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テーマ名                                北療育医療センター 

お家では何を食べていますか？ 
摂食嚥下機能評価一元化に向けたツール作り 

 
サークル名 ＫＴＲ思いやり隊 

メンバー名 栄養科  ○◎鈴木幸子 小寺弘美 訓練科 虫明千恵子  

      薬剤検査科 倉本敦夫 看護科 北川原裕 上原幸子 小児科 早川美佳  

 

１ テーマ選定理由  

当センターは心身に障害のある方々に医療と療育を提供している施設であり、食べる機能が十分

でない利用者が多い。利用者に長く経口からの食事を楽しんでもらうためには、適切な食事を提供

することが大切であり、多職種で摂食嚥下機能評価および指導・支援を行っている。また、適切な

食事は、自宅や他施設でも重要で、摂食嚥下機能評価は、自宅等での食事状況を知ることから始ま

る。しかし、利用者や家族から聴き取りする時に、どのような食形態の食事をしているのかわかり

にくく、また、他の職種が聴取した情報を共有しにくいなどの問題が明らかになった。そこで、自

宅等での食事内容の把握を正確にし、その情報を多職種で共有し、さらに、利用者への指導・支援

に活かすことのできる食形態を画像で示したツール作りに取り組んだ。 

 

２ 現状と問題点  

(1) 利用時の問診票には、「きざみ食」や「常食」などの簡易な文字情報しかない。 

① 自宅等での食形態などの食事状況がわかりにくい。 

② 他の職種が聴取した情報を共有しにくい。 

③ 利用者・家族への説明が難しい。 

(2) 利用者・家族は本当に安全な状態の食事をしているのか疑問が生じることがある。 

(3) 病棟を繰り返し利用する人の家族は、利用者が食べる場面を見ないで帰る場合が多いために、

利用中の状態や評価等を利用者・家族や他施設に伝えにくい。 

 

３  改善策  

(1) 一目でわかる画像付き食形態問診票を作成した。 

(2) 使用目的に応じて、食形態問診票をアレンジした。 

(3) 栄養・食形態に関する利用者・家族や他施設向けの情報提供書を作成した。 

 

４ 成果  

(1) 画像付き食形態問診票により、自宅等での食事状況をより具体的に把握できるようになった。 

(2) 多職種が同じ問診票を使用することにより、情報を一元化することができた。 

(3) 今回の取り組みにより、利用者に関わる多職種の食形態に関する共通認識を図ることができた。 

(4) 「問題なし」と言っていた方も、入院・入所時と自宅等とで食形態の違いがあることがわか

り、食形態を見直すきっかけとなった。 

(5) 利用者から、「食形態を言葉で表現するのは難しいが、画像があるから伝えやすかった。」等

の肯定的な意見があった。 

(6) 摂食嚥下機能が低下した方に対する栄養食事指導では、画像付き問診票や情報提供書の活用に

より、指導や報告が容易になった。 

 

５ 今後の取組   

今回、自宅等における食事の状況を的確に収集するためのツールとして一目でわかる画像付き食形

態問診票等を作成し、適切な食形態提供のための指導・支援において大きな成果を得た。これか

ら、入院・入所時と自宅等での食形態の違いについての評価や是正方法、自宅でも簡単に食べやす

く加工する方法などについても、引き続き検討していく。また、安全に食べるためには、食事姿勢

や使用食器、介助方法等、確認することは多数ある。今後、これらの点に関しても多職種で同様な

取り組みをしていきたいと考える。 
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テーマ名                            北療育医療センター 

お家では何を食べていますか？  

摂食嚥下機能評価一元化に向けたツール作り 

 
サークル名 KTR 思いやり隊 
メンバー名 栄養科 ○◎鈴木幸子 小寺弘美 訓練科 虫明千恵子  

薬剤検査科 倉本敦夫 看護科 北川原裕 上原幸子 小児科 早川美佳  
 

１ テーマ選定理由  
当センターは心身に障害のある方々に医療と療育を提供している施設であり、食べる機能が十分で

ない利用者が多い。利用者に長く経口からの食事を楽しんでもらうためには、利用者の食べる機能に

合った適切な食事を提供することが大切である。そのため、多職種が様々な側面から、摂食嚥下機能

評価および指導・支援を行っている。また、適切な食事は、入院・入所時だけでなく、自宅や他施設

においても重要である。そして、摂食嚥下機能評価は、自宅等で、どのような食事をしているのかを

知ることから始まる。しかし、利用者や家族から聴き取りする時に、例えば「きざみ食を食べている」

という情報を得たとしても、実際の硬さや大きさは各人で異なり、どのような食形態の食事をしてい

るのかわかりにくく、また、他の職種が聴取した情報を共有しにくいなどの問題が明らかになった。

そこで、自宅等での食事内容の把握を正確にし、その情報を多職種で共有し、さらに、利用者への指

導・支援に活かすことのできる食形態を画像で示したツール作りに取り組んだ。 
 

２ 現状と問題点  
(1) 利用時の問診票には、「きざみ食」や「常食」などの簡易な文字情報しかない。 
① 自宅等での食形態などの食事状況がわかりにくい。 
② 他の職種が聴取した情報を共有しにくい。 
③ 利用者・家族への説明が難しい。 

(2) 利用者・家族は、「食べることに関しては問題なし」と言うが、本当に安全な状態で食事をして

いるのか疑問が生じることがある。 
(3) 病棟を繰り返し利用する人の家族は、利用者が食べる場面を

見ないで帰る場合が多いために、利用中の状態や評価等を利

用者・家族や他施設に伝えにくい。 
 

３  改善策  
(1) 一目でわかる画像付き食形態問診票を作成した（図１）。 

※画像付き食形態問診票の拡大版を別添する（資料１）。 
【特徴】 
① センター内で提供する料理毎に、食形態の特徴を段階的に

表わす写真を掲載した。 
② 食事の全体像が見えるように、主食と共に主菜と副菜に分

けた副食を示し、汁物と水分も掲載した。 
③ 掲載した料理は、様々な硬さや形状のものを網羅できるよ

図１．食形態問診票の全体像 
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う、また、食べている食材に偏りがないかを把握できるように配慮しながら選択した。 
④ 見やすいように、サイズを大きく A3 版とした。 
⑤ 繰り返し使用し、書き込みできるように、ラミネートパウチをした。 

 
【掲載した料理】 
① 主食：米飯・軟飯・粥・麺類。 
② 主菜：鮭、かれい（身のやわらかな魚）、豚肉（スライス肉）、鶏肉（切り身）、挽肉料理（ハ

ンバーグ）、カレー・シチュー、豆腐。 
③ 副菜、果物：ほうれん草、かぼちゃ、かぶ・にんじん、バナナ、りんご。 
④ 汁物、水分。 

 
【食形態の説明】 
① 主食は米飯、軟飯、全粥、五分粥、つぶし粥（酵素なし・あり）、ペースト粥（酵素なし・あ

り）。副食は普通、一口大、粗きざみ、きざみ、きざみ（まとまり）、みじん（ソフト食）、み

じん、ペーストと各 8 区分として掲載した。 
② 他の施設へ情報提供しやすいように、当センターの区分に対応した嚥下調整食学会分類を「学

会分類」として合わせて示した。 
③ 当センターのきざみ食は、まとまりのよい状態に仕上げているが、自宅等では、単に刻んだだ

けの場合も多いため、２種類のきざみ食に分けて示し、単に刻んだ場合は「きざみ」、当セン

ターのきざみ食は「きざみ（まとまり）」とした（図２）。 
 

      
 

 

④ 濃度や軟らかさの違いがわかるように、スプーンで押したときの状態で示した（図３）。 

    

図２． 鮭：一口大からきざみ（まとまり）を食形態問診票（図 1）より抜粋 

図３． 挽肉料理：濃度や軟らかさを表現（食形態問診票（図 1）より抜粋） 
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【汁物および水分】 
① 汁物は当センターで提供している３区分で、とろみなし、きざみ用汁（薄いとろみ付）、とろ

みあり、を掲載した（図４上）。 
② 水分は、学会分類の「薄い、中間、濃い」の３種のとろみとゼリーを掲載した。また、学会分

類の表記は、すっと流れ落ちる（薄い）、とろとろ流れる（中間）、ぽてっと落ちる（濃い）と

見た目の性状も記載して、誰でもわかりやすいように工夫した（図４下）。 
 

   
 

 

(2) 使用目的に応じて、食形態問診票をアレンジした（図５）。 
自宅等での食事内容を聴き取りする場合、栄養食事指導であれば、時間を十分にとれる。しかし、

他の職種による問診では、食形態以外にも、安全な状態で食事をしているかどうかなど生活全般に

ついて把握しなければならない事項が多数あるため、多くの食事項目についての聴き取りは困難で

ある。そのため、問診する場面、職種によって食形態問診票の料理の数を少なくするなど、アレン

ジして活用することとした（図５）。 

 
図５．食形態問診票：料理数を絞り、簡易に聴き取りできるようにアレンジした 

図４． 上：汁物、下：水分の記載（食形態問診票（図 1）より抜粋） 
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(3) 栄養・食形態に関する利用者・家族や他施設向けの情報提供書を作成した（図６）。 
食形態問診票を用いて得た情報を院内の他

の職種と共有できるように、栄養・食形態に

関する情報提供書を作成した。 
現在は、主に栄養食事指導時の報告書とし

て利用者・家族、他施設に適宜渡して使用し

ている。 
 

【主な記載内容】 
① 入院・入所中の食事内容。 
② 入院・入所中の喫食状況。 
③ 食事における注意点（姿勢や介助方法等）。 
④ 自宅等での食事の状況（聴取した情報）：

食形態問診票の項目以外に、パンの食べ

方や好きな食べ物、よく食べるメニュー、

苦手な食べ物など、食事等に関する全体

像が把握しやすいものとした。 
（記入例：図７） 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

図６．栄養・食形態に関する情報提供書の全体像 

図７．自宅での喫食状況（図６抜粋）記入例（入院中は、ペースト食喫食者） 
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４ 食形態問診票の活用結果  
(1) 自宅と入院時との食形態の比較 
 食形態問診票を使って確認した、自宅での食形態と入院時の食形態とを比較した（表１）。対象

は、成人 12 名、小児 15 名である。評価の「同じ」は自宅と入院時の食形態が同じ場合、「自宅の

方が高い」は自宅での食形態が入院時よりも高かった場合（例：自宅では「一口大」だが、入院時

は「粗きざみ」を食べていた等）、「自宅の方が低い」は自宅での食形態が入院時よりも低かった場

合である。なお、みじん（ソフト食）は１名であったため表から除いた。 
 
 

 

 
① 一口大の鮭、カレーは、入院時の食形態と自宅との食形態が、ほぼ同じであった。それに比べ

て、豚肉や青菜は、自宅の方がやや低めであった。 
② 粗きざみは、画像で確認すると個人により大きさのばらつきが大きく、個人のイメージの違い

があった。 
③ 入院時にきざみ（まとまり）を食べていても、自宅では、単に刻んだだけの方が多かった。み

じん（ソフト食）やペースト食も、自宅では、仕上がりが粗めのものを食べている方が多かっ

た。しかし、この表からは読み取れないが、成人病棟でペースト食を食べている方は、入院時

と自宅との食形態の仕上がりは、ほとんどの方が同じであった。 
 

(2) 食形態問診票等を使用した担当職員等の感想 
《短期入所時の問診に活用》 
・ 入所時の待ち時間に、家族に○を付けてもらったた

め（図８）、特に問題なく活用できた。 
・ 家での食事状況が見えてきた。 
・ 小児病棟では、「今は、この食形態で食べさせてい

る」などの情報を得るきっかけとなり、どの形態が

よいのか検討を進めることができた。 
 

《診察時に食形態を把握するために活用》 
・ どのような食事をしているのか、わかりやすくなっ

た。口で言うより細かかったり、大きかったりし

ていることがわかった。 

表１．入院時と自宅との食形態の比較 

図８．食形態問診票への書き込み例 
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《栄養食事指導時に活用》 
・ 受講者からは、食形態を言葉で表現するのは難しい。画像があったから伝えやすかった。 
・ 栄養士からは、問診票は、ラミネートパウチしてあるため、書き込んだり、消したりする

ことができて便利であった。 
・ ペースト状を食べていると言っていたが、実際は、みじん状であったなど、画像があるか

ら、食形態の把握や課題抽出がしやすかった。 
・ 食形態が一覧になっているため、入所時と自宅の食形態の違いが示しやすかった。 
・ 栄養・食形態に関する情報提供書を使うことによって、自宅での食事状況の報告がしやす

くなった。 
 
５ 成果  

(1) 画像付き食形態問診票により、自宅等での食事状況をより具体的に把握できるようになった。 
(2) 多職種が同じ問診票を使用することにより、情報を一元化することができた。 
(3) 今回の取り組みにより、利用者に関わる多職種の食形態に関する共通認識を図ることができた。 
(4) 「問題なし」と言っていた方も、入院・入所時と自宅等とで食形態の違いがあることがわかり、

食形態を見直すきっかけとなった。 
(5) 利用者から、「食形態を言葉で表現するのは難しいが、画像があるから伝えやすかった。」等の肯

定的な意見があった。 
(6) 摂食嚥下機能が低下した方に対する栄養食事指導では、画像付き問診票や情報提供書の活用によ

り、指導や報告が容易になった。 
 

６ 今後の取組   
今回、自宅等における食事の状況を的確に収集するためのツールとして一目でわかる画像付き食形

態問診票等を作成し、適切な食形態提供のための指導・支援において大きな成果を得た。これから、

入院・入所時と自宅等での食形態の違いについての評価や是正方法、自宅でも簡単に食べやすく加工

する方法などについても、引き続き検討していく。また、利用者に経口からの食事を安全に食べても

らうためには、食形態の他に、食事姿勢や使用食器、介助方法等、確認することは多数ある。今後、

これらの問題の検討と改善策についても多職種との連携を通して同様な取り組みをしていきたいと

考えている。これからも、利用者の立場に立った「思いやりのある支援」を多職種と連携し取り組ん

でいきたい。 
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（資料１）画像付き食形態問診票 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食　形　態　問　診　票　　　

主食 ① 米飯 ②　軟飯 ③ 全粥 ④ 五分粥 ⑤　つぶし粥（酵素なし） ⑥　つぶし粥（酵素あり） ⑦　ペースト粥（酵素なし） ⑧　ペースト粥（酵素あり）

学会分麺 － 2-2 2-1 １- j

形態の特微

通常の水分量で炊いた飯

（米１：水1.8）

軟らかく炊いた飯

（米１：水3.5）

軟らかく炊いた粥。

（米１：水5）

水分多めの軟らかく炊いた

粥。(米１：水10、または、

全粥１：重湯１）

ホイッパー等で全粥をつぶし

たもの

つぶした全粥に離水防止のゲ

ル化剤を混ぜたもの

ミキサー等を使用し、粒が残

らず、なめらかな状態。酵素

剤の使用なし

ミキサー等を使用し、粒が残

らず、なめらかな状態。離水

防止のゲル化を混ぜたもの

ご飯・軟飯・粥

i①　普通 ②　一口大 ③　粗きざみ ④　きざみ ⑤　きざみ（まとまり） ⑥　みじん（ソフト食） ⑦　みじん ⑧　ペースト

カットなし 15mm角位 10mm角位 5mm角位 5mm角位十あん等 ムース状 みじん状 ペースト状

学会分類 2-2 2-1

形態の特徴

軟菜：軟らかい食材を中心に

調理し、バラつきなどに配慮

したもの。

軟菜を大きめのさいの目状に

カットしたもの

軟菜を粗くきざんだりほぐし

たりしたもの（大豆大）

軟菜を細かくきざんだだけ

(当センター該当なし）

軟菜を細かくきざんだもの

に、あんやソースを混ぜて、

まとまりのある状態に仕上げ

たもの（小豆大）

軟菜を粒がやや残ったペース

ト状に仕上げたものにゲル化

剤を混ぜ固形化したもの。舌

と口蓋で押しつぶせる硬さ

軟菜を粒がやや残ったペース

ト状に仕上げたもの（胡麻粒

7割＋ペースト3割位の仕上

がり）

軟菜をなめらかにすりつぶ

し、まとまりある状態に仕上

げたもの

使用器具類
包丁 包丁＋料理はさみ＋フードプ

ロセッサー等

包丁 フードプロセッサー等 フードプロセッサー等 フードプロセッサー等 フードプロセッサー等

必要な咀嚼能力

◆舌と口蓋で押しつぶし可

◆嚥下機能はほぼ問題なし

◆舌と口蓋で押しつぶし可

◆嚥下機能やや

◆舌と口蓋で押しつぶし可

◆嚥下機能やや

◆送り込み能力

麺類

そのまま ペースト状

鮭

カットなし 15mm角位 10mm角位 5mm角位 5mm角位十あん等 ムース状 みじん状 ペースト状

かれい

（身のやわらかな魚）

カットなし 15mm角位 10mm角位 5mm角位 5mm角位十あん等 ムース状 みじん状 ペースト状

豚肉

（スライス肉）

10mm角位 5mm角位 5mm角位十あん等 ムース状 みじん状 ペースト状

鶏肉

（切り身）

15mm幅にカット 15mm角位 10mm角位 5mm角位 5mm角位十あん等 ムース状 みじん状 ペースト状

挽肉料理

カットなし 15mm角位 10mm角位 5mm角位 5mm角位十あん等 ムース状 みじん状 ペースト状

カレー

シチュウ

10mm角位 ムース状 みじん状 ペースト状

豆腐

ほうれん草

10mm位 5mm位 5mm位十あん等 ムース状 みじん状 ペースト状

かぼちゃ

10mm角位 ムース状 みじん状 ペースト状

かぶ・にんじん

10mm角位 5mm角位 5mm角位(軽くすりつぶし） ムース状 みじん状 ペースト状

バナナ

りんご

スライス状 5mm厚加熱スライス ペースト状

とろみなし きざみ用汁（薄いとろみ付） とろみあり すっと流れ落ちる（薄い） とろとろ流れる（中間） ぼてっと落ちる（濃い） ゼリー状

15mm角位

15mm角位

４ 3

４ ３

5mm角位

5mm角位

カットなし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペースト状

汁　物

副食

◆歯または歯茎で食べ物を押しつぶしたり、すりつぶしたり、飲み込みやすい状態にまと

めたりする能力が必要

◆嚥下機能はほぼ問題なし

30mm位の長さ 5mm位の長さ みじん状

水分

15mm角位

15mm角位

カットなし ペースト状

加熱2ｍｍ角+ペースト

15mm位

【情報提供書に追加となっている項目】

・輪切り・5mm厚 ・半月切り・5mm厚

・イチョウ切り・5mm厚 ・つぶし状
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