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誤嚥性肺炎とは

食べ物が食道ではなく気管に入ってしまった
場合、通常はむせて気管から排出する反射
機能が働きます。しかし、この機能が鈍って
しまうと、気管に入り込んでしまった食べ物を
排出できず、結果として肺炎を起こすことが
あります。このように、食べ物や唾液などが、
気管に入ってしまうことを誤嚥(ごえん)といい、
誤嚥が原因で起こる肺炎を誤嚥性肺炎(ごえ
んせいはいえん)といいます。



食事中によくむせる

(とくに水分でむせることが多く、みそ汁などを避けるようになる）

食事中でなくても突然むせる、咳込む（唾液でむせているもの）

飲み込んだ後も、口腔内に食物が残っている

ご飯より麺類を好むようになったり、咀嚼(そしゃく)力低下や歯科

的問題で噛まなくてよいものを好むようになる

食事の後、がらがら声になる

食べるとすぐ疲れて、全部食べられない

体重が徐々に減ってきた

毎日飲んでいた薬を飲みたがらない

水分をとりたがらない（尿量が減った）

発熱を繰り返す（誤嚥性肺炎の疑い）

夜間、咳込むことがある

誤嚥が疑われる症状



誤嚥性肺炎の原因

誤嚥性肺炎は飲食物を口腔から摂り入れた際、嚥下機能の低下により誤って気道を通って
肺に入ることで肺の内部で炎症を起こすことが第一原因となっていますが、実はそれ以外
にも誤嚥性肺炎になり得る原因が存在しています。

・細菌を含む分泌物の誤嚥

口腔内には「嫌気性菌」と呼ばれる細菌が、歯や舌の表面に住み着いています。嫌気性菌
を含んだ唾液などの分泌物を誤嚥し、肺に入ることで炎症を起こします。虫歯や歯周病が
ある人ほど嫌気性菌の数が多くなるため、誤嚥性肺炎の予防として、口腔内を清潔に保つ
ことが挙げられます。

・胃食道逆流による内容物の誤嚥

胃内容物が逆流を起こし誤嚥することでも肺炎になります。胃内容物には酸や消化液が含
まれていることから、粘膜を損傷させやすいため、ひとたび肺に到達すると瞬く間に炎症を
起こします。主に夜間睡眠中に多く、高齢者が誤嚥性肺炎を発症する多くの原因が睡眠中
による胃内容物の逆流によるものです。

脳血管障害の影響や加齢によってこれらの反射機能が低下してしまい、知らず知らずのう
ちに唾液と一緒に口の中の細菌が肺へと流れ込んでしまうことがあります。

睡眠中など自分でも気がつかないときに起こっていることが多く、家族や介護者など周囲も
気づくことができません。これを不顕性誤嚥といいます。
高齢者の肺炎の多くはこの不顕性誤嚥によって引き起こされていると考えられています。



食事が誤嚥性肺炎の原因と考えられる
場合
嚥下機能の簡単な評価法

質問紙

水飲みテスト

反復唾液嚥下テスト(RSST)



あなたの嚥下(飲み込み、食べ物を口から食べて胃まで運ぶこと)の状態についていくつかの質問をいたしま
す。ここ2、3年のことについてお答え下さい。

1.肺炎と診断されたことがありますか? A.繰り返す B.一度だけ C.なし

2.やせてきましたか? A.明らかに B.わずかに C.なし

3.物が飲み込みにくいと感じることがありますか? A.しばしば B.ときどき C.なし

4.食事中にむせることがありますか? A.しばしば B.ときどき C.なし

5.お茶を飲むときにむせることがありますか? A.しばしば B.ときどき C.なし

6.食事中や食後、それ以外の時にものどがゴロゴロ(痰がからんだ感じ)することがありますか?

A.しばしば B.ときどき C.なし

7.のどに食べ物が残る感じがすることがありますか? A.しばしば B.ときどき C.なし

8.食べるのが遅くなりましたか? A.たいへん B.わずかに C.なし

9.硬いものが食べにくくなりましたか? A.たいへん B.わずかに C.なし

10.口から食べ物がこぼれることがありますか? A.しばしば B.ときどき C.なし

11.口の中に食べ物が残ることがありますか? A.しばしば B.ときどき C.なし

12.食物や酸っぱい液が胃からのどに戻ってくることがありますか? A.しばしば B.ときどき C.なし

13.胸に食べ物が残ったり、つまった感じがすることがありますか? A.しばしば B.ときどき C.なし

14.夜、咳で眠れなかったり目覚めることがありますか? A.しばしば B.ときどき C.なし

15.声がかすれてきましたか?(がらがら声、かすれ声など) A.たいへん B.わずかに C.なし

各問いに対し「A」と回答した場合を異常(嚥下障害あり)、「B」「C」と回答した場合を正常(嚥下障害なし)と判定
します。「A」にひとつでも回答があった場合に「嚥下障害あり」と判定します。



改訂水飲みテスト

3mL の氷水を用いた検査です。
【判定】
1   嚥下なし、むせる and/or 呼吸変化を伴う
2   嚥下あり、呼吸変化を伴う
3   嚥下あり、呼吸変化はないが、むせる and/or 湿性嗄声を伴う
4   嚥下あり、呼吸変化なし、むせ、湿性嗄声なし
5   4 に加え、追加嚥下運動（空嚥下）が 30 秒以内に2 回以上可
能
判定不能：口から出す、無反応

(判定基準)

5 が正常、1〜3は嚥下障害ありと判定



反復唾液嚥下テスト(RSST)

反復唾液嚥下テスト(RSST)は、患者さんの「嚥下時に喉頭(のど仏)が上にあがることを触診
で観察し、30秒間に何回嚥下が行われるか診査し、3回以上できれば正常とします。
簡単で安全性の高い方法で誤嚥スクリーニング検査や経過観察には良い方法です。
RSSTが2回以下の場合には、嚥下障害の可能性があります。3回以上嚥下が可能ならばテ

スト食材を用いた摂食嚥下機能検査を行い、テスト食材の残留部位を中心に診査を行いま
す。
【方法（手順）】
患者さんを座位とする。
検者は患者さんの喉頭隆起・舌骨に指腹をあて、30秒間嚥下運動を繰り返させる。
患者さんに「できるだけ何回も”ごっくん”と飲み込むことを繰り返してください」と説明する。
喉頭挙上にともなって喉頭隆起・舌骨は、指腹をのり越え前方に移動し、また元の位置に
戻る。
この下降運動を確認し、嚥下完了時点とする。
嚥下運動時を触診で確認し、30秒間に起こる嚥下回数を数える。高齢者では、30秒間に3

回できれば正常とする。
嚥下障害患者では、1回目の嚥下運動はスムーズに起きても、2回目以降、喉頭挙上が完
了せず、喉頭隆起・舌骨が上前方に十分移動しないまま、途中で下降してしまう場合があ
る。これを真の嚥下運動と鑑別することに注意する。



嚥下機能の診断方法として、スクリーニング
を行ったあとに、［嚥下造影検査（VF）］［嚥下
内視鏡検査（VE）］で詳しい診断を行います

嚥下機能の客観的評価法



誤嚥の原因について

誤嚥は、飲み込む時の反射に障害がある時、飲み込む力が弱い時、食道に問題が
あり通過できない時などに起こります。

【機能的な原因】
⇒喉の動きに問題がある場合

・脳腫瘍・脳血管障害・パーキンソン病などの脳の病気
・筋委縮性側策硬化症や多発性硬化症、脊髄小脳変性症、その他筋肉や
神経の病気

【器質的な原因】
⇒喉の構造に問題がある場合

・口内炎・扁桃腺炎・咽頭炎などの口腔、咽頭の病気
・食道炎・食道の奇形・食道癌などの食道の病気
・甲状腺・頚椎症などの病気

【加齢によるもの】

病気などがなくても、老化により咀嚼する機能や嚥下する機能が低下し、また集中力
などが落ちる為に、誤嚥が起こりやすくなります。



誤嚥性肺炎の予防・治療法

現実問題として何からはじめるべきか？

誤嚥性肺炎を予防するためには、「嚥下反射の改善」、
「口腔の清潔保持」、「胃液の逆流防止」の3つの対策

があります。これらは、日々の生活の中で少し気をつけ
ることで多大な効果があり、特にお年寄りの方に有効
な手段です。



できることから始めよう

食事場面のチェックポイント
１．姿勢
２．食べもの
３．食べ方



誤嚥を予防する為には？

1．食事内容を考える(食べ物)
誤嚥を予防する為には、まず食事の形態を考えてみましょう。

• 硬いものが食べにくくなっているようなら、煮込んだ柔らかいものに変える必要があります。また刻んだり、押しつぶして、食べやすいものにしてみてく
ださい。また水やお茶などは誤嚥しやすい為、トロミをつけてみましょう。

• 流動食などでも誤嚥する時は、胃瘻の造設も考えなければいけなくなります。

誤嚥しにくい食べ物
固形物ではゼリー・プリン・卵豆腐・具のない茶碗蒸しなど
液体状のものではポタージュやシチュー・とろみをつけたもの・ペースト状のもの

注意が必要な食べ物
弾力性のある餅やこんにゃくなど
水分の少なくパサついているゆで卵やふかしイモ
水分が多い汁物やお茶、ジュース
酸味のきつい酢の物
粒が残りやすいナッツ類やおせんべい

2．食事をする時の環境(姿勢・食べ方)
• よくベッドをギャッジアップしないで、そのまま食事介助をしている事がありますが、この状態では、飲み込みにくく飲み込む前に、喉に流れてしまう場合がある
ので危険です。

• ギャッジアップとは、ベッドの背上げをする事です。座位が保てないなら、電動や手動で背上げができるベッドが必要になります。ベッドの角度は30度以上にな
るようにし、座位が保てるならできるだけ前屈みになるようにしましょう。また、食べてすぐベッドに横になるのは、危険です。30分程は座ったままの状態にして
ください。

• 口に運ぶ量を加減しましょう。一口が多いと、中々飲み込めず誤嚥の元になってしまいます。
• また介助をする場合は、食べるスピードに合わせて口へ運びましょう。テレビなどを見ながら食べると誤嚥しやすくなるので、食事に集中できるようにしましょう

3．嚥下機能を上げるリハビリを行う
• 唇や舌、頬などを動かす運動をする事で、誤嚥を予防します。唇を尖がらせたり、舌を突き出すとか上唇や下唇につけてみる、頬を膨らますなどの運動をしま
す。

• また歯ブラシを使って、口の中をマッサージするのも良いです。

4．口の中を清潔にする
• 誤嚥による肺炎を予防する為にも、口の中を清潔にしておきましょう。口の中は細菌が繁殖しやすく、唾液に菌が付いたまま誤嚥すると、肺炎になってしまう
恐れがあります。

• 歯だけではなく舌も磨き、うがいができるなら行いましょう。また入れ歯があれば、外して洗浄します。





特に口腔の清潔保持（口腔ケア）は、重要と考えられます。

大きく分けて「器質的口腔ケア」と「機能的口腔ケア」の2種類があります。

器質的口腔ケアとは、口の中をきれいに保つケアのことで、機能的口腔ケアとは、リハビリ
などで口の機能を回復、維持させるケアのことです。

誤嚥性肺炎を起こす細菌は、歯だけにつくわけではありません。

ほほの内側や、歯茎、舌などにも残りますから、歯磨きだけでは不十分です。

また、入れ歯などで歯が無い高齢者や、胃ろうなどで口から食物をとらない方でも、痰など
で細菌や汚れが口に入ることがあります。

口腔をあまり動かさない方は自浄作用が減ってしまうため、誤嚥性肺炎のリスクが高まる
ので、より口腔内のケアが必要となります。



誤嚥性肺炎の入院をゼロにした富山市の特養
口腔ケアの３技法とは

富山市の特別養護老人ホーム「梨雲苑」は、三つの口腔ケア技法を取り入れ、２年で誤
嚥性肺炎による入院ゼロを実現した。個々に合った技法や用具を使うことで利用者の口
腔状態は大幅に改善し、職員の意欲は向上。ベッド稼働率もアップし経営面にもうれしい
効果が出ている。

社会福祉法人梨雲福祉会（林一枝理事長）が運営する梨雲苑は、１９９１年に開所した
入所定員90人（従来型60人、ユニット型30人、平均要介護度４・１）の施設。２０１４年に新
たにユニット型40人の特養ホームを併設した。

梨雲苑の口腔ケアが大きく変わったのは、11年４月に歯科衛生士事務所「ピュアとやま

」（精田紀代美代表）と業務委託契約を結び、精田代表が開発した「簡単口腔ケア週２
回法」「口腔内臓器つぼマッサージ法」「手技で行う咽頭ケア法と排痰」の３技法を始め
たこと。









９４歳 残存歯：２４本







• 誤嚥性肺炎は多いとよくうかがう
• 誤嚥性肺炎に口腔ケアは有効と考えられる
• 誤嚥性肺炎に関する歯科への相談は意外と少ない
• 口の中の汚れの判断が難しい？
• 相談先がわからないのか？
• かかりつけ歯科医に相談してみては・・・
• かかりつけ歯科医がいなければ歯科医師会の

リストを利用すれば
• 介護保険利用者の歯科利用頻度（居宅療養管理指導etc）が
低いのでは・・・

• 摂食嚥下多職種連携（食形態や口腔ケアについて）
が必要では？





港北歯科医師会訪問歯科医院名簿 2016.03

地区長 No. 医療機関名 電話 住所 即日 ２〜3日 １週間

★印 対応 以内の対応 以内の対応

日吉地区

1近藤デンタルクリニック 045-564-1395 日吉2-4-2 2F ○

2天野歯科医院 045-561-2248 日吉2-7-8 ○

3眞美デンタルオフィス 045-563-4418 日吉本町1-19-16 ○

4おきくら歯科医院 045-564-1182 日吉本町3-33-14 2F ○

5宮川デンタルクリニック 045-563-3004 箕輪町2-3-7 ○

★ 6安藤歯科医院 045-561-4118 下田町5-1-3 △ ○

7武田歯科医院 045-563-2326 下田町6-1-12 △ ○

8高田歯科医院 045-562-3589 下田町2-16-29 ○

9長谷川歯科医院 045-531-6451 高田東4-11-20 ○

10中村歯科医院 045-592-4183 高田西1-6-20 ○

11杉山デンタルクリニック 045-211-4018 日吉本町1-15-12 ○ ○ ○

綱島地区

12いけたに歯科 045-545-8844 綱島西5-23-27 △ ○

★ 13オリーブ歯科医院 045-534-1184 綱島西4-8-10 ○

14高津歯科医院 045-542-3764 綱島西1-5-18  2F ○

15綱島鈴木歯科医院 045-546-2580 綱島西1-9-7  2F ○

16飯田歯科 045-543-6317 綱島西2-13-3 ○

17矢吹歯科医院 045-544-5620 綱島西3-2-24  2F ○

18篠崎歯科医院 045-542-8855 綱島東2-1-5 ○

19つづき歯科クリニック 045-547-5963 綱島東4-8-29 1F ○

20ワザワ歯科院 045-541-0012 綱島上町40 ○

21山本歯科医院 045-591-7393 新吉田町5595 ○

大倉山地区

22大曽根歯科医院 045-541-2462 大倉山3-12-15 ○

23清水歯科医院 045-542-6487 大倉山3-2-33 2F ○

24大倉山ヤジマデンタルクリニック 045-531-2099 大倉山1-17-11 ○ ○

★ 25まつだ歯科医院 045-547-4333 新羽町1659 ○

26朝日デンタルクリニック 045-542-5181 大曾根1-6-9 1F ○

菊名地区

27金子歯科医院 045-421-5330 仲手原2-41-44 ○

28関歯科医院 045-431-0311 菊名2-4-26 ○

29内山歯科医院 045-401-1306 篠原東2-1-34 ○

30妙蓮寺歯科クリニック 045-434-4107 菊名1-9-31 ○

★ 31マメド鈴木歯科医院 045-430-5160 大豆戸480-1 ○

新横浜地区

32楓歯科クリニック 045-531-0555 新羽町1688-1 B-201 ○

★ 33小机歯科医院 045-472-7102 小机町1508-1 ○



 

 

通院ができなくなった場合のお願い 
 体調の不良やけが・入院などにより当医院への通院ができなくなった時は、ご遠慮なく

お電話にてご相談ください。 

 当医院へ通院されていたご家族（お父様・お母様など）が通院できなくなった場合は

ご家族がご連絡ください。 

 手術などのため入院された場合、退院後の口腔ケアはおからだ全体にとってもとても重

要です。通院できなくても往診にて口腔ケアをさせていただきます。 

 脳梗塞を起こされた場合も退院後の口腔ケアやお口のリハビリは誤嚥性肺炎予防の

ためにもとても重要です。 

 虫歯や歯周病の治療、入れ歯の調整などでも往診いたします。 

 定期的メインテナンスをされてきた方が通院出来なくなった場合も往診にてメインテナ

ンスをさせていただきます。 

 ご不明な点は受付にお聞きください。 

 

生涯かかりつけ歯科医として
の責任を持つ
（自分の患者さんは生涯
自分が責任をもって拝見
する）



ご清聴ありがとうございました

港北歯科医師会

池谷歯科

池谷完治

ご質問がございましたらご遠慮なくどうぞ


