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子育て支援に携わる施設関係者の皆様ヘ

発行によせて

字L幼児の食べる力の発達チャート

障害児の食べる力の発達について、さまざまな問題が指摘され、障害児の食べる

力の育成支援が図られてきていますが、まだまだ地域や施設置とで取組に違いがあ

り、一般的に普及されているとはいえない状況です。

障害児だけでなく、心身の発育、発達に問題のみられない子どもにおいても食べ

る力が備わつていない場合が増えているとの指摘もあります。

食べる力は自然に身につくものではなく、心身の発育や歯の生え方等の回控の発

育に応じた適切な食べ方育成の支援が必要です。

障害の有無にかかわらす、子どもの発育、発達は早い子、遅い子様々で時には停

滞しているように見えることもあります。

育児情報の多様化により、中には、機能に問題がないにもかかわらす、食べる力が

年齢にあっていないと不安に思う保護者もみられます。

また、機能に問題がなくても、甘しヽお菓子や飲み物で満腹になり食事に興味がも

てす、硬い食べ物を嫌がるなど食事環境が影響し、食べる力に問題がみられること

もあります。

このチャートは、毎日の食事で楽しく食べる力をつけるために、哺乳期から離乳期

を経て、ひとりで食事ができるようになるまでの発達の過程を食べる力、回腔機能

発達について年齢別に把握できるようにつくりました。

発達は一人ひとり違つています。
チャートは、あくまで目安です。

子育て支援の立場にある関係者各位におかれましては、おいしく食べる環境を整

えてゆつくり、楽しんで食べる練習をするために保護者への支援の参考にしてくだ

さい。

また、地域で食べる力を育てることに興味を持つて指導する歯科医や小児科医も

増えています。

ご心配なときは、専門家に相談することも大切です。

作成にあたり、昭和大学者間先生を1よじめ、こ協力いただきました皆様に心から感

謝するとともに、このチャートについて、こ意見、質問、感想などを下記保健所歯科

担当までお寄せくださいますようお願い申し上げます。
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＊9 丸飲み：固形食をかまないで大きいまま飲み込む。咀嚼しないので、食べ物を味わうことが困難となりやすい







食べる力をつける Q&A
楽しい食習慣を築くことは、生活習慣のリズムをつくり、乳幼児期から健

康で豊かな生活を育むことにつながります。

子どもたち一人ひとりが食べる力をつけ、おいしく食事ができるように

なるためには練習が必要です。

その過程には、哺乳びんからコップヘの移行をはじめ、手の動き、歯や

舌の使い方など様々な機能発達を促進支援する必要があります。

そのためには、正しい情報のもとに子どもたちを取り巻く環境づくりを

していくことが大切です。

食べる力は、近くの大人たちがお手本を見せ、繰り返し教えることで育

つていきます。少しでもできればほめてあげましょう。成長には個人差が

あります。あせらす、ゆっくりその子の成長に合わせて育てていきましょう。

① 楽しい食事をしていますか?

Ql 食 欲がなくあまり食べないのですが?

A食 事のリズムをもてるようにすることが大切です。

食事の時間を始めとする生活習慣のリズムづくりは、授乳リズムづくりから

始まつています。

決まつた時間に起こすこと、授乳時間を決めていくこと、甘い飲み物を水代

わりにあげないことなどに気をつけましょう。

離乳食開始後は、決まつた時間に食事や間食をとり、ぐつすり暇つて、たっぷ

り遊ぶ生活のリズムができてくれば、空腹を感じるようになつて次第に食べる

ようになります。

食欲がない場合はます、おやつのあげ方、甘い飲み物や牛乳の量、生活習

慣などを見直してみてください。

それでも食が細く食べない場合、元気で遊んでいれば、その子の食事量と

して十分なこともあります。

1日3回 の 「いただきます、こちそうさま」でメリ八りのある生活も忘れな

いでください。

Q2好 き嫌いが多いのですが?

A食 事を味わつて食べることが大切です。

]歳ころは、奥歯が1本すつ生えていても、生野菜や薄切り肉など繊維のあ

るものは食べることが無理な年齢です。嫌いではなく、食べられなくて□か

ら出しているかもしれません。同じ食材でも調理方法を変え、いろいろな形

態を経験させ、少しすつ食べられるものを1曽やしていきましょう。

2歳以降ではおやつや飲み物で満腹になつていることもあり、見かけ上の

好き嫌いの場合もあります。Qlを 参考に生活リズムをつくりましょう。



Q3 保護者の都台で、子どもが一人で食事をすることが
多いのですが?

A子 どもは一緒にいる大人の食べ方を見て学んでいきます。

なるべく一緒に食べましょう。少なくても一日1回は一緒に食事をする機会を

つくる努力をしましょう。また、食事が一緒にできなくても側にいて、テレビや

ラジオを消し声力Hすの機会を1曽やしましょう。

Q4食 事時間が1時間もかかるので困つていますが?

A食 品の硬さや大きさなどの調理形態、食具、量は適当でしょうか?

子どもの回腔機能の発達状態に合わない硬さでは、食べるのに大変で時間

わめ か`ります。保護者の食べてほしい量と、子どもの必要な量にギャップが見

られることも多いものです。少し量を減らして様子をみましょう。

国の中にたくさん入り過ぎてしまつていないでしょうか。量が多いと奥歯ヘ

舌で食物を選ぶこと、かむこと、かんだ後集めて飲み込むことなど、すべてが

大変で時間がかかつてしまいます。スプーンに1/2～ 2/3が 適量です。スプ
ーンに山盛りになつていないか気をつけましょう。また、自食で一回の適量が

覚えられていない場合は、軟らかくて、形の大きな食物を手づかみでかじり取

つたり、介助して適量をかじり取らせると、早く一口量が見えられます。

子どもの成長に合わない食具 (スプーンやおはしなど)だと上手に使いこ

なせないため、同様に時間がかかることもあります。

また、食欲がない場合もあります。30分 ぐらいで食事を切り上十ザるように

して、Ql同 様、生活リズムを見直しましょう。

Q5食 事を落ち着いて食べてくれないのですが?

A 「 遊び食べ」は2歳ころまでは、多くの子どもにみられます。

2歳過ぎても、遊び食べが続く場合は、食事の終了時間を決め、食事を終わ

らせましょう。食事時間はおよそ30分 が目安です。

その後の間食では、甘い食べ物や飲み物は避け、おやつを少なめにしまし

ょう。

「食べないとおなかがすくよ」というメッセージの発信です。空腹というの

は、子どもの食べる力を育てるために、とても重要な経験の一つです。

Q6食 べることに興味をもてるように食事づくりを教えたいのですが?

A食 事づくりや準備のお手伝いをしてもらいましょう。

レタスをちざるなど簡単な調理や食事の準備や後片づけの手伝いなどか

ら始め、包丁で切るなどだんだん複雑な詞理の練習をしていき、たくさんほめ

てあげましょう。

子どもの食事づくりやお手伝いは、生活技術を高めるばかりでなく、食材の

違いを通じて食感の違いを覚える良いチャンスです。



②哺乳びんからコップヘステップアップ

哺乳びんをやめて、コップを使えるようにするには
どうすればいいですか?

A離 乳食の中期ごろになり、回びるを閉じてのゴックンができるようになつた

ところで、スプーンでの一口飲みの練習から始めて、量を増やしていきましょ

う。液体も初めは少しとろみがある物 (粒のないポタージュスープや液体ヨ
ーグルトなど)を使つた方が、練習しやすいようです。また、好きな飲み物に

とろみ斉」を使つてとろみをつけるのも良いでしょう。

練習は、小さいスプーンから始めます。液体を入れたスプーンを横向きに

下回びるに当てて、上回びるの先端中央が液体にな、れるようにします。スプ
ーンを傾けて流し込まないように、本人が吸い込むのを待ちます。顔が上向

きになつていると、液体がのどに早く流れて苦しい思いをさせてしまうので、

少しうつ向き気味にしましょう。

スプーンからの吸い込みが続けてできるようになつたら、大きいカレー用ス

プーンで試します。スプーンを横向きに使うこと、流し込まないことは小さい

スプーンと同様です。

連続してごくこく飲めるようになれば、

コップに移行するのは容易です。

使い始めのコップは浅めで、コップの縁が

つぼまつていない形が使いやすいでしょう。



③手づかみ食べ

Q小 さいうちは、手づかみで食べることが大事だと聞きました。
どうしてですか? 汚 すので早くスプーンやフォークで食べ

てほしいし、それまではすべて大人が食べさせようと思つて
いました。

A 自 分で上手に食べるようになるまでには練習期間が必要です。手づかみ食
べを十分させて機能を育てましょう。

最初は軟らかい煮野菜やくだもの等、握れる大きさの物でかみ切りやすい

硬さを用意しましょう。全部を口に入れ込まないように軽く肘をおさえてあげ

るとうまくいきます。ナゲット、から揚げ等しつかり握つて引きちぎるところま

で練習するとかむ力もついてきます。

自分自身の一口量の加減を覚える。

幼児期に食べ物を回の中にいつまでもためていたり、飲み込ますに出し

てしまう、かますに飲み込んでしまうなどは、日の中にたくさん入れすぎる

ためで、自分の日の中で処理できる食べ物の量が身についていない場合が

多い。

手と回の協調動作(ロヘ運んでくる動き)を育て、手指の動きや握りの力カロ

減をコントロールすることを覚える。

手づかみで上手に回へ運べないうちに、スプーンやフォークを便うとうま

くロヘ運べないため顔を食器に近づけて食べる習慣がつき、丸飲みになり

やすい。

日の機能を育てる。

軟らかくて形の大きな食べ物を回びるでとらえて、前歯で一口量をかみ

切り、舌で奥歯へ運んでかみつ181し、舌を上あごに押し上げながら集めて飲

み込む。かんでいるときも、飲み込むときも回びるを閉じていることが大切。

手と日の

協調動作

手指の

機能

●

前から競れる
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④食具の上手な使い方

スプーンやコップは、いつころから使つたらいいのかしら?

コップについて

介助する人が量の調節をしやすいように中味がみえる透明のコップで、日

びるに広く当たるように、回径が広く高さは低い(6～7crn)ものが良いでし

ょう。

Aス トローについて

ストローは、コップでの水分補給がある程度できるようになつてから使用し

ます。スト回一の先端がlcm以 上回の中に入らないようにしましょう。

練習の始めは、短く切つたストローの中に水分を満たして吸いやすい状態で

使い、上手になつてきたら長くしていきます。また、舌でチュチュ吸いのよう

な動きが残つている間は使わないようにしましょう。

Aス プーンについて

回形物の場合は、日びるを閉じて取り込みやす

いように最初はボール部の浅いものを選びましょ

う。機能の向上に合わせてボール部を深くしまし

ょう。

水分の場合は、国形物のスプーンよリボール部

が深いもの選びましょう。スプーンは横に使います。

下口びるに置いて、歯より中に入りすぎないよう

にしましょう。国形物の時より、少しうつ向きかげ

んになるように注意しましょう。

Aフ ォークについて

手を汚されるのが嫌なため手づかみ食べの経験をあまりさせす、早くから

フォークを使うことがよく見かけられます。日の奥に食べ物を入れ込みやす

いため丸飲みになりやすく、また一口量を覚えにくいので、手づかみ食ぺで

の自食ができるようなり、スプーン食べが上手になってから練習するようにし

ましょう。

A お はしについて

フォークが上手に使えるようになつてから、おはしを使います。3歳 ころか

ら練習しましょう。急いで教える必要はありません。



⑤ぶくぶくうがい上達法

Ql ぶ くぶくうがいができるには?

A コ ップが使えるようになつたら、まねをすることから始めてみましょう。

最初はコップに水をくみ、国に含むことからやつてみます。この時、日びる

を閉じていることを確認します。

次に、日に含んだ水を吐き出します。

上手に吐き出せるようになつたら、口に水を含んだ   、
0

まま頬を動かし、ぶく8 くヽしてみます。難しいようなら、

日に水を含ますに頬を膨らませて動かす練習をしてみましょう。

ぶくぶくうがいは、日の中をされいにするだけではなく、

日びるや頬の機能を向上させることにもつながります。

家族の方と一緒に、まねをしながら覚えていくとよいでしょう。

Q2 ぶくぶくうがいのために口に水を含むことができませんが?

(水をすぐ飲み込んでしまいます。)

A鼻 で呼吸ができますか? 鼻 呼吸ができないとぶくぶくうがいは難しいの

で、鼻炎がないか耳鼻科で診てもらいましょう。

鼻に疾患がなく、言葉かけが理解できるようになったら、練習を始めます。

頭を前に下げてコップの水を含ませ、口を閉じて、しばらくうつむいたままで

数を数えて頑張りましょう。

どうしても頭をあげて水を飲んでしまう場合は、前かがみでコップにこぼれ

るほど水を入れ、コップに口をつけたまま、数を数えて頑張りましょう。

どちらも上手にできたら、ほめましょう。

Q3ぶ くぶくと頬や回の動きができませんが?

A上 下の口びるをしっかり閉じ、空気で類を膨らませます。

頬を膨らませたまま回の空気を左右に動かします。

にらめっこのつもりで一緒に遊びながら練習しましょう。

空気うがいが上手にできたら、今度は水を入れて左右に水を動かす練習で

す。水の時も回びるはしつかり閉じましょう。

Q4上 下の回びるがしっかり閉じませんが?

Aま す、日びるを閉じる練習から始めましょう。

水分にトロミをつけ、スプーンでの一口飲みで回びるの開じる力をしつかり

つけましょう。上手になつたら、卜回ミを薄くしていきましょう。

ストローをくわえてコップの水をぶくlSlく吹いたり、回びるでウェ八―スや

焼き海苔を引つ張つて取つたりして遊びの中で楽しみながら覚えましょう。



⑥回腔周囲の過敏と拒否

Ql 過 敏つてな一に?

A週 敏とは、指しゃ731りやおもちゃしゃぶり、おもちゃかみ等による感覚体験

不足が原因となって、体や回の周囲、国の中など、直接皮膚や粘膜に触れた

瞬間に嫌がつたり、泣いたりして、緊張が増強する状態をいいます。

過敏があると、刺激に対して感覚・運動系が適切に反応できないために、機

能の発現やその発達が阻害されるだけでなく、食事訓練や食事介助も十分に

行えません。ざらざらした食物を嫌がつたり、吐き気を誘発するため、食物形

態を進めることが難しくなるなどの影響を及ぼします。

過敏が顔面、国の周囲、国の中などにある場合には、過敏を取り除く「脱感

作(だつかんさ)」が摂食訓練の第一歩になります。
一方、心理的拒否は、過去の不1快な経験や人見知り、長い入院生活で情緒

的に不安定になった場合などに引き起こされます。

直接触れなくても心理的拒否の原因と関連のある手やスプーンが近づい

てきたり、食物が運ばれてきたりするなどの視覚・聴覚的な刺激に対しても拒

否行動をとります。過敏をとる脱感作を行つてもあまり改善されないようで

あれば、心理的拒否の原因を探つてみる必要があります。

Q2過 敏をとるための方法は

A過 敏を取り除いていくには食事時を避け、脱感作訓練をしていきます。

過敏が認められる部位のなかで、もつとも正中(まん中)から離れたところ

から始め、手のひらで優しくしつかり触れ、しばらくじつと触つていると表情が

柔らかくなり力が抜ける瞬間があります。その時に手を離して、大文夫だとい

う経験を繰り返すと過敏が取れていきます。

専門医に相談してみましょう。

Q3食 事時、回を開いてくれません。

A嫌 がってぃる理由を考えましょう。

介助者が食物を回に入れる量が多すぎたリスピードが早すぎるため、国の

中で処理できす、途中で口を開かなくなる場合もあります。

障害児に見られるケースとして、赤ちゃんの時に十分な指しゃぶりの経験

がない場合や顔や口周辺に触れられる感覚体験が少ない場合に過敏が残る

こともあります。「過敏があって、食べられない」のかどうかを調べることが

大切です。

わすかでも過敏があることがわかったら、この過敏を取り除くこと(脱感作)

が摂食副練の第一歩になります。



「上手に食べるために」CD―ROM付

発達を理解した支援
金子芳洋・菊谷武 監 修

20059発 行 医 歯薬出版 定 価31150円

「乳幼児の摂食指導」お母さんの疑間にこたえる
向井美恵 編 著

20009発 行 医 歯案出版 定 価3,150円

「食べる機能をうながす食事」
摂食障害児のための献立、調理、介助
向井美恵 編 著  杉 村さ、ゞき・サ|1崎菜子 ほ か著

19946発 行 医 歯薬出版 定 価2,625円

「障害児者の摂食。鴎下・呼吸リハビリテーション」
その基礎と実践
金子芳洋 監 修  尾 本和彦 編

20059発 行 医 歯薬出版 定 価5,800円

「障害のある児童。生徒の食事指導の手引」食事
指導の充実のために

20037発 行 東 京都教育委員会 定 価 0フ 0円
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