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摂食・嚥下障がい児　親の会

つばめの会  News Letter   第８号

      ～　つばめの会の顧問より　保護者および支援者の皆様へ　～

ダウン症のお子さんの摂食指導で思うこと
昭和大学小児成育歯科学講座　綾野理加

　ダウン症のお子さんの保護者・
および対応する医療福祉関係者に
向けて、つばめの会顧問のおひと
りである綾野理加先生にご寄稿を
いただきました。適切な対応が多
くのお子さんの将来を変えていき
ます。ダウン症のお子さんの診察
やご支援をされる方はぜひご一読
くださいますようお願いいたしま
す。

　現在７箇所の医療機関で小児の
摂食嚥下外来を担当しています。
様々な先天性の疾患があり、食べ
ること、飲み込むことに悩むお子
さんと保護者にお会いしてきまし
た。 全身状態が安定し、口から
食べることができる条件が揃って
いるのならできるだけ早い時期に
食べる練習を始めていただくと助
かるなあと思う今日このごろで
す。

　摂食機能（食べる機能）は、発
達、獲得します。獲得するのは離

乳食を食べながら、食物の感触を
口で感じて動いて繰り返し学習し
ていく、初期食で口を閉じて飲み
込む呼吸路と食物路の使い分けを
覚え、中期食で舌先と上あご前方
で押しつぶすことを覚えながら食
物の固さの見極め方を覚え、後期
食で歯ぐきでかみつぶし、歯ぐき
からこぼれないよう舌とほっぺで
はさみながら顎を動かしかみつぶ
す動きを覚えていきます。

離乳食は５−６ヶ月頃に始めよう
とおすすめされることが多いと思
います。授乳離乳の支援ガイドに
よれば、“開始時期の子どもの発
達状況の目安としては、首のすわ
りがしっかりして寝返りができ、
５秒以上座れる、スプーンなどを
口に入れても舌で押し出すことが
少なくなる（哺乳反射（赤ちゃん
にしかない哺乳動作を賄う反射）
の減弱）、食べ物に興味を示すな
どがあげられる。その時期は生後
５～６か月頃が適当である。

TOPICS

◎綾野理加先生
「ダウン症のお子さんの
摂食指導で思う事」

◎活動報告
（2019年4月～10月）　

◎会員の声
田角勝先生のご著書紹介　
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　新しく顧問となっていただいた歯科医師の綾野理加先生よりご寄稿をいただきました。当会ブログにてご紹介した内容と
同じものになりますが、より多くの方にお読みいただき支援につなげていただければと思い、ニュースレターに全文を掲載
いたします。また、「会員の声」欄では顧問の田角勝先生の新しいご著書をご紹介しています。ぜひご覧ください。

♥楽天のお買い物で応援 を
お願いいたします！

リンク先の　Rakuten　ボタ
ンをクリックして楽天でお買
い物をすると、購入額に応じ
た支援金が「つばめの会」に
届けられます（購入者様のご
負担はありません）。

http://gooddo.jp/gd/group/
tsubamenokai/
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ただし、子どもの発育及び発達
には個人差があるので、月齢は
あくまでも目安であり、子ども
の様子をよく観察しながら、親
が子どもの「食べたがっている
サイン」に気がつくように進め
られる支援が重要である。 ”と
あります。

　ダウン症は、２１番染色体が
１本多く存在することで起こる
疾患です。７００人から１００
０人に一人の発生頻度と言われ
ます。心疾患や消化器疾患、発
達がゆっくりなことなどから離
乳食開始がゆっくりであるよう
に思います。

離乳開始のサインが上記のよう
にあるのは、口を閉じて飲み込
むことができることが誤嚥や窒
息を防ぐ大切な動作であり、そ
れを身につけるためには姿勢の
安定が大切であること、哺乳反
射が残っていると舌で食物を口
の外へ押し出すなど、食物の食
感を感じて動かし食べる機能を
覚えていくことが難しい、そし
て大人が熱心に離乳食を与えて
もお子さんが食べ物に興味がな
ければ食事を進めるのは難しい
と考えられる、だからと思いま
す。この条件が整うのが５−６
ヶ月以降のお子さんも少なくな
いでしょう。

ただ、離乳食開始をゆっくりに
してその間に食べるための口の
使い方の適切な指導がなされな
かったためか、口を閉じること

が難しいので、大人が口の奥に
入れる、舌が出てこぼれてしま
って食べさせにくい、食べ物の
固さに応じた口の動きを身につ
ける前に月齢を目安に食物の形
状を固くしている、その結果丸
のみしている、といったお子さ
んにこのところお会いする機会
がありました。　

ダウン症のお顔立ちの特徴とし
ては上あごが小さいことがあげ
られます。

また、全身筋の低緊張というこ
とがあるからか、舌を口にしま
って口を閉じることが苦手、ま
た鼻呼吸が苦手、よって舌を口
の中にしまって飲み込むことが
苦手なお子さんが多いように思
います。初診のときの主訴が、
丸のみ、とおっしゃる保護者も
多いように感じます。

拝見すると口の動きを順を追っ
て獲得することがなく、月齢に
応じた食事を食べていること、
また、かたいものを食べないか
ら噛めないのだという考えのも
と、硬い食事を与えていること
があります。

硬いものを噛まないからと硬い
ものを与えても、食べる動きを
知らなければ噛んで食べること
は難しく、結果丸のみを助長す
ることもあるのです。

　離乳食を開始するには先程あ
げたように条件があります。そ

の条件が整うのに時間がかかる
お子さんがいらっしゃるのも事
実です。食べることは全身状態
が安定しないと逆に健康を蝕む
ことさえあるからです。

　ただし、食事を食べなくても
口の使い方を覚えていく方法が
あります。摂食機能療法（食べ
ること飲み込むことを身に着け
ていく治療法）の中の間接訓
練、という方法です。間接訓練
は食べ物を使わずに食べる動き
や飲み込むことを身に着けてい
く方法を指し、目的によってい
くつかの方法があります。

ダウン症のお子さんでは、舌が
出て丸のみしないよう口を閉じ
ることを行いたいです。鼻呼吸
できていることが条件ですが、
口を閉じて舌を口の中にしまっ
ておく練習を早くから行いたい
です。口を閉じることを知らず
に舌を出しながら食べることが
ながければ、それが癖のように
なってしまうことがあるからで
す。

口を閉じることができるように
なったら、舌を口の中にしまっ
ておいて舌先を上顎の前方に向
かって押し上げるといった方法
を行っていくこともあります。
いずれも専門家に評価してもら
った上で必要な方法を指導して
もらうことが望まれます。素人
判断は逆に機能獲得を妨げるこ
ともございます。
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つばめの会webサイトが新しくなりました
　顧問の先生方のコメント、体験談、受診先リストなど
貴重な資料がたくさん、わかりやすく掲載されています。

　　　　　　　　　

離乳食を食べることで食べる機
能を獲得していくわけですが、
離乳食開始を待っている間にも
口の使い方を覚えていく方法が
あること、お子さんによっては
月齢をものさしにした離乳食の
進め方ではなく、口の動きを指
標に、ということを知っていた
だけると、癖がつくまえに美味
しい食べ方を身に着けていきや
すいように思っています。

美味しい食べ方とは身体の仕組
みを使った食べ方です。それは
離乳食を順に食べることで、飲
み込む、取り込む、おしつぶ
す、かみつぶす、といった食べ
る動きを身に着けていくことで
す。

　ダウン症は筋の低緊張という
ことがありますから、丸のみを
覚えてしまってそれを生涯の食
べ方にすると、高齢になってか
ら、いえ、高齢になる前から窒
息のリスクが有るように思いま
す。

楽しく食べることで苦しい怖い
思いをするなんて悲しいです。

　食べ物が口からなくなれば食
べることができている、と思い
がちですが、そうではないこ
と、食べる仕組みも知っていた
だけたら嬉しいです。　

（改行位置は当会にてニュース
レター掲載のために変更してお
ります。ご了承ください。）

・4/19-21 日本小児科学会（金
沢）に出展
・5/31-6/2 日本小児神経学会
（名古屋）に出展
・6/20-22 小児保健協会（東
京）に出展
・7/13-15 日本周産期新生児医
学科学会（長野）に出展
・8/2-4 臨床遺伝in Sapporo 

（第43回日本遺伝カウンセリン
グ学会、第26回日本遺伝子診療
学会 合同学術集会）に出展

 

・8/31-9/1 日本外来小児科学
会（福岡）に出展
・9/6-7 日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会（新潟）に出展
・9/8　小児慢性特定疾病児童
等ピアカウンセリングフォロー
アップ研修に参加
・9/20-21 日本重症心身障害学
会（岡山）に出展
・9/20  日本小児在宅医療支援
研究会（埼玉）にブース展示
・10/10 埼玉県立小児医療セン
ター「みんなの病院の日」にパ
ネル展示

活動報告

2019年4月～2019年10月
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＊学会の展示では、当会
のパンフレット、ニュー
スレターの配布や、関連
文献の展示などをしてい
ます。お見かけの際はぜ
ひお立ち寄りください。
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 会員の声つばめの会の活動について
も掲載されている書籍の紹
介です

田角勝のこれだけは伝えたい　

子どもの意欲を引き出す摂食嚥下支援　

医歯薬出版株式会社

発行年月：2019年9月 

ISBN　978-4-263-44567-9

（著者メッセージ）
誰もが獲得しなければならない食べることに、さまざまな理由でつまずくことがあります。このような問題
に対して、摂食嚥下障害という視点から子どもの支援と対応を試みてきました。しかしながら、私の思うよ
うな成果が得られませんで した。そこで支援や対応法を見直し、食行動の発達という、もっと広い捉え方の
支援をする必要があるという考えに至りました。そして食行動の発達の支援や対応法に変えたときから、そ
の成果がみえるようになりました。
 
   目次
1編　食行動の発達と支援
2編　子どもの摂食嚥下障害
3編　食べる機能の評価のポイント
4編　摂食嚥下障害の支援と対応
5編　疾患と摂食嚥下障害

書籍の中で、つばめの会の活動についても触れていただきました。

「子どもは一人ひとり食べる量や心身の状態も異なり、子育てをする家族の状況もそれぞれ違います。仲間
の輪によって、そうした親子の不安を軽減するための支援活動をしています。」
「乳幼児期の摂食嚥下障害の家族は、数年経ると親子の年齢が上がるため情報を引き継ぎにくくなります。そ
のため、このような活動が継続されることは家族にとって医療とは異なった力強い支援になります。」

つばめの会では、この本は家族でも活用方法があると考えています。
もちろん専門書になりますので患者家族には難解な部分もありますが、平易な言葉で書かれているので、全
く意味が分からないことはないというのが理由の一つです。
活用方法としては、医療者や周囲の環境（園や学校等）から理解されにくいような場合、この書籍を相手に
見せながら説明することで、根拠のある説明となり、理解が深まったり偏見による誤解がなくなることもあ
るかと考えています。

つばめの会の顧問である小児科医の田角勝先生の著書が発売になりまし
た。 この書籍は専門の方向けというだけでなく、全ての関連施設で、支
援を受けられる子ども達を増やすための書籍ではないか、とつばめの会で
は考えています。専門でないから、患児は少数だから、とお考えの先生方
や支援者にこそ読んでいただきたい内容です。
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