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抄録：東京歯科大学市川総合病院の地域連携NST
において，歯科衛生士が中心となって脳幹出血発症
後１年間経口摂取が困難であった患者に対し，頭部
挙上訓練を中心とした専門的口腔ケアを行った結果
全量経口摂取が可能となり，栄養状態が発症前の状
態に回復した症例を経験したので報告する。症例は
３５歳男性。２度目の脳幹出血後に摂食・嚥下障害を
発症，経口摂取困難となり以降間欠的口腔食道経管
栄養法にて栄養摂取を行っていた。栄養評価，摂
食・嚥下機能評価を行い，喉頭の知覚・運動障害が
原因の摂食・嚥下障害とマラスムス型の中等度栄養
障害と診断された。本症例の場合，多職種が密に連
携をして適宜情報を共有し，摂食・嚥下機能と栄養
管理に対する的確な働きかけを行うことで良い結果
を得ることができた。口腔ケアの専門家である歯科
衛生士として，多職種と連携を密にとり，口から食
べるという機能を維持・増進していくため，今後も
積極的に関与していく必要があると考える。

緒 言

東京歯科大学市川総合病院では，摂食・嚥下障害

患者に対し，歯科・口腔外科，耳鼻咽喉科，リハビ
リテーション科が連携し，摂食・嚥下リハビリテー
ションチームとしてその診断と治療を行っている。
また，平成１７年に栄養サポートチーム（Nutrition
Support Team：以後NST）が正式に発足し，摂
食・嚥下リハビリテーションチームと緊密に連携を
とりながら適切な栄養サポートを行っている。その
中で歯科衛生士は誤嚥性肺炎予防のための口腔衛生
状態の維持・増進と摂食・嚥下機能の改善を目的に
参加している。
脳卒中では，摂食・嚥下障害を発症すると２週間

後には低栄養に陥るケースが増加するとの報告があ
る１）。そのため，当院では急性期初期からNSTの
介入による適切な栄養管理を行っている。院内では
入院患者に対し，NSTと摂食・嚥下リハビリテー
ションチームの介入によって適切な栄養サポートを
行うことができるが，退院した患者が施設や自宅で
同様のサポートが受けられるとは限らない。退院後
このようなサポートが途切れてしまい，回復過程に
あった栄養状態や摂食・嚥下機能は維持できないば
かりか低下してしまう可能性もある２）。そこで，急
性期の病院を経て回復期，維持期の病院，施設さら
には自宅に帰るまでの間，各ステージに応じた継続
的なサポートが求められる３）。しかし実際には，施
設や自宅で障害が放置されたままの状態になってい
るケースも多いと思われる。そのため当院では，地
域の医院や施設から紹介をうけた患者に対し，歯
科・口腔外科，耳鼻咽喉科，リハビリテーション科
が連携した摂食・嚥下リハビリテーションチームと
管理栄養士を中心とした多職種連携のNSTが緊密
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に連携した地域連携NSTを実施し，地域に密着し
たサポートを行っている。
今回，脳幹出血にて摂食・嚥下障害を発症した

が，継続的なサポートを受けることができず障害が
長期間後遺した状態であった患者を経験した。歯科
衛生士が中心となり外来通院にて専門的機械的口腔
清 掃（Professional Mechanical Tooth Cleaning：以
後 PMTC），ブラッシング指導（Tooth Brushing In-
struction：以後TBI）および摂食機能療法，栄養サ
ポートを行った。その結果，栄養状態の改善と摂
食・嚥下機能の改善が認められたので報告する。

症 例

患者：３５歳男性
主訴：脳幹出血後遺症による摂食・嚥下障害
現病歴：平成１６年９月初回脳幹出血発症。経口摂取
は可能であったが，平成１９年６月再度出血し摂食・
嚥下障害を発症。経口摂取困難となり，以降間欠的
口腔食道経管栄養法（Intermittent-oro-esophageal
tube feeding：以下OE法）にてほとんどの栄養を
摂取していたが下痢が続いていた。
既往歴：平成１８年腹膜炎
経過：２度目の脳幹出血後退院し，近隣の障害者セ
ンターにて体幹のリハビリテーションを受けていた
が，摂食・嚥下障害については特に治療は行われて
いなかった。障害者センター職員の紹介により，平
成２０年５月摂食・嚥下障害の治療を目的に当院の地
域連携NSTを受診した。初診時，発声困難，嚥下
困難，最近１年間に７．０kgの体重減少（６０kg→５３
kg）が認められた。BMI は１７．５kg/m２と低値であっ

たため，栄養および摂食・嚥下機能評価を行った。
初診時の診察および検査結果と対応：
身体評価，採血，管理栄養士による栄養評価と栄

養指導，嚥下内視鏡検査（Videoendoscopy：以後VE），
嚥下造影検査（Videofuluorography：以後VF），全
身所見，口腔内所見の検査を行い，これらの結果か
ら歯科医師，歯科衛生士，管理栄養士が関わること
となった。
１．身体評価
身長：１７４cm，体重：５３kg，BMI：１７．５kg/m２

２．血液データ
総タンパク：７．３g/dL，Alb：４．４g/dL，RBC：

４４９×１０４個/mm２，Hb：１４．４g/dL，Ht：４２．７％
３．管理栄養士による栄養評価と栄養指導
最近３日間の食事内容を家族に記載してもらい総

括的に栄養状態を分析し，管理栄養士による栄養指
導を行った。本人の理解力，コミュニケーション能
力に問題はなかったが，栄養指導においては実際に
食事を作っている妻も同席して行った。食事分析の
結果を表１に示す。体重減少はあるも，Alb 値は正
常であるためマラスムス型の中等度栄養障害と診断
され，経腸栄養剤の変更や筋力の低下によるリハビ
リ効果への影響を考慮しタンパク質の摂取を心がけ
ることが提案された。また不足している水分に対し
ては経腸栄養剤にて摂取するよう指導した。
４．嚥下内視鏡検査（Videoendoscopy：VE）
喉頭の知覚低下と運動障害，右側声帯の運動障

害，また唾液の咽頭貯留が認められた。嗄声を改善
するため，患者には大きな声ではっきり発音し会話
するよう指導した。

表１ 初診時栄養評価の結果

エネルギー
（kcal）

水 分
（g）

タンパク質
（g）

脂 質
（g）

炭水化物
（g）

カルシウム
（mg）

マグネシウム
（mg）

リ ン
（mg）

５月１３日 １，３８０ ８８１ ３７．８ ５０．０ １９８ ８０３ ３３８．４ ８１０

５月１４日 １，１７４ １，０１３ ３０．８ ３３．８ １８８ ４３０ １６８．３ ４０３

５月１５日 １，３６５ ８２５ ４４．２ ７２．１ １３０ ４１８ １９２．３ ４１８

平 均 値 １，３０７ ９０６ ３７．６ ５２．０ １７２ ５５０ ２３３．０ ５５０

推 奨 量 １，９００ １，９００ ５５．０ ５５．０ ３００ ６００ ３７０．０ １，０５０

充 足 率 ６９％ ４８％ ６８％ ９５％ ５７％ ９２％ ６３％ ６０％

管理栄養士による食事分析は，患者が３日間摂取していた食事内容から分析した。分析の結
果，炭水化物，タンパク質，水分，マグネシウム，リン不足が推測された。
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５．嚥下造影検査（Videofuluorography：VF）
ゼリーは誤嚥することなく摂取可能。その他の形

態では嚥下中，後に中等度の誤嚥が認められ咽頭残
留も認められた。複数回の喀出ですべてを吐き出す
ことが可能であったが時間を要し，その際の疲労が
摂食・嚥下機能の低下に大きく影響を与えていると
考えられるため，まずは経腸栄養剤にて１日の必要
量（１９００kcal）を確実に摂取させ栄養状態の改善を最
優先することとなった。経口摂取については，ゼ
リーを１日３食ずつ無理のない程度に摂取するよう
指導した。VEと VFの結果から，嚥下反射の遅延
と喉頭挙上の量的・時間的減少も認められた。また
嚥下時の気道内圧も減少していることが示唆され
た。そこで気道内圧を上げるための息ごらえ訓練と
喉頭挙上を改善するための頭部挙上訓練を中心とし
て歯科衛生士による摂食機能療法を行っていくこと
となった。
６．全身所見
患者は右麻痺であり，車椅子への移乗は自立して

いたが歩行は困難であった。手指にも若干の運動障
害が認められたが日常生活動作を行うことはおおむ
ね可能であった。しかし脳幹出血後の後遺症により
左半身の神経痛と全身の拘縮があり，その影響で嚥
下時の疼痛を訴えていた。これらの症状に対しては
他院にて星状神経節へのレーザー治療を行っていた
があまり効果を認めなかった。昼から夜にかけて症
状は悪化するため昼，夕食はほとんど経口摂取でき
ず，神経痛の症状の変化が経口摂取に大きく影響を
与えていた。また経管栄養剤による下痢が著明で
あった。
７．口腔内所見
２８歯残存し咬合は安定しており，開閉口障害，顎
顔面運動・知覚に異常は認められなかった。右側の
舌に萎縮を認めたが運動機能に大きな問題は認めら
れなかった。口腔衛生状態としては，全体的に汚染
が著明であり（プラークコントロールレコード：以
下 PCR９７．３％），歯牙に多量のプラーク，舌に多量
の舌苔付着が認められ口臭も認められた（図１）。患
者は多くても１日に１度歯磨きを行う程度であり，
歯を磨かない日もあった。口腔清掃を開始する前に
誤嚥性肺炎と口腔衛生の関係を説明した。VFの結
果から唾液の誤嚥も十分考えられ，口腔内の汚染が

著明である状況では重篤な誤嚥性肺炎を生じる可能
性が高いためブラッシング回数を増やす必要性を説
明した。歯科衛生士として口腔衛生の維持・向上の
ため PMTCおよびTBI を行った。また多量の舌苔
は舌ブラシを用いて除去するように指導した。
治療計画：
１．体重は６０kgを目標にした。（１ヶ月で１kgの
体重増加を目安）

２．頭部挙上訓練を中心とした摂食機能療法
１）頸部のストレッチ（頸部回旋，屈伸など）
２）呼吸訓練（深呼吸，腹式呼吸など）
３）喀出訓練
４）舌負荷訓練（舌を左右に動かす，唇を舐め
る，舌を口蓋におしつけるなど）

５）息ごらえ訓練
６）頭部挙上訓練（訓練開始時は１０秒間隔で頸部を
挙上させるようにし，少しずつ時間を延ばして
原法４）さらにはそれ以上行うようにした。）
以上の６つの訓練を３回ずつ１セットとし，３

セット，３０分以上行うことを指導した。また来院
するたびに頭部挙上の静止時間，体重を測定し，
訓練および介入効果の評価と患者のモチベーショ
ンの向上を行なった。

３．ソフト食程度の３食全量経口摂取を目標とし
た。

４．誤嚥性肺炎予防のための口腔衛生および機能の
維持・向上
歯科では週に１回外来通院にて以上に示す処置・

指導を実施した。

図１ 初診時の口腔内
口腔内全体にデンタルプラークが多量に付着（PCR

９７．３％）
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来院時には体調の変化や経口摂取できた食品の種
類と形態，摂取量や摂取方法，ムセの有無，指導し
た訓練をどの程度実施できたか，ブラッシングの回
数などを確認した。変化があればすぐに歯科医師に
報告し訓練内容の変更や食事の変更などを協議し
た。また患者は下痢が続いていたため，脱水に配慮
し口唇・口腔内の乾燥状態を確認し，脱水が疑われ
る場合は歯科医師に報告しOE法での水分摂取量を
増加した。

経過と対応

１．摂食・嚥下機能
頭部挙上の静止時間は初回時３０秒程度であった

が，２ヵ月後には１分３０秒まで増加し筋力の増強が
認められた。食事はOE法にて指示どおり摂取し，
体重は２kg増加。目標は達成していたが，左半身
の神経痛が徐々に悪化しており嚥下時に咽頭にも疼
痛を訴えるようになったため，VE検査を施行した
が疼痛の原因は認められなかった。訓練は筋力の低
下を防ぐため疼痛の状態を見ながらできるときに
しっかり行うよう指導した。訓練開始から約４ヶ月
後のVFでは，ゼリー，ブレンダー，ソフト食で誤
嚥はなく水分も一口ずつであれば誤嚥は認めなかっ
た。ペーストにおいても誤嚥はないものの梨状窩に

残留が認められたため，摂取する際は十分注意しゼ
リーによる交互嚥下を指導した。同時に管理栄養士
よる栄養指導を行った。この段階では全量経口摂取
は困難であるため，食事を経口摂取主体とし不足分
をOE法で補うこと（１日５００kcal 程度），また下痢
に対しては整腸剤，乳酸菌飲料の活用，食物線維の
強化，半固形化剤の使用などの指導が行われたが下
痢は改善しなかった。約５ヶ月後，全身の疼痛と硬
縮がさらに悪化し主治医の脳神経外科に３ヶ月間入
院した。入院当初は経鼻栄養にて栄養摂取を行って
いたが１０日後に肺炎を起こし約１ヶ月間禁食となっ
た。禁食中体重は４９kgまで減少したが，その後経
口摂取が開始され退院時には５４kgまで回復してい
た。退院後は脳神経外科に通院し薬による疼痛コン
トロールが行われた。その１カ月後当院にて再評価
を行い中止していた訓練を再開するよう指導した。
疼痛の軽減により訓練が積極的に行えるようにな
り，患者は経口摂取を主体とした食事が可能となっ
た。それに伴い徐々に下痢も改善されていった（図
２）。
２．口腔内所見
初回から３ヶ月間は口腔衛生の重要性について十

分な理解が得られず，１日１度のセルフケアを継続
する程度であり清掃状態の改善は十分ではなかっ

図２ 体重と頭部挙上時間の変化
来院するたびに頭部挙上の静止時間，体重を測定し，訓練および介入効

果の評価を行なった。
頭部挙上訓練の訓練効果と経口摂取による下痢の改善が体重の増加につ

ながったと考えられる。
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た。しかし根気強く繰り返し説明し，定期的に口腔
清掃状態を写真で記録しデンタルプラークの付着状
態を以前と比較確認させることで患者のモチベー
ションが向上し，口腔衛生への理解と関心が高まり
口腔衛生状態は PCR２６．８％と改善していた（図
３）。舌苔付着は舌ブラシの使用により３ヶ月程で
改善した。

結 果

１．疼痛の軽減により積極的な訓練が行えるように
なり，頭部挙上の静止時間は徐々に増加していっ
た。１０カ月後には２分３０秒，１年後には３分３０秒
行えるようになった。それに伴い徐々に経口摂取
量が増加し，全量経口摂取が可能となった。約１

年間の介入で体重は目標の６０kgを達成し，食事
中のムセ，嗄声も改善した。頭部挙上訓練の訓練
効果が患者の摂食・嚥下機能や栄養状態の改善に
大きな役割を果たした。

２．下痢は，患者の経口摂取量の増加とともに消失
した。

３．１年後の栄養評価の結果を表２に，初診時と１
年後の栄養指標の比較を表３に示す。ほとんどの
項目において改善しておりBMI は１９．５kg/m２と
正常下限値であったが，その他身体計測値は正常
域となった。この結果を受けて管理栄養士による
栄養指導を再度行い，BMI１８．５kg/m２以下では予
備量が少なく摂食・嚥下障害が悪化した場合の低
栄養のリスクとなるため，平均摂取量の増加を心
がけることとカルシウム不足を補うために乳製品
の習慣摂取を提案した。

４．摂食・嚥下機能に関しては，夕方以降に疲労に
よる嚥下困難を時折自覚していたため，筋力の維
持・増強を目的として頭部挙上訓練を中心とした
摂食機能療法の継続を指示した。

５．患者は口腔清掃をまだ怠る傾向があるため，口
腔衛生状態のさらなる改善を目的とし月に１度の
経過観察と専門的口腔清掃を行っていくこととし
た。しかし患者が多忙となり，また転居したこと
から来院がさらに困難となったため，現在，転居
先の近隣の病院に情報提供を行いそこで経過観察
を行っている。

表２ １年後栄養評価の結果

エネルギー
（kcal）

水 分
（g）

タンパク質
（g）

脂 質
（g）

炭水化物
（g）

カルシウム
（mg）

マグネシウム
（mg）

リ ン
（mg）

６月２６日 １，８１８ １，０５５ ７７．２ ４８．４ ２６２ ４０７ ２６３．０ １，００２

６月２７日 ２，０１２ １，１８８ １００．６ ８７．６ １９５ ６２３ ２８８．２ １，３４４

６月２８日 １，７２８ ９７０ ５５．３ ６４．６ ２２２ １７３ １８８．５ ６９２

平 均 値 １，８５３ １，０７１ ７７．７ ６６．９ ２２６ ４０１ ２４６．６ １，０１１３

推 奨 量 １，９００ １，９００ ５５．０ ５５．０ ３００ ６００ ３７０．０ １，０５０

充 足 率 ９８％ ５６％ １４１％ １２２％ ７５％ ６７％ ６７％ ９６％

全量経口摂取しており初診時と同様に食事分析が行われた。
〈献立例〉朝食：パン，野菜ジュース，フルーツ

昼食：パスタ，サラダ，クエン酸ジュース
夕食：ごはん，焼き魚，野菜炒め，汁物

初診時に比べ栄養状態は大幅に改善を認めた。

図３ 一年後の口腔内
毎回 PCRと，プラークを染色した口腔内写真を撮

影記録し，比較・提示することで患者のモチベーショ
ンの向上を図り，口腔衛生状態を改善することに努め
た。
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考 察

近年，歯科衛生士による専門的口腔ケアは誤嚥性
肺炎の予防や摂食機能療法による栄養状態の改善や
意識レベルの改善，さらにADLや QOLの向上に
繋がるとの報告がある５，６）。歯科衛生士は専門的口腔
清掃を行うだけでなく，地域連携NSTの一員とし
て自らが中心となってケアプランの立案や患者の全
身状態，栄養状態にも配慮し摂食機能療法を行うこ
とが重要であると考える。
また，摂食・嚥下障害には多職種との連携による

チームアプローチが重要であるといわれている７，８）。
今回，摂食・嚥下障害に対する継続的なサポートが
行なわれず長期間経管栄養であった患者に対し，摂
食・嚥下リハビリテーションチームとNSTが密に
連携をとり適宜情報を共有し，多職種がそれぞれの
専門性を活かし一人の患者の摂食・嚥下機能と栄養
管理に対する的確な働きかけを行ったことで良い結
果を得ることができたと考える。摂食・嚥下障害患
者の約８割は口腔になんらかの障害があるとの報告
がある９）。口腔ケアの専門家である歯科衛生士とし
て，口から食べるという機能を維持・増進していく
ため，摂食・嚥下機能障害やそれに伴う栄養障害に
対し専門的知識と技術を生かし積極的に関与してい

く必要があると考える。

結 語

超高齢社会を迎えた日本において，摂食・嚥下障
害を発症した患者は急増してきている５）。このため
急性期，回復期，維持期と継続的にサポートを受け
ることはさらに困難になると思われる。そのような
中で歯科衛生士が口腔ケアの専門家として，栄養サ
ポートや摂食・嚥下リハビリテーションにおける役
割を認識し，知識や技術を高め中心的役割を担って
いくことで多くの患者の経口摂取を回復し，QOL
の維持・向上に貢献することができると考える。

本論文の要旨は，第１５回日本摂食・嚥下リハビリテーショ
ン学会学術大会（２００９年９月２９日，名古屋）において発表した。
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表３ 栄養指標の比較

初診時 １年後

BMI（kg/m２） １７．５（７９．５％UBW） １９．５（８８．６％UBW）

AC（cm）
上腕周囲長 ２６．２ （９２．８％）＊ ２８．８ （１０２％）＊

TSF（cm）
上腕三頭筋皮下脂肪厚 １２ （１００％）＊ １５ （１１７％）＊

AMC（cm）
上腕筋囲 ２２．４ （９３％）＊ ２４．１ （９９．６％）＊

平均摂取量
（Kcal/day） １，３０７ （６９％）＊＊ １，８５０ （９８％）＊＊

＊JARD２００１（Japan Anthropometric Reference Data）より算
出

＊＊推奨量１９００kcal に対する充足率
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Dental Hygienist’s Role in Regional Alliances NST Part 2 :
Shaker Exercise and Recovery of Eating and Swallowing Function.
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We report a case of recovery of oral ingestion and nutritional status to normal levels in a patient with
impairment of both after brainstem hemorrhage． The patient was provided with professional oral health
care mainly consisting of the Shaker exercise by a dental hygienist over a period of 1 year in the regional
alliances NST of our general hospital． The patient was a 35-year-old man who developed eating and
swallowing dysfunction after a second brainstem hemorrhage，making oral ingestion difficult and render-
ing it necessary to provide nutrient intake by means of OE therapy． Nutritional assessment and evalu-
ation of eating and swallowing function were carried out． A diagnosis of Marasmus was made owing to
eating and swallowing dysfunction due to quantitative and temporal decreases in laryngeal elevation．
The results indicate that cooperation across departments and specialties and sharing of information are
important in treating such patients if good outcomes are to be achieved，with this case showing a promis-
ing prognosis in terms of restoral of swallowing function and nutrient intake． Maintenance of eating
function is crucial if oral dystrophy is to be avoided，indicating the need for cooperation with dental
hygienists in the treatment of such patients． （The Shikwa Gakuho，１１１：３５２～３５８，２０１１）
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