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かむことはかむことはかむことはかむことは唾液分泌唾液分泌唾液分泌唾液分泌、、、、胃胃胃胃のののの保護保護保護保護、、、、脳脳脳脳のののの刺激刺激刺激刺激などなどなどなど体体体体にとっにとっにとっにとっ
てよいてよいてよいてよい効果効果効果効果がありますがありますがありますがあります。。。。硬硬硬硬いものがいものがいものがいものが噛噛噛噛めないことはめないことはめないことはめないことは噛噛噛噛むむむむ
回数回数回数回数がががが減減減減っていることがっていることがっていることがっていることが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。

１１１１ ないないないない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２点点点点
２２２２ 少少少少しししし食食食食べにくい・・べにくい・・べにくい・・べにくい・・１１１１点点点点

問診問診問診問診

咀嚼機能評価咀嚼機能評価咀嚼機能評価咀嚼機能評価：：：：固固固固いもののいもののいもののいものの噛噛噛噛みにくさみにくさみにくさみにくさ

２２２２ 少少少少しししし食食食食べにくい・・べにくい・・べにくい・・べにくい・・１１１１点点点点
３３３３ あるあるあるある ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・００００点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点
＊「＊「＊「＊「ないないないない」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人でででで、、、、口口口口のののの中中中中でででで気気気気なるところをかなるところをかなるところをかなるところをか
ばってばってばってばって食食食食べているべているべているべている。。。。やわらかいやわらかいやわらかいやわらかい食品食品食品食品のほうがのほうがのほうがのほうが食食食食べやすいべやすいべやすいべやすい
とととと答答答答えたえたえたえた場合場合場合場合はははは、「、「、「、「少少少少しししし食食食食べにくいべにくいべにくいべにくい」」」」とするとするとするとする。。。。



誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎やややや嚥下障害嚥下障害嚥下障害嚥下障害のののの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。

１１１１ まったくない・・・・・・・・まったくない・・・・・・・・まったくない・・・・・・・・まったくない・・・・・・・・２２２２点点点点

２２２２ 時々時々時々時々むせることがある・・・・むせることがある・・・・むせることがある・・・・むせることがある・・・・１１１１点点点点

問診問診問診問診
嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価：：：：おおおお茶茶茶茶やややや汁物汁物汁物汁物によるむせによるむせによるむせによるむせ

３３３３ 食事中食事中食事中食事中によくむせる・・・・・によくむせる・・・・・によくむせる・・・・・によくむせる・・・・・００００点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点

＊「＊「＊「＊「時々時々時々時々」」」」はははは月月月月にににに１１１１、、、、２２２２回回回回あるくらいあるくらいあるくらいあるくらい。「。「。「。「よくむせるよくむせるよくむせるよくむせる」」」」
はははは毎週毎週毎週毎週のようにあるのようにあるのようにあるのようにある場合場合場合場合



口腔内評価口腔内評価口腔内評価口腔内評価：：：：口口口口のののの乾乾乾乾きききき

窒息窒息窒息窒息・・・・誤嚥誤嚥誤嚥誤嚥のリスクになりますのリスクになりますのリスクになりますのリスクになります。。。。

食事食事食事食事のおいしさにのおいしさにのおいしさにのおいしさに影響与影響与影響与影響与えますしえますしえますしえますし、、、、口臭口臭口臭口臭のののの原因原因原因原因ともなりますともなりますともなりますともなります。。。。

１１１１ ないないないない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２点点点点

２２２２ 時々時々時々時々あるあるあるある ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1111点点点点

問診問診問診問診

２２２２ 時々時々時々時々あるあるあるある ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1111点点点点

３３３３ よくあるよくあるよくあるよくある ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・００００点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点

＊「＊「＊「＊「よくあるよくあるよくあるよくある」」」」はははは毎週毎週毎週毎週のようにのようにのようにのように感感感感じることがあるじることがあるじることがあるじることがある場合場合場合場合



咀嚼機能評価咀嚼機能評価咀嚼機能評価咀嚼機能評価：：：：咬合力咬合力咬合力咬合力・・・・・・・・咬筋咬筋咬筋咬筋のののの触診触診触診触診

噛噛噛噛むためにはむためにはむためにはむためには強強強強いいいい力力力力がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。噛噛噛噛むことができればむことができればむことができればむことができれば何何何何でもでもでもでも
食食食食べることができべることができべることができべることができ、、、、低栄養低栄養低栄養低栄養、、、、むせむせむせむせ、、、、誤嚥誤嚥誤嚥誤嚥のののの防止防止防止防止になりますになりますになりますになります。。。。

１１１１ 強強強強い・・・・い・・・・い・・・・い・・・・２２２２点点点点 指先指先指先指先がががが強強強強くくくく押押押押されるされるされるされる。。。。咬筋咬筋咬筋咬筋がががが緊張緊張緊張緊張
してしてしてして固固固固くなっているのがくなっているのがくなっているのがくなっているのが明確明確明確明確にににに触診触診触診触診できるできるできるできる

２２２２ 弱弱弱弱い・・・・い・・・・い・・・・い・・・・１１１１点点点点 指先指先指先指先がががが弱弱弱弱くくくく押押押押されるされるされるされる。。。。咬筋咬筋咬筋咬筋がががが硬硬硬硬くくくく

触診触診触診触診

２２２２ 弱弱弱弱い・・・・い・・・・い・・・・い・・・・１１１１点点点点 指先指先指先指先がががが弱弱弱弱くくくく押押押押されるされるされるされる。。。。咬筋咬筋咬筋咬筋がががが硬硬硬硬くくくく
なっているのがほとんどなっているのがほとんどなっているのがほとんどなっているのがほとんど触診触診触診触診できないできないできないできない

３３３３ なしなしなしなし ・・・・・・・・・・・・・・・・００００点点点点 全全全全くくくく無変化無変化無変化無変化

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点
＊＊＊＊左右左右左右左右のののの耳耳耳耳のののの付付付付けけけけ根根根根のののの下下下下（（（（顎角部顎角部顎角部顎角部のややのややのややのやや内側内側内側内側））））にににに人差人差人差人差しししし指指指指、、、、
中指中指中指中指、、、、薬指薬指薬指薬指のののの、、、、先先先先のののの腹腹腹腹のののの部分部分部分部分でででで軽軽軽軽くくくく触触触触れれれれ、「、「、「、「痛痛痛痛くないくないくないくない範範範範
囲囲囲囲でできるだけでできるだけでできるだけでできるだけ強強強強くくくく奥歯奥歯奥歯奥歯でででで噛噛噛噛んでくださいんでくださいんでくださいんでください」」」」とととと指示指示指示指示するするするする。。。。



口腔内評価口腔内評価口腔内評価口腔内評価：：：：歯歯歯歯・・・・義歯義歯義歯義歯のののの汚汚汚汚れれれれ

口臭予防口臭予防口臭予防口臭予防、、、、感染予防感染予防感染予防感染予防になりますになりますになりますになります

１１１１ ない・・・・・ない・・・・・ない・・・・・ない・・・・・２２２２点点点点

２２２２ ある・・・・・ある・・・・・ある・・・・・ある・・・・・１１１１点点点点

３３３３ 多多多多い・・・・・い・・・・・い・・・・・い・・・・・0000点点点点

観察観察観察観察

３３３３ 多多多多い・・・・・い・・・・・い・・・・・い・・・・・0000点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点

＊＊＊＊歯垢歯垢歯垢歯垢がががが帯帯帯帯のようにのようにのようにのように全体全体全体全体にわたってついていればにわたってついていればにわたってついていればにわたってついていれば多多多多いいいい、、、、点点点点
在在在在していればあるしていればあるしていればあるしていればある、、、、見当見当見当見当たらなければないたらなければないたらなければないたらなければない。。。。写真写真写真写真があれがあれがあれがあれ
ばそれをばそれをばそれをばそれを見見見見ながらながらながらながら判定判定判定判定するするするする。。。。



口腔内評価口腔内評価口腔内評価口腔内評価：：：：舌舌舌舌のののの汚汚汚汚れれれれ

口臭予防口臭予防口臭予防口臭予防、、、、感染症予防感染症予防感染症予防感染症予防になりますになりますになりますになります

１１１１ 多多多多い・・・・・い・・・・・い・・・・・い・・・・・２２２２点点点点

２２２２ ある・・・・・ある・・・・・ある・・・・・ある・・・・・１１１１点点点点

３３３３ ない・・・・・ない・・・・・ない・・・・・ない・・・・・0000点点点点

観察観察観察観察

３３３３ ない・・・・・ない・・・・・ない・・・・・ない・・・・・0000点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点

多多多多いいいい：：：：全面白全面白全面白全面白くくくく（（（（黄色黄色黄色黄色くくくく））））なっているなっているなっているなっている

あるあるあるある：：：：一部白一部白一部白一部白くなっているくなっているくなっているくなっている

なしなしなしなし：：：：全全全全くなしくなしくなしくなし



汚れあり汚れあり汚れあり汚れあり 汚れ多い汚れ多い汚れ多い汚れ多い汚れなし汚れなし汚れなし汚れなし

舌の汚れ
観察観察観察観察



嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価：：：：うがいうがいうがいうがい

口腔清掃口腔清掃口腔清掃口腔清掃にににに関関関関わるわるわるわる。。。。口口口口のののの周周周周りのりのりのりの筋肉筋肉筋肉筋肉がががが機能機能機能機能していればしていればしていればしていれば嚥下嚥下嚥下嚥下
がしやすくなるがしやすくなるがしやすくなるがしやすくなる。。。。

１１１１ できる・・・・・・できる・・・・・・できる・・・・・・できる・・・・・・２２２２点点点点

２２２２ 不十分不十分不十分不十分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１１点点点点

３３３３ できない・・・・・できない・・・・・できない・・・・・できない・・・・・００００点点点点

観察観察観察観察

３３３３ できない・・・・・できない・・・・・できない・・・・・できない・・・・・００００点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点

＊＊＊＊頬頬頬頬のふくらみがのふくらみがのふくらみがのふくらみが十分十分十分十分でででで、、、、水水水水のののの漏漏漏漏れがなくれがなくれがなくれがなく、、、、水水水水のののの音音音音がががが
はっきりはっきりはっきりはっきり聞聞聞聞こえることがこえることがこえることがこえることが「「「「できるできるできるできる」」」」ができるとするができるとするができるとするができるとする。。。。

＊＊＊＊一秒間一秒間一秒間一秒間にににに2222回以下回以下回以下回以下はははは「「「「不十分不十分不十分不十分」、」、」、」、全全全全くできないがくできないがくできないがくできないが「「「「でででで
きないきないきないきない」」」」

＊＊＊＊水分水分水分水分でむせるでむせるでむせるでむせる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある人人人人はははは水水水水をををを使使使使わないわないわないわない。。。。



嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価：：：：RSSTRSSTRSSTRSST（（（（反復唾液嚥下反復唾液嚥下反復唾液嚥下反復唾液嚥下テストテストテストテスト））））

誤嚥誤嚥誤嚥誤嚥、、、、むせむせむせむせ、、、、感染感染感染感染のののの防止防止防止防止になるになるになるになる

１１１１ ３３３３回以上回以上回以上回以上・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２点点点点
２２２２ １１１１～～～～２２２２回回回回・・・・・・・・・・・・・・・・１１１１点点点点
３３３３ ００００回回回回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・００００点点点点

観察観察観察観察

３３３３ ００００回回回回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・００００点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点
＊＊＊＊喉喉喉喉にににに指指指指をあてをあてをあてをあて「「「「できるだけできるだけできるだけできるだけ何回何回何回何回もももも『『『『ゴックンゴックンゴックンゴックン』』』』とととと
つばをつばをつばをつばを飲飲飲飲みみみみ込込込込むことをむことをむことをむことを繰繰繰繰りりりり返返返返してくださいしてくださいしてくださいしてください」」」」とととと言言言言
いいいい３０３０３０３０秒間観察秒間観察秒間観察秒間観察するするするする。。。。

＊＊＊＊喉頭喉頭喉頭喉頭（（（（のどぼとけのどぼとけのどぼとけのどぼとけ））））がががが飲飲飲飲みみみみ込込込込むむむむ際際際際にににに指二本分指二本分指二本分指二本分、、、、上上上上
にあがっていることをにあがっていることをにあがっていることをにあがっていることを確認確認確認確認してカウントするしてカウントするしてカウントするしてカウントする。。。。



発音発音発音発音：：：：パタカパタカパタカパタカ

舌舌舌舌のののの動動動動きやきやきやきや働働働働きがよくなりはっきりきがよくなりはっきりきがよくなりはっきりきがよくなりはっきり発音発音発音発音することにすることにすることにすることに役立役立役立役立つつつつ。。。。

嚥下機能嚥下機能嚥下機能嚥下機能やややや咀嚼機能咀嚼機能咀嚼機能咀嚼機能のののの向上向上向上向上につながるにつながるにつながるにつながる。。。。

１１１１ １０１０１０１０回以上回以上回以上回以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２点点点点

２２２２ ７７７７回回回回～～～～９９９９回回回回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１１点点点点

３３３３ ６６６６回以下回以下回以下回以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・００００点点点点

計測計測計測計測

３３３３ ６６６６回以下回以下回以下回以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・００００点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点

＊「＊「＊「＊「パタカパタカパタカパタカ」」」」をををを連続連続連続連続してしてしてして５５５５秒間秒間秒間秒間でででで何回言何回言何回言何回言えるかをカウントえるかをカウントえるかをカウントえるかをカウント
するするするする。。。。できるだけできるだけできるだけできるだけ多多多多くはっきりとくはっきりとくはっきりとくはっきりと言言言言うことうことうことうこと、、、、途中途中途中途中でででで息息息息をををを
してしてしてして良良良良いことをいことをいことをいことを伝伝伝伝えておくえておくえておくえておく。。。。

＊＊＊＊アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント時時時時にににに口口口口のののの周囲周囲周囲周囲のののの筋肉筋肉筋肉筋肉のののの動動動動きをきをきをきを観察観察観察観察するするするする

＊＊＊＊個別個別個別個別にににに判定判定判定判定するときはスムーズなするときはスムーズなするときはスムーズなするときはスムーズな動動動動きかきかきかきか、、、、特特特特にににに言言言言いにくいにくいにくいにく
いいいい言葉言葉言葉言葉があるかをがあるかをがあるかをがあるかを観察観察観察観察するするするする



上肢上肢上肢上肢のののの動動動動きききき

呼吸呼吸呼吸呼吸はははは嚥下嚥下嚥下嚥下にとてもにとてもにとてもにとても深深深深くかかわっていますくかかわっていますくかかわっていますくかかわっています。。。。肺活量肺活量肺活量肺活量がががが低低低低
下下下下したしたしたした場合場合場合場合、、、、呼吸頻度呼吸頻度呼吸頻度呼吸頻度がががが上上上上がりがりがりがり、、、、嚥下嚥下嚥下嚥下のタイミングがずれのタイミングがずれのタイミングがずれのタイミングがずれ、、、、
誤嚥誤嚥誤嚥誤嚥するするするする可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。胸部胸部胸部胸部のののの可動域可動域可動域可動域がががが狭狭狭狭まっているまっているまっているまっている
場合場合場合場合はははは、、、、肺活量肺活量肺活量肺活量のののの低下低下低下低下につながりますにつながりますにつながりますにつながります。。。。

１１１１ できない・・・・・・できない・・・・・・できない・・・・・・できない・・・・・・００００点点点点

観察観察観察観察

１１１１ できない・・・・・・できない・・・・・・できない・・・・・・できない・・・・・・００００点点点点
２２２２ できる・・・・・・・できる・・・・・・・できる・・・・・・・できる・・・・・・・２２２２点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点
＊＊＊＊ 両手両手両手両手をををを胸胸胸胸のののの前前前前でででで組組組組んでんでんでんで、、、、鼻鼻鼻鼻からからからから大大大大きくきくきくきく息息息息をををを吸吸吸吸いながらいながらいながらいながら、、、、
ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり頭頭頭頭のののの上上上上へへへへ高高高高くくくく上上上上げてもらうげてもらうげてもらうげてもらう。。。。

＊＊＊＊両腕両腕両腕両腕がががが耳耳耳耳のののの位置位置位置位置までまでまでまで上上上上がればがればがればがれば「「「「できるできるできるできる」。」。」。」。
できなければできなければできなければできなければ「「「「できないできないできないできない」。」。」。」。

＊＊＊＊無理無理無理無理をしないようにしましょうをしないようにしましょうをしないようにしましょうをしないようにしましょう。。。。



嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価：：：：頬頬頬頬のののの膨膨膨膨らましらましらましらまし

飲飲飲飲みみみみ込込込込みがしやすくなるみがしやすくなるみがしやすくなるみがしやすくなる。。。。不十分不十分不十分不十分なななな場合場合場合場合はははは口唇口唇口唇口唇のののの閉鎖機能閉鎖機能閉鎖機能閉鎖機能
のののの低下低下低下低下やややや軟口蓋軟口蓋軟口蓋軟口蓋、、、、舌舌舌舌のののの後方後方後方後方へのへのへのへの動動動動きのきのきのきの低下低下低下低下がががが疑疑疑疑われるわれるわれるわれる。。。。

１１１１ 左右同左右同左右同左右同じようにできる・・じようにできる・・じようにできる・・じようにできる・・２２２２点点点点
２２２２ 片方片方片方片方のみできる・・・・・のみできる・・・・・のみできる・・・・・のみできる・・・・・１１１１点点点点
３３３３ できない・・・・・・・・できない・・・・・・・・できない・・・・・・・・できない・・・・・・・・００００点点点点

観察観察観察観察

３３３３ できない・・・・・・・・できない・・・・・・・・できない・・・・・・・・できない・・・・・・・・００００点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点
＊＊＊＊頬頬頬頬をををを片方片方片方片方ずつずつずつずつ膨膨膨膨らましてもらいらましてもらいらましてもらいらましてもらい観察観察観察観察するするするする
＊＊＊＊十分膨十分膨十分膨十分膨らんでいるものだけをできるとするらんでいるものだけをできるとするらんでいるものだけをできるとするらんでいるものだけをできるとする。（。（。（。（疑疑疑疑わしわしわしわし
いはできないとするいはできないとするいはできないとするいはできないとする））））
＊＊＊＊膨膨膨膨らませたらませたらませたらませた頬頬頬頬をををを押押押押してもしてもしてもしても空気空気空気空気がががが漏漏漏漏れないれないれないれない場合場合場合場合できるとできるとできるとできると
するするするする。。。。



嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価：：：：舌舌舌舌のののの動動動動きききき

嚥下嚥下嚥下嚥下をスムーズにをスムーズにをスムーズにをスムーズに行行行行うためにはうためにはうためにはうためには舌舌舌舌のののの機能機能機能機能はははは大切大切大切大切

発音発音発音発音やだやだやだやだ液分泌液分泌液分泌液分泌にもにもにもにも影響影響影響影響するするするする

前後前後前後前後：：：：舌舌舌舌がががが前前前前にににに突突突突きききき出出出出せるかせるかせるかせるか観察観察観察観察

観察観察観察観察

前後前後前後前後：：：：舌舌舌舌がががが前前前前にににに突突突突きききき出出出出せるかせるかせるかせるか観察観察観察観察

１１１１ 口口口口からからからから１１１１㎝㎝㎝㎝程舌程舌程舌程舌がががが出出出出せる・・せる・・せる・・せる・・２２２２点点点点

２２２２ 口唇口唇口唇口唇をなめることができる・をなめることができる・をなめることができる・をなめることができる・１１１１点点点点

３３３３ 出出出出せない・・・・・・・・・せない・・・・・・・・・せない・・・・・・・・・せない・・・・・・・・・００００点点点点



嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価：：：：舌舌舌舌のののの動動動動きききき

左右左右左右左右：：：：左右左右左右左右のののの口角口角口角口角（（（（上下上下上下上下のののの唇唇唇唇がががが合合合合わさったわさったわさったわさった所所所所））））をををを舐舐舐舐めめめめ

ることができるかることができるかることができるかることができるか観察観察観察観察

１１１１ 両方両方両方両方できる・・・・・・できる・・・・・・できる・・・・・・できる・・・・・・２２２２点点点点

２２２２ 片方片方片方片方のみできる・・・・のみできる・・・・のみできる・・・・のみできる・・・・１１１１点点点点

実測実測実測実測

２２２２ 片方片方片方片方のみできる・・・・のみできる・・・・のみできる・・・・のみできる・・・・１１１１点点点点

３３３３ できない・・・・・・・できない・・・・・・・できない・・・・・・・できない・・・・・・・００００点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点

＊「＊「＊「＊「できるできるできるできる」」」」はははは舌先舌先舌先舌先がががが両方触両方触両方触両方触れるれるれるれる場合場合場合場合のみのみのみのみ

＊＊＊＊口角口角口角口角にににに触触触触れるがれるがれるがれるが顔顔顔顔がががが動動動動くやくやくやくや片方片方片方片方のみできるのみできるのみできるのみできる場合場合場合場合はははは「「「「やややや
やややや不十分不十分不十分不十分」」」」

＊＊＊＊片方片方片方片方のみのみのみのみ触触触触れるがれるがれるがれるが顔顔顔顔がががが動動動動くくくく場合場合場合場合はははは、「、「、「、「不十分不十分不十分不十分」」」」



嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価嚥下機能評価：：：：舌舌舌舌のののの動動動動きききき

上上上上：：：：指指指指2222横指口横指口横指口横指口をををを開開開開けけけけ、、、、上顎前歯上顎前歯上顎前歯上顎前歯のののの裏側裏側裏側裏側にににに下下下下をつけるをつけるをつけるをつける

１１１１ できる・・・・・できる・・・・・できる・・・・・できる・・・・・２２２２点点点点

２２２２ 不十分不十分不十分不十分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１１点点点点

３３３３ できない・・・・できない・・・・できない・・・・できない・・・・００００点点点点

観察観察観察観察

３３３３ できない・・・・できない・・・・できない・・・・できない・・・・００００点点点点

判定時判定時判定時判定時のののの注意点注意点注意点注意点

＊＊＊＊指指指指２２２２横指横指横指横指とはとはとはとは３３３３～～～～４４４４㎝㎝㎝㎝程度程度程度程度

＊＊＊＊不十分不十分不十分不十分とはやっととはやっととはやっととはやっと届届届届くくくく。。。。届届届届くがくがくがくが維持維持維持維持でででできない。



問題点問題点問題点問題点：：：：噛噛噛噛みにくさみにくさみにくさみにくさ
観察観察観察観察

•咬筋咬筋咬筋咬筋のののの触診触診触診触診でででで、「、「、「、「弱弱弱弱いいいい」」」」とととと「「「「無無無無しししし」」」」
•義歯義歯義歯義歯をををを入入入入れていないれていないれていないれていない場合場合場合場合

判断時判断時判断時判断時のののの参考項目参考項目参考項目参考項目 問診問診問診問診

•固固固固いものがいものがいものがいものが噛噛噛噛みにくいみにくいみにくいみにくい
•食食食食べにくいべにくいべにくいべにくい物物物物があるがあるがあるがある
•噛噛噛噛んでんでんでんで痛痛痛痛いところがあるいところがあるいところがあるいところがある
•食事食事食事食事にににに時間時間時間時間がかかるがかかるがかかるがかかる

判断時判断時判断時判断時のののの参考項目参考項目参考項目参考項目



口口口口のののの乾乾乾乾きききき

＊＊＊＊観察観察観察観察するするするする前前前前におにおにおにお茶茶茶茶をををを飲飲飲飲んだりうがいをしたりしないんだりうがいをしたりしないんだりうがいをしたりしないんだりうがいをしたりしない。。。。

観察観察観察観察

•舌舌舌舌のののの上上上上がががが乾燥乾燥乾燥乾燥しているしているしているしている状態状態状態状態であればチェックであればチェックであればチェックであればチェック

口腔内口腔内口腔内口腔内のののの状況状況状況状況とととと問診問診問診問診をををを参考参考参考参考にするにするにするにする

問診問診問診問診

•口口口口のののの中中中中がネバネバするがネバネバするがネバネバするがネバネバする。。。。ヒリヒリするヒリヒリするヒリヒリするヒリヒリする。。。。
•乾乾乾乾いたいたいたいた食品食品食品食品がががが食食食食べにくいべにくいべにくいべにくい。。。。
•食事食事食事食事はははは飲飲飲飲みみみみ物物物物がないとがないとがないとがないと進進進進まないまないまないまない。。。。
•食食食食べてもべてもべてもべても味味味味がしないがしないがしないがしない

判断時判断時判断時判断時のののの参考項目参考項目参考項目参考項目



口臭口臭口臭口臭
観察観察観察観察

•問診時問診時問診時問診時のののの普通普通普通普通のののの会話会話会話会話をををを行行行行うううう状態状態状態状態のののの距離距離距離距離でででで（（（（３０３０３０３０㎝㎝㎝㎝
位位位位））））でででで口臭口臭口臭口臭があるがあるがあるがある場合場合場合場合はチェックはチェックはチェックはチェック

歯磨き 問診問診問診問診

•一日一日一日一日にににに2222回以上回以上回以上回以上（（（（夕食後夕食後夕食後夕食後がががが含含含含まれているまれているまれているまれている））））磨磨磨磨いていていていて
なければチェックなければチェックなければチェックなければチェック



飲飲飲飲みみみみ込込込込みみみみ

• 反復唾液嚥下反復唾液嚥下反復唾液嚥下反復唾液嚥下テストでテストでテストでテストで３３３３回以上回以上回以上回以上でないでないでないでない場合場合場合場合はチェックはチェックはチェックはチェック

判断時判断時判断時判断時のののの参考項目参考項目参考項目参考項目

観察観察観察観察

問診問診問診問診判断時判断時判断時判断時のののの参考項目参考項目参考項目参考項目

•飲飲飲飲みみみみ込込込込みにくいみにくいみにくいみにくい
•喉喉喉喉にににに残残残残るるるる感感感感じがするじがするじがするじがする
•喉喉喉喉にににに詰詰詰詰まるまるまるまる



会話会話会話会話

• 問診時問診時問診時問診時にににに発音発音発音発音がががが不明瞭不明瞭不明瞭不明瞭やややや空気空気空気空気のののの漏漏漏漏れがあればれがあればれがあればれがあればチェックチェックチェックチェック

• 本人本人本人本人がががが会話会話会話会話することをすることをすることをすることを嫌嫌嫌嫌がるがるがるがる場合場合場合場合はチェックしはチェックしはチェックしはチェックし、、、、そのそのそのその
旨旨旨旨をををを特記事項特記事項特記事項特記事項にににに記入記入記入記入するするするする。（。（。（。（口口口口のののの中中中中のののの状態状態状態状態がががが悪悪悪悪くくくく、、、、口口口口
をををを開開開開けたくないけたくないけたくないけたくない等等等等））））

観察観察観察観察

• 食食食食べべべべ物物物物をををを取取取取りこぼすりこぼすりこぼすりこぼす

舌舌舌舌のののの動動動動きがきがきがきが悪悪悪悪いいいい人人人人にはにはにはには特特特特にににに注意注意注意注意してしてしてして聞聞聞聞くくくく

• うがいのうがいのうがいのうがいの水水水水がもれるがもれるがもれるがもれる

問診問診問診問診食食食食べこぼしべこぼしべこぼしべこぼし 観察観察観察観察



義歯義歯義歯義歯

痛痛痛痛みみみみ：：：：義歯義歯義歯義歯がががが当当当当たってたってたってたって痛痛痛痛みがあるときみがあるときみがあるときみがあるとき

不適合不適合不適合不適合：：：：食食食食べているときやべているときやべているときやべているときや話話話話しているときにしているときにしているときにしているときに義歯義歯義歯義歯がががが動動動動くくくく場合場合場合場合

清掃状態清掃状態清掃状態清掃状態：：：：義歯義歯義歯義歯にににに汚汚汚汚れがついているれがついているれがついているれがついている場合場合場合場合

管理状態管理状態管理状態管理状態：：：：夜間夜間夜間夜間（（（（睡眠時睡眠時睡眠時睡眠時））））にににに外外外外していないしていないしていないしていない場合場合場合場合

観察観察観察観察



姿勢姿勢姿勢姿勢

立位立位立位立位～～～～座位座位座位座位のののの姿勢姿勢姿勢姿勢がががが円背円背円背円背になるとになるとになるとになると、、、、むせやむせやむせやむせや誤嚥誤嚥誤嚥誤嚥をををを起起起起こすこすこすこす

要因要因要因要因になりますになりますになりますになります。。。。

判断時判断時判断時判断時のののの参考項目参考項目参考項目参考項目

観察観察観察観察

観察観察観察観察判断時判断時判断時判断時のののの参考項目参考項目参考項目参考項目

【【【【食事食事食事食事のののの際際際際のののの適切適切適切適切なななな姿勢姿勢姿勢姿勢】】】】
•顎顎顎顎がががが上上上上がっていないがっていないがっていないがっていない
•背背背背はははは９０９０９０９０度度度度
•足足足足はははは床床床床にぴったりつけるにぴったりつけるにぴったりつけるにぴったりつける
•深深深深くくくく腰腰腰腰をかけるをかけるをかけるをかける


