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要旨
重症心身障害児（者）病棟に入院中の脳性麻痺（アテトーゼ＋痙直型）の 30 歳代男性患者は, 精
神遅滞と不安神経症もあり, 不定愁訴から拒食がある. 口唇の閉鎖が出来ない乳児嚥下のまま成長し
ており, 言語理解が 4 歳 8 ヶ月程度である. 他患者の摂食機能訓練をみていて, 自分自身も訓練をやり
たいと興味を持っていた. しかし, 普段より不定愁訴があり, 摂食機能訓練は病状悪化になるのでは
ないかという心配もあり, 実施していなかった. そのような状況下, 家族の希望もあり, 何より患者
のやる気を摂食機能訓練に活かすことが出来るのではないかと考え, 介入を始めた. 5 年間継続してや
る気の継続を図り, 摂食機能訓練に活かすことが出来た. その結果, 摂食機能の向上がみられ, 誤嚥
のリスクが低下し, 不定愁訴や拒食する回数も減少した. その関わりを報告する. 鳥取臨床科学 9(2),
157-159, 2017

Abstract
This paper reports a male inpatient in his thirties with cerebral palsy (athetoid + spastic type) on a ward for
children/persons with severe motor and intellectual disabilities, who also presents with mental retardation,
anxiety neurosis, unidentified complaints, and consequent refusal of food. His swallowing function had
remained infantile, leading to difficulty in closing his mouth. His verbal comprehension corresponded to that of
a child of the age of 4 years and 8 months. Having observed other patients participate in feeding function
training, he had developed an interested in such training and been willing to similarly participate in it. However,
feeding function training had been regarded as non-applicable, considering possible deterioration due to his
daily unidentified complaints. Intervention was initiated, focusing on the benefit of the patient’s high
motivation to participate in training, in addition to his family’s desire. His motivation to continuously
participate in training was maintained for 5 years through various approaches. Consequently, his feeding
function improved, reducing the risk of aspiration. This also decreased his frequency of making unidentified
complaints and refusing food. Tottori J. Clin. Res. 9(2), 157-159, 2017
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