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札幌市南区における嚥下調整食提供と連携の実態
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Abstract
We investigated how many nursing homes and hospitals in Minami Ward of Sapporo City provided dysphagia diet, 
and with which standards did their dysphagia diet comply by questionnaire.
About two thirds of nursing homes and hospitals provided dysphagia diet. And 63% of the facilities provided dyspha-
gia diet that did not complied with any public standard.
In order to keep ingestion of dysphagic patients safe even after transferring to different facilities, it is thought that 
the nutrition divisions of these facilities in the district need to communicate each other and share the information of 
dysphagia diet texture they provide.
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はじめに

　当院は脳神経外科、神経内科を中心とする医療機関で

あり、脳卒中や神経難病で受診、入院される例が多い

が、これらは嚥下障碍の原因として代表的な疾患群であ

る。それに対応するべく、われわれは嚥下調整食の提供

を行っているが、当院から退院、転出の時点でも嚥下障

碍が残存する例では、その時点で提供している嚥下調整

食と同程度の物性を持った食事の継続が必要となる。し

かし、嚥下調整食の物性に関する基準は複数あり、転出

先がどの基準に準拠し、どのような嚥下調整食を提供し

ているのか、または嚥下調整食自体を提供していないの

かは不明であり、当院退出後の嚥下障害残存例が安全に

経口を継続できる体制が整っているか疑問であった。今

回、我々は当院の所在する札幌市南区において、病院お

よび高齢者入居施設（以下高齢者施設）の嚥下調整食の

実態を調査したので報告する。

方　　法

　2015年2月に南区の全16病院、14高齢者施設の栄養部

門に対し、嚥下調整食と食形態の連携に関するアンケー

ト（表1）を送付し、調査を行なった。病院1施設を除

き回答が得られ、回収率は97%であった。病院の業態は

急性期病院6施設、療養型病院5施設、ケアミックス型

病院2施設、精神科病院2施設で、高齢者入居施設の業

態は老人保健施設4施設、養護・特別養護老人ホーム6

施設、その他（軽費老人ホーム）4施設であった。厨房

の運営形態は、病院では直営が13%、委託が87%、高齢

者施設では直営が14%、委託が86%であった。

　アンケートの結果のうち嚥下調整食に関連する部分を

集計した。

　　

 

 嚥下食に関するアンケート調査 
１.施設名： 

        

以下の質問より該当する項目に○をつけて下さい 

２.施設基準 

急性期病院 ・ 療養型病院 ・ 回復期リハビリテーション病院 

   ケアミックス ・ 特別養護老人ホーム ・ 老人保健施設 ・ 診療所  

   その他（         ） 

 

３.給食提供 

 直営 ・ 委託 ・その他（         ） 

 

４.栄養士の人数 

直営⇒管理栄養士（     ）名  栄養士（     ）名 

   委託⇒管理栄養士（     ）名  栄養士（     ）名 

 

５.嚥下食の導入 

導入している ・ 導入準備中 ・導入していない 

     →質問６～８・裏面へ     →質問９～10・裏面へ 

           

６.嚥下食は何を基準にしていますか、またはする予定ですか 

嚥下調整食分類 2013 ・ 嚥下ピラミッド ・ 嚥下困難者用食品許可基準  

ユニバーサルデザインフード ・ 独自基準 ・その他（    ）・未定 

 

７.嚥下機能が低下している方を対象に提供している食事は何段階(種類)ありますか 

   （      ）段階 ・ 未定 

 

８.今後嚥下食の基準や献立を見直す予定はありますか 

見直す予定なし ・ 見直す予定あり、見直している                         

見直す理由は何ですか？ 

           （                          ） 

※質問５で導入、導入準備中と回答した方 → 裏面へお進みください 

 

９.貴院、貴施設で嚥下食導入の必要性はあると思いますか 

   必要だと思う ・ 必要ないと思う  

 

10.導入していない理由を教えてください 

  対象者なし ・ 人員不足 ・ 厨房スペースがない ・ 調理法が不明  

 委託会社の契約上の問題 ・ その他（                 ） 

 

※裏面へお進みください   

全員にお聞きします。質問 13、15は選択した理由も記載願います。 

11.現在、情報提供書(添書含む)の作成を行っていますか 

  全員分作成している ・ 対象者のみ作成 ・ 作成していない ・ わからない 

   →どのスタッフが作成していますか 

    栄養士 ・ 看護師 ・ ＳＴ ・ 医師 ・ その他（          ） 

 

12.貴病院、貴施設で先方施設から栄養課宛に情報提供を受けたことがありますか 

  ある ・ ない 

  →どのような方法で受けましたか 

   添書 ・封書 ・ 電話 ・ ＦＡＸ ・ メール ・ その他（         ） 

  

13.嚥下食内容に関する情報提供書の必要性はあると思いますか 

  必要 ・ 対象者によって必要 ・ 必要ない ・ わからない 

  （理由：                          ） 

 

14.嚥下食の情報提供書に必要な内容は何ですか ※複数回答可 

  食事の名称 ・ 提供栄養量 ・ 品数 ・ 嚥下食の基準  

  食事の写真 ・ 食事の映像(ＣＤＲ等) ・ その他（           ） 

 

15.今後、他施設間における嚥下食基準の把握・連携は必要だと思いますか 

把握 必要だと思う ・ 少し思う ・ あまり思わない ・ 思わない 

（理由：                         ） 

 

連携  必要だと思う ・ 少し思う ・ あまり思わない ・ 思わない 

   （理由：                         ） 

 
16.今後、地域連携活動(ｾﾐﾅｰ等)が開催されたら参加したいと思いますか 

是非参加したい ・ 都合が合えば参加したい ・ 参加しない   

     

 

17.地域連携を図るためにはどのような活動(セミナー等含む)に興味がありますか 

 （                                 ） 

   例）摂食嚥下のメカニズム  嚥下調整食について  嚥下調整食の作り方 ・・など 

  
「嚥下食に関するアンケート調査」にご協力いただきありがとうございました。 

 今後の活動に向けて参考にさせて頂きたいと思います。 

 

 

2015 年 2月 社会医療法人 医仁会 中村記念南病院  

看護部 松澤 優  栄養課 稲葉 久子 

表1　アンケート用紙
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結　　果

　嚥下調整食を導入している施設（設問5）は、病院15

施設中10施設、高齢者施設14施設中9施設で、導入準備

中の施設はなかった。導入している嚥下調整食の準拠す

る基準（設問6）は、嚥下食ピラミッドが3施設、ユニバー

サルデザインフード（以下UDF）が2施設、複数の基準

を採用していたのが2施設で、それ以外の12施設（63%）

は各施設の独自基準で、日本摂食嚥下リハビリテーショ

ン学会嚥下調整食分類2013（以下学会分類）に準拠し

た施設はなかった。嚥下調整食の段階数は3段階が最も

多かったが、2～ 6段階に分散しており、特定の傾向は

見られなかった（図1）。嚥下調整食を導入している施

設に対する嚥下調整食の見直しについての設問（設問8）

では、見直す予定ありとする回答が最も多く、既に見直

し中との回答も見られた（図2）。嚥下調整食未導入の施

設に対する嚥下調整食導入必要性についての設問（設問

9）では過半数が必要性ありと回答した（図3）。

　嚥下調整食の内容に関する情報提供書の必要性（設問

13）について、不要とする回答はなかった（図4）。そ

の内容で必要な項目（設問14）に対しては採用してい

る基準、栄養量、食事の名称との回答が多かった（図5）。
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図1　各施設における嚥下調整食の段階数
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図4　他の施設の嚥下調整食を把握することに対する意識
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図5　嚥下調整食に関する他の施設との連携に対する意識
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図2　嚥下調整食を導入している施設における
嚥下調整食の見直し状況

必要だ
と思う
60%

必要な
いと思
う
40%

図3　嚥下調整食未導入施設が考えている
嚥下調整食導入の必要性の意識
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他施設の嚥下調整食を把握し、嚥下調整食について連

携する必要性について問う設問（設問15）に対しては、

必要としないとする回答はわずかだった（図6）。

　

考　　察

　嚥下障碍を補って安全に嚥下できるよう調理したもの

が嚥下調整食である。嚥下障碍と言ってもその重症度は

症例によって異なるため、必要となる食品の物性もそれ

に対応した段階を有する必要がある。本邦ではそのよう

な段階化された嚥下調整食システムとして米国における

The…National…Dysphagia…Diet1）のような統一したものは

なく、聖隷三方原病院で発祥した嚥下食ピラミッド2）や

日本介護食品協議会が制定したUDF、厚生労働省のえ

ん下困難者用食品許可基準などさまざまな基準が乱立し

ていた。そしてどの基準に準拠する義務もないことから、

各々の施設の必要性と調理実務の制約に応じて独自の嚥

下調整食を展開している場合もあった。当院でも嚥下食

ピラミッドを参考に嚥下調整食の提供を始めたが、その

後独自の改変を繰り返した結果、厳密には嚥下食ピラ

ミッドには準拠しない、独自体系となっていた。

　しかし、嚥下調整食を摂取中に他の施設へ転出する場

合、転出先においても転出前と同等の物性を持つ嚥下調

整食が提供されなければならない。なぜなら、実際の嚥

下機能に対して「難易度の高すぎる食品」が提供されれ

ば、誤嚥や窒息を引き起こす可能性はもとより、充分量

を喫食できずに低栄養や脱水に陥る恐れがある。逆に、

「難易度の低すぎる食事」が提供されれば、嚥下のリハ

ビリテーションとしては負荷が足りないために改善を遅

らせてしまう可能性があり、また物性を整えるためには

食品の形を崩して調理せざるを得ないため見栄えが元の

食品の形態からはかけ離れてしまい、かつ提供できる食

品のバリエーションも少なくなることから食思の減退

を招き、喫食量の低下から低栄養に陥る危険性が考えら

れるからである。そのため、これらの不利益を避けるに

は嚥下調整食の物性に関する基準を統一し、その上で連

携先との間で各々が提供している嚥下調整食に関して情

報を共有する必要があり、国内の多くの地域でそのため

の取り組みが既に行われている3-8）。本研究で我々は当

院の所在する札幌市南区の病院と高齢者施設に対しアン

ケート調査を行ない、嚥下調整食提供の実態と情報共有

に対する栄養部門の意識を調査した。

　その結果、病院、高齢者施設を問わず嚥下調整食は約

2/3の施設で提供されていた。嚥下調整食を必要とする

高齢者がこれら施設に多く存在することが示唆された。

しかし、6割以上の施設が独自基準による提供であり、

公開されている基準に準拠している施設の方が少数で

あった。公開されている基準に準拠していなければ、転

出元で提供している食品の物性と転出先で提供できる食

事の物性とが釣り合うものであるかどうかを判断するの

は困難である。さらに嚥下調整食の段階数もまちまちで

あった。基準も段階数もばらばらであれば、転出前後で

相似の物性を持つ食事の継続を担保することは至難であ

ることが想像に難くない。

　そのことに対し、嚥下調整食に関する情報提供書の必

要性については、不要であるとする回答はなく、患者の

状況に即した嚥下調整食を施設間の齟齬なく続けていこ

うとする意志が見受けられた。しかしその情報提供書に
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必要と考えられた内容の多くを占めたのが嚥下調整食の

基準と名称であった。残念ながらこの地域では公開され

ている基準に準拠した嚥下調整食を提供している施設は

少なく、提供している段階数もまちまちであるため、基

準や名称といった情報を受信したとしても、それがどの

ような物性であるのかを知るに足る情報とは考えにく

く、適切な食事の提供にはつながりにくいものと思われ

る。そのため、我々は当地域内でこのような現状を共有

し、それぞれの施設で基準への準拠を目指しながら、ま

ずは各施設で提供している嚥下調整食の実態を互いに直

接把握しあうことが必要と考えた。幸い、嚥下調整食の

導入や見直し、および他の施設の嚥下調整食の把握とそ

の連携について前向きな回答が多く得られており、当地

域内において嚥下調整食に関する連携を密にし、嚥下機

能の低下している患者が施設間を移動する際の不利益を

できるだけ食い止める取り組みをしていきたいと考えて

いる。

結　　論

　札幌市南区の高齢者施設における嚥下調整食の実態を

調査した。嚥下調整食提供施設の過半数でどの基準にも

準拠していない独自の嚥下調整食が提供されていた。当

地域内において嚥下調整食に関する連携を密にし、嚥下

機能の低下している患者が施設間を移動する際の不利益

を防ぐ取り組みが必要と考えられた。
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