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研究成果の概要（和文）： 

 摂食機能の発達支援として口腔内食物残留を呈する子どもへの介入の必要性を検討するため、
特別支援学校児童の摂食の実態を調査した。児童数 974 名中、食事中・後の口腔内に食物残留
を認める者(対象児)は 103名(10.6％)であった。対象児の男女比は 1.6：1、対象児 1名に教員
1,2 名が関わり給食の摂食介助を行っていた。含嗽が不可能な者は約 8 割、歯磨きで口腔内残
渣物を除去するケースは多かった。口腔内の食物残留は送り込みの障害や齲歯・歯肉炎の罹患
を高めるため、口腔内食物残留の減尐を目標とした発達支援は必要と思われる。 
 

研究成果の概要（英文）： 

To consider the need for intervention for children exhibiting food residue in the mouth 
as support the development of eating function was investigated the reality of children's 
special needs schools feeding. 974 Of the number of children who recognize the remaining 
food in the mouth after a meal of (target child) is a 103 (10.6 %). Target child sex ratio 
of 1.6:1 had been eating lunch assistance involve the faculty in one or two target children. 
Who are unable to Gargle is approximately 80 cases to remove the toothpaste residue in 
the oral cavity were many. Residual food in the mouth to enhance the incidence of dental 
caries and gingivitis of feeding disorders, developmental goals and support the reduction 
of food residue in the mouth that may be needed. 
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１．研究開始当初の背景 

平成 19 年厚生労働省人口動態調査におい
て、低出生体重児の出生割合は 9.6％に達し、

母の年齢 30－49 歳の区分で年次別出生率は
増加傾向にある。この状況から出生児の染色
体異常や低出生体重に伴う疾患の増加が予
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測され、発達に問題のある子どもへの看護は
一層重要となる。摂食機能は出生後の学習で
獲得され、発達に問題のある児は学習障害の
ため発達遅延が生じやすい。軽度の身体機能
障害や精神発達遅滞児は摂食に支障を認め
ても、躾上とされることが多いが、摂食パタ
ーンの異常(詰め込み食べ･丸飲み込み･口腔
内食物残留･舌運動の異常等)は摂食機能の
発達遅延が関連している。小児では摂食機能
の発達をアセスメントし、成長･発達に応じ
た摂食機能の獲得を支援することは健やか
に育成するために重要である。 
臨床において口腔内に食物が残る Down 症

児へ看護介入した結果、継続看護と増粘剤の
使用で残渣量は約 8g 減尐した。口腔内に食
物残渣が停滞していると、口腔衛生不良によ
る齲歯や歯肉･歯周炎の罹患率を高め、器質
的な口腔内環境を損なうことや易感染状態
では呼吸器感染のリスクも予測される。これ
らの予防的側面に加え、口腔内の食物残渣に
対する介入は口腔機能の発達を促す援助に
もつながる。よって、摂食機能の発達援助の
具体的な介入の一つとして、口腔内の食物残
渣に焦点を絞った。小児の摂食機能に関する
研究報告は嚥下障害を認める症例(胃食道逆
流症･脳性麻痺･重症心身障害児等)の摂食訓
練が多い。近年、国際的にも小児の摂食嚥下
に取り組む重要性は強調されているが、摂食
機能発達遅延に関する実態調査の報告は尐
なく、小児の摂食機能発達支援を促進するた
めにも実態調査は必要である。 
 

２．研究の目的 

幼児～学童期の摂食機能発達の援助とし
て、口腔内に食物が残る子どもへの介入の必
要性を提示するため、口腔内に食物が残る子
どもの実態を調査する。口腔内に食物残渣を
認める児の症例数･関連因子、介入されてい
る症例数や介入内容等の実際を明らかにす
る。 

 

３．研究の方法 

実態調査の標本数の参考となる事前調査
は見当たらないため、本研究はパイロット･
スタディーと位置づけ、30サンプル以上の標
本数を目指した実態調査とする。 
 
(1)対象：A県特別支援学校 18 校の小学部の 

教職員 
 
(2)研究期間：2009年 11月～2011年 3月 
 
(3)調査方法：①対象施設を訪問し、学校長
に調査依頼文(調査目的･調査協力依頼内容･
倫理的配慮を明記)と研究計画書を用いて説
明し、調査協力の同意と許可を得た。②学校
長から調査対象の教職員の紹介を受け、調査

協力を説明した。③自記式質問紙調査票(約
10 分で回答)を対象者へ配布した。④記入後
に訪問面接法で聞き取り、郵送法も併用して
調査票を回収した。 
 
(4)調査項目： 
①対象施設の小学部(6～12歳)の小児の人数 
②食事の援助を必要とする小児の人数 
③・④食事中・食事後の口腔内に食物残留を
認める小児(以下、対象児)の人数 
⑤対象児の性別・年齢 
⑥対象児の疾患・病態 
⑦対象児の精神発達遅滞の有無 
⑧対象児の食事に関する援助の有無、援助の
場面(直接訓練・間接訓練) 
⑨介入の実際(食形態、準備時間・工夫、摂
食時間、摂食姿勢、食物残留部位・内容、食
物残渣の除去方法、歯磨き等) 
 
(5)分析方法：Microsoft Office Excel 2007
を用い、記述統計(基本統計量の算出)を行っ
た。口腔内食物残留と施設間における発生の
関連をみるためにχ2検定を行った。 
 
(6)倫理的配慮：B大学研究倫理審査委員会の
承認を得て対象施設を訪問した。学校長なら
びに教職員に調査の主旨を文書と口頭で説
明し、調査への参加は自由で参加を断っても
不利益を被らないこと、いつでも辞退できる
ことを確約した。また調査参加者の質問には
必ず答え、調査結果を伝えることを約束した。
さらに調査結果は看護実践への寄与を目的
に学会等で発表すること、その際は学校名･
生徒名が特定されないよう配慮することを
条件に学校長の承諾を得て調査を開始した。
対象児の情報は保護者へ調査の主旨と協力
依頼を文書を配布し、同意を得られた者のみ
詳細な情報を調査した。 
 

(7)用語の定義： 
①「口腔内食物残留」とは、経口摂取した食
物が口腔内に残っている状態を指す。 
②「摂食機能」とは、食物を口腔内に取り込
み、栄養摂取のために消化しやすく飲み込み
やすいように処理する口腔内の口唇、舌、顎
を中心とした機能を示す。 
③「摂食機能の発達遅延」とは、摂食機能の
獲得段階において機能獲得が遅延している
ことを示す。 
 
４．研究成果 
(1) 対象施設の概要 
 調査票は訪問面接法と郵送法を併用して
回収したことから、回収率および有効回答率
は 100％であった。 

特別支援学校の障害種別は大きく知的障
害と肢体不自由に区分され、知的障害(重複



 

 

学級を含む)は 12校、肢体不自由は 4校、併
設校は 2 校(知的障害･病弱、知的障害･肢体
不自由)であった。18 校の調査で小学部(6～
12 歳)児童数は 979 名、知的障害 805 名、肢
体不自由 174名であった。児童の性別は男児
569名、女児 254名、不明 156名であった。 
 
(2)給食における食事援助 
 給食で配膳される食形態は普通食 11 校、2
～8 形態 6 校、1 校は隣接病院との連携で病
院食に準じた食形態(主･副食 15種)を提供し
ていた。児童の中にはアレルギー対象品目が
多いため自宅から弁当を持参する者が 2名い
た。給食において食事援助が必要な者は 374
名(38.2％)であった。 
 
(3)口腔内の食物残留 
 食事中の口腔内に食物が停滞する者は 71
名、食事終了後に食物が口腔内に残留してい
る者は 76 名であった。口腔内に食物残留を
認める者(対象児)は 103名(10.5％)であった。 
 障害種別では知的障害 (重複学級を含
む)66 名、肢体不自由 37名に口腔内の食物残
留を認め、病弱ではみられなかった。χ2検定
の結果、障害種別の施設間と口腔内食物残留
の有無との間には関連がみられた(p＜0.01)。
対象児 103名中、76 名(73.8％)の保護者から
同意を得て詳細内容を調査した。 

 
(4)対象児の性別、疾患･病態、精神発達遅滞 
男児 47 名、女児 29 名、男女比 1.6：1 で

あった。精神発達遅滞は全例に認めた。 
主な疾患・病態は脳神経・遺伝性筋疾患 49

名と多く、次いで染色体異常・知的障害を伴
う疾患 19 名、発達障害 7 名、その他 1 名で
あった。形態異常(口唇口蓋裂・高口蓋等)を
有する者は 8名であった。 
  
(5)対象児の食事援助の開始時期、援助場面 

対象児 76 名中、食事の援助は必要ない  
1名を除く 75名は入学当初から援助を受けて
いた。 
給食場面における直接訓練は全例、食物を

使用しない間接訓練は 21名で併用していた。
間接訓練の内容は、食前の実施が多く、口周
囲･歯肉のマッサージ 11件、顔面マッサージ
8 件、頸部･肩･体幹のマッサージ 4 件、舌運
動 4件、綿棒やガーゼを用いて噛む練習 3件、
その他はストローで吸う、バンゲード法、腹
部マッサージ、食前に睡眠をとる等であった。 
  
(6)対象児の給食摂取の準備 
①準備にかかる時間（図１） 
 給食が教室に配膳されてから対象児が摂
取するまでの準備にかかる時間は、10分間が
22 名と多く、次いで 15 分間、5 分間の順で
あった。20 分間を要する者は 8名、全例の平

均時間は約 9分間であった。 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 対象児の給食の準備時間 

 
②食形態の変更（図２） 
 配膳された食形態で摂取する者は普通食 
1 名、きざみ食 2名、ペースト食 4 名(弁当持
参 2名を含む)、他 69名は教室で教職員が二
次･三次調理を行い、食形態を変更していた。 
食形態の変更内容は普通食の一口大カッ

ト 29 名、普通食のきざみ食調理 16名、普通
食のペースト食調理 7 名、きざみ食のペース
ト食調理は 1名、他は増粘剤を添加していた。 
 

(名) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 対象児の給食の食形態 
 
③増粘剤の使用 
増粘剤の使用は 28 名、うち 9 名は給食の

全品目に添加、19名は汁物や水気の多い物に
一部、添加していた。増粘剤は弁当持参 2 名
を除く 26 名のケースを教室で教職員が添加
量を調節しながら形状を調理していた。 
  
④食前の工夫（複数回答あり） 
 一口大カット 29 件、きざみ処理(ハンドミ
キサー等使用)18件、別皿取分け 10件、ペー
スト食作成(フードプロセッサー等使用)9 件、
牛乳等でふやかす 3件、その他はスプーンで
潰す･砕く、増粘剤添加に伴い電子レンジや
冷蔵庫の使用、別室利用等があった。 
 
(7)給食摂食中の支援 
①給食の摂食時間（図３） 
 食事開始から終了までの時間は 60 分間を
要する者が 21 名と多かった。次いで 30～35



 

 

分間 18 名、40～45 分間 13 名、90 分間は 3
名であった。全体の 60％は摂食に 40 分以上
を要している状況であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 対象児の給食の摂食時間 
 
②摂食時の姿勢 
 学校の椅子と机を使用する者は 35 名、専
用の座位保持装置使用は 36 名、抱っこで摂
食する者は 2名、他 3名は上記の姿勢を状況
に応じて変更していた。 
 
③摂食中の援助・工夫 
 表 1に示すように、一口量の調整を援助す
ることは多かった。19名は全ての援助を受け
ており、一方で一口量の調整のみや食べる順
番の調節のみで摂食できる児童もいた。 
 

表１ 対象児の摂食時の工夫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
食べる順番の調節には好物とのペース配

分や水分を摂りながら食べることも含まれ
ていた。その他は汁物の椀を一緒に持つ、口
に入れる前に臭いと声かけで意識付ける、開
口を待つ等があった。 
 
(8)口腔内の食物貯留 
①貯留の時期 
対象児 76 名中、食事中に食物が貯留する

者は 23 名、食事中・後 35 名、食後は 18 名
であり、食事中・後の両方で食物が貯留する
ケースは多かった。 
 
②貯留部位（表２） 
 食物の貯留部位は特定部位はなく貯留す
る者が多かった。特定部位に貯留する者は 47
名、口蓋部に形態異常がみられない場合でも
食物が付着するケースもあった。 
 

表２ 対象児の口腔内食物貯留部位 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③貯留物の内容（表３） 
 内容は種類を問わず口腔内に貯留するこ
とは多く、次いで野菜が残ることは多かった。
その他は粘膜に貼りつきやすい海藻類、トウ
モロコシや豆類等の皮がある物、粘り気のあ
る団子もあった。また繊維質や固い等の形状、
嫌いな物等の嗜好による影響もみられた。 
 
表３ 対象児の口腔内食物残留物・内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④食物残渣の除去方法 
食物残渣の除去は食後の歯磨き時に教職

員が除去するケースは 65 件と多く、自然に
消失するまで待つは 20 件、吐き出させるは
11 件、その他は自分で歯磨きの際に除去する
対象児もみられた。 
 
⑤含嗽能力（図４） 
含嗽が可能な者は 15 名、不可能な物は 59

名、どちらでもないは 2名であった。約 8割
は含嗽が困難な状況であった。 

(名) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 対象児の含嗽能力 
 

内　容 件　数

一口量の調整 59

飲み込み確認 46

食べる順番の調節 44

口唇に運ぶ 41

閉口援助 29

その他 6

貯留部位 件 数

特定部位なし 28

硬口蓋・軟口蓋 16

頬部・頬部後方 12

口腔前庭 10

舌上 9

口腔全体 6

口峡・口蓋扁桃 2

不明 1

内 容 件 数 内 容 件 数

種類問わず 38 嫌いな物 5

野菜 13 繊維質 3

肉 7 固い物 3

パン 7 パサついた物 2

米 7 大きい物 1

その他 5



 

 

(9)介入の実際 ＜事例＞ 
症例 1：小学 3 年生男児（8 歳、脳神経・

遺伝性筋疾患）は専用の座位保持装置に机を
設置して 90 度の座位で摂食、給食はミキサ
ー食が配膳され、教室で教員が汁物と牛乳に
増粘剤を添加していた。食具の把持は困難な
ため、教員 1 名がスプーンで一口ずつ口唇に
運び、飲み込みを確認していた。咀嚼するが
口腔内で食物が散け、食事中・後の両方で口
腔前庭や両頬粘膜後方に食物が残留してい
た。繊維質の野菜や米飯の粒が貯留すること
が多い。嫌いな食物は自ら吐き出していた。
含嗽はできないため、歯磨き時に教員が残渣
物を除去、開口や歯磨きを嫌がる様子もみら
れた。本症例の学校には月に 1度、近隣の総
合病院の理学療法士が来校し摂食時の姿勢
等に関する指導を行っていた。 
症例 2：小学 4年生男児（10 歳、脳神経・

遺伝性筋疾患）は専用の座位保持装置に机を
設置し、やや前傾姿勢の座位で摂食、給食は
普通食が配膳され、教室で教員がフードプロ
セッサー等を用いてペースト食に調理した
後、全ての品目に増粘剤を添加していた。 
教員 1 名がスプーンで一口ずつ口唇に運び、
飲み込みを確認していた。食物残留は食事
中・後に舌上と口峡部に認め、食後は咽頭残
留物の排出を目的に前傾姿勢を 10 分程保持
し、排出後に教員が歯磨きで残渣物と分泌物
を除去していた。本症例の学校は半年に 3～4
回、通園施設の言語聴覚士による摂食指導を
受けていた。 
 
口腔内の食物残留は送り込みの障害に加

え齲歯・歯肉炎罹患を高めるため、予防を含
め、安全に美味しく食べることを目標とする
発達支援は必要である。 
本調査では児童数 979名の約 10％の児童に

口腔内食物残留を認めた。毎日の給食では 
対象児 1 名に教員 1,2 名が関わり、食形態の
調整から食事介助、口腔ケアに至るまでの摂
食支援を行っていた。特に、含嗽が不可能な
者は約 8 割で、教員が歯磨きで口腔内残渣物
を除去するケースは多く、口腔ケアにおいて
も安全な手技に基づく摂食支援は必要であ
る。慢性疾患や医療依存度の高い患児が地域
で生活する上で、教職員への摂食支援に関す
る知識と技術を提供するために小児看護技
術をもつ看護師の役割と活動の拡大が求め
られる。 
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