研究の背景・方法
・ショートステイの利用者様で、誤嚥性肺炎の
リスクが高い方が目立つ

誤嚥性肺炎予防

・直接、命にかかわるケースも多い

～チェックシート・援助計画書の有効性～
小鹿なでしこ苑

◎ショートの利用者様にとっても、
日常的な課題である！

池谷 彩
細谷 久美子

研究方法

誤嚥性肺炎チェックシート
・誤嚥に関する６つの項目を考案

・チェックシートを作成し、シートにて利用者の状態を評価、

（①姿勢 ②食物を見て認識 ③食物の取込み・飲込み

危険度を点数化する

④咽喉に送込むまで ⑤食道内に送込むまで ⑥胃の中に落ち着くまで）
・対象者の状態を観察し、チェックシートへの評価

・点数により、援助計画書を作成し、モニタリングを行う

・合計点数が１０点以上の際、誤嚥性肺炎に伴う援助計画書

・介助者が共通認識を持ち、予防的介入が行われる

の作成

研究対象者： A様 ・ 要介護度５

誤嚥性肺炎チェックシート
項目１

項目４ 咽喉に送り込むまで

姿勢

２点

０点

1

自然な前屈姿勢が出来ていない

はい

いいえ

1

盛んにモグモグするが飲みこめない

はい

いいえ

2

麻痺側へ傾いている

はい

いいえ

2

咀嚼中にむせやすい

はい

いいえ

3

上を向いて飲み込もうとする

はい

いいえ

4

口を開けると食物残渣が目立つ

3

覚醒していない

はい

いいえ

1

食べ物を見て認識していない

はい

いいえ

2

飲み込まないうちに次の一口を入れている

はい

いいえ

項目２ 食物を意識し口まで運ぶ

3

はい

いいえ

1

飲み込むとむせる

はい

いいえ

2

嚥下後しばらくしてむせる

はい

いいえ

3

嚥下後痰の絡んだような声になる

はい

いいえ

4

固形物よりも水分でむせる

はい

いいえ

5

濃厚な痰がよくでる

項目５ 咽喉から食道内に送りこむまで

はい

いいえ

1

水分でむせる

はい

いいえ

はい

いいえ

2

口の中に食事を摂り込められない

はい

いいえ

3

口から食物をこぼしたり、よだれがでる

はい

いいえ

1

臥床してからむせる

はい

いいえ

4

口の中を開けてみると食物が残っている

はい

いいえ

2

肺炎（発熱）を繰り返す事がある

はい

いいえ

5

食後、長時間経っているのに口の中に残っている

はい

いいえ

3

臥床し逆流してきたり嘔吐したことがある

はい

いいえ

かき込んで食べている

項目３ 口腔内へ食物を取り込み飲み込むまで

項目６ 胃の中に落ち着いてから

＜状態＞
・食事形態：研究開始時は常食
・上下、義歯使用
・食事中に咽がみられる
・痰がらみあり
・離床時は常に傾眠状態
・チェックシートで14点

計画書⑴ 平成２６年５月～７月
＜課題＞

＜援助内容＞

①水分を摂る際に、咽・痰がらみ
あり

①適量のトロミづけで、水分・

②寝起き時の水分での咽
③口腔内の汚染

汁物の提供
②ベッド上での薬内服の場合は、
予めギャジアップし、覚醒していただく

計画書⑴ 平成２６年５月～７月
＜課題＞

＜援助内容＞

④固形物で咽あり

④・大きい物は噛み砕けるよう、
適切 な大きさにカットし提供

⑤きちんとした食事の姿勢を保つ
・状態により、食事形態の変更

ことが難しい

⑤姿勢を整え、首が後屈した

③正しい口腔ケアの施行

状態でないか等、留意する

（ブラッシング、舌苔除去、義歯洗浄）

モニタリング結果（計画期間：平成２６年５月～７月）

モニタリング結果（計画期間：平成２６年５月～７月）
＜サービス内容＞

＜ニーズ充足度・サービス実施結果＞

＜サービス内容＞

＜ニーズ充足度・サービス実施結果＞

①適量のトロミづけをし、水分・汁物の提供

①トロミづけをすることで、咽込みが

④・固形物は適切な大きさにカットし、提供
・ 状態により、食事形態の変更

④常食での口の開き悪く、飲込み不安・咽あり

少しずつ軽減
②ベッド上での服薬時、きちんと覚醒して
いただき内服してもらう

②予め、ベッドのギャジアップをさせておく
ことで、咽なく内服できた

③食後の義歯・残存歯洗浄、舌苔の除去
③家族より、自宅での口腔ケア方法を

⑤姿勢を整える

→副食を一口大に変更
※5上旬、食事中に咽・口唇チアノーゼあり
・・・Ｎｓ．にて吸引施行

（極端に首が後屈していないか）
⑤食事中、徐々に首が後屈してしまう
★特記事項★
5上旬 夕食時に咽酷く吸引施行

ショートでも同様に行って欲しいとの要望

→翌日 朝食～ミキサー食へ。咽なし。

→ 指示通り施行。

→夕食～ミキサー食から主：粥、副：超刻みへ

口腔ケア時、時折少量の食物残渣あり

計画書⑵ 平成２６年８月～１０月

計画書⑵ 平成２６年８月～１０月
＜課題＞

＜援助内容＞

＜課題＞

＜援助内容＞

①咽による吸引の施行あり

①家族との相談、食事形態の適切

③口腔内に少量の食物残渣が

③・義歯、残存歯のブラッシング、

な選択

みられることがある

口腔内の拭き取り、口腔内のチェッ
クを徹底

②食事中（離床時）の首の後屈
②食事中の姿勢を正し、きちんと
飲み込みができるように首の位置・
向きを直す

・食物残渣が続く場合は、食事形態
の変更を検討する

モニタリング結果（計画期間：平成２６年８月～１０月）

モニタリング結果（計画期間：平成２６年８月～１０月）
＜サービス内容＞

＜ニーズ充足度・サービス実施結果＞

＜サービス内容＞

＜ニーズ充足度・サービス実施結果＞

①家族と相談し、食事形態の適切な変更

①（その時々で状態が異なる）

③・義歯、残歯のブラッシング、口腔内のチェック

③・まだ時々、食物残渣がみられる→食事形態は様子見

・８、９月→主：粥、副：きざみで問題なく食す
・１０月、自宅にて痙攣発作あり。
→自宅でペースト食、苑ではﾐｷｻｰ食

・食物残渣が続く場合の食事形態の変更

・口腔ケアにて、口腔内の清潔は保たれている

④咽・痰がらみがひどい場合に

④・吸引施行後の食事時の咽・痰がらみの軽減
・時々、咽はみられる

吸引の施行

に変更…問題なくほぼ全量摂取（10月末時点）
②食事中の姿勢を正し、きちんと飲込みが

★特記事項★

② ・咽の軽減

出来るよう、首の位置に留意する

・苦しい表情が少なくなる
・飲み込み、やや良好

計画書⑶ 平成２６年１１月～１２月

①10月中旬 自宅にて痙攣発作２回…自宅では、

③ショート利用時（翌朝）、痰がらみ（+）Ns.より痰吸引施行
→家族に報告。…家族の意向にて、苑でも吸引OKとなる

ペースト食
②ショートステイ利用時（入所日）、日中・夜間ともに吸引

夕食前、Ns.指示にて、痰吸引の施行。

なし

モニタリング結果（計画期間：平成２６年１１月～１２月）

＜課題＞

＜援助内容＞

＜サービス内容＞

＜ニーズ充足度・サービス実施結果＞

①食後、口腔内に副食の食物残渣

①・口腔内の拭き取り、チェック、

①・口腔内の拭取り・チェック

①食物残渣の減少した。ゆっくりではある

義 歯・残存歯のブラッシング

・義歯、残歯のブラッシング

がみられる

・ミキサー食だが、きちんと飲み
込めているのかを確認する

②臥床時、食事時の痰がらみ

が、時間をかけて飲込みもできている

・ミキサー食だが、必ず飲込めているかの確認

②・随時吸引の施行
・口腔内の確認

②随時、吸引の施行

②家族より咽・痰がらみがひどい場合は
吸引を行って欲しいと要望。
時々、咽や痰がらみがみられたが、吸引
を行う程ではなく落ち着いている

研究結果

研究結果
①チェックシートを利用することで・・・
・誤嚥リスクの高い利用者様を把握できた
②援助計画書を作成し、実施・モニタリングすることで・・・
・適切な食事形態の選択ができた
・食事中の姿勢（極端な首の後屈）を職員が意識し、飲み込み
やすい 姿勢を保つことができた

・正しい口腔ケアの徹底で、口腔内の清潔を保ち、食後の食物残渣を減らす
ことができた
・徐々に解決すべき課題をクリアしていくことができた
③現時点において、誤嚥性肺炎を防ぐことができている

考察・まとめ
・職員間にケアの共通認識が持つことができた

・誤嚥の予防は、介助者の正しいアプローチが不可欠であり、それを
一人ひとりが理解していくことの重要性を認識した

・利用者一人ひとりの状態をふまえた個別的ケアを作成したチェックシート等
を活用し、 継続したい

・食事や口腔機能改善アプローチによるQOLの向上を、短期間の利用の中で
目指していきたい

ご清聴ありがとうございまし
た。

