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摂食・嚥下機能の評価と対策
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嚥下障害の対策
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嚥下スクリーニングテスト
及び頚部聴診
嚥下障害の有無を見分けるため

表１ RSST

反復唾液嚥下法（Repetitive Saliva Swallowing Test）*

喉仏よりやや上に計測者が指を置く
自分の唾液を30秒間に何回嚥下できるかを計測
※嚥下障害患者では嚥下の繰り返し間隔が延長する
３回 / 30秒未満の場合嚥下障害の可能性あり

表２ 改訂水飲みテスト
（MWST）
冷水３mlを口腔底に注ぎ、嚥下を命じる
※嚥下後反復嚥下を２回行わせる
評価基準が４点以上なら最大２施行繰り返す
最も悪い場合を評点とする
３点以下だと嚥下障害の可能性あり
〈評価基準〉
１. 嚥下なし,
２. 嚥下あり,
３. 嚥下あり,
４. 嚥下あり,
５. ４に加え,

and / or むせる and / or 呼吸切迫
呼吸切迫（Silent Aspiration の疑い）
むせる and / or 湿性嗄声
呼吸良好, むせない
追加嚥下運動が30秒以内に２回可能

（参考文献）

表３ 食物テスト
（FT）
茶さじ1杯のプリンを舌背前部に置き、食べさせる
※嚥下後反復嚥下を２回行わせる
評価基準が４点以上なら最大２施行繰り返す
最も悪い場合を評点とする
３点以下だと嚥下障害の可能性あり
〈評価基準〉
１. 嚥下なし,
２. 嚥下あり,
３. 嚥下あり,
４. 嚥下あり,
５. ４に加え,

and / or むせる and / or 呼吸切迫
呼吸切迫（Silent Aspiration の疑い）
むせる and / or 湿性嗄声, and / or 口腔内残留中等度
呼吸良好, むせない
追加嚥下運動が30秒以内に2回可能

表４ 胃瘻造設者に評価対する摂食嚥下機能
評価前

評価後

①禁食

10名

２名

②１日数口程度の直接訓練レベル

１名

２名

③１日おやつ一品程度のお楽しみレベル

２名

４名

④１日１食〜２食の食事摂取

０名

３名

⑤１日３食の食事摂取（食形態調整要）

０名

１名

⑥１日３食の食事摂取（食形態調整不要）

０名

１名

対応レベル

