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22．食事の摂取量に問題がある（拒食、過食、偏食など）
◇考えられる原因またはこの状態により発生する問題について
認知症において、前頭葉の機能が低下した場合、食行動の変化が起こり、ひとつの物
に執着した偏食や過食が起こります。一方では、常同行動により食事をせずに動き回り
ます。糖尿病の既往がある場合はコントロールが困難となります。半側空間失認により、
片側のものしか手を出さず、偏食となる場合があります。
味覚障害については口腔内の不潔や唾液分泌不足、脳神経細胞（顔面神経・舌咽神経）
の障害、薬の副作用の他、亜鉛（Zn）不足が背景にあることがあります。また、食欲
不振は胃や肝臓、腎臓の疾患によるものや、熱性疾患、結核性疾患によるもの、また癌
や精神疾患など様々な要因により引き起こされます。
◇対応策
常同行動により動き回り食事摂取をしない場合、動きながらも食べることのできる食
物（おにぎりやサンドイッチなど）を用意したり、移動ルートの目のつく所にさりげな
く食物を設置してみます。ひとつの物に執着した偏食や過食は、問題がなければ見守り
ます。口腔内の衛生や、人口唾液による保湿により口腔内の環境を良好に保つことが大
切です。半側空間失認による偏食の場合は、食事中に食器の配置を変えるなどの対応が
必要です。亜鉛の不足が考えられる場合は、補充を行います。

6．嚥下調整食について（咀嚼力や飲み込みが悪くなった方に）
嚥下調整食（学会分類 2013）
【はじめに】
食べる力が弱くなると、軟らかく調理した食事や細かく刻んだ食事を食べるように
なります。しかし、場合によっては刻むことでむせやすくなる人もいます。口の中で
食べやすくまとめることが難しい人では、ゼリー状のものが食べやすかったり、飲み
込みのタイミングが遅い人では、ペースト状のものが食べやすかったりするため、そ
の人の病態に合った食事を選択する必要があります。
島根県内の病院・施設でも嚥下調整食を数種類用意して病態に合った食事を提供し
ていますが、各施設によって食事形態が同じでも食事名称が異なることがあります。
そのことで転院や転所する際に情報が上手く伝わらず、不適切な食事が提供されるこ
とがありました。
そこで、地域の病院・施設の栄養に関わる多職種が集まり、既存の嚥下調整食を整
理して、各病院・施設で同じものが提供できるよう標準化する試みが行われました。
そのような取り組みが全国各地でも行われていましたが、別の地域に転院すると食事
名称が伝わらないこと、在宅で市販食品を使用する時にどのような商品を選べば良い
のか困ることから、市販食品も分かりやすく分類して欲しいという意見が多くなり、
国内の統一基準を設けることにしました。それが「日本摂食・嚥下リハビリテーショ
ン学会嚥下調整食学会分類 2013」（以下、学会分類 2013）です。
日本摂食嚥下リハビリテーション学会が中心になり、様々な形態の嚥下調整食を分
かりやすく分類し、連携ミスを無くすため、地域の名称に「コード分類」という共通
言語を付加することにしました。現在、島根県内の各病院・施設でも順次採用され、
共通言語で連携することが可能となりつつあります。また、食品業界でもコード分類
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を採用して商品に記載している会社も増え、病院で指導している嚥下調整食を通信販
売などで選びやすくなりました。
【学会分類 2013（食事）】
学会分類 2013（食事）では、食事形態の分類を大きく 5 段階に分けました（図 1）。
その名称については、各地域で使い慣れたものがあるため、それにコード番号を付け
て段階名としています。コード 0 は、誤嚥を考慮してたんぱく質を極力少なくした嚥
下訓練食品です。その他、嚥下調整食として、コード 1 はゼリー状、ムース状の食品、
コード 2 はとろみを付けた均質なペースト食（コード 2－1）と不均質なペースト食
（コード 2－2）で、いずれも咀嚼をせず丸呑み可能な形態です。コード 3 とコード 4
は咀嚼が必要な食品ですが、コード 3 は舌で押しつぶせる程度の食品、コード 4 は歯
がなくても歯茎でつぶせる程度の食品です。いずれも飲み込む時にのどの奥に残らな
いよう、ばらけにくく、貼りつきにくい工夫など嚥下を考慮して調整した食品です。
詳しい内容については、日本摂食嚥下リハビリテーション学会ホームページを参照し
て下さい。

図 １ 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

【コード 0j と 0t】
摂食嚥下障害で最も注意すべきは誤嚥です。誤嚥とは、唾液や飲食物が誤って気管
や肺に入ることです。場合によっては窒息や誤嚥性肺炎を起こすことがあります。誤
嚥性肺炎を起こして一時的に食事を禁止しても、いずれ再開します。再開時には誤嚥
する可能性が高いため、肺炎を起こし難くするために、たんぱく質を極力少なくした
食品から開始します。それがコード 0 の食品です。たんぱく質の入っていないお茶や
果汁を固形化補助食品（ゲル化剤）でゼリー状に固めた食品がコード 0j（図 2）、と
ろみ調整食品（とろみ剤）でとろみを付けた食品がコード 0t（図 3）です。嚥下訓練
の段階で転院する際、どのような形態の嚥下訓練食品を用いているのか区別して、情
報提供することはとても重要です。
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図 2 コード 0j（ゼリー茶）
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図 3 コード 0t（とろみ茶）

【ゼリー vs とろみ】
一般的に最も飲み込みやすい食形態は、「柔らかく、密度・性状が均一である」、「ば
らばらになりにくい」、「粘膜に付着しない」、「変形しやすい」ことが推奨されていま
す。その条件を満たしている食品のひとつにゼリーがあります。それをスライス状に
して、咀嚼せず丸呑みするスライス法が推奨されています。
ゼリーの最大のメリットは、それが既に食べやすくまとまっていることです。舌や
頬の運動障害があり、咀嚼したものを食べやすくまとめること（食塊形成）ができな
い人、飲み込む力が弱くのどの奥に残りやすい人に適しています。ひと塊のゼリーは、
前方が食道の入り口に入れば後方も一緒に食道に引き込まれるので、のどの奥に残り
難くなります。
しかし、食道の入り口が開き難い病態の人は、ゼリーが食道の入り口を通過せず、
とろみを付けた液状のものが通過しやすい場合もあります。このとろみを付けた液状
のものが良い病態は、「食道の入り口が開き難い人」、「食塊形成が悪くゼリーを提供
しても咀嚼してバラバラにしてしまう人」、「口腔内の不随意運動があり食塊をコント
ロールできない人」などが適応になります。
【コード 1j】
コード 1j は、食事を粒が残らない状態までミキサーに掛けて、固形化補助食品（ゲ
ル化剤）でゼリー状の形態にした食品です（図 4）。ゼリー食、ムース食と言われる
こともあります。ゼリー状であることを強調するために、数字に jelly の “j” を付けて
います。コード 0j と異なり、たんぱく質
のある食品も含まれ、食事として摂取可能
な栄養価のあるゼリー状の食品です。ゼ
リーは既に食べやすくまとまっていること
が最大のメリットです。舌や頬の運動障害
があり、咀嚼したものを食べやすくまとめ
ること（食塊形成）ができない人、飲み込
む力が弱くのどの奥に残りやすい人に適し
ています。そして、咀嚼能力がなく、ゼリー
をバラバラにせず丸呑みしている人が適応
になります。
図 4 コード 1j（筑前煮：ゼリー食）
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【コード 2】
コード 2 は食事を十分にミキサーに掛けてとろみ調整食品（とろみ剤）でとろみを
付けた形態の食品です。ペースト食、ピューレ食と言われることもあります。コード
0t と異なり、たんぱく質のある食品も含まれ、食事として摂取可能な栄養価のあるペー
スト状の食品です。最大のメリットは、のどの奥にゆっくり入るので飲み込みのタイ
ミングが遅い人に適しています。そして咀嚼する必要がないので咀嚼能力がない人が
対象です。
「食道の入り口が開き難い人」、「食塊形成が悪くゼリーを提供しても咀嚼
してバラバラにしてしまう人」、「口腔内の不随意運動があり食塊をコントロールでき
ない人」もゼリー食よりペースト食の方が
適しています。
コード 2 の中で、なめらかで均質なもの
を 2－1（図 5）、やわらかい粒などを含む
不均質なものを 2－2 として区別していま
す。それは、少しでも粒があればのどの奥
に残り、誤嚥を起こす病態の人がいるから
です。介護食として市販されているミキ
サー食はコード 2 に該当しますが、ざらつ
きや不均質を感じるものは 2－2 になりま
す。主食の例としてはミキサー粥になりま
図 5 コード 2－1（筑前煮：ペースト食）
すが、粒が残れば 2－2 になります。
【コード 3】
コード 3 以上は咀嚼能力が必要な食事です。コード 3 は咀嚼能力と言っても舌と上
顎でつぶすことが可能な程度の弱い力で押しつぶせる食品で、口の中でまとめやすく、
飲み込むときにのどの奥でバラバラにならないように配慮した形態の食品です。また、
咀嚼中に多量の離水が生じないことも大切なポイントです。やわらか食、ソフト食と
言われることもあります（図 6）。
コード 3 の対象は、歯や義歯はなくても舌と上顎でつぶす能力があり、それを舌で
食べやすくまとめて、のどの奥に送り込む能力がある程度備わっている人です。そし
て飲み込む力が弱く、バラバラになるとのどの奥に残ってしまう人です。飲み込みの
タイミングも遅いため水分はとろみ調整食
品（とろみ剤）でとろみを付ける必要があ
ります。
コード 1j やコード 2 までは十分にミキ
サーに掛けて再形成やとろみ調整したもの
ですが、コード 3 は食材を細かく刻んで「と
ろみあんかけ」でまとめやすくしたもの、
酵素処理などで十分にやわらかく処理した
料理なども含まれます。主食の例としては、
水分がサラサラの液体でないように配慮し
た三分粥、五分粥、全粥などになります。
図 6 コード 3（筑前煮：やわらかとろみ食）
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【コード 4】
コード 4 は軽度の摂食嚥下障害を想定した食事です。かたすぎず、ばらけにくく、
貼りつきにくいもので、箸やスプーンで切れるやわらかさを持つ食事です。軟菜食、
移行食と言われることもあります（図 7）。
咀嚼能力としては歯や義歯があっても弱い人、歯や義歯がなくても歯茎でしっかり
噛むことができる人が対象になります。軽度ですが誤嚥のリスクがある人が対象です
ので飲み物にも配慮が必要です。飲み込みのタイミングが遅い人でも集中すればむせ
が生じない人、水分にとろみ調整食品
（とろみ剤）で薄くとろみを付ける程
度で良い人が対象です。
コード 4 はスプーンに乗る程度の大
き さ（10 ～ 20mm） に 刻 ん で「 と ろ
みあんかけ」でまとめやすくしたも
の、素材に配慮された和洋中の煮込み
料理、卵料理など一般食に含まれるよ
うなものなど多数あります。
主食の例としては、全粥や軟飯など
になります。
図 7 コード 4（筑前煮：ひとくちカットとろみ食）
【学会分類 2013（とろみ）】
飲み込みのタイミングが遅い人の飲み物にとろみ調整食品でとろみを付けると、
ゆっくりのどの奥に入るためタイミングを合わせやすくなります。しかし、とろみを
付け過ぎることで口やのどに貼りついて残りやすくなる場合もあります。病態によっ
て適切なとろみ粘度があるのです。そのとろみ粘度の情報を伝えるやすくするために
3 段階に分類しました。段階 1 はフォークの歯の間から素早く流れ落ちる程度のとろ
み粘度で「薄いとろみ」と表記します。段階 2 はフォークの歯の間からゆっくりと流
れ落ちる程度のとろみ粘度で「中間のとろみ」と表記します。段階 3 はフォークの歯
の間から流れ出ない程のとろみ粘度で「濃いとろみ」と表記します。
ヨーグルト状、はちみつ状、ジャム状などの表現を使って連携することがありまし
たが、それぞれ粘度の感覚に個人差があるためトラブルの原因になっていました。そ
こで、欧米の基準も参考にして日本国内で標準化しました。詳しい粘度は粘度計やラ
インスプレッドテストで測定すると良いのですが、どの施設でもできる訳ではありま
せん。市販のとろみ調整食品の添付文章に添加量の配分が記載されていますので参照
されると良いでしょう。詳しくは、日本摂食嚥下リハビリテーション学会ホームペー
ジを参照して下さい。
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