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要旨　【目的】精神科病院の病棟内食堂で食事摂取可能な入院患者における誤嚥性肺炎リスクの影響要

因を明らかにし，誤嚥性肺炎予防に向けた支援への示唆を得るために調査研究を行った．

【方法】対象者は，A精神科病院入院患者約 400名のうち，病棟内食堂で食事摂取可能な 20歳以上 85歳

未満の者 100名とした．対象者を誤嚥性肺炎リスク評価により高・中・低リスクに分け，その群のそれぞ

れの基本属性，日常生活の状況，食事摂取の状況，栄養状態（Body Mass Index：BMI，Geriatric Nutri-

tional Risk Index：GNRI），血液生化学所見（Total Protein：TP，Albumin：Alb，Hemoglobin：Hb，Hema-

tocrit：Ht，White Blood Cell：WBC）を調査し，統計学的に検討した．

【結果】対象者のうち，高リスク群 0名，中等度リスク群 24名，低リスク群 76名であった．群間比較に

おいて，年齢は，中等度リスク群で有意に高値であった．BMI，GNRI，Ht，Hb，Peak Expiratory Flow：

PEF，Repetitive Saliva Swallowing Test：RSSTは，中等度リスク群で有意に低値であった．Spearmanの順

位相関係数では，年齢，BMI，GNRI，Alb，Ht，Hb，PEF，RSSTにおいて相関を認めた．二項ロジスティッ

ク回帰分析において，BMI，PEF，RSSTが独立変数として得られた．

【結論】精神科病院の病棟内食堂で食事摂取可能な入院患者における誤嚥性肺炎リスクの影響要因は，

BMI，PEF，RSSTの低下であることが示唆された．誤嚥性肺炎予防に向けた支援として，栄養状態や呼

吸機能，嚥下機能の維持・改善を目指す取り組みが必要と考える．
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緒　　言

　近年，本邦の精神科病院では，入院患者に占める 65

歳以上の割合が 62.2%と増加している1）．加えて，精神

病床における認知症患者の割合は 18.7%で増加傾向であ

る2）．さらに，日本精神科看護協会の報告によると，入

院患者の 31.5%が何らかの身体合併症を有し，2割弱が

日常生活全般に介助を要する状態である3）．このような

臨床現場から，精神科看護師の身体観察および身体ケア

に対する困難感が報告されている4，5）．

　精神科病院における肺炎は多くが高齢者の誤嚥性肺炎

と考えられており6），救命できたとしても禁食による低

栄養や安静臥床に伴う日常生活動作（Activities of Daily 

Living：ADL）の低下を来たし，患者の生活の質（Qual-

ity of life：QOL）に影響を及ぼす 7）．他方で，現場のケ

アにより予防可能といわれる疾患である8）．精神疾患患

者が肺炎を併発した場合，56.4%に点滴管理，48.5%に

栄養管理，33.8%に呼吸管理が行われ，42.5%に安静保

持困難やチューブ類の自己抜去，医療者への暴力等の危

険行動がみられる9）ことから，治療に伴う行動制限をせ

ざるを得ない状況が推察される．精神疾患患者の食べる

ことの QOLを担保するために，誤嚥性肺炎に対する予

防的介入は喫緊の課題である．

　先行研究では，精神疾患患者の誤嚥・窒息に関する問

題と予防の必要性 10，11）が指摘されている．1999 年以

降，誤嚥性肺炎予防策として口腔ケアの効果 12）が広ま

り，高齢統合失調症患者に対する口腔ケアの介入効 

果 13）が報告されている．誤嚥性肺炎の発症において，

歩行能力や ADL，認知機能の低下がある者は嚥下能力

が低くリスクがより高いことが明らかとなっている14）．

統合失調症の嚥下障害者では，嚥下機能の低下のみなら

ず ADLや栄養状態の低下が誤嚥性肺炎の発症に関連す

ると報告されている15）．しかし，精神科病院入院患者に

おいて，嚥下障害の有無にかかわらず ADLや認知機能

が比較的保たれている場合の誤嚥性肺炎リスクの実態は

十分に検討されていない．

　今回，精神科病院の病棟内食堂で食事摂取可能な入院

患者における誤嚥性肺炎リスクの影響要因を明らかに

し，誤嚥性肺炎予防に向けた支援への示唆を得ることを

目的に調査研究を行った．

対象と方法

1．対　象

　2018年 7月～12月までの期間，A精神科病院に入院

中の約 400名のうち病棟内食堂で食事摂取可能な者の中

から，下記条件に合った精神疾患患者 100名を対象と 

した．

　条件として，1）20歳以上85歳未満，2）覚醒時の意識

清明，3）言語的コミュニケーションおよび意思決定が

可能，4）心身の状態が安定しており主治医の許可が得

られる，5）医療保護入院の場合は保護者への連絡が可

能な者とした．また，除外項目として，薬剤性・アル

コール関連精神疾患，入院後 3カ月未満，措置・入院・

応急入院，隔離・拘束中，重篤な精神・身体症状，著し

い飲食に対する妄想・盗食癖・知的障害・認知機能低

下，調査前 1週間以内の感染徴候，調査当日のバイタル

サインに異常を認めた者とした．

2．方　法

　対象者を誤嚥性肺炎リスク評価により高・中・低リス

クに分け，その群のそれぞれの基本属性，日常生活の状

況，食事摂取の状況，栄養状態，血液生化学所見などの

関連項目を調べた．既存の情報は，診療録および病棟看

護師の協力により得た．

1）誤嚥性肺炎リスク評価（図 1）

　inoue-Evaluation Aspiration Lang Disease：i-EALD 16�19）

を参考に，局所状態 3項目，全身状態 4項目，嚥下状態

3項目の計10項目について，「異常あり」1点とし合計点

を算出．その合計点数が 2点以下を低リスク，3点以上

6点以下を中等度リスク，7点以上を高リスクとした．

評価内容，リスク区分および各判定は i-EALDの基準 20�23）

に従い，以下を「異常あり」（1点）とした．

　局所状態 24，25）は，口臭：「口より 15 cmで悪臭がす

る」，口腔乾燥：「明らかに乾燥している，もしくは唾液

が泡立ち粘稠である」，pH試験紙（ユニバーサル pH試

験紙，SANSYO ）により口腔内酸性度：「pH 5.0未満」で

評価した．

　全身状態 26，27）は，ADL：「食事時間を通し安定した座

位を自分で保つことができない」，BMI（Body Mass 

Index ）：「19未満」，「会話明瞭度：内容がわかっていな

いと理解困難」，ピークフロー（Peak Expiratory Flow：

PEF）：「200未満」で評価した．PEFの測定は研究者が

担当し，電子ピークフローメーター（asma-1，宝通商株

式会社）を用いて 3回測定したうちの最高値を採用し

た．判定の際は，測定完了ブザー音と共に測定画面表示

により正しく測定されたことを確認した．会話明瞭度

は，調査前の説明と同意手続きの際の会話に加え，病棟

看護師からの情報を得て最終判定を行った．ADLにつ

いても，病棟看護師から情報を得て判定した．

　嚥下状態 28，29）は，頸部聴診法 30）：「水分の嚥下によ
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り呼吸音もしくは呼吸パターンが明らかに変化する」，

改訂水飲み検査（Modified Water Swallowing Test：

MWST）31）：「冷水 3 mLを口に入れた後に嚥下をすすめ

てもできないかムセが確認される」，反復唾液嚥下検査

（Repetitive Saliva Swallowing Test：RSST）32）：「30秒間

で 2回以下」で評価した．

　局所・嚥下状態のデータ採取は，摂食嚥下リハビリ

テーションの診療および教育・研究に携わる歯科医師・

歯科衛生士・言語聴覚士が担当した．調査時は病棟看護

師に誘導や見守りを依頼し，対象者の不安や緊張の軽減

に努めた．

2）基本属性の評価

　年齢，性別，診断名（主たる精神疾患名），処遇，入

院期間・回数の情報を得た．薬物療法は，薬剤師の協力

を得て，向精神薬種類数，抗精神病薬種類数，抗パーキ

ンソン薬種類数を調べた．抗精神病薬内服総量を，

Chlorpromazine（CP）換算法 33）により算出した．

3）日常生活の状況

　精神科看護度 34）に基づき，Ⅰ：「自分ではできない」，

Ⅱ：「自分でできることもあるができないことが多い」，

Ⅲ：「自分のことは大体できるが主体的な行動には問題

が残されている」，Ⅳ：「自主的な行動はかなりとれる

が，社会適応には問題が残されている」で評価した．歩

行状態は，歩行能力の分類 35）を参考に，G1：「不可（車

椅子使用）」，G2：「つかまり可能（シルバーカー使用）」，

G3：「可能（見守り）」，G4：「自立」の 4 段階で評価し

た．

4）食事摂取の状況

　藤島の摂取状況のレベル 36）に基づき，Lv.7：「3食の

嚥下食を経口摂取している」，Lv.8：「特別食べにくい物

を除いて経口摂取している」，Lv.9：「食物の制限はな

く，3 食を経口摂取している」，Lv.10：「摂食嚥下に関

する問題なし」で評価した．なお，嚥下食は本来，ゼラ

チン寄せ，ミキサー食等の食塊形成しやすく嚥下しやす

いように調整した食品を指すが，本研究ではこれらにキ

ザミ食も含めた．

5）栄養状態

　入院記録による身長，体重より BMIを算出した．身

長は入院時または直近の値とし，体重は調査前の直近の

定期測定時の値とした．リハビリテーションにおける栄

養スクリーニングツールである Geriatric Nutritional 

Risk Index（GNRI）37）は，GNRI＝［14.89×Alb値（g/dL）］

＋［41.7×（実測体重 /標準体重）］の計算式で算出し，重

度栄養リスクあり（GNRI＜82），中等度栄養リスクあり

（82≦GNRI＜92），軽度栄養リスクあり（92≦GNRI＜

98），栄養リスクなし（98≦GNRI）の4段階で評価した．

6）血液生化学所見

　直近の採血結果から，総蛋白（Total Protein：TP），

日摂食嚥下リハ会誌　25（1）：33–43, 2021

図 1　誤嚥性肺炎リスク評価
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血清アルブミン（Albumin：Alb），血色素量（Hemo-

globin：Hb），ヘマトクリット（Hematocrit：Ht），白血

球数（White Blood Cell：WBC）について，情報を収集 

した．

3．データ分析

　統計解析には，IBM SPSS statistics23を用いた．

　誤嚥性肺炎リスク評価により判定した低リスク群と中

等度リスク群との 2群に分け，統計学的検討を行った．

2 群間の比較は，年齢，入院期間・回数，薬物療法，

BMI・GNRI 値，血液生化学所見，PEF，RSST につい

て，Mann-Whitney U検定を行った．性別，診断名，処

遇，日常生活の状況，食事摂取の状況，GNRIリスクに

ついて，c2検定を行った．誤嚥性肺炎リスク得点と各調

査項目間の関係について，Spearmanの順位相関係数を

行った．従属変数を誤嚥性肺炎リスク評価，独立変数を

年 齢，BMI，GNRI，PEF，RSST，Alb，Ht，Hb と し，

二項ロジスティック回帰分析を行った．p＜0.05を有意

とした．

4．倫理的配慮

　本研究は，新潟大学研究倫理審査委員会の承認を受け

て実施した（2018年 5月 28日承認番号 2018-0022番）．

また，研究対象施設の倫理審査委員会の承認を得て実施

した．研究対象者には，文書と口頭で研究趣旨を説明

し，同意を得て調査を実施した．研究対象者の任意性と

撤回の自由，プライバシーの保護を保障した．データ

は，分析や結果公表の際に個人が特定できないように配

慮し，厳重に管理した．

結　　果

　本研究は，精神科病院 1施設での病棟内食堂で食事摂

取可能な入院患者 100名を対象として行った．

1．対象者の背景

　男性 59名，女性 41名，平均年齢 63.0±12.0歳，統合

失調症 78名（78%），次いで気分障害 14名であった．平

均入院期間 9.6±11.5年，平均入院回数 6.2±4.5回であっ

た．薬物療法では，平均 CP換算量 683.0±591.8 mgで

あった．精神科看護度は，Ⅲが 55名（55%），Ⅳが 40名

（40%），歩行状態 G4が 86名（86%）で，8～9割の者が

日常生活においてほぼ自立していた．食事摂取の状況

は，Lv.7が 25名（25%）で，他は Lv.8以上であった．栄

養状態は，平均 BMI が 22.3±4.0，平均 GNRI が 99.1±

7.4，軽度以上の栄養リスクありが40名（40%）であった．

血液生化学所見の平均値は，TP 6.9±0.4 g/dL，Alb 4.0±

0.4 g/dL，Ht 39.1±4.0%，Hb 13.1±1.5 g/dL，WBC 57.3± 

14.4×102/mLであった．

2．誤嚥性肺炎リスク評価（表 1）

　高リスク群 0名，中等度リスク群 24名，低リスク群

76名であった．

　局所状態に何らか（1項目もしくは複数項目に）の異

常を認めた者は 32名で，口臭 8名，口腔内乾燥 26名で

あった．同様に，全身状態では 57名に何らかの異常を

認め，ADLに 1名，PEFに 47名，BMIに 26名，会話明

瞭度に 31名であった．嚥下状態では 42名に何らかの異

常を認め，頸部聴診法に 3名，MWSTに 9名，RSSTに

38名であった．

　全身状態 4 項目のうちの PEF は，平均 230.7±125.5 

L/minであった．嚥下状態 3項目のうちの RSSTは，平

均 3.2±2.5回であった．

3．対象者の群間比較（表 2）

　基本属性では，年齢（p＝.043）は中等度リスク群で

有意に高値であった．診断名，処遇，入院期間・回数，

薬物療法は，有意差を認めなかった．日常生活の状況で

は，精神科看護度および歩行状態に有意差を認めなかっ

た．性別，食事摂取の状況に有意差を認めた．

　栄養状態では，BMI（p＜.001），GNRI（p＜.001）は，

中等度リスク群で有意に低値であった．

　血液生化学所見では，Ht（p＜.001），Hb（p＝.001）

は，中等度リスク群で有意に低値であった．

　PEF（p＜.001），RSST（p＜.001）は，中等度リスク

群で有意に低値であった．

4．誤嚥性肺炎リスク得点と各評価項目間の Spear-

man の順位相関係数（表 3）

　年齢（r＝.267）に弱い正の相関を認めた．BMI（r＝

－.373），GNRI（r＝－.403），Alb（r＝－.220），Ht（r＝

－.424），Hb（r＝－.358）にやや負の相関を認めた．

PEF（r＝－.633），RSST（r＝－.514）においてはやや強

い負の相関を認めた．

5．二項ロジスティック回帰分析（表 4）

　低リスク群を基準とし，Spearmanの相関係数が p＜

0.05 で有意となった年齢，BMI，GNRI，PEF，RSST，

Alb，Ht，Hb の 8 変数を独立変数とする二項ロジス

ティック回帰分析を行った．その結果，変数選択法によ

り誤嚥性肺炎リスクに有意に影響する 3つの因子が抽出

A精神科病院の入院患者における誤嚥性肺炎リスクの影響要因と予防に向けた支援
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表 1誤嚥性肺炎リスク評価の結果

%人数

誤嚥性肺炎リスク評価
合計点（T）＝局所状態（F）＋全身状態（G）＋嚥下状態（D）

007点≦ T：年間複数回，もしくは 3カ月以内の肺炎罹患リスク高リスク

24.0243点≦ T≦ 6点：年間 1回程度の肺炎罹患リスク中等度リスク

76.076T≦ 2点 :年間平均 0.5回以下の肺炎罹患リスク低リスク

32.032あり（1～3点）局所状態（Focus：F）に異常
68.068なし（0点）

8.08あり：口より 15 cmで悪臭がする（1点）口臭
92.092なし

26.026あり：乾燥しているもしくは唾液が泡立ち粘稠である（1点）口腔内乾燥
74.074なし

0.00酸性：pH＜5.0（1点）口腔内酸性度 pH
100.01005≦pH

57.057あり（1～3点）全身状態（General：G）に異常
43.043なし（0点）

1.01食事時間を通し安定した座位を自分で保つことができない（1点）ADL
99.099食事中の座位保持可能

47.047PEF＜200（1点）PEF
53.053200≦PEF

26.026BMI＜ 19（1点）BMI
74.07419≦BMI

31.031内容がわかっていないと理解困難（1点）会話明瞭度
69.069よくわかる

42.042あり（1～3点）嚥下状態（Dysphagia：D）に異常
58.058なし（0点）

3.03水分嚥下で呼吸音もしくは呼吸パターンの明らかな変化（1点）頸部聴診法
97.097なし

9.09冷水 3 mLを口に入れたのち嚥下をすすめても，できないかムセ
が確認される（1点）MWST

90.090なし
1.01拒否

38.038RSST≦ 2回 /30秒間（1点）RSST
62.0622回＜RSST

表 2　対象者の群間比較

p値中等度リスク群
（n＝24）

低リスク群
（n＝76）

基本属性
.043*（63.25―76.25）68（52―70）65年齢（歳）

性別

.048*
（41.7）10（64.5）49男性
（58.3）14（35.5）27女性

診断名

.684
（75.1）18（78.9）60統合失調症
（24.9）6（21.1）16統合失調症以外
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表 2　つづき

p値中等度リスク群
（n＝24）

低リスク群
（n＝76）

処遇

.872
（33.3）8（31.6）24開放病棟
（66.7）16（68.4）52閉鎖病棟

入院
.062（3.0825―27.29）9.0（1.08―11.42）3.7期間（年）
.721（2.25―7.75）5（3―8）5回数（回）

薬物療法
.351（2―4.75）4（3―5）4向精神薬種類数
.732（1―2.75）2（1―3）2抗精神病薬種類数
.659（0―1）0（0―1）0抗パーキンソン病薬種類数
.856（75―1162.5）594.5（200―1150）600CP換算量（mg）

日常生活の状況

精神科看護度

.698

（0）0（0）0Ⅰ：自分ではできない
（4.2）1（5.3）4Ⅱ：自分でできることもあるが，できないことが多い

（62.5）15（52.6）40Ⅲ：自分のことは大体できるが，主体的な行動には問
題が残されている

（33.3）8（42.1）32Ⅳ：自主的な行動はかなりとれるが，社会適応には問
題が残されている

歩行状態

.440

（0）0（6.6）5G1：不可（車椅子使用）
（12.5）3（6.6）5G2：つかまり可能（シルバーカー使用）
（0）0（1.3）1G3：可能（見守り）

（87.5）21（85.5）65G4：自立

食事摂取の状況

.001**

（41.7）10（19.7）15Lv.7：3食の嚥下食を経口摂取している
（25.0）6（10.6）8Lv.8：特別食べにくい物を除いて経口摂取している
（33.3）8（25.0）19Lv.9：食物の制限は無く，3食を経口摂取している
（0）0（44.7）34Lv.10：摂食嚥下に関する問題無し

栄養状態

p＜.001**（17.1―22.375）18.4（20.9―25.7）23BMI（kg/m2）

p＜.001**（90.25―1162.5）95.4（96.8―105.7）103GNRI

.062

（8.3）2（2.6）2重度栄養リスクあり：GNRI＜82
（20.8）5（9.2）7中等度栄養リスクあり：82≦GNRI＜92
（33.3）8（21.1）16軽度栄養リスクあり：92≦GNRI＜98
（37.5）9（67.1）51栄養リスクなし：98≦GNRI

血液生化学所見

.058（6.4―7.1）6.8（6.6―7.3）7TP（g/dL）

.148（3.575―4.2）4.1（3.8―4.4）4.1Alb（g/dL）
p＜.001**（34.425―38.925）36.5（37―42.6）40.7Ht（%）

.001**（11.65―13.15）12.6（12.4―14.3）13.5Hb（g/dL）

.178（42.75―64.15）52.4（48―65.5）58.4WBC（102/mL）

呼吸機能
p＜.001**（93.25―180）140（161―338）238PEF（L/min）

嚥下機能
p＜.001**（0―2）2（3―5）3RSST（回）

分析方法：年齢，入院期間・回数，薬物療法，BMI・GNRI 値，血液生化学所見，PEF，RSST は Mann-Whitney U 検定，他は c2 検定 
数値：実数，%，中央値（第 1四分位数，第 3四分位数）で示している．　有意確率：漸近有意確率（両側）　*：p＜0.05，**：p＜0.01. 
p＜.001は p値が 0.001未満を示す．
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され，それらのオッズ比（OR）は，BMI（OR:.750, 95% 

CI:.620―.907, p＝.003），PEF（OR:.983,95%CI:.972―.994, 

p＝.002），RSST（OR:.481,95%CI:.309―.749, p＝.001）で

あった．なお，これらの因子同士の相関係数は 0.3を超

えることはなく，また，分散拡大要因（variance infla-

tion factor：VIF）も 2を超える因子は認められず，多重

共線性は生じていないことを確認した．

考　　察

1．精神科病院の病棟内食堂で食事摂取可能な入院患

者における誤嚥性肺炎リスク

　精神疾患患者の摂食行動や口腔衛生に関するセルフケ

アは，精神症状や向精神薬の有害反応に左右されること

が多い 38）．精神疾患治療で用いられる向精神薬の中で

も抗精神病薬は，幻覚や妄想等の陽性症状の軽減に作用

する一方で，様々な副作用を生じる．その有害反応であ

る錐体外路症状は，口腔運動機能低下や抗コリン作用に

よる唾液分泌低下を起こす．また，抗精神病薬や抗うつ

薬，抗不安・睡眠薬は高用量で過鎮静が出現しやすく，

抗てんかん薬による鎮静作用は，集中力の低下や摂食動

作へ影響し，摂食嚥下障害の一因となり得る39）．先行研

究では，統合失調症患者の嚥下障害者における誤嚥性肺

炎発症率と CP換算量に関連がなく，この理由として，

抗精神病薬に対する嚥下機能の感受性に患者個々の相違

があるためと報告されている40）．本研究の CP換算量は

平均 683.0 mg，低リスク群の中央値は 600 mg，中等度

リスク群 594.5 mg，種類数においてもほぼ同量である

ことから，有意差を認めなかったと考える．

　精神科入院患者を対象とした誤嚥性肺炎リスクに関す

る報告には，本調査結果の考察につながる文献が見当た

らず比較することができない．誤嚥したからといって必

ずしも誤嚥性肺炎を起こす訳ではなく，誤嚥リスクと誤

嚥性肺炎リスクは異なる41）が，精神科入院患者におけ

る誤嚥リスク者が 16%との報告 42）や，食事の際に誤嚥

兆候を呈する患者の割合が 17%であったとする報告 43）

がある．これら 2つの調査はいずれも経口摂取可能な対

象者で，統合失調症患者の割合が約 5～7割，対象数も

100名と 132名で本調査と類似している．精神科病院に

おける誤嚥リスク者の割合は 16～17% と推測すると，

本研究結果の中等度誤嚥性肺炎リスク者の割合 24%は，

先行研究の誤嚥リスク者の割合 16～17% よりも高い．

精神科病院の食堂で食事摂取可能な入院患者において，

誤嚥リスク者の割合より誤嚥性肺炎のリスクを有する者

の割合が高い可能性があると考える．

　本研究の誤嚥性肺炎リスク評価で全身状態に異常を認

めた者は57名（57%）で，嚥下状態や局所状態の異常者

日摂食嚥下リハ会誌　25（1）：33–43, 2021

表 4　二項ロジスティック回帰分析

オッズ比の 95%信頼区間オッズ比（OR）有意確率自由度Wald標準誤差B

下限上限

.907.620.750.003**18.819.097－.288BMI

.994.972.983.002**19.301.006－.017PEF

.749.309.481.001**110.485.226－.732RSST
*： p＜0.05，**： p＜0.01.
従属変数：誤嚥性肺炎リスク評価で中等度リスク群であることを 1，低リスク群であることを 0とした．
独立変数：年齢，BMI，GNRI，PEF，RSST，Alb，Ht，Hbより変数選択法で上記 3因子が抽出された．

表 3　Spearman の順位相関係数

BMICP換算量
抗パーキ
ンソン病
薬種類数

抗精神病
薬種類数

向精神薬
種類数

入院回数入院期間年齢

－.373.040.181.037－.037－.106.134.267相関係数誤嚥性肺炎
リスク評価
得点 p＜.001**.694.071.716.716.292.185.007**p値

WBCHbHtAlbTPRSSTPEFGNRI

－.091－.358－.424－.220－.185－.514－.633－.403相関係数誤嚥性肺炎
リスク評価
得点 .368p＜.001**p＜.001**.028*.066p＜.001**p＜.001**p＜.001**p値

Spearmanの順位相関係数．*：p＜0.05　**：p＜0.01.
p＜.001は p値が 0.001未満を示す．
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より多かった．このことから，食堂で食事可能な患者に

おいて，口腔衛生や嚥下機能よりも，全身状態に何らか

の問題を有する者が少なくないことが推察される．

　本研究の対象者は病棟内食堂で食事摂取可能な精神疾

患患者で，病状が安定しており，研究参加への意思決定

を行った者である．結果をみると，介入の必要性が高い

高リスク群は 0名であった．介護型療養医療施設におけ

る誤嚥性肺炎発症の関連因子は重度の要介護状態，非経

口栄養，意識障害と報告されている44）．本研究ではこの

ような施設入所者に類似した者を除外しているため，

ベッド上での食事摂取者や食事の要介助者，経管栄養患

者の誤嚥性肺炎リスクが反映されていないと考える．

2．誤嚥性肺炎リスクの影響要因と予防に向けた支援

への示唆

　本調査結果から，精神科病院の病棟内食堂で食事摂取

可能な入院患者に特有の誤嚥性肺炎リスクは，BMI，

PEF，RSSTの低下と関連があることが示唆された．

　誤嚥性肺炎・気管感染症の要因として，Albとの関連

が指摘されている45）．また，統合失調症の嚥下障害者に

おける誤嚥性肺炎発症例では，非発症症例と比較して

Albが有意に低下し，嚥下機能低下によって栄養状態の

保持が困難となることが示唆されている46）．本研究でも

ほぼ同様に，誤嚥性肺炎リスク得点と BMI，GNRI，Ht，

Hbとの間に負の相関を認め，これらの数値が低いほど

誤嚥性肺炎リスク得点が高くなると考えられる．精神科

病院での血液検査は診療報酬の関係上，実施頻度が少な

い．入院・外来患者に関する大規模調査 47）では，統合

失調症の場合，平均 10カ月間に 1回と報告されている．

身体の健康状態を反映する血液検査結果の中でも，

GNRIの計算式に含まれる Albや Ht，Hb，採血を必要と

しない BMIに着目することで，誤嚥性肺炎予防におけ

る有用な指標となり得る可能性が考えられる．

　誤嚥性肺炎発症にかかわる要因として，歩行能力や

ADL 低下が指摘されている48）．これまでに，精神疾患

患者の誤嚥性肺炎リスクと呼吸機能との関連について調

査した先行研究は見当たらないため，比較することはで

きない．しかし，嚥下機能と咳嗽力の関連 49）や誤嚥性

肺炎予防における咳嗽力評価法として PEF の測定意

義 50）が報告され，誤嚥性肺炎リスク管理における咳嗽

能力評価の重要性が示唆されている．精神科病院入院患

者においては，明らかな ADL低下や嚥下障害を認めな

い場合でも，誤嚥性肺炎リスクを評価するうえで PEF

に着目することが重要と考える．

　また，精神科病院における作業療法の一環として運動

プログラムが行われているが，近年は入院患者の高齢化

により転倒リスクを回避する傾向にある．今後は，病棟

看護師が作業療法士と連携し，嚥下体操のほかにも病棟

内でも行える呼吸機能を高める体操等を検討する必要が

あると考える．さらに，精神科病院の作業療法は集団プ

ログラムが中心だが，個別的な介入の取り組みが望まれ

る．

　RSSTは，摂食嚥下障害のスクリーニングテストとし

て広く用いられている．入院統合失調症患者で平均

RSST3.4±1.9（範囲 0～10）回 51），入院中もしくはデイ

ケア通所中の慢性期精神疾患患者では 4.8±2.8（範囲 0

～18）回で 2回以下の者は 15.7%との報告 52）がある．

本研究結果のRSST回数は 3.2±2.5（範囲 0～14）回で先

行研究とほぼ同様であったが，異常と判定された者の割

合は本研究 38.0%と高かった．この理由として，本研究

の対象者はすべて入院患者であるが，先行研究では地域

生活を送る者が33.3%を占め，ADLや身体活動量の違い

が影響していると考えられる．

3．本研究の限界と課題

　本研究は 1施設のみの調査であり，研究参加への意思

決定を尊重し，実施可能性，誤嚥・窒息リスクや侵襲，

精神状態への影響を最小限とするため，対象者を病棟内

食堂で食事摂取可能な者に限定した．そのため，精神科

病院入院患者の誤嚥性肺炎リスクを網羅したとはいえ

ず，成果を一般化することはできない．食堂および病室

での要介助者，経管栄養中の患者，精神状態や意識レベ

ルが安定しない患者において，口腔内の汚染，ADLや

栄養状態の維持困難，向精神薬の影響が少なくないた

め，誤嚥性肺炎リスク者の割合が高くなる可能性が考え

られる．今後は，対象施設や対象者の選定条件を拡大

し，調査を重ねる必要がある．本研究では，対象者を病

棟内食堂で食事摂取可能な精神疾患患者に限定し対照群

との比較を行っていないため，今回明らかとなった 3因

子が実際の精神科病院入院患者における誤嚥性肺炎リス

クの影響要因と断言できる訳ではない．今後は，誤嚥性

肺炎を発症した患者と発症していない患者，精神疾患患

者と精神疾患をもたない患者のデータから統計解析を行

い，精神疾患患者に特徴的な誤嚥性肺炎発症率について

検証が必要と考える．

結　　論

　A精神科病院の病棟内食堂で食事摂取可能な入院患者

における誤嚥性肺炎リスクの影響要因は，BMI，PEF，

RSSTであることが示唆された．誤嚥性肺炎予防に向け

A精神科病院の入院患者における誤嚥性肺炎リスクの影響要因と予防に向けた支援
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た支援として，これらの数値に着目するとともに，栄養

状態や呼吸機能，嚥下機能の維持・改善を目指す取り組

みが必要と考える．
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Abstract

　Goal:　This research aimed to shed light on factors influencing aspiration pneumonia risk among psychi-

atric hospital in-patients capable of taking their meals in the ward canteen and to obtain suggestions for 

support to prevent aspiration pneumonia.

　Method:　The subjects of the research were 100 patients, aged 20 and 85, capable of taking their meals 

in the ward canteen, out of approximately 400 psychiatric in-patients in a psychiatric hospital. The 

subjects were divided into high, medium and low risk by aspiration pneumonia risk assessment and the 

following parameters were investigated and studied statistically for each patient in the group: base attrib-

utes, daily life situation, meal-taking situation, nutritional situation (body mass index (BMI), geriatric 

nutritional risk index (GNRI) ), and blood biochemistry findings (total protein (TP), albumin (Alb), hemo-

globin (Hb), hematocrit (Ht), and white blood cells (WBC)).

　Results:　There were 0 patients in the high-risk group, 24 in the medium-risk group and 76 in the low-

risk group. A comparison between groups showed that age was significantly higher in the medium-risk 

group. BMI, GNRI, Ht, Hb, peak expiratory flow (PEF), and repetitive saliva swallowing test (RSST) were 

significantly lower in the medium-risk group. In the Spearman rank correlation coefficient, a correlation 

was found for age, BMI, GNRI, Alb, Ht, Hb, PEF and RSST. In binary logistic regression analysis, BMI, PEF 

and RSST were obtained as independent variables.

　Conclusion:　It is suggested that BMI, PEF and RSST are factors that influence aspiration pneumonia 

risk among psychiatric hospital in-patients capable of taking their meals in the ward canteen. It seems that 

efforts to provide support to improve nutritional situation, respiratory function and swallowing function 

are essential for the prevention of aspiration pneumonia.

Key words：psychiatric hospital, in-patients, aspiration pneumonia risk
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