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摂食・嚥下障がい児　親の会

つばめの会  News Letter   第１号

       ～　摂食嚥下障がい児の食事を楽しくするとはどういうことか　～

   つばめの会主催　田角先生のお話を聞く会　を開催しました

　2013年5月、つばめの会としては
じめて、主催講座を開催しました。初
回は、顧問である 昭和大学医学部　
小児科教授の田角勝（たつの まさ
る）先生のお話を聞く会です。 
　長く小児の摂食・嚥下の問題に取り
組まれてきた先生により、摂食嚥下に
ついて誤解されている点なども非常に
わかりやすく説明されています。摂食
嚥下以外の障害が軽度の場合と重度の
場合の対応法が異なる等、新鮮なお話
がたくさん詰まっています。ちょっと
したわが子の少食で悩む親御さんに
も、そして摂食嚥下障害児に関わる専
門家にも、新たな発見のあるであろ
う、すばらしい講演でした。昭和大学
歯科病院 教授 弘中祥司先生（当会顧
問）や、石崎晶子先生もご参加くださ
り、充実した会となりました。
　ニュースレターではその講演録の一
部をシリーズでお届けします。第一回
は「楽しく食べる」とは？というお話
です。

「楽しく」と「栄養」

　一番重要なことは、食事を「楽し
く」食べるということですね。これが
一番のポイントです。では、「摂食障
害」を伴った場合、「楽しく食べる」

となにが対立するかというと、「栄
養」になります。栄養をどのように取
るかということです。栄養が入って且
つそれが楽しければ全く問題ないわけ
ですが、「楽しく食べる」といっても
「楽しくやっていると栄養が入らな
い」ということが、乳幼児の摂食障害
のとき一番の問題になります。
　まず食べることは、「楽しく食べ
る」ということが極めて必要なことで
す。「楽しく」と「栄養」とどちらに
重要性があるかといったら、ここで話
すことの場合は、圧倒的に「楽しく」
に重要性があります。
　では、「楽しく食べて、栄養が入ら
ない」ということになると、どうなる
か。経管栄養や胃瘻（いろう）という
ことになります。そうすると、「今お
かれている現状と、何も変わらないじ
ゃないか」ということになるわけです
けど、実際にはそんなことはありませ
ん。胃瘻や経管栄養をしていても、可
能な一部分だけでも、「楽しく食べら
れる」ということが非常に重要になり
ます。

TOPICS

「田角先生のお話を聞く
会」講演録（１）
昭和大学医学部小児科教授　
田角勝先生 の講演内容

2013年度上半期　活動報告
４月～９月の活動報告

購読のご案内
ニューズレターの購読をご
希望の方へご案内

会員の声
テーマは「就園・就学」で
す
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  はじめまして ！ つばめの会ニュースレターをお届けします
つばめの会は2011年に発足した摂食・嚥下障がい児の親の会です。医療関係者
にもあまり知られていない小児の摂食・嚥下障害の症状や対応について、親同士
だけでなく、摂食・嚥下や小児医療に関わる人へ情報を発信し、意見や情報等を
交換していくことを目的として、ニュースレターの配信をはじめました。ご興味
ご関心のある方は、ぜひ購読会員にお申し込みください。

      ★つばめの会　写真館★
初めて食べ物を口に入れました！
（１歳半）

０歳から通った聾学校の早期相談で
のオヤツの時間に、先生が感覚遊び
から始めて、いろいろチャレンジし
て下さった結果です。

https://sites.google.com/site/tsubamenokai/
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食事が楽しくなくなる理由

食べることが楽しくなくなる・楽
しく食べることが阻害される理由
は、沢山あります。何らかの原疾患
があります。やはり何か元々病気を
持っている場合が多いです。それは
発達の問題、心臓の問題、呼吸の問
題であったりします。
　いずれの理由においても、呼吸の
状況が良くなければ、もう少し広く
言えば、体調が良くなければ、おい
しく食べられません。呼吸の状況が
悪い時においしく食べられるはずが
ありません。このような場合は、ま
ずこれを改善することです。
　では改善できない場合はどうすれ
ばいいかということになりますが、
少しなら楽しく食べられれば、それ
で良いと考えることでしょう。我々
も体調が悪かったら、食べる量が減
ります。そういうときでも、例えば
ケーキが好きな人だったら、少しぐ
らいのケーキだったら食べたいかな
と、思うかもしれません。いずれに
せよ体調とか呼吸をしっかり整え
る、これをやらないと、楽しく食べ
られることに、つながらないという
ことです。
　他の食べられないことの理由には
「ストレスがかかる」ということも
あります。このストレスは色々な意
味でのストレスなので、先に述べた
呼吸状態が悪いということも、スト
レスといえばストレスになります。
　通常のストレスは、どういうこと
があるかというと、例えばこのよう
な場で何か話さなければならないと
いうことで「緊張」することもスト
レスになります。そのようなストレ
スが大人だと緊張により食欲が落ち
るかもしれません。子どもはこのよ
うなことでは、それほど緊張するこ
とはないかもしれませんが、食事に
おいて嫌なこととなると結構ありま
す。それは残さずに食べなくてはな

らないというようなことです。場合
によっては、食べる「訓練」も大き
なストレスになります。

食事は訓練であるはずがない

　以前は食べることへの対応の一部
に対して、「訓練」という言葉をと
きどき使っていましたが、今は「訓
練」という言葉を使わないようにし
ています。食事は訓練であるはずが
なく、食事の問題は訓練ではなおせ
ません。食事は生活であって、特別
に訓練する場所ではありません。
　訓練するのがいい場合もないとは
言えません。それはどのような時か
というと「自主的にできる」時で
す。それは自分の意思で訓練をした
いと思っている時です。例えば、野
球を上手になりたいために、今はつ
らいけど頑張って野球の練習をしよ
うというのが、自主的という意味で
す。ただ食べることが苦手な子ども
が、食べるときにそのようなことは
現実にはありません。このようなこ
とから、食べる「訓練」という言葉
はあり得ないというように思いま
す。

だから、訓練ではなくて「食事を楽
しみましょう」ということです。

好き嫌いがあってはいけない？

　好き嫌いも考えてみる必要があり
ます。普通の子どもたちでも、それ
ぞれ好き嫌いがあると思います。そ
もそも好き嫌いが、あってなんでい
けないのでしょうか。楽しく食べら
れない子供をいろいろ見ていると、
好き嫌いなんてあってよいのではな
いかと思います。
　ピーマンが嫌いであるとか、ピー
マンを食べさせるにはとか、そのよ
うな話がよく出ますが、ピーマンを
食べさせなければいけない理由はど
こにもないと思います。ピーマンっ
て、そもそも少し苦いです。元来子
どもは、苦味を嫌いです。苦いもの
や辛いものを、子供たちは嫌いで
す。あとは、酸っぱいものも嫌いで
す。どうして嫌いかわかりますか？
苦いものは、基本的には毒かもしれ
ないと考えるものです。遺伝的にな
るべく毒は食べないように、仕組ま
れて生まれているわけです。
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（保護者コメント）
これは、まだ口唇裂の手術を
する前の写真です。当時は本
当に忙しく、注入するのも大
変で、彼女との楽しい思い出
などほとんどないのですが、
娘はこんなに良い笑顔をして
いたのですね。こんなに良い
笑顔をしてくれていて、救わ
れました。

食事を楽しく…そう思うし、そう願う。けれど現実の並々ならぬ大変さが食事時間
をつらいものにしてしまい、悪い循環になることも多々。それでも、それだからこ
そ、「食事を楽しく」ということをもう一度整理して考えてみたい。

https://sites.google.com/site/tsubamenokai/
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年齢が上がってくると、こういうも
のに挑戦するようになり、徐々に食
べられるようになってくるわけで
す。では、酸っぱいものは何かとい
うと、これは腐ったものと考えられ
るからです。だから酢の物なんて小
さい頃は、あんまり好きではなかっ
たですね。多くの人がそうだったと
思います。大人になり味覚が鈍くな
り、頭でチャレンジするようにな
り、苦味や酸味にだんだんと大丈夫
になってきます。
　子どもにとってピーマンのように
苦いものが嫌なことは当然で、なに
もピーマンで緑の栄養を取らなくた
って、他のもので栄養を取る機会が
いくらでもありますから、ピーマン
を食べる必要はどこにもありませ
ん。好き嫌いがあるので、ピーマン
を刻んでわからなくして、ピーマン
の味を隠して食べたりしても、これ
はピーマンを食べてないのと一緒で
す。好き嫌いがなくなったわけじゃ
なくて、ピーマンを食べてない、と
子どもは感じているだけです。

頭で食べている、感じている

　嫌いなものとなると、気持ちの問
題だけで食べられなくなります。そ
のような嫌いなものが、目の前に出
てきたとき、“オェ”となったり、気
持ち悪くなったりします。でもそれ
を繰り返していて慣れると、好きに
なるわけじゃなくて、さらに嫌いに
なります。
　「楽しく」食べることは、どこが
決めているかということになりま
す。 これは口で楽しさや美味しさを
決めているわけではありません。頭
（脳）で食べています。 脳で食物を
感じているということです。 

　子どもたちもそうですけど、なに
が好きなのか、なにが嫌いなのか、
快適なのか不快なのかを頭で感じて
います。食事を楽しく食べるには、
その快適さを、気持ちいい感覚を養
っていくことが必要になってきま
す。

「過敏」と「拒否」は違う

　摂食嚥下障害のときに「口の中が
過敏です」と言われることもありま
す 。しかしながら口は、みな敏感で
す。敏感でない人はいません。体の
中で最も触覚等が敏感な部位の一つ
です。だから全ての人が口唇や口腔
が敏感です。我々も口の中に指を入
れられたら嫌です。顔も触られた
ら、当然避けようとします。そのよ
うな敏感さはみんな持っており、そ
れを過敏と間違えてはいけません。
　脳性麻痺の重度の子どもたちの一
部には、確かに過敏と考えていいの
かなという人たちがいます。どのよ
うな状況かというと、ちょっと触ら
れただけでも体全体を伸展しまうこ
とがあり、それは嬉しいことがあっ
てもみられます。楽しいけど、伸展
してしまうというようなことです。
嫌だからそむけるのは自然の反応
で、過敏ではありません。その子が
嫌だから拒否しているわけです。で
すから、過敏と拒否していることは
違います。
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（保護者コメント）初めてのお正月。生後半年。
寅年だったのでしまじろうのテープ。

（保護者コメント）実際はチューブ姿でほとんどすごして
いたのですが、人に見せたり保存する写真を撮りたい
と、チューブがはずれたときにばかり写真を撮ることが
多かったので、あまりチューブ姿の写真は残っていません

「イキのいいチューブ写真」たち。チューブをつけていてもこんなに元気！固定テープにも一工夫。

https://sites.google.com/site/tsubamenokai/
https://sites.google.com/site/tsubamenokai/
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　過敏に少し近いのは、自閉症の子
どもたちで、感覚的に独特のものを
持っている子どもたちがいます。た
だここで話す摂食障害を持った子ど
もたちは、自閉症とは違います。こ
だわりを持つこともあるので、場合
によっては「自閉症も合併していま
すね」ということを言われているこ
ともありますが、自閉症とはちょっ
と意味合いが違い、経験的にこだわ
りのような部分が少し出ていると考
えています。
　過敏と拒否は、大きな違いです。
これを分けることは簡単ではありま
せんが、大きく分けてしまうとする
と、自分の指をしゃぶれるとかおも
ちゃをしゃぶれる子どもたちは、
「過敏」という面での大きな問題が
ないということになります。自分の
手なら大丈夫というわけですから、
それは口の中の触覚が自分の手だと
安心でき心配ないというようなこと
がわかっているわけです。他人の手
や食物が入ってくるのが嫌だという
ことで、拒否していることになりま
す。ですから、過敏と拒否では、対
応を変える必要があります。
　 脳性まひの重症心身障がい児のよ
うな子どもたちは、過敏を持ち、こ
の過敏の除去のために歯肉マッサー
ジなどをやります。歯肉マッサージ
に慣れることによって、歯磨きや、
歯科治療、口腔ケアがやりやすくな
ることにつながります。
　自分の指やおもちゃをちゃんと口
に入れられるということであれば、
「過敏」ではなくて「拒否してい
る」と考えていけばいい。そのよう
な場合には、外から指を突っ込むよ
りも、おもちゃが口に入るのなら、
おもちゃから、他のものへ広げてい
くということを考える方が、スムー
ズにいくということになります。

Q&A
呼吸について

「楽しく食べたい」時に、呼吸状態
が整っていないとダメだという話が
ありました。 この「呼吸」というの
は、肺の機能がしっかりしていない
といけないという話、もしくは鼻づ
まりや気管支炎などの時は食べにく
いよねという話、どちらのレベルの
話なのでしょうか

田角先生     ：両方です。呼吸と食べ
ることは非常に密接です。では、
100％呼吸が良い状態になるかという
と、なかなか100％はいかないという
場合もあり、少しゼコゼコしている
子どもたちも多いと思います。食事
への影響ということで、どこかで線
を引くことは、難しいことです。た
だ、その中でも、やはり食べられる
程度の子、そして呼吸を改善できる
ところまで改善する必要がありま
す。調子の悪い時に食べる練習をし
ても、今日はちょっと体調が悪くて
ゼコゼコしているというようなとき
に、食べさせると、その子にとって
は嫌な思い出になってしまいます。
これを体調のいい時にやると、それ
は同じような条件、同じような物を
食べさせても、楽しくなります。で
すから、そこを見て判断してあげる
ことが、大切です。

弘中先生　：呼吸は本当に大切だと
思います。食べるのは栄養で、摂食
の話を聞くと、なんかこう口から食
べなければいけないなあと思います
が、それより、まずは息をしないと
駄目、食べられたけれど息をしてな
いのは最悪な状況だと思いますの
で。そういう意味でも、まず呼吸は
大事だと思います。呼吸につながる
ところで、酸素を使っている子ども
さんの場合は、やはり味覚だけに頼
らないといけないところがありま

す。本来は香りをかいだりしている
わけですけれど、そこに少しブレー
キがかかってしまっていて、離乳食
のような薄味のものだったりする
と、全く味を感じないようになって
しまいます。そうなるとなかなか興
味を持ちづらい、というのはあるか
もしれないですね。

　　　（講演録　その１　おわり）
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次号は、「”自分で食べる”を育て
る」というお話です。 講演の全内
容を今すぐ読みたいという方は、つ
ばめの会のサイトをご覧ください。
https://sites.google.com/site/
tsubamenokai/publicdata/

2013may

書籍紹介

「トータルケアで理解する
　　子どもの摂食嚥下
　　　リハビリテーション
　食べる機能を支援する
　　　　　　　　40のポイント」

昭和大学医学部小児科学講座教授
　田角　勝（たつの　まさる）著
　定価2,625円（本体2.500円＋税）
　診断と治療社

　

田角先生のコメント：一般向けの本では
なく医療者向けの本ですが、実際にはそ
の中間くらいのところです。内容的に
は、今回の会でお話した内容が中核とも
言えると思います。　
　　

https://sites.google.com/site/tsubamenokai/
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2013年上半期　活動報告

（１）つばめの会主催講演会　
昭和大学小児科教授　田角先生の
お話をきく会「摂食嚥下障がい児
の食事を楽しくするとはどういう
ことか」

日時　５月２６日10:30～12:30

於　西荻窪児童館
＊参加者　２５名
（正会員１６名　賛助会員３名　
スタッフ兼聴講　６名）

（２）大阪府社会福祉協議会　
栄養士・調理師向け研修での
体験談講演

日時　８月２０日13:30～17:00

（うち講演は13:35～　50分）
於　大阪社会福祉指導センター
講師：兼田美幸さん（正会員）

（３）日本外来小児科学会展示
日程　８月３１日～９月１日
於　福岡国際会議場
＊展示およびパンフレット配布
（計７１部を配布しました）

（４）知ろう小児医療の会　
ミニ講座での講演
日時　９月５日　10:00～16:00

（うち講演は13:30～　30分）
於　セシオン杉並

講師：山内京子（つばめの会代
表）

★メディア掲載★

読売新聞　７月１８日夕刊　こ
ころ面「支える」コーナー掲載
＊同内容は読売オンラインにも
掲載されました
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/
page.jsp?id=81831

　★パンフレット配布★
以下は、つばめの会のパンフレ
ットのご請求や配布協力をして
いただいた皆様です。ありがと
うございます。
◉東京都
・日本歯科大学附属病院 口腔リ
ハビリテーションセンター様
・日本歯科大学附属病院 口腔リ
ハビリテーション多摩クリニッ
ク様
・スマイル歯科診療所（中野区
役所　歯科診療施設）様
◉愛知県　
・山口こどもクリニック様
　他　医療機関　２件
　　　療育機関　１件
　　　大学等　　２件　
◉大阪府　
・大阪府社会福祉協議会大阪社
会福祉研修センター様
◉鹿児島県　
・西国領歯科医院　日本障害者
歯科認定医　西国領俊子先生
◉沖縄県　
・ちはる歯科クリニック　
比嘉千春先生

http://chiharudental.com/

◉神奈川県　
　医療機関　２件
　療育機関　１件
　行政機関　１件
◉埼玉県　　
　療育機関　１件

 ＊パンフレット「食べない・飲
まない　小さなお子さんについ
て」をご希望の方は、つばめの
会サイト内の請求フォームより
お申し込みください。
https://sites.google.com/site/
tsubamenokai/home/booklet2012

情報を必要としている保護者や
専門職の方へ配布していただ
き、困っている親子の支援へと
つながりますよう、ご協力をど
うぞよろしくお願いいたしま
す。
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購読のご案内
摂食・嚥下障がい児に関わる専門職

の方や、理解を深めたいという方

は、ぜひ購読会員としてご登録くだ

さい。ニュースレターや講演情報の

お知らせなどを随時配信いたしま

す。PDF送付、紙送付のいずれかを

お選びいただけます。

登録方法はこちら

つばめの会サイト（https://

sites.google.com/site/tsubamenokai/
recruit）の購読会員申し込み用フォ

ームに必要事項をご入力のうえ、送

信してください。

https://sites.google.com/site/tsubamenokai/
https://sites.google.com/site/tsubamenokai/
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=81831
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=81831
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=81831
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=81831
http://chiharudental.com/
http://chiharudental.com/
https://sites.google.com/site/tsubamenokai/home/booklet2012
https://sites.google.com/site/tsubamenokai/home/booklet2012
https://sites.google.com/site/tsubamenokai/home/booklet2012
https://sites.google.com/site/tsubamenokai/home/booklet2012
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就園就学について、こんな困ったことに出会います
・チューブがとれていないけれど元気、という状態を、どう説明したらいいかがわからない。
・子どもが無理なく食べられる形状の給食を作ってもらえず、持ち込みもダメと言われてしまった。
・保育園の障がい児枠に空きがあっても受け入れてもらえなかった。
・ある程度口から食べられるようになっても、年中からの受け入れは無理と言われ行くところがない。
・受け入れをしてくれる保育園に通わせたいが、保育に欠ける要件がなく、かといって仕事が出来る状況でもない。
・看護師がいる園が地域にない。看護師がいても、注入につきっきりは無理といわれてしまう。
・定員に空きはあってもすでに加配が必要な子が多くいて、これ以上は無理といわれた。
・発達に遅れがあり保護者の付き添いを求められた。

就学・就園のために、こんなことをしてみました
・主治医に意見書を書いてもらい、具体的な支援内容を伝えた。
・病児障がい児を預かってくれる私立保育園に週１日だけ預けて実績を作った。
・入園不承諾書に対して行政に書面でお願いを提出した。
・母親だけでなく父親も話し合いに同席した。
・とにかくあらゆる園に問い合わせをした。問い合わせた中では、キリスト教系の園は受け入れてくれそうな雰囲気
の園が多いように感じた。
・チューブの子を受け入れてくれる私立の園に入るため引っ越しをした。
・自分（親）の心身の調子が悪くなり心療内科に受診したことがきっかけで、保育園の申請ができた。
・ソーシャルワーカーが間に入って、親の立場では言いにくいことも市に訴えてくれた。
・日中だけ注入をやめることができ、医療行為不要となったら入園の話もすすんだ。
・けんか腰にならず、とにかく味方になってもらえるよう心がけた。

はいった園や学校でしてもらえたこと、できなかったこと
・無理強いをせず食事は子どものペースにあわせてくれている。
・給食は親が毎日付き添って注入している。
・０歳児のいる保育園では、年齢が大きくても離乳食やきざみ食などの対応をしてもらえた。

入園・入学してからの変化
・他の子が食べているのを見て子どもが自分から食べることが出てきた。
・預けることで親のストレスも軽減した（在宅だと親子関係がどうしても煮詰まってしまいがち）。

これは言いたい！親の気持ち
・「前例がない」ばっかり言っていないで、前例を作ってほしい。
・子どもにとって集団生活はいい刺激になり、それがきっかけで食べるようになるのだということを知ってほしい。
・チューブがあることで就園就学が難しくなることを医療者にも知ってほしい。また、チューブ卒業について積極的
になってほしい。

会員の声つばめの会メーリングリスト

にあがっている話題をピック

アップしてお届けします

今号のテーマは「就園・就学問題」です。メーリングリストでも度々

話題にあがります。学校園や自治体によって対応が異なるため、一人

一人の親がその地域の実情を調べ、選び、交渉し…そして就園、就

学先が決まる場合もあれば、決まらない場合もあります。摂食・嚥

下障がい児の集団生活の場をどうやって保障していけるのか、考えて

動いていかねばならない大切なテーマです。

https://sites.google.com/site/tsubamenokai/
https://sites.google.com/site/tsubamenokai/

