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嚥下困難者の食事形態に関するアンケート調査結果について

謹啓

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
病院NST（栄養サポートチーム）と在宅医療従事者などが一体となって栄養療法および地域連
携の進歩・発展をはかり、医療および研究に貢献することを目的とした知多半島栄養サポート
フォーラムを2008年に発足し、今日まで活動してきました。
　 さて本年3月に、知多半島五市五町における嚥下食標準化を目的に、嚥下困難者の食事形態に
関するアンケート調査にご多忙中にもかかわらずご協力いただき、誠にありがとうございまし
た。おかげさまで、122施設からご回答をいただくことができました。この度、アンケート調査
結果がを取りまとめましたので、報告書を送付させていただきます。
　 今後は、知多半島五市五町のご回答いただきました施設の食事形態を示す嚥下食マップ一覧
の作成および摂食・嚥下障がい患者さんが他の医療機関、介護福祉施設や在宅に移動する時
に、情報共有できるように知多半島　 摂食・嚥下機能連絡票を作成し、順次拡げていく予定と
しております。
　摂食・嚥下機能連絡票を同封させていただきますので、ご活用いただければ幸いに存じます。
　引き続き、皆様のご協力を賜りたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
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【アンケート調査対象施設】
A　医療機関
　１．病院
B　介護施設（入所）
　１．介護老人保健施設（老健施設）
　２．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
　３．介護療養型医療施設
C　介護型施設（在宅）
　１．通所介護（ディサービスセンター）
　２．通所リハビリテーション（ディケアセンター）
　３．短期入院療養介護
　４．短期入所生活介護
　５．認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
　６．小規模多機能型居宅介護施設
　７．養護老人ホーム
　８．軽費老人ホームA型
　９．軽費老人ホームB型
１０．軽費老人ホームC型（ケアハウス）
１１．介護付有料老人ホーム
１２．住宅型有料老人ホーム
１３．健康型有料老人ホーム

　アンケート調査送付施設数　251施設
　　回収　122施設（回収率　49％）
　　回収施設内訳
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【アンケート調査項目】

①　貴施設で食事提供はされていますか。
②　食事は自施設で調理されていますか。
③　介護保険施設では、以下の加算を算定されていますか。
　１．栄養管理体制加算
　２．栄養ケアマネージメント加算
　３．経口移行加算
　４．療養食加算
④　食事提供について
　１．アンケート記入日の食事提供した人数
　２．提供されている食事時間帯　朝食・昼食・夕食
　３．嚥下困難者用の特別な食事を提供されていますか
　　はいと答えた施設は以下の設問にもお答え下さい。
　４．アンケート記入日の嚥下困難者用の特別な食事を提供した人数
　５．嚥下食ピラミッドをご存じですか。
　６．嚥下食ピラミッドに準じた食事提供をされていますか。

【アンケート調査結果】回答施設　122施設

①　貴施設で食事提供はされていますか。

　　　　提供している施設　　119施設（98％）
　　　　提供していない施設　　 3施設（  2％）

②　食事は自施設で調理されていますか。

　　　　調理している　　　82施設（72％）
　　　　調理していない　　32施設（28％）

③　介護保険施設では、以下の加算を算定されていますか。（回答対象施設　106施設）
　　

算定あり 算定なし 未回答

１．栄養管理体制加算 29施設(27％) 73施設(69％) 4施設(  4％)

２．栄養ケアマネージメント加算 11施設(10％) 91施設(86％) 4施設(  4％)

３．経口移行加算 2施設(  2％) 100施設(94％) 4施設(  4％)

４．療養食加算 15施設(14％) 87施設(82％) 4施設(  4％)



④　食事提供について

　１．アンケート記入日の食事提供した人数

               120施設　7929名

　２．提供されている食事時間帯　朝食・昼食・夕食

　　　　　　朝食　77施設　　　昼食　120施設　　　夕食　77施設

　３．嚥下困難者用の特別な食事を提供されていますか

　　　　　提供している施設　　　78施設
　　　　　提供していない施設　　42施設
　　　　　未回答　　　　　　　　  2施設

　　はいと答えた施設は以下の設問にもお答え下さい。

　４．アンケート記入日の嚥下困難者用の特別な食事を提供した人数

　　　　　120施設　878名（アンケート記入日の食事提供で11％）

　５．嚥下食ピラミッドをご存じですか。

　　　　　知っている　　　　　42施設
　　　　　知らない　　　　　　43施設
　　　　　未回答　　　　　　　37施設

　６．嚥下食ピラミッドに準じた食事提供をされていますか。

　　　　　提供している施設　　　16施設
　　　　　提供していない施設　　66施設
　　　　　未回答　　　　　　　　40施設
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レベル(改変嚥下食ピラミッド) 副　食　形　態

Ｌ０　嚥下(訓練)開始食

(嚥下評価用)

Ｌ１　嚥下(訓練)ゼリー食 食材が粒が完全になくなるまでミキサーにかけ、固形化補助食

品で固形化する

たんぱく源に魚介・肉類は使用しない

Ｌ２　ゼリー食 Ｌ1同様、食材が粒が完全になくなるまでミキサーにかけ、固形

化補助食品(ゲル化剤)で固形化する

たんぱく源に魚介・肉類を使用し栄養価を高くする

Ｌ３　ペースト食 食事もしくは食材が粒が完全になくなるまでミキサーにかけ、

とろみ調整食品(とろみ剤)でとろみをつける

Ｌ４　ソフト(やわらか)食

　Ｌ４－Ａ

　極きざみトロミ食

歯ぐきや舌で押しつぶすことのできる程度にやわらかく調理

し、きざみは５ｍｍ以下

＊汁物・飲み物にもとろみ剤でとろみをつける

　Ｌ４－Ｂ

　一口きざみトロミ食

きざみ　１０ｍｍ以上

＊汁物・飲み物にもとろみ剤でとろみをつける

　Ｌ４－Ｃ

　ソフト食

歯ぐきや舌で押しつぶすことのできる程度にやわらかく調理

し、きざまない

＊汁物・飲み物にもとろみ剤でとろみをつける

 

  

   

 

   

  

区分と実例区分と実例区分と実例 調理例と形状概要調理例と形状概要調理例と形状概要

重湯ゼリー重湯ゼリー重湯ゼリー 粥の上澄みをとった、粒が全くないものを固めたゼリー粥の上澄みをとった、粒が全くないものを固めたゼリー粥の上澄みをとった、粒が全くないものを固めたゼリー

ゼリー粥ゼリー粥ゼリー粥 五分粥(重湯/粥 比率5／5)を固めたゼリー粥五分粥(重湯/粥 比率5／5)を固めたゼリー粥五分粥(重湯/粥 比率5／5)を固めたゼリー粥

全粥を固めたゼリー粥全粥を固めたゼリー粥全粥を固めたゼリー粥

ミキサー粥ミキサー粥ミキサー粥 五分粥(重湯/粥比�5／5)をミキサーにかけた粒のない粥五分粥(重湯/粥比�5／5)をミキサーにかけた粒のない粥五分粥(重湯/粥比�5／5)をミキサーにかけた粒のない粥

全粥をミキサーにかけた粒のない粥全粥をミキサーにかけた粒のない粥全粥をミキサーにかけた粒のない粥

重湯重湯重湯 粥の上澄みをとった、粒が全くないもの粥の上澄みをとった、粒が全くないもの粥の上澄みをとった、粒が全くないもの

分粥分粥分粥 三分粥(重湯/粥 比率7／3)三分粥(重湯/粥 比率7／3)三分粥(重湯/粥 比率7／3)

五分粥(重湯/粥 比率5／5)五分粥(重湯/粥 比率5／5)五分粥(重湯/粥 比率5／5)

七分粥(重湯/粥 比率3／7)七分粥(重湯/粥 比率3／7)七分粥(重湯/粥 比率3／7)

全粥 軟飯軟飯 米飯

食事形態嚥下食・主食

提供あり 提供なし 未回答

重湯ゼリー 5施設(  4.1％) 89施設(72.9％) 28施設(23.0％)

ゼリー粥 8施設(  6.5％) 85施設(69.7％) 29施設(23.8％)

ミキサー粥 61施設(50.0％) 33施設(27.0％) 28施設(23.0％)

重湯 20施設(16.4％) 73施設(59.8％) 29施設(23.8％)

三分粥 20施設(16.4％) 73施設(59.8％) 29施設(23.8％)

五分粥 24施設(19.7％) 69施設(56.5％) 29施設(23.8％)

七分粥 20施設(16.4％) 73施設(59.8％) 29施設(23.8％)

全粥 83施設(68.0％) 11施設(  9.0％) 28施設(23.0％)

軟飯 66施設(54.1％) 28施設(22.9％) 28施設(23.0％)

米飯 65施設(53.3％) 28施設(22.9％) 29施設(23.8％)
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嚥下食・主食形態の提供について(n=122)



嚥下食・副食

提供あり 提供なし 未回答

L0嚥下開始食 14施設(11.5％) 78施設(63.9％) 30施設(24.6％)

L1嚥下ゼリー食 24施設(19.7％) 67施設(54.9％) 31施設(25.4％)

L2ゼリー食 15施設(12.3％) 76施設(62.3％) 31施設(25.4％)

L3ペースト食 63施設(51.6％) 29施設(23.8％) 30施設(24.6％)

L4A極きざみトロミ食 51施設(41.8％) 41施設(33.6％) 30施設(24.6％)

L4B一口きざみトロミ食 51施設(41.8％) 41施設(33.6％) 30施設(24.6％)

L4Cソフト食 20施設(16.4％) 72施設(59.0％) 30施設(24.6％)

レベル(改変嚥下食ピラミッド) 副　食　形　態

Ｌ０　嚥下(訓練)開始食

(嚥下評価用)

Ｌ１　嚥下(訓練)ゼリー食 食材が粒が完全になくなるまでミキサーにかけ、固形化補助食

品で固形化する

たんぱく源に魚介・肉類は使用しない

Ｌ２　ゼリー食 Ｌ1同様、食材が粒が完全になくなるまでミキサーにかけ、固形

化補助食品(ゲル化剤)で固形化する

たんぱく源に魚介・肉類を使用し栄養価を高くする

Ｌ３　ペースト食 食事もしくは食材が粒が完全になくなるまでミキサーにかけ、

とろみ調整食品(とろみ剤)でとろみをつける

Ｌ４　ソフト(やわらか)食

　Ｌ４－Ａ

　極きざみトロミ食

歯ぐきや舌で押しつぶすことのできる程度にやわらかく調理

し、きざみは５ｍｍ以下

＊汁物・飲み物にもとろみ剤でとろみをつける

　Ｌ４－Ｂ

　一口きざみトロミ食

きざみ　１０ｍｍ以上

＊汁物・飲み物にもとろみ剤でとろみをつける

　Ｌ４－Ｃ

　ソフト食

歯ぐきや舌で押しつぶすことのできる程度にやわらかく調理

し、きざまない

＊汁物・飲み物にもとろみ剤でとろみをつける

 

  

   

 

   

  

区分と実例区分と実例区分と実例 調理例と形状概要調理例と形状概要調理例と形状概要

重湯ゼリー重湯ゼリー重湯ゼリー 粥の上澄みをとった、粒が全くないものを固めたゼリー粥の上澄みをとった、粒が全くないものを固めたゼリー粥の上澄みをとった、粒が全くないものを固めたゼリー

ゼリー粥ゼリー粥ゼリー粥 五分粥(重湯/粥 比率5／5)を固めたゼリー粥五分粥(重湯/粥 比率5／5)を固めたゼリー粥五分粥(重湯/粥 比率5／5)を固めたゼリー粥

全粥を固めたゼリー粥全粥を固めたゼリー粥全粥を固めたゼリー粥

ミキサー粥ミキサー粥ミキサー粥 五分粥(重湯/粥比�5／5)をミキサーにかけた粒のない粥五分粥(重湯/粥比�5／5)をミキサーにかけた粒のない粥五分粥(重湯/粥比�5／5)をミキサーにかけた粒のない粥

全粥をミキサーにかけた粒のない粥全粥をミキサーにかけた粒のない粥全粥をミキサーにかけた粒のない粥

重湯重湯重湯 粥の上澄みをとった、粒が全くないもの粥の上澄みをとった、粒が全くないもの粥の上澄みをとった、粒が全くないもの

分粥分粥分粥 三分粥(重湯/粥 比率7／3)三分粥(重湯/粥 比率7／3)三分粥(重湯/粥 比率7／3)

五分粥(重湯/粥 比率5／5)五分粥(重湯/粥 比率5／5)五分粥(重湯/粥 比率5／5)

七分粥(重湯/粥 比率3／7)七分粥(重湯/粥 比率3／7)七分粥(重湯/粥 比率3／7)

全粥 軟飯軟飯 米飯

食事形態
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嚥下食・副食形態の提供について(n=122)



L5(普通食)の食事形態の提供について
　①「すりつぶし」形態の食事提供

     提供している施設　　　20施設
     提供していない施設　　75施設
     未回答　　　　　　　　27施設

　②「すりつぶし」形態の食事を嚥下困難者へ提供
　　
　　提供している施設　　　18施設
　　提供していない施設　　75施設
　　未回答　　　　　　　　29施設

　③「きざみ」形態の食事提供

     提供している施設　　　90施設
     提供していない施設　　  5施設
     未回答　　　　　　　　27施設

　④「きざみ」形態の食事を嚥下困難者へ提供

     提供している施設　　　67施設
     提供していない施設　　25施設
     未回答　　　　　　　　30施設
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嚥下困難者の食事形態に関するアンケート調査に122施設より回答をいただきました。
　結果として、主食の提供としては、全粥が最も多く、ミキサー粥が半数で提供されていま
した。また副食ではペースト食は半数程度で提供されている状況でしたが、各施設毎で提供
されている形態は異なっていました。
　今後は、今回行ったアンケート調査を基に、知多半島五市五町における食事形態を示す嚥
下食マップを作成し、知多半島栄養サポートフォラムホームページ上での情報公開を予定し
ております。また摂食・嚥下障がい患者さんが他の医療機関、介護福祉施設や在宅に移動す
る時に、摂食・嚥下機能に関しての患者情報提供に際し、統一した書式（連絡票）を作成
し、活用していただけるように活動してまいります。
　なお、本会では定期的に情報の更新を行って参りますので、今後のアンケート調査へのご
協力も併せてお願い申し上げます。


