
－ 11 －

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　18 (1) 　11 － 18　2018

耳鼻咽喉科医から見た嚥下障害医療の問題点

土師　知行

県立広島大学保健福祉学部コミュニケーション障害学科

抄　録

　超高齢社会が進んで行く中で，誤嚥性肺炎や嚥下障害が単に医療問題にとどまらず，大きな社会問題となって

いる。しかしながら，このように嚥下障害に焦点が向けられたのは比較的最近のことである。嚥下障害医療は多

職種のチームで行う必要があるが，なおもチームとしては未熟な面が見受けられる。今回は耳鼻咽喉科・頭頸部

外科医である筆者から見た嚥下障害医療の問題点を，1）嚥下障害の診断や客観的評価，2）耳鼻咽喉科医の嚥下

障害医療に対する役割，3）嚥下障害と医療安全，4）経口摂取とリクライニング位，5）喉頭蓋のはたらき，6）

液体のとろみ付けについて，7）嚥下リハビリテーションの現状と課題，8）嚥下障害に対する手術について，9）

risk feeding について，の 9 つの点から論じた。

　嚥下障害の医療はまだまだ歴史が浅く，「嚥下障害医学」と言えるだけの科学的体系も整っていないのが現状

である。耳鼻咽喉科医は嚥下内視鏡検査を始めとして嚥下障害に深く関わる知識や技術を持っており，嚥下医療

チームの一員として今後の「嚥下障害医学」の発展に積極的に関わっていくのが使命だと考える。
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１．はじめに

　わが国は超高齢社会に突入した今日，高齢者の誤嚥

性肺炎が単に医療問題を越えて，大きな社会問題と

なっており，急性期病棟から在宅介護に至るすべての

医療施設で，誤嚥性肺炎やその原因となる嚥下障害へ

の適切な対応がますます重要となってくる。

　嚥下は先行期，口腔準備期，口腔期，咽頭期，食道

期の 5 つの過程に分かれるが，狭義の嚥下とは口腔期，

咽頭期，食道期の 3 つを指し，嚥下障害で最も問題に

なるのは咽頭期（嚥下反射）である。咽頭期は 1 秒以

内の間に多くの筋肉が順序よく収縮して完成するが，

その複雑さゆえにひとたび障害が起こると回復が非常

に難しいのが現状である。

　嚥下障害に対しては多職種によるチーム医療が大切

であることは間違いないが，そもそも十分なチーム構

成がなされていない場合や，多職種であるが故にチー

ム構成員の嚥下障害に対する理解や熱意に少なからず

差が出てくる場合が見受けられる。本稿では耳鼻咽喉

科医である筆者から見た嚥下障害の診断・治療および

支援の問題点について私見を述べる。

２．嚥下障害はどのように診断すべきか

　嚥下障害の検査としていろいろな施設で行われてい

るものには，反復唾液嚥下検査（RSST）＊ 1，改訂水

飲みテスト（MWST）＊ 2，頸部嚥下音聴取法＊ 3，フー

ドテスト＊ 4 などがある。これらの検査は嚥下障害の

スクリーニングテストとされているものであるが，こ

れには大きな問題点がある。

　まず，スクリーニングテストとは一般的には正常例

も含んだ疾患の疑い症例を大まかに選別し，それらに

対してさらに精密な検査を行って疾患の診断に至るも

のであるが，これら嚥下障害に対するスクリーニング

テストとされているものは，嚥下障害がある程度強い

症例を選別することはできるが，軽度の嚥下障害例を

選別することができないという意味で，真のスクリー

ニングテストとは言えないことを念頭に置いていなけ

ればならない（図１）。実際，これらの検査の評価基

準を見てみると，検査陽性であれば嚥下障害の可能性

が高いが，陽性でないからと言って正常であるとは限

らないとされている。しかし臨床現場ではこれらのテ

ストが陽性でなければ経口摂取可能であると解釈して

いるところも多いように見受けられる。現に，インター

ネット上でも，これらのスクリーニング検査の結果か

ら，経口摂取の可否のみならず，摂取可能な食材の種

類まで決めるようなフローチャートまで見られる。ス

クリーニングテストの意味を誤ると，医療施設で誤嚥

性肺炎を助長することになりかねない。

　現在のところ，客観的で正確な嚥下障害の診断，と

くに誤嚥しているかどうかの判断には嚥下内視鏡検

査（VE）あるいは嚥下造影検査（VF）が必要であり，

厳密に言えば，スクリーニングテストの結果は考慮し

つつも，嚥下障害が疑われる症例のすべてに VE ある

いは VF を行って正確に嚥下障害を診断し，その上で

リハビリテーションなどの治療を進めていくべきであ

る。

３．耳鼻咽喉科医の役割

　VE と VF は嚥下障害の診断に欠かすことのできな

い検査であるが，VF の場合は X 線被曝を伴い特定の

場所に被検査者を連れてこなければいけないなど，安

全性や機動性の面から考えれば，まず VE を行い，そ

の上で必要なら VF を行うことが望ましい。

　それでは，VE とはどんな検査であろうか。VE はビ

デオ内視鏡検査（videoendoscopy）の略で，嚥下内視

鏡検査は正確には VESS（videoendoscopic swallowing 
study）などといわれている。この検査は鼻・咽喉頭

観察用の内径 3mm 程度の軟性内視鏡を鼻腔から挿入

して行い，観察した所見を動画に記録するものであり，

耳鼻咽喉科医が日常診療で行っている咽喉頭内視鏡検

査という，喉頭癌や声帯麻痺など咽喉頭の病変を診断

する検査と使用機器や手技あるいは観察する部位は全

く同じである（図 2）。したがって，VE に最も習熟し

た医師は耳鼻咽喉科医であり，さらにいえば耳鼻咽喉

科医として基本的な手技であるため，一般の耳鼻咽喉

科医でも喉頭や嚥下を専門にしている耳鼻咽喉科医と

技量にあまり差はない。図 3 に喉頭電子内視鏡で観察

した右声帯麻痺例の所見を示す。

　西山は，嚥下医療チームに耳鼻咽喉科医が必要な理

由を挙げている 1）。それによれば，前述のように 1）

咽喉頭内視鏡に習熟している。正常例を数多く診察し

ており，異常にすぐ気付くだけでなく，悪性腫瘍や声

帯麻痺などの除外診断ができるということの他に，2）

鼻・咽喉頭，頸部領域の解剖学，生理学的知識が豊富

図 1　嚥下障害スクリーニングの問題点
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である。3）気管切開や気管カニューレの管理に習熟

している。4）鼻閉の原因となる鼻疾患の治療ができ

る。5）炎症性疾患や悪性腫瘍の治療に携わっており，

肺炎の治療や栄養管理を含めた全身管理ができる。6）

嚥下障害に対する外科的手術を行うことができる。7）

鼻咽腔閉鎖不全の診断ができる。など耳鼻咽喉科医は

嚥下障害と深く関わった領域の専門医であることを強

調している。

　耳鼻咽喉科医側の問題点としては，嚥下障害の正確

な診断が医療的，社会的にも重要であり，それは耳鼻

咽喉科医が行うべきものであるという認識が一般の耳

鼻咽喉科医に浸透してきたのは残念ながら最近のこと

であり，耳鼻咽喉科医からの嚥下医療チームへの積極

的関与が不十分であることに尽きる。もし所属する嚥

下医療チームに耳鼻咽喉科医が関与していなければ，

近くにいる耳鼻咽喉科医をチームに取り込むようにし

ていただきたい。

４．医療安全の観点から

　最近，医療施設で起こった窒息や重症誤嚥性肺炎に

対して，医療側の責任を問う訴訟例が散見される。前

述した嚥下障害のスクリーニングテストは一般に言語

聴覚士を中心とした，医師以外の職種で行われること

が多い。嚥下障害という疾患名の診断は法的には医師

が行うことになっているが，実際には嚥下障害患者の

主治医は嚥下障害について専門的な知識がない一般の

内科や外科医であることが多く，誰が何を根拠に嚥下

障害と診断したか曖昧な場合が多い。言語聴覚士など

の医療職がはっきりした医師の承認を得ないまま，実

質的にスクリーニングテストの結果だけで嚥下障害と

診断し，直接経口嚥下訓練や経口摂取の指示などの行

為を行ったとすれば，厳密には医師法違反となる可能

性がある。言語聴覚士を始めとする，嚥下に関わる医

療職の方々は主治医などの医師と緊密な連携を取り，

責任をはっきりさせた上で医療行為を行うべきであ

る。

　医療安全の観点から是非とも必要なのは，経口摂取

を指示したり，食事形態をアップしたりする場合の客

図 2　咽喉頭内視鏡検査および嚥下内視鏡検査
座位での内視鏡挿入時の姿勢を示す。仰臥位や側臥位
でも検査は可能。

図 3　喉頭内視鏡での咽喉頭所見
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観的な根拠である。前述のようにスクリーニングテス

トでは不十分であり，このためには経口摂取開始前や

食事形態の変更前に必ず VE あるいは VF を行い，経

口摂取や食事形態の変更を行う客観的所見を動画とし

て保存しておくことが重要である。とくに VE では，

経口摂取させようとする形態の食物を試験的に少量摂

取させて，嚥下可能かどうか，誤嚥を生じるかどうか

などを比較的簡単に，直接目で見て確かめることがで

きるので（内視鏡下フードテスト），嚥下チームの構

成員や主治医，さらには嚥下障害患者およびその家族

にとっても，嚥下障害の程度や摂取可能な食事形態に

ついての認識を共有できるという大きな利点がある。

この意味からも耳鼻咽喉科医が嚥下医療チームに関わ

ることが重要である。

　嚥下障害例では嚥下は常に一定に行われているわ

けではなく，うまく行く時（best swallow）やうまく

行かない時（worst swallow）がある。VE や VF でも

すべての嚥下について評価できるわけではないので，

VE や VF で経口摂取可能と判断してもやはり誤嚥が

起こり，誤嚥性肺炎を生じることもあり得る。これは

現在の医療水準では避けることのできないことであ

り，嚥下リハビリテーションのリスクと言える。経口

摂取など嚥下リハビリテーションを進めるなら，むし

ろこのことをしっかり説明し，インフォームド・コン

セントを得ることが大切だと思うが，実際に行ってい

る医療施設は今のところごく少数である。

５．リクライニング位について

　医療職の中に，嚥下障害ではどのような症例でも，

背中を倒したリクライニング位にすれば経口摂取がで

きると誤解されている風潮がある。そしてその理由が，

「気管の方が食道より前にあり，身体を寝かせること

によって，気管が上で食道が下になり，重力により食

物が咽頭後壁を伝わってそのまま食道に入るので，誤

嚥しにくい」ためとされている。これは，嚥下の動態

を説明するのに，頸部の側面から見た図を用いて行わ

れてきたことが理由の一つではないかと思われる（図

4）。現に健常人では，リクライニング位よりも座位の

方が嚥下しやすいし，四つ足歩行の動物を考えてみれ

ば，前傾していて気管の方が食道より下にあるにもか

かわらず，誤嚥なく食物を摂取している。

　山口らは，嚥下障害患者に VF を行い，喉頭挙上遅

延時間（LEDT）を調べた結果，リクライニング位は

口腔期の食塊（そしゃくされて嚥下できるような状態

になった食物の塊）の送り込みが障害されている例に

は有効であるが，咽頭期嚥下（嚥下反射）の惹起不全

がある場合はさらに誤嚥のリスクが増えること，体位

とともに食材の物性の考慮が必要であることを報告し

ている 2）。嚥下障害の原因や程度を考慮しないまま，

嚥下障害＝リクライニング位による食事摂取と短絡的

に考えるのは危険である。

６．喉頭蓋のはたらき

　喉頭蓋のはたらきは，その名前ゆえに「嚥下の際は

喉頭蓋が喉頭を蓋するようにして塞ぎ，誤嚥を防ぐ。

そのため喉頭蓋が誤嚥防止機構として最も重要であ

る。」と誤解されていることが多い。このような誤解

は，一般的に頸部側面から描かれた咽頭期嚥下の説明

図などから引き起こされているのではないかと思われ

る（図 5）。日常診療で何度も観察し，手術の際には触っ

たり，場合によっては切除したりすることもある耳鼻

咽喉科医なら誰でも，喉頭蓋の形状や硬さから，その

ような考えは誤っていると即座に答えるであろう。

　口腔から咽頭に流れ込んだ食塊は咽頭後壁を伝わっ

て食道入口部に至るのではなく，食塊は舌根部から喉

頭蓋を回り込むようにして，披裂喉頭蓋ヒダの側方か

図 4　リクライニング位が誤嚥しにくいという一般的な説明
a（座位）に比べ　b（リクライニング位）の方が，食道が気管の下に
来るので誤嚥しにくいと説明されている。

a b
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ら食道入口部に至る。この経路を lateral food channel 
といい，この経路がうまくできることが嚥下に重要

である。喉頭蓋の構造から，喉頭の前上方から流れ

込んでくる食塊を block し，船の舳先のように左右の 
lateral food channel に流し込むことがそのはたらきと

考えられる（図 6）。喉頭蓋は側方や後方では喉頭に

密着しているとは言えず，食塊や液体が喉頭蓋を越え

て側方や後方に直接向かうと，その隙間から喉頭内腔

に侵入し，誤嚥を生じる。

　喉頭蓋には披裂喉頭蓋筋が付着しているものの，嚥

下時の喉頭蓋の倒れ込みは主に喉頭前上方への挙上と

舌根部の後方移動とで受動的に起こる。VF の所見と

して，喉頭蓋の倒れ込みの程度（角度）が重要と記載

されている論文や書籍があるが，これはあくまでも喉

頭挙上の程度を間接的に示すもので，可能であれば直

接喉頭挙上の状態を評価する方が理にかなっている。

　喉頭癌の中には喉頭蓋に発生するものもあり，治療

のために喉頭蓋を切除することもある。この場合でも

喉頭挙上術などにより喉頭挙上を確保してやれば，誤

嚥することなく食事を摂ることができる症例も少なく

ない。

　前述したリクライニング位で頸部を伸展したまま

食事を与えると，食塊は lateral food channel を通らず，

喉頭蓋を乗り越えて直接披裂部の方に向かうため，喉

頭蓋側方や後方から食塊が喉頭内に侵入し，誤嚥を生

じかねない。リクライニング位では適度の頸部前屈な

ど頸部の位置を適正に保つことが重要である。

７．液体のとろみ付けについて

　とろみ剤は水やお茶の粘度を高めることができ，口

腔から咽頭に液体が流れ込む時間を延長することがで

きる。とろみ付けは食塊の口腔保持が悪い例や嚥下反

射惹起遅延例に有効であるが，とろみ濃度を上げすぎ

ると咽頭収縮が悪い症例や食道入口部の開大不全があ

る例では，逆に咽頭に付着して残ってしまったり，場

合によっては気管に入ったものが詰まって窒息したり

する可能性もあり，嚥下障害が高度であればあるほど

とろみの濃度を上げればよいという考えは誤りであ

る。とろみ濃度が適正であるかどうかも VE で確認す

ることが望ましい。

８．嚥下リハビリテーションの現状と課題

　嚥下障害リハビリテーションの究極の目標は，障害

された嚥下機能を正常に戻すことであるが，嚥下障害

の原因には脳血管障害や神経筋疾患，廃用性萎縮，種々

の原因による全身状態の悪化など多岐にわたってお

り，それぞれが治療に長い時間を要す，あるいはそも

そも根治不可能な疾患であったりする。嚥下機能が一

旦障害されれば容易に回復するものではなく，嚥下リ

ハビリテーションは脳血管障害による四肢麻痺などの

リハビリテーション以上に難しいと言っても過言では

図 5　一般的な咽頭期の説明図
食塊が喉頭蓋の上を通り過ぎて，正中から食道入口部
に入るイメージを持ってしまう。

図 6　咽頭期の食塊の通り道（lateral food channel)

lateral food channel
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ない。したがって，とくに急性期の嚥下リハビリテー

ションは，嚥下障害の評価，誤嚥性肺炎の予防，およ

び栄養管理に重点が置かれ，病状の回復状況に応じて

経口摂取の可否，経口摂取が可能であればどのような

食形態のものまで安全に食べられるかを見極めること

が主体となっている。嚥下障害症例を担当する主治医

や患者自身あるいはその家族の方の中には嚥下リハビ

リテーションに対する期待度が高すぎて，すぐに経口

摂取ができるものと考えておられ，リハビリテーショ

ンを担当する言語聴覚士などの医療職と良好な信頼関

係を保つことができない事例も見受けられる。嚥下リ

ハビリテーションの難しさをチーム内で共有し，患者

や家族の方にも十分理解してもらいながら進めていく

必要がある。

　一方，回復期ではいろいろなリハビリテーション手

技が試されているが，嚥下障害にも嚥下中枢の障害が

主なもの，それより末梢の神経や筋病変が主体のもの，

低栄養や全身状態の悪化によるものなど様々な原因が

あるにもかかわらず，画一的なリハビリテーション治

療しか行われていない施設も少なくないように見受け

られる。またリハビリテーションに有効とされている

手技自体もエビデンスのないものが多く，これらの手

技が本当に有効であるかどうかの検証には経験主義的

なアプローチではなく，より科学的なアプローチによ

る研究が必要となってくる。

９．嚥下障害に対する手術について

　嚥下障害に対する手術は耳鼻咽喉科医が行うが，そ

のような手術があること自体が嚥下障害に関わる他の

職種に十分には知られていないのが現状である。手術

には大きく分けて嚥下機能改善術と誤嚥防止手術があ

る 3）。前者は喉頭機能（発声や呼吸）を残しつつ，嚥

下機能を増強する手術法であり，後者は喉頭機能を犠

牲にし，気道と食物の通り道を分離，遮断して，解剖

学的に誤嚥を起こらないようにする方法である。嚥下

機能改善手術の代表的なものは，輪状咽頭筋切断術と

喉頭挙上術である。誤嚥防止手術では発声機能を犠牲

にし，呼吸に関しては永久気管孔を造設しなければな

らないが，解剖学的にも食塊や唾液の気管支，肺への

流入は完全になくなるため，誤嚥性肺炎を生じること

はなくなる。これには喉頭気管分離（気管食道吻合）

手術や種々の喉頭閉鎖術がある。また通常は喉頭癌に

行われる喉頭全摘術は，ある意味究極の誤嚥防止術で

もある。手術の詳細は他書に譲るが，各手術法の特徴

をよく理解した上で適応を選べば，患者本人に限らず，

介護者にとっても生活の質（QOL）や負担の軽減につ

ながる。

　適応については，とくに発声機能を喪失する誤嚥

防止手術で問題になる。嚥下障害診療ガイドライン

2012 年度版 4）での適応を表 1 に示す。

　最近，成人肺炎診療ガイドライン 2017 が発表され，

易反復性の誤嚥性肺炎のリスクがある症例では「個人

の意思や QOL を考慮した治療・ケア」を行うという

選択肢が示された。この判断は 1 人の医師が行うので

はなく，チームとしての合意の上行うべきとなってお

り，これらの中には誤嚥防止手術によって QOL 改善

などの恩恵を受けられる症例も少なくないと考えられ

る。

10．risk feeding について

　近年，嚥下障害症例で認知障害を伴う例や終末期で

積極的な医療介入を望まない例の増加などで，本来は

経口摂取で誤嚥性肺炎を生じる危険が高いにもかかわ

らず，胃瘻や経鼻経管栄養などの処置が難しく，経口

摂取を続けざるを得ない症例に悩むことがある。最近

欧米では，このような例を「risk feeding」として，嚥

下障害が改善の見込みがないという診断，risk feeding
を選択する正当な理由，インフィームド・コンセント

などしっかりしたガイドラインを作成した上で対処

する方向に進んでいる。成人肺炎診療ガイドライン

2017 にも示されたように，わが国でもこのような観

点からの嚥下障害に対するアプローチの指針を早急に

整備することが必要であると考えられる。

11．おわりに

　嚥下障害にどのように対処していくかが重要である

ということが広く認識されるようになったのは比較的

最近のことである。それゆえに「嚥下障害医学」とい

う分野は，まだまだ十分な科学的体系を持っていず，

経験を積み上げただけで，エビデンスを伴わない部分

も数多くある。嚥下医療は多職種の有機的なチーム

表 1　誤嚥防止手術の適応

: 2012 4)
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ワークが重要だが，その中で耳鼻咽喉科医は嚥下内視

鏡検査を始めとして嚥下障害に深く関わる知識や技術

を持っており，今後の「嚥下障害医学」の発展に積極

的に関わっていくのが使命だと考える。

＊ 1　反復唾液嚥下検査（RSST）：口腔を湿らせた後

に唾液嚥下（空嚥下）を 30 秒間繰り返す。嚥下の有

無は指をのどに当てて判定する。嚥下が 2 回以下だと

異常と判定。

＊ 2　改訂水飲みテスト（MWST）：冷水 3ml を嚥下

させて，嚥下の状態，呼吸変化やむせの有無などから

嚥下機能を判定するテスト

＊ 3　フードテスト：プリンなどを嚥下させて嚥下の

状態，呼吸変化やむせの有無などから嚥下機能を判定

するテスト

＊ 4　頸部嚥下音聴取法：頸部に聴診器を当てて，嚥

下音の変化や嚥下前後での呼吸音の変化で誤嚥の有無

などを推測する。

詳細は成書を参照のこと。
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Problems related to medical science and health care of 
dysphagia from the viewpoint of an otolaryngologist
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Abstract

As Japan is currently an aging society facing a future as a super-aging society, aspiration pneumonia and its cause, 
dysphagia, is considered to be a large social problem rather than a simple medical problem. However, it has been only a few 
decades since dysphagia has begun to be focused on in the fi eld of medical science and health care. So, the current state of 
the multi-disciplinary medical and health care teams for dysphagia seem to be inadequate.
In this article, the author discusses the problems related to the medical and health care of dysphagia described below from the 
viewpoint of an otolaryngologist, including: 1) how a diagnosis or objective evaluation of dysphagia should be made, 2) the 
otolaryngologist’s role regarding dysphagia care/treatment, 3) dysphagia and medical safety, 4) patient’s reclining position 
and oral ingestion, 5) the role of the epiglottis during swallowing, 6) thickening agents, 7) present situation of rehabilitation 
of dysphagia and problems to be solved, 8) surgery for dysphagia, and 9) risk feeding.
It is the author’s opinion as an otolaryngologist that otolaryngologists should take an active part in the multi-disciplinary 
medical and health care team for dysphagia because otolaryngologists have the best knowledge and techniques regarding 
swallowing disorders on the medical team.

Key words: dysphagia, multi-disciplinary approach, otolaryngologist, video-endoscopic swallowing study, medical safety


