つばめの会ニュースレター

2014年8月発行

第２号	


摂食 ・嚥 下障 がい児

親の 会

つ ば め の 会 N ews Letter
★つばめの会

写真館★

ベッドでの注入風景（１歳）

第２号

つばめの会の正会員数は今年２月に50名を超え、8月現在60名となっています。
同じような悩みをもつ親同士で、メーリングリストを介した交流が盛んです。6月に
は会員の集いを開催し、正会員のSさんに体験をお話していただきました。
子どもの摂食・嚥下障がいは、医療従事者や保育関係者にも理解を得ることが難
しい現状があります。会員相互の交流と医療・保育関係者への啓蒙活動は、つばめ
の会の大きな役割と考えています。皆様のたくさんのご協力に感謝します。

〜

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

ベットメリーに、ベビーカー用のフ

田角先生のお話を聞く会

2013年5月に開催した、昭和大学医

ックを巻きつけたオリジナルの注入

学部小児科教授

器具です。

る）先生のお話を聞く会の講演録をシ

田角勝（たつの まさ

リーズでお届けしています。

講演録（２）

「楽しく食べる」ことと、その隣り合
わせにある「自分で食べること」にな
ります。
自分で食べることは、忘れられがち

第二回は「”自分で食べる”を育て

TOPICS

〜

る」というお話です。

ですが、非常に大切です。自分で食べ
るとは何かというと、言葉の通り自分
の手で食べることです。乳児期には、

「田角先生のお話を聞く
会」講演録（２）

この自分で食べる意欲を育てていかな

「自分で食べる」を育てる

いとなりません。乳幼児期の摂食障害

昭和大学医学部小児科教授
田角勝先生の講演内容
2013年10月〜2014年7月
の活動報告

みなさんのお子さん方は、乳児期を

を持つお子さんを持った皆さんが、苦

過ぎている子どもたちが多いと思いま

労した子どもの乳児期を振り返ってみ

すが、乳児期の子どもたちはどのよう

ると、「自分で食べる」ということは

な発達をしていくのでしょうか。

あまり意識せず、「どうやって上手に

まずは哺乳している時期、離乳食を

食べさせるか」、そして「どうやって

食べる時期（離乳期）、そして幼児期

たくさん食べさせるか」ということ

になります。食事からは、母乳やミル

が、中心ではなかったかと思います。

会員の声

クを飲む時期、離乳食と母乳などを飲

でも、この時期は自分で食べるという

会員がおすすめする関連書

む時期、そして少し柔らかめかもしれ

ことも育てる時期でもあります。

籍の紹介

ないですが大人に近いものを食べる時
期になります。摂食障害は哺乳期にも

それでは乳児がいつから自分で食べ
るかというと、およそ生後5−6カ月か

多いのですが、この時期には比較的問

らです。このころから自分で食べるこ

題がなく離乳期に起こってくる場合も

とができる時期になります。まさに自

あります。

分で食べるこの時期の食べ物の代表的

いずれにしても、大きな変化のある

なもので言えば「赤ちゃんせんべい」
や「たまごボーロ」、もちろんほかの

離乳期は大切で大変な時期です。
離乳期というのは0歳の時ですが、こ
の時期の中でキーワードとなるのが、

ものでもかまわないわけですが、これ
らの何が普通の離乳食と違うかという
と、固形物であるということです。
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固形物を食べさせる

で刺せるものはなかなかありませ

ところで上肢機能の発達のための練

ん。

習ができます。積み木を「積み重ね
て楽しい」、「崩して楽しい」と思

それでは、どうして固形物でない

”手づかみ”で食べる

といけないのでしょうか。離乳食に

えるのは、より高いレベルが要るわ
けです。それ以上に食べるというの

ついて書籍を見ると、この時期はペ
ースト状のもの、粒のないものと書
いてあります。これは別に悪くはあ
りませんが、固形物とペースト状の
離乳食を併用していく必要が基本的
にあります。自分で食べるために何
故このようなものが必要かという
と、ペースト状のものは手で持てな
いからです。 これは極めて当たり前
のことで、我々もペースト状のもの
を出されても、手ですくって上手に
食べられる人はいません。そこでス
プーンを使うわけです。ではスプー
ンが使える時期は、いつかという
と、およそ1歳くらいです。もちろん
上肢の発達に問題がないということ
が前提ではあります。子どもにとっ
て、スプーンで溢さずに食べること
はすごく大変です。まずすくい、上
手に持つことも必要になります。赤
ちゃんはスプーンを握って持ちます
から、それですくって口までこぼさ
ずに持っていき、食べ物を口に入れ
て、そのあと口から抜くという作業
をしなければなりません。それが非
常に難しいわけです。スプーンより
若干簡単なのはフォークです。フォ
ークの場合は、刺しておけば、すく
うという動作はいらなくなります。
また口へ持っていく途中でこぼすと
いうことは、とりあえずはなくなり
ます。ですから、口まで持っていく
のは、フォークの方が当然のことな
がら簡単になります。でもフォーク
は、離乳期では刺せる食物がないの
です。刺せるものとなると、ほどほ
どの大きさが必要になります。例え
ば、芋みたいなものをフォークに刺
しておいて、0歳の子どもが食べられ
るかというと、それはちょっと無理
です。でも固めのものじゃないと崩
れたりするので、実際問題フォーク
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それでは自分で食べるには、何か
といったら、「手づかみ」です。当
たり前のことですが、道具を使うよ
り簡単なことです。手づかみで食べ
られるものが、赤ちゃんせんべいや
ボーロのようなものとなるわけで
す。また手づかみでうまく食べられ
ない子どもが、自分でスプーンを使
い食べられるはずがありません。で
すから、スプーンで練習するより
も、手づかみで食べる練習をたくさ
んして、それで上手になってきた
ら、フォークやスプーンで食べられ
るというステップを踏みます。
では、現実ではなぜスプーンで食
べる練習をたくさんするのかという
ことになります。摂食障害のある多
くの子どもは、スプーンの練習に、
たくさん時間を割いたと思います。
それは、離乳食がペースト状である
からともいえます。話がぐるぐるま
わってしまいますが、ペースト状の
ものを食べるにはスプーンでないと
できないから、スプーンであげる。
そうすると、さっき重要であるとい
った「自分で食べる」ことができな
くなります。そして「食べさせてあ
げる」、子ども側からいえば「食べ
させてもらう」練習となります。
食べるということで話しています
が、食べることは栄養を取る意味で
の食べるということ以外に、運動の
発達、その中でも上肢の発達にとっ

は、それでおいしいなど、いろいろ
感じられるわけですから、上肢機能
の発達に食べるということを利用し
ない手はありません。食事を全面的
に利用し、「自分で食べる」ことを
練習します。そのチャンスを作るた
めには、固形物を食べさせなければ
いけないということになります。

ペーストから固形物へ
摂食嚥下障害がある場合には、誤
嚥や肺炎などを起こすことが多く、
それを避けるためにペースト状のも
のが比較的いいと言われています。
では、どうしてペースト状のものが
いいのでしょうか。
もともと摂食嚥下障害に対する対
応は、子どもたちのところから始ま
りました。それが高齢者に拡がりま
した。高齢者では、ペースト状の食
べ物が誤嚥しにくいということは、
基本的にその通りです。ペースト状
の食物形態やその他の選択も、本人
がそれを食べたければ、それを優先
すればよいと考えます。50歳すぎて
食べる機能が進んでいくわけではな
いので、その状態を維持し、それ以
上落ちないようにするということを
目標にすることになります。
しかしながら、子どもたちはそう
ではなく、ペースト状のものから、
その先の固形物へと上がっていかな
ければなりません。

ては、一番いい練習になります。リ
ハビリテーションにおける作業療法
でも、おもちゃで楽しく遊ぶ、積み
木を重ねる等での練習ももちろん悪
くはないのですが、こういうことが
苦手な子どもにとっても、食べると
いうことを通して、より生活に近い
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それは、年齢が高くなればなるほ

田角先生：はい。そういうことも、

だと誤嚥しにくいかというと、自分

その前に、なぜペースト状のもの

ど、長期的に継続されていくので、

「楽しく」飲む、食べる、というこ

のことを考えてみて下さい。水など

そのような傾向が強くなります。少

とに尽きます。多少むせても、本人

を飲み、むせるときは、どういう時

ない物しか食べない場合は、そこか

が楽しく思える状態ならそれほど心

が多いかと考えると、頭の中が食物

ら徐々に広げていくことが必要で

配はありません。これが肺炎になる

や水分についていけないときです。

す。どのように広げられるかという

と、そのときは楽しくても結果的に

ようするに、食物がもう少しゆっく

と、チャレンジしていくことの楽し

は、肺炎になり入院して楽しくない

り喉へ入ってくると頭で想定してい

さを感じてもらうことです。これも

というように考えます。こういうこ

るのに、思ったより早く喉に入って

楽しさのひとつです。例えば固形物

とを含めて、少しむせてゴホゴホと

きたり、量が多く入ってくるとむせ

だったら、「これはちょっと変わっ

なっても楽しく食べられるというこ

ることになります。このとき、ペー

ていて、おもしろいぞ」とか、「今

とになれば、それをやることによっ

スト状のものだと、予想よりゆっく

日はペースト状のものを選ぼうか

て練習されていくというふうに考え

り入ってきます。水と思っているよ

な」とか、「今日はこっちを選ぼう

ます。そうすると、だんだん上手に

り、少し時間に余裕があるので、時

かな」などと考えると楽しくなりま

なっていくと考えています。食べさ

間の後ろ倒しの修正は可能となり、

す。我々でもそうです。毎日同じも

せている場合、むせても食べさせる

むせずに済みます。

のを食べていれば、いくら好きなも

というのは、かなりの率で楽しくは

のでも、飽きて嫌になります。そう

ないが強制になり、苦痛を増やして

いう部分も、人は持っています。

いるということになります。

食べる機能を進歩させる

Q&A

子どもの食べる機能は進歩してい
かなくてはいけません。ペースト状

ウィダーインゼリーのような物の
方が、よりスムーズに飲めるのだっ
たら、そのようなものを使うことも

のものを重い子どもたちにも同じよ
うに食べさせていくと、これに対し

いいです。あのような容器は、ちょ

マグマグについて

っと押すとすぐ出ますし、それで自

て慣れてしまいます。慣れるから上
手になるかというと、ペースト状の

「自発的に」という話の中で飲み物

分で押した感覚と出るタイミングも

ものは上手になるかもしれません。

が飲めるようにということで、スト

つかみやすいと思われます。他人に

しかしながら、ペースト状以外のも

ローやマグマグを勧められていまし

食べさせてもらうのは、食物が口に

のは、下手になる可能性がありま

たが（編集注：次号掲載の話題で

入ってくるタイミングをどんなに合

す。もしくは、ペースト状以外のも

す）、うちの子はわりとむせやすく

わせても、やはりつかみにくいで

のとなると、新しいものが入ってく

て、とはいっても誤嚥して肺炎にな

す。自分で飲むことが、そのタイミ

ることになるので、感触が不快に感

ったことはないのですが、それでも

ングを最もつかみやすいといえま

じられるかもしれません。反対に一

マグマグを持つようにする、置いて

す。マグマグは吸うという動作にな

定のものばかりに慣れると、そこか

おくというのがいいのでしょうか。

りますけど、押して入ってくるとい
う方がスムーズに飲めるなら、むせ

らなかなか広がりません。

にくい方、そして本人が楽しめる方
を優先するとよいです。
（講演録

その２

おわり）

次号は、「意欲を活かして、食を広
げていく」お話です。 講演の全内
容を今すぐ読みたいという方は、つ
（保護者コメント）

ばめの会のサイトをご覧ください。

２歳のお誕生日。生クリームを

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

少し舐められました。

tsubamenokai/publicdata/
2013may

長い経過の先にある子どもの成長。自分の手で食べたバースデーケーキ。
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2013年10月〜2014年7月の
★メディア掲載★

活動報告

＊パンフレット「食べない・飲
（１）一般社団法人「細菌性髄膜 ブティック社

ナチュママvol.1

炎から子どもたちを守る会」の会 の「一般社団法人

知ろう小児

報に”摂食嚥下障害について”を執

医療守ろう子ども達の会」の紹

筆しました。

介コーナーにて、同会の主催
で、つばめの会が摂食嚥下の勉

（２）2013年9月から2014年2月ま 強会をする様子が掲載されまし
でに全7回、skype通話での定例会 た。（2013年10月）

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

議をおこないました。月1回、日
曜日の夜に開催し、 各回の参加
人数は4〜8名でした。
（３）2014年3月22日
つばめの会ニュースレター第1号
を発行しました。

★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。

（４）2014年6月24日
つばめの会の会員の集い「体験談
を聞く会」を、ムーブ町屋（東京
都荒川区）の会議室にて開催しま
した。前半は会員のSさんの体験
談を聞き、後半は参加者で体験を
話しました。

◉一般社団法人 知ろう小児医療
守ろう子ども達の会

様

◉鳥取県

療育機関

１件

◉岩手県

大学等

◉個人の方

１件

１件

◉学校園関係の方

購読のご案内
１件
摂食・嚥下障がい児に関わる専門職

★ニュースレター配布★

の方や、理解を深めたいという方

つばめの会ニュースレター第１

は、ぜひ購読会員としてご登録くだ

号を、115件の機関および個人の さい。ニュースレターや講演情報の
方にお送りしました。また、購

お知らせなどを随時配信いたしま

読会員のご登録も多くいただい

す。PDF送付、紙送付のいずれかを

ております。ありがとうござい

お選びいただけます。

ます。
登録方法はこちら

<参加者>

つばめの会サイト（https://

11家族

正会員

（大人13名、子供3名）
演者1名
賛助会員

2名（司会・写真）

記録ボランティア2名

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。

取材1名
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の声

つば
め
にあ の会メー
がっ
リン
て
グ
アッ
プし いる話題 リスト
てお
を
ピ
届け
しま ック
す

今号は、つばめの会会員がおすすめする関連図
書のご紹介です

子どもの摂食指導―食べる機能の発達をうながす子育て
著者：

田角 勝・河原 仁志

出版年：

2003年

出版社：

診断と治療社

入門書として、とても良いと思います（値段も･笑）。読みやすい
し、分かりやすいので、「何か」を必要としている人が一読する
と、その「何か」の方向性が見えるヒントになるかもしれません。
具体的な悩みがある人にとっては、もの足りないかもしれません。
詳細な体験談もあり、それだけでも読む価値はあると思います。

食べる機能をうながす食事―摂食障害児のための献立、
調理、介助
著者：

杉村 ふぶき・篠崎 昌子・向井 美恵・川崎 葉子・秋村 純江

出版年：

1994年

出版社：

医歯薬出版

具体的なメニューなども載っています。8年ぐらい前、娘の摂食障害
に孤軍奮闘していた際、さまざまな偶然が重なって知り合えた摂食障
害に携わっている歯科医師さんと栄養士さんに紹介していただいた本
です。今はもう必要がないし何度も読んだのでボロボロになってます
が、捨てられない一冊です。

上手に食べるために（２）―摂食指導で出会った子どもたち
著者：

田村 文誉

出版年：

2009年

出版社：

医歯薬出版

田村先生の患者さんの経験談として、経管依存、親の悩み、などさまざまな事
例が読み物的に多数、紹介してあります。読みやすく、勇気が出ます。
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