注意障害が目立つ
DLB：注意障害が全側面にみられる

引用：橋本ら 改変



注意の障害と摂食嚥下障害

●注意持続力の低下
⇒刺激で注意がそれることで誤嚥、食事の中断

●注意の選択・転換
⇒食器・食べ物の選択、行動を切り替えられない

●ペーシングの障害
⇒早食い、詰込みによる誤嚥・窒息

●方向性注意（半側空間無視）
⇒無視空間にある食物の認知障害、非無視側からの刺激で注意がそれる
⇒誤嚥や食事の中断



認知症の基礎疾患の割合

出典:「出典:「認知症初期集中支援チームに必要な若年性認知症の知識」（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター）」一部改変



認知症の病型

アルツハイマー型認知症

中核症状：記憶障害、見当識障害、
遂行機能障害、視空間
認知障害、失語、失行

周辺症状：徘徊、妄想、幻覚、
抑うつ、不安感、
自発性低下



認知症と摂食嚥下障害の主な症状と支援例
（アルツハイマー型）
●食べたことを忘れる（記憶障害）
⇒次の食事時間を示す。メモ、大きな字

●拒否
⇒要因の考察必要（口唇への刺激、味覚刺激、食べなれた
食器や食具の使用）

●自食技能の低下（失行、視空間認識障害）
⇒手渡し介助、食器を減らし食動作の単純化、一品ずつ

●食物の認知障害（失認）
⇒食器の数を減らす、目立つ食器の使用、配膳位置の調整

●環境刺激への過剰反応
⇒刺激の少ない環境設定

●長時間の咀嚼、口腔への食物の溜め
⇒食物の追加嚥下、スプーンを把持する、嚥下反射促通



認知症の病型

脳血管性認知症

中核症状：記憶障害、遂行機能障害
覚醒・認識・運動・情動
の変動（まだら状態）

周辺症状：抑うつ、意欲・自発性低
下、感情失禁、夜間せん妄



認知症と摂食嚥下障害の主な症状と支援例
（脳血管性）

●偽性球麻痺、球麻痺などによる摂食嚥下機能の直接的な障害
⇒摂食嚥下機能訓練、食物形態調整、誤嚥・窒息のリスク管理

●麻痺による自食の障害
⇒持ちやすい食具の工夫、配膳位置調整（麻痺側への配慮）

●半側空間無視で食物の見落とし
⇒非無視側を壁にした着座、非無視側空間への食器配置

●食思不良
⇒少量ずつの提供、嗜好品の提供、味や温度の違う食品提供

●指示の理解不良で食べ始めない
⇒食べるしぐさを添えた声かけうや促し、行為開始まで待つ



認知症の病型

中核症状：注意・覚醒レベルの変動
⇒認知機能の変動
パーキンソン症状、幻視

周辺症状：錯視、誤認（人・場所）
、無気力、興奮、不安

レビー小体型認知症



認知症と摂食嚥下障害の主な症状と支援例
（レビー小体型）

●全般的におこる変動性に伴い摂食嚥下の問題が変化する
⇒摂食嚥下訓練、食事形態の調整、薬剤の調整

●認知機能の変動：起床後は食べるが、昼間はたべないなど
⇒生活リズム

●幻視にとらわれ食事がとまる食物以外に見えて食べない
⇒幻覚の原因を取り除く、虫を追い払う動作をしてみる、一旦食器を下
げる・盛り付けなおす、照明や着座位置の検討

●食事時に注意が集中・持続できず中断
⇒集中できる環境設定

●パーキソニズム：無動・前傾姿勢が影響
⇒配膳位置、食具の検討、テーブルの高さや椅子含めた姿勢調整

●視空間認知：食物までの距離・位置関係不良で自食に問題
⇒配膳位置の調整、食具の工夫、目立つ食器



認知症の病型

中核症状：性格変化、社交性の消失、
脱抑制、無欲、情動的行為、
食行動異常

※初発時は記憶障害・見当識障害
は目立たない

周辺症状：自発性低下、感情鈍麻、
柔軟性の欠如、易怒性

前頭側頭型認知症



認知症と摂食嚥下障害の主な症状と支援例
（前頭側頭型）

●脱抑制：通常のふるまいの喪失、早食い、食物の詰込み、過食
⇒小スプーンの使用、スプーンの手渡し、声掛けによるペース調整

●被影響性、注意：食事中の立ち去り行動、ささいな物音で食事中断
⇒静かな環境設定

●味覚の変化：好みの変化・偏食
⇒好みに合わせためりはりのある味付け

●固執性：料理、時間・場所などへの固執
⇒自宅での食事場所に近い環境設定、患者の生活リズムに合わせる

●自発性の低下：長時間の咀嚼
⇒声かけによる促し、食物追加嚥下、嚥下反射促通手技

●口腔期の障害や誤嚥は後期に至っておこる傾向
⇒口腔環境も含めた口腔ケアの徹底、適切な客観的評価や食事形態調整



病型ごとの摂食嚥下の病態の変化

●認知症の初期～中期においては、各病型の
病態を反映した摂食嚥下の症状・食行動が認
められやすい

●中期以降は各症状の進行に伴い、摂食嚥下症
状も混沌とし、病型別の病態は不明確になる

症
状
の
進
行



アプローチの枠組みと介入のポイント

●認知症には病型、病期により摂食嚥下にか
かわる行動に特徴がある
●個別性、加齢に伴う機能低下も考慮する

●病態を正しく解釈し、適切な対応に活かす

関りが功を奏さない場合も多いが
食べる行為を通して、

摂食嚥下機能の維持・向上を目標とする
対処、介助が必要となる。



認知症への対応

●薬物療法

●非薬物療法

●環境整備

●他職種連携、家族への支援

訓練・支援の枠組み



認知症への対応（非薬物療法）

内容：
▶RO法（リアリティ・オリエンテーション）
▶回想法
▶タクティールRケア
▶バリデーション療法
▶ユマニチュード
▶認知刺激療法

目的：中核症状へのアプローチ
周辺症状の軽減、QOLの向上



認知症への対応（非薬物療法）

「現実を正しく把握してもらう」ための介入方法
日本では現実見当識訓練ともいう。

目的：認知症の方の現実感覚を取り戻し、見当識障害
の改善を図る

リアリティ・オリエンテーション（RO法）

「おはようございます！ 今日は肌寒いですね」
「……」
「そうですね、もう11月ですもんね」「紅葉がきれいですよ」

まず、今が一年のどの季節に当てはまるのかを、自然な流れで伝えます。

「今日は10日木曜日ですので、10時ごろ伺いますね！」



認知症への対応（非薬物療法）

昔の記憶、若いころの記憶は保たれている
慣れ親しんだ昔を振り返ることは、不安や混乱から解放
されるまた、古い生活道具や慣れ親しんだ活動などを組
み合わせることで
記憶を引き出す、他者に教えるという役割を演じること
でＱＯＬの向上を図る。

回想法



認知症への対応（非薬物療法）

手を使用して10分程度、相手の背中や手足をやわら
かく包み込むようにふれることで、自分自身の身体の
認識や自己意識の向上、認知症の方の身体的・精神的
な症状を和らげることがある

ターティルRケア



認知症への対応（非薬物療法）

認知症の方の行動や言葉の背景を認め受容と共感の対
応を示す。

対象者の話を傾聴し、相槌を打つ、うなずく、言葉を
繰り返したり受容態度を示す

バリデーション療法



認知症への対応（非薬物療法）

人は見つめてもらい、誰かと触れ合い、言葉を交わすことで
存在意識を高め、そして死に至るまで、できる限り立つこと
で人としての尊厳を自覚する。

見る：顔の正面から同じ高さで目を合わせる
話す：今、何をしているかを、頻繁にやさしく伝える

（優しい表情でゆっくり、敬う気持ちで話す
触れる：腕を下から支えるなど、優しくささえる
立つこと：なるべく立つ

ユマニチュード



認知症への対応（非薬物療法）

言葉や会話だけでなく、五感を活用することで、脳の
活性化認知機能の改善を図る。

認知刺激療法



認知症への対応（環境整備）

●生活環境
⇒集中できる、安心できる、落ち着く

●食事環境
⇒食形態、食具、食事方法

※場合によっては適切な栄養ルートの検討も必要になる

●口腔環境
⇒口腔内清潔、義歯装着の必要性

●心理的安定をもたらす環境
⇒人としての自尊心を大切にした家族を含めた周りの支援



認知症への対応（環境整備）

模様は少なく
わかりやすく

品数に混乱
ワンプレート

時々
気分を変えて



認知症などによる先行期嚥下障害へのアプローチ

●いろいろな症状があっても安全性を確保しつつ経口
摂取に向けた取り組みは重要

●なんとなくといった、場当たり的な対応は問題

●対応は決め手に欠け、マニュアル通りにはいかない
ことが多い

・しっかり観察
・深く考える（個別性、社会的背景など）※思い込まない
・適切な対応（柔軟性のある、臨機応変な対応も）
・実施結果の検証⇒次の対応へ繋げる



Ⅲ.症例紹介①

＜既往歴＞ アルツハイマー型認知症を発症して約8年経過。その
他の内部疾患はなし。
介護認定(要介護認定５)取得しており、介護サービス
を利用して自宅生活していた。

＜医学的診断名＞ 脳梗塞後遺症

＜現病歴＞ 令和４年X月に脳梗塞を発症。 家族より「食べられるよ
うになってほしい」と希望があり、Ｘ+1月に摂食嚥下を中
心としたリハビリテーション目的にて当院回復期リハビリ病
棟へ入院となった。

＜年齢・性別＞ 90代・女性

＜放射線学的所見＞左内包後脚に境界不明瞭な低吸収域 <入院時CT＞

LR



Ⅳ.症例紹介②

＜神経学的所見＞ Brs.上肢Ⅱ，手指Ⅱ，下肢Ⅱ

＜神経心理学的所見＞見当識低下,全般的注意障害，記憶障害

＜ADL＞ FIM：運動14・認知5 19/126点

＜認知機能検査＞ HDS-Rは指示理解得られず、精査困難

＜コミュニケーション状況＞
老人性難聴、視力の低下あり、耳元で大声で声掛けを行うも、
相手を見つめるのみで無反応。
自発話は「こわい」のみで、簡単な意志疎通は困難であった。

＜嚥下状況＞ 経管栄養(1000kcal)による栄養管理,
前医で食事訓練(全粥ミキサー食とろみ水)開始



Ⅴ．初回評価

Revised Oral Assesment Guide
(以下：ROAG)

反復唾液嚥下テスト(以下：RSST)

改訂水飲みテスト(以下：MWST)

食物テスト(以下：FT)

体格指数(以下：BMI)

簡易栄養状態評価表(以下：MNA-SF)

摂食・嚥下能力グレード(以下：Gr.)

臨床的重症度

16/24点

指示理解困難

3ｂ

4

18.5

5

4
3

入院時



Ⅳ．チーム目標

家族が職員を勤める特養へ入所し、1日数回、普通型車いすへ離床して過ごせること。
楽しみ程度の経口摂取を再開し、家族と楽しい時間が過ごせること。

Ⅴ．訓練

・コミュニケーション面へのアプローチ
老人性難聴と視力障害に配慮し、家族にホワイトボード、補聴器を持ってきて頂いた。
評価後、病棟スタッフ・家族交流時に使用できるよう、使用方法をベッドサイドへ掲示した。
毎朝、日付やスケジュールを音声と視覚で確認するようにした。

・摂食嚥下面へのアプローチ
口腔リハ：
直接訓練：
氷片摂取：
間接訓練：
精神賦活：

口腔内環境・機能面の改善目的（義歯調整・機能的口腔ケア）

楽しみ程度の経口摂取再開（味覚刺激も含む）
溜め込み軽減、嚥下機能向上目的
味わう楽しみの再獲得
脳賦活し、吐き出しの軽減目的



Ⅵ．経過

経過(月)

DH

栄養管理

検査

ST

VF① VF②

1M 2M 3M 4M 5M 6M

退院入院

食事評価

機能的アプローチ

環境調整(右側へのカーテン仕切り)

カンファ・ムンテラ カンファ・ムンテラ

退院先への情報提供

情報共有

家族との情報照合

氷片摂取、食物の間接訓練

点滴+経管栄養

車椅子の選定・離床、ROM訓練

反応の引き出し

退院先との情報交換

PEG

かっぱえびせん飴舐め

栄養管理(1000kcal) 栄養管理(1200kcal) 栄養管理(１２００kcal)

味覚への工夫

管理栄養士

誤
嚥
性
肺
炎

口腔内管理、機能的口腔ケア

PT/OT/Ns 

カンファ・ムンテラ

施設入所
MSW/リハ他



Ⅶ．最終評価

退院時初回評価

ROAG

BMI

MNA-SF

16/24点

18.5

5

13/24点

Gr.

臨床的重症度

4 3↓

3 2↓

RSST

MWST

FT

指示理解困難

3b

4

指示理解困難

3b

18.4↓

5

最終評価

4



事例の振り返り

➢ 認知症を有した高齢の摂食嚥下障害患者に対する摂食嚥下リハビリを経験した。
➢ 脳梗塞発症による嚥下機能低下に加え認知症による嚥下障害も念頭に置き、評価、訓

練を行った。
➢ アプローチとしては、①コミュニケーション環境の調整として行った難聴に対する補聴器の使

用や筆談などの視覚提示②風船バレーなどを用いた精神賦活、注意持続訓練③聴覚
的情報の遮断④棒付き飴を使用した甘味の提供や嗜好を利用した「かっぱえびせん」を
使用した味わう訓練は有効であった。

➢ 食事環境調整として有効とされる①カーテンの仕切りによる視覚的情報の遮断②病前使
用していた食器の使用③病前好まれていた食品（佃煮など）④食事形態変更は十分
な効果が得られなかった。

➢ 高齢、入院中の誤嚥性肺炎発症、誤嚥性肺炎のリスク高、経口摂取量が乏しいことから、
家族より「本人が苦痛を感じないようにゆっくり支援してほしい」との意向に沿い、胃瘻造設
とあわせて、本人が味を楽しむことができる嚥下機能維持に対する支援となった。



➢ 今回は認知症の摂食嚥下障害に対するアプローチについて社会的背景から基本的な視点
を中心に事例も併せて紹介しました。

➢ 認知症はさまざまな疾患などによって脳の認知機能に障害が生じ、日常生活に支
障をきたします。原因によって認知症の種類も異なり、幅広い症状が現れます。

➢ 認知症による摂食嚥下障害に対する関りは、病態や嚥下障害の特徴を知り、それに合わせ
た対応が必要となるため、リハビリの目的や目標は個々で異なります。開始前のリハビリテー
ション計画の説明と同意はもちろん、病期・状態によっては倫理的な視点も含めた適切なア
プローチが必要です。

➢ 「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、生きる楽しみ、
QOLに大きく関わります。

➢ その方の「尊厳の保持」を大切に、療養場所・地域を問わず、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支援体制が重要と考えます。

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

16 （金）


