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抄録：近年医療における栄養の重要性が見直され，
栄養サポートチーム（以下NST）を組織する病院
が増えている。東京歯科大学市川総合病院の特徴は
摂食・嚥下機能に関して十分な評価とリハビリテー
ションを行いながら，適切な栄養サポートを行うこ
とである。本著では当院で行った事例を通して摂
食・嚥下機能とNSTの役割について考察した。結
果，NSTの発足により感染予防や機能回復に対
し，歯科医師と管理栄養士を中心に積極的なチーム
アプローチがなされるようになり，多くの職種が摂
食・嚥下リハビリテーションについて関わりをもつ
ようになった。さらに在宅かかりつけ医を中心とし
た病診連携の中で摂食・嚥下機能に対する働きかけ
を行いながら栄養サポートも可能となった。

緒 言

加齢や脳卒中，神経筋疾患などにより摂食・嚥下

機能が障害され，誤嚥性肺炎など生命にかかわる状
態になることはよく知られている。高齢者において
は誤嚥性肺炎による体力の低下が要介護状態につな
がることも多く，この疾患の予防や早期発見は重要
と考えられている１～４）。また，これまで摂食・嚥下
障害は病院や施設に入院している高齢者の疾患と捉
えられてきたが，介護保険制度の整備，平成２０年度
から開始される後期高齢者医療制度により，在宅要
介護高齢者が増加するにつれ，摂食・嚥下機能に障
害をもった在宅高齢者も急増すると思われる。ま
た，経口摂取の可否は要介護高齢者のQOLに大き
く関わることでもある。
東京歯科大学市川総合病院では，平成８年から摂

食・嚥下障害患者に対し，歯科・口腔外科，耳鼻咽
喉科，言語聴覚士（現在はリハビリテーション科），
栄養課が連携し，チームアプローチでその診断と治
療を行っている（図１．２）。また，栄養サポート
チーム（以下NST）が平成１７年より正式に発足し，
摂食・嚥下リハビリテーションチームと緊密な連携
をとりながら，適切な栄養サポートを行なってい
る。NSTが発足したことで，栄養士が嚥下造影検
査に立ち会うようになり，嚥下造影検査時の所見が
その後の栄養指導に反映されるようになった。さら
に嚥下造影検査時の検査食を歯科・口腔外科と栄養
課で共同して作成した。このような緊密な連携を背
景に本院のNSTは「最後まで口から食べることを
あきらめない」を合言葉に活動し，成果をあげてい
る。もちろんNSTで摂食・嚥下機能の専門的な評
価が行われた後に栄養摂取経路を胃瘻として提案す
ることもあるが，胃瘻となってもNSTで係わって
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いる以上は退院するまで，摂食・嚥下機能の回復に
対する働き掛けが継続され，退院時には栄養として
の全量経口摂取は困難であっても，一部経口摂取が
可能となって退院ないし転院となる患者も多い。こ
のような楽しみ程度の経口摂取であってもQOLへ
の影響は大きく，また唾液の分泌促進による自浄の
効果などにより誤嚥性肺炎の予防にも効果があると
考えている。
NSTの主な業務はミーティング，回診，各症例

に対する栄養計画の立案・提言，栄養に関する相談
を受ける，栄養に関する知識の啓発，勉強会の開催
である。そのすべてにおいて，摂食・嚥下機能の評
価やリハビリテーションは大きな役割を果たしてい
る。一般的にNSTは病院内の中だけでの活動が多
いが，当院では，地域の基幹病院ということもあ
り，勉強会は院内だけでなく，地域にも公開となっ
ている。そのため，摂食・嚥下障害に関する情報は
病院内外に広く普及することとなった。これらの活
動から，摂食・嚥下に関するニーズが地域から高ま
り，平成１８年からは，栄養の評価と指導，摂食・嚥
下機能の評価と指導を主体とした外来ＮSTが開始
され，地域連携の一つのモデルとして定着してきて
いる。これは主に訪問診療を行っている地域医師会
や歯科医師会のかかりつけ医より，摂食・嚥下機能
評価および栄養評価の相談や依頼に対し，病院内の
地域医療支援室が窓口となり，来院日の予約をして
おき，リハビリテーション科，耳鼻咽喉科，放射線
科，歯科・口腔外科，栄養課など関連各科を一日で
受診し，嚥下機能評価，栄養評価を行うものである
（図３）。結果および指導はその日のうちに本人や家

族に説明し，後日報告書を本人およびかかりつけ医
へ郵送している。これにより地域においても栄養サ
ポートの重要性が認知されれば，潜在している低栄
養，摂食・嚥下障害予備軍を早期に発見し治療で
き，重度の低栄養状態で入院する誤嚥性肺炎患者も
減少させることができると考えている。
今回は当院NSTで検討した事例を通して摂食・

嚥下リハビリテーションのＮＳＴの役割について考
察する。

症例１．入院患者NST介入症例（７０男性）
既往歴：誤嚥性肺炎 てんかん重積 脳梗塞 せん
妄 高血圧症 胃癌（胃全摘）
経過：平成１６年１１月８日，脳梗塞にて当院脳神経外
科入院，１１月２７日誤嚥性肺炎のため内科転科，１１月
３０日これまでも誤嚥性肺炎を繰り返す既往があり，
摂食・嚥下機能評価のため歯科・口腔外科初診とな
る。入院前は常食を摂取していたが，肺炎を繰り返
し，入院後は中心静脈栄養管理となり，歯科・口腔
外科初診時には経口摂取は困難な状態であった。こ
のため口腔ケアを中心とした間接的な摂食・嚥下機
能訓練を開始した。また栄養サポートが必要と判断

図２ 当院における栄養・摂食・嚥下リハビリテーションの
チームアプローチ

図１ 東京歯科大学市川総合病院におけるNST組織図

図３ 外来NSTの依頼の流れ
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し，NST発足後の平成１７年１月２０日にNSTが正式
に介入することとなった。
・NST介入時栄養評価（管理栄養士）
身長：１６０cm 体重：３５kg（標準体重：５６．３kg）
BMI：１３．７
上腕周囲長：１９．５cm（９３．８％）
上腕三頭筋皮下脂肪厚：６mm（６０％）
TP ６．１ Alb ２．６ CRP １．４３ WBC ６２００
RBC ２８０ Hb ８．８ Ht ２８．４ Plt ３８．１
以上より高度の栄養障害と診断５）。（図４）
NSTより経鼻栄養開始を提言，翌日経鼻栄養

チューブ留置，これよりグルタミン酸，水溶性ファ
イバー，オリゴ糖混合製剤であるGFO�（大塚製薬
株式会社社製）による腸管免疫賦活を開始した
が，２日後せん妄発現時，経鼻栄養チューブ自己抜
去。
・嚥下造影検査（歯科・口腔外科）
２月７日嚥下造影検査施行，水分とゼリー食は誤

嚥を認めたが，トロミ食は誤嚥なく嚥下可能であっ
た（図５）。
以上の結果からGFO�にトロミをつけ経口摂取訓

練を開始し，２月１５日からは半量流動食を開始し
た。一時原因不明の発熱があり食事を中止となった
が２日ほどで改善，再度半量流動食を開始，徐々に
食欲の増加も認められたため，高栄養流動食に変
更，全量摂取可能となり，輸液は高カロリー輸液か
ら一般輸液となった。しかし高栄養流動食の補助栄
養剤の摂取量が上がらず，補助栄養剤の変更や，胃
全摘を考慮し少量づつに分けての摂取を試みたが，

変化は認められなかった。栄養状態の改善，経口摂
取とも概ね良好であったこと，長期入院による抑う
つも考慮し，退院を家族と協議し，栄養指導，摂食
指導，口腔衛生指導を行い４月２８日退院となった。
以降肺炎を発症することなく，在宅かかりつけ医管
理のもと療養を続けている。入院中のNSTの経過
および血清アルブミン値の推移を図に示す（図５）。

症例２．外来患者NST介入症例（８０歳男性）
主 訴：嚥下困難
既往歴：胆石，前立腺肥大，便秘症，認知症，誤嚥
性肺炎，日常生活自立度：Ａ２，痴呆老人自立度：
Ⅱ b, Functional Independent Measure（FIM）：７４／
１２６点
経過：平成１８年９月１日 誤嚥性肺炎にて他院に入
院，１１月１日 退院。退院時構音・嚥下機能に問題
なく，食事に不自由は感じなかった。同年１２月上旬
より嗄声と水分摂取時のひどいムセが生じるように
なり，かかりつけ内科医に相談，１２月１１日栄養評
価，摂食・嚥下機能評価を目的に当院外来NSTを
紹介受診した。
・NST介入時栄養評価（管理栄養士）
身長：１７０．０cm 体重：４５．８kg，BMI：１５．８（標準
体重：６３．６kg，通常体重３ヶ月前：５０kg 体重減
少率：－８％）NST介入時の食事内容：全粥３００
kcal/日，副食３００kcal/日，補助栄養剤（液体）７５０

図４ 栄養アセスメント指標（SGAと ODAより評価を行う）

図５ 水分嚥下時の嚥下造影検査所見（入院患者NST
介入症例）
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kcal/日 合計１３５０kcal/日
以上より中等度の栄養障害と診断５）（図４）。

・鼻咽腔ファイバー検査（耳鼻咽喉科）
喉頭の形態の左右差と左側の喉頭の動きの鈍さを

認めた。喉頭の知覚に問題はないものの，舌根部の
知覚が消失しており，舌咽神経障害と診断した（図
７）。
・嚥下造影検査（歯科・口腔外科）
キザミ食，水分とも誤嚥は認められなかったもの

の，キザミ食にて左側の喉頭蓋谷と梨状陥凹に食塊
の貯留が認められた。追加の水分の嚥下にて貯留し
た食塊は消失したが，その時に軽度誤嚥が認められ
た。また，食道に入った食塊も若干停滞している像
が認められ，食道逆流の可能性が示唆された（図
８）。
・口腔内所見（歯科・口腔外科）
口腔内の状態は上顎前歯部が欠損，下顎は両側臼

歯部が欠損していたが，義歯による補綴がなされて
おり，やや義歯の不適を認めるものの咬合，咀嚼は
概ね良好で，口腔衛生の状態は舌苔と孤立歯周囲と
義歯にプラークの付着が認められた。舌の動きは問
題ないが，やや左側に偏位する。
診断：摂食・嚥下障害による中等度の栄養障害
（BMI：１５．８，体重減少率：－８％）
原因：喉頭の知覚，運動障害（舌咽神経障害）
以上の結果から，理学的対応として深呼吸，強い

息こらえ，Pulling exerciseを中心とした，喉頭の

運動訓練を指導した。食事に関しては咀嚼可能な食
物を一口ずつ十分に咀嚼してから嚥下するよう指
示，水分摂取時は留意し，ムセがひどい時には軽度
トロミをつけるよう指示した。さらに食事中は食事
に集中すること，食後は注意深く少量の水分を摂取
するか，十分な喀出を行い咽頭，喉頭の貯留物を除
くよう指導した。食道逆流ついては，食事時の姿勢
を正すこと（猫背に注意），食後３０～６０分横にならな
いよう指導を行なった。
栄養に関しては一日の摂取エネルギーを１６００kcal

と算定し，その内容を蛋白質５５ｇ，脂質４５ｇ，水分
１６００ml とするため，全粥の一食量の増量と補助栄
養剤（液体）を卵や乳製品に変更し，副食の種類を増
やすことを提言した。また便秘対策も含めて野菜，
果物等でビタミン類を毎食摂取すること，水分は食
事以外に２００ml を目安にトロミをつけて摂取する
か，乳酸菌食品，飲料の摂取を勧めた。歯科的対応
としては摂食・嚥下機能に対する義歯の効能と不適
な義歯による障害について説明，義歯の調整を行っ
た。また，口腔衛生状態と誤嚥性肺炎の関係につい
て説明し，舌苔の除去と義歯の清掃，義歯洗浄剤の
使用方法を指導，残存歯のブラッシングについては
手の巧緻性を考慮し，超音波歯ブラシの使用方法を
教授した。さらにセルフケアの効率を高めるため
に，歯科衛生士による Professional Mechanical Too-
th Cleaning（PMTC）を実施した（図９）。
指導については軽度痴呆があることから，２名の

図６ NST経過および血清アルブミン値の推移（入院患者NST介入症例）
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娘（うち１名同居）が同席して行った。これらの対応
により，食事内容は改善され摂食量も徐々に増加
し，２ヶ月後には体重も５２kgまで増加した。さら
に食事中のムセもほとんど消失し，食後の痰の増
加，嗄声も消失した。以後も歯科・口腔外科外来に
おいて定期的に，摂食・嚥下機能評価を行うととも
に，歯科衛生士による口腔衛生指導と PMTCを

行っている。

考 察

誤嚥性肺炎が成立するための３つの大きな要因は
「口腔内細菌叢の増悪」「摂食・嚥下の機能の障
害」「個体の抵抗力の低下」である（図１０）。口腔内
の細菌が増加し，摂食・嚥下機能が障害された場

図８ 嚥下造影検査（外来NST介入症例）

図７ 鼻咽腔ファイバー検査（外来患者NST介入症例）

図９ PMTC実施時の口腔内所見（外来患者介入NST症例）
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合，口腔内の細菌が誤嚥される。しかしそれだけで
誤嚥性肺炎になるわけではなく，そこに個体の抵抗
力の低下が合併することにより，誤嚥性肺炎は成立
する。つまり誤嚥性肺炎の予防には，口腔内の細菌
を増加させないこと，摂食・嚥下機能を低下させな
いこと，個体の抵抗力を維持することが肝要なので
ある６）。従って，正常な摂食・嚥下機能が維持され
ていれば，誤嚥することなく，自然な形で適切な栄
養摂取が行われるため，個体の抵抗力も維持，増進
される。一方現在の要介護高齢者に対する栄養管理
の現状としては，腸管免疫に関する研究の進歩や経
腸栄養剤，経管チューブの改良，包括医療費の導入
などといった医療経済的背景，胃瘻造設手術の普及
に加え，摂食・嚥下機能障害に対応できる人材の不
足により，経管栄養や胃瘻が増加しているといわれ
ている７）。しかし，経管栄養が要介護高齢者のQOL
の向上にどれだけ貢献するかは疑問のあるところで
あり，当然，経口摂取のほうがQOLを高く維持で
きることは言うまでもない８，９）。
プライマリーケアや介護予防の重要性が叫ばれて

いる昨今１０，１１），地域に最も密着した医療を提供して
いる医師や歯科医師，看護師が，積極的に摂食・嚥
下障害に取り組む時期が来ていると思われる。その
ためには医師，歯科医師，看護師，栄養士はもとよ
り医療従事者全体が摂食・嚥下機能とその障害を理
解すると同時に，摂食・嚥下障害に関し患者を中心
として病院，診療所，訪問看護ステーション，介護
施設，在宅を含めた医療連携システムを構築し，地

域医療の中でこれらの疾患の予防と治療にあたる必
要がある１２）。当然その中に歯科医師も積極的に参加
するべきである。
当院では摂食・嚥下障害患者へのアプローチは当

初，機能面や食事の形態や環境についての働きかけ
が中心であった。また，当院を退院後，転院先に摂
食・嚥下障害に対応できる人材がいない場合や在宅
に退院した場合，摂食・嚥下機能に対する働きかけ
を継続させることは困難であった。しかし，NST
が関わることにより感染予防や機能回復に対し，歯
科医師，管理栄養士を中心としたチームアプローチ
が積極的に行なわれるようになった。当院は歯科大
学附属の総合病院であるということもあり，摂食・
嚥下機能を評価できる人員が元々多く，さらに歯科
医師がNSTに参加することで，当院におけるNST
の特徴が摂食・嚥下機能を詳細に評価した上での胃
瘻や経管栄養を選択または併用するといった常に経
口摂取意識した栄養管理が可能となり，その中での
歯科医師の果たす役割は大きいと考える。NSTに
参加することで多くの職種が摂食・嚥下リハビリ
テーションについても関わりをもつようになり，病
診連携の中で摂食・嚥下機能に対する働きかけを継
続させることが可能となった。さらに今回供覧した
外来NSTにより地域においても栄養サポートの重
要性が認知されれば，潜在している低栄養，摂食・
嚥下障害予備軍を早期に発見し治療でき，重度の低
栄養状態で入院し，長期入院加療が必要となる誤嚥
性肺炎患者も減少させることができると考えてい
る。当院では今後も地域の医師会，歯科医師会，訪
問看護ステーション等と密に連携し，外来NSTを
活用して，積極的に地域医療の一員として活動して
いきたいと考えている。
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Nutrition management in Japanese medical care was reviewed recently，and it was noted that an in-
creasing number of hospitals had appointed a nutrition support team（NST）．
The NST at Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital advises on nutrition and evaluates and

rehabilitates the swallowing function． We investigated the role of the NST in restoring function through
nutrition support in a case at our hospital． A dietician teamed up with a dentist for prevention of infec-
tion and recovery of swallowing function，leading to the establishment of a positive team approach．
Since they many medical staff have become involved in the rehabilitation of dysphagia.

（The Shikwa Gakuho，１０８：５９～６５，2008）
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