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【１．はじめに】 

超高齢化社会を迎え、地域包括ケアシステムによる多職種連携が進められる中で、食と

いう問題は非常に大きなウエイトを占めます。 

我々歯科医師の専門分野である口腔が重要な位置を占めている摂食・嚥下について、高

度な知識と手技を持ち、積極的に関与していくことが、増患・増収につながっていくと考

えています。 

 

 

 

この資料は・・・ 

 

泉区歯科医師会会員の先生方に、嚥下障害に対する内視鏡下嚥下機能検査の依頼があっ

た際に、最低限の知識を得ていただく参考資料としてご活用ください。 

 

 

使用する場合は・・・ 

 

１．実際の検査・診療の流れ（プロトコール）やカルテ記載例をインプット 

２．その後、関連項目の詳細解説をお読み頂き、知識を深めましょう 

 

ご参加いただく全ての会員が、内視鏡下嚥下機能検査を行うことができる在宅歯科医療

協力医となりますよう祈願いたします。  
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泉区歯科医師会(以後当会)での内視鏡下嚥下機能検査等検査・診療のプロトコールを以下

に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

再内視鏡下嚥下機能検査 

内視鏡下嚥下機能検査の依頼 

現状の把握等 

全身状態の把握 

口腔内診査 

内視鏡下嚥下機能検査 

摂食機能療法 

経過観察もしくは中止 

＜カルテ記載例＞ 

 

スクリーニングテスト 

＜再評価とその後の方針判断＞ 

摂食機能療法を３～６か月施行後に 

嚥下機能の再評価を行い、摂食機能療法

の必要性について判断する。 

・改善が見込あり：継続 

・嚥下機能回復：終了、経過観察 

・改善が見込なし：中止、胃ろう等検討 

３～６か月 

 

＜内視鏡下嚥下機能検査解説＞ 

準備  

検査  

兵頭スコア（評価）

＜解説動画あり＞   

準備・機器消毒・検査実演 

＜摂食機能療法解説＞  

各機能療法 



在宅歯科医療協力医 

『嚥下障害に対する内視鏡下嚥下機能検査関連資料』 

泉区歯科医師会 地域医療委員会 

 ６

当会プロトコールは、以下に示す藤田保健衛生大学病院の嚥下チームによるプロトコー

ルを準用している。藤田保健衛生大学病院では、脳神経系ユニットのなかに脳梗塞治療に

特化した SCU（stroke care unit）６床を有しており、脳卒中急性期の嚥下障害に対し

て、医師や認定看護師等で構成された嚥下チームによるチームアプローチを行っている。 

 

※各スクリーニングテストからの分岐に記されている「１・２・３・４・５」は、各スクリーニングテストの評価スコアを示している 

このプロトコール自体は、どの嚥下調整食（  P６４ 嚥下調整食分類２０１３［日

本摂食・嚥下リハビリテーション学会］）を使用するかを決定するためのものである。 

しかしながら、このプロトコールは嚥下障害が疑われる患者に対して、「とろみ水によ

るテスト」→「改定水飲みテスト（MWST）」→「食物テスト（FT）」→「３０ｃｃ水飲み

テスト」という順に、患者への侵襲の少ないスクリーニングテストから順次実施するよう

になっている。その手順により、嚥下機能の評価ならびに嚥下調整食の選択を内視鏡下嚥

下機能検査を行う前の段階で行っている。よって、摂食・嚥下障害を訴える患者に対して

の初期アプローチとしては極めて基本的なものであり、また非常に有効であると考えられ

る。 

 

そのために、当会ではこのプロトコールを嚥下機能障害の程度を診断していくために準

用することとする。さらに、患者への侵襲度や簡便性を考慮し、内視鏡下嚥下機能検査を

実施する前のスクリーニングテストとしは、EAT-10（  P12）による質問紙検査と RSST

（  P13）の２項目を選択することとする。 

 
JCS 
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前述のプロトコールを準用していくにあたり、基本的な知識として理解しておく必要が

あるのが、プロトコール右上に記載されている「JCS（Japan Coma Scale）」である。こ

れは、意識レベルのことであり、以下の表のようになっている。 

覚醒の程度 分類 刺激に対する反応 

【０】 清明 意識清明 

【Ⅰ桁】 

刺激しないでも 

覚醒している状態 

１ だいたい意識清明だが、今ひとつはっきりしない 

２ 

見当識障害がある 

（現在の時刻や場所、周囲の人を正しく認識でき

ない） 

３ 自分の名前、生年月日がいえない 

【Ⅱ桁】 

刺激すると覚醒する 

状態（刺激をやめる 

と眠り込む） 

１０ 普通の呼びかけで容易に開眼する 

２０ 
大きな声または身体をゆさぶることにより開眼す

る 

３０ 

痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと、かろ

うじて 

開眼する 

【Ⅲ桁】 

刺激をしても覚醒し 

ない状態 

１００ 痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする 

２００ 痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめる 

３００ 痛み刺激に反応しない 

つまり、そもそも患者が「呼びかけ」に反応出来る状態でなければ、内視鏡下嚥下機能

検査を含む嚥下機能検査や摂食機能療法の対象とはならない。 

 

また、※各スクリーニングテストを行った後に、次の段階への分岐の条件を示している

「１・２・３・４・５」は、各スクリーニングテストにおける評価スコアである。各スク

リーニングテストの方法や評価スコアについては、【３．内視鏡下嚥下機能検査前のスク

リーニング】（  P11～）を参照すること。 

※RSST の次に行う「１～２％とろみ水４ｃｃ」のスコアは、「改定水飲みテスト」の

スコアを準用する。 

とろみの程度については、【１２.食形態の選択】（  P６５）を参照すること。 

 

前述のこのプロトコールは、同じ藤田保健衛生大学のチームを中心として執筆・発表さ

れた「Videofluorography(VF)を用いない摂食・嚥下障害評価フローチャート（日摂食嚥

下リハ会誌 6（2）：82－92，2002）」から、さらに研究・発展して作られたと考えられ

る。 

この研究では「感度・特異度・陰性反応的中度・一致率が極めて高く、VF を持たない

施設において、直接訓練開始可能レベルの判定に有用であると考えられた」と結論付けら

れている。 

この研究で提唱されたフローチャートは、次ページに示しておく。 
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このフローチャートでは、患者の中でも「1．意識障害（JCS２桁、３桁）」「2．誤嚥

性肺炎を繰り返し唾液も嚥下できず、呼吸状態が不良なもの」「3．発熱して全身状態が

不良なもの」「4．カニューレを用いた気管切開を有するもの」は、除外するとされてい

る。 

 

内視鏡下嚥下機能検査の実施を検討するにあたり、「誤嚥の有無を調べる検査ではな

く、誤嚥の原因を調べる検査である。まずは、このことを肝に銘じておかなければならな

い。 

また、しっかり手技をマスターしてから行うべき検査であり、初心者がいきなり行うも

のではない。検査を行うにあたっては、経験者の指導を受けて十分安全性に配慮し、患者

に出来るだけ侵襲を与えないようにしなければならない。３０症例以上指導を受けながら

経験することが必要だろうと、提唱されている。（嚥下内視鏡検査の標準的基準：日摂食

嚥下リハ会誌 11 (3) 389-407 2007 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委

員会） 

※https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/endoscope.pdf 

 

そして、注意すべきことは、鼻腔・咽頭領域における器質的疾患（特に悪性腫瘍など）

を見逃さないことである。内視鏡下嚥下機能検査は、あくまで嚥下機能をみる検査ではあ

るが、器質的疾患が疑えるときには、速やかに耳鼻咽喉科や頭頸部外科などの専門医に依

頼・紹介を行わなければならない。また、器質的疾患や異常が認められ、その疾患や異常

が嚥下機能にどのような悪影響を与え、どのように対処するべきかを考える必要がある。

嚥下障害を起こす疾患については、【８．嚥下機能障害の原因】（  P３３）に詳細に

記されている。 
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【２．検査の目的・適応と対象】  

 

＜検査の目的＞ 

(1)咽頭期の機能的異常の診断 

(2)器質的異常の評価（疑わしい場合は耳鼻咽喉科や頭頸部外科などの専門医を受診） 

(3)代償的方法，リハビリテーション手技の効果確認 

(4)患者・家族・メディカルスタッフへの教育指導など 

 

＜適応対象＞ 

  以下のような症状を認めることにより、検査の適応対象になると考える 

(1)摂食時及び水分補給時にむせや咳込みがある 

 (2)食事に時間がかかる 

 (3)摂食量が減少するならびに体重の減少が認められる 

 (4)飲食物の嗜好が変化する 

 (5)食べこぼしが多くなる 

 (6)飲食時に、ノドに引っかかる感覚がある 

 

患者本人や介護者、その他関係者等から、内視鏡下嚥下機能検査の依頼を受けた際

に、すぐに内視鏡下嚥下機能検査を行うべきではない。 

まずは、一般的診察（医療面接）やスクリーニングテストを行い、内視鏡下嚥下機

能検査が必要であるか否かを慎重に検討することが重要である。スクリーニングテス

トについては、【３．内視鏡下嚥下機能検査前のスクリーニング】（  P11〜）で詳

細に記す。 

 

医療面接やスクリーニングテストの結果から、誤嚥を起こしていることが明らかで

あり、また誤嚥を起こしている原因を調べる必要を認める場合にのみ、精密検査とし

ての「嚥下造影検査（VF）」や「内視鏡下嚥下機能検査（VE）」を実施することとな

る。 

  

精密検査である「ＶＦ」および「ＶＥ」には、患者の嚥下の状態そのものを確認す

ることが出来る検査であるが、それぞれに違う特徴を持っている。 

 

例えば、「VF」は食塊の動態を確認することには優れているというメリットがある

が、ベッドサイドでは行えず、また被爆するというデメリットがある。これに対し

て、「VE」はベッドサイドで行えるというメリットがあるが、食塊の動態を確認しづ

らいというデメリットがある。 
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当然のことながら、それら以外にもメリットおよびデメリットがある。どちらの検

査を選択するかということは、それぞれの特徴を熟知して、慎重に検討・選択を行わ

なければならない。 

「VF」「VE」の、それぞれの特徴をまとめておく。熟知して、適切な検査を選択し

なければならない。 

 

● VF(videofluoroscopic examination of swallowing)：嚥下造影検査には被曝があるた

めに、透視室があり、また放射線技師が常駐している等を満たす総合病院のような「限

られた場所」でしか行うことが出来ず、造影剤入りの「検査食」を使用しなければなら

ないという制約がある。 

 

●VE(videoendoscopic evaluation of swallowing)：内視鏡下嚥下機能検査では「いつで

もどこでも（ベッドサイドや在宅）できる」という点に加えて、「一般の食品を用いて

評価できる」 という大きな利点がある。しかし、内視鏡下嚥下機能検査には、粘膜の

状態や分泌物、食品残留の評価に優れてはいるが、観察できる場所が咽頭・喉頭に限定

されるという欠点がある。 

 

 

  VE VF 

食塊の動態 

咀嚼や食塊形成 × ◎ 

奥舌への移送 △ ◎ 

喉頭残留 ◎ 〇 

誤嚥 △ ◎ 

生体の動態 

鼻咽腔閉鎖機能 〇 △ 

喉頭挙上 × ◎ 

声門閉鎖 ◎ × 

喉頭蓋閉鎖 × 〇 

実用性 

被爆 なし あり 

患者の苦痛 △ △ 

ベッドサイドでの評

価 
◎ × 

(VE と VF の比較表) 
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【３．内視鏡下嚥下機能検査前のスクリーニング】 

 

当会訪問診療予診票でも嚥下に関する質問をしているが、内視鏡下嚥下機能検査前に

行う質問紙による問診、実際に嚥下を伴う直接検査、嚥下を伴わない間接検査等のスク

リーニングテストの中で、主なものを記していく。 

  

当会は、（２）EAT-10 による質問紙および（４）RSST(反復唾液飲みテスト)を、ス

クリーニングテストとして採用した。これは、患者への侵襲度や簡便性を考慮した結果

である（  P５）。 

 

（１）泉区歯科医師会訪問診療予診票内の嚥下に関する項目 

 
 

（２）EAT-10（㊮巻末資料 P６８） 

 

   ①１０項目の質問で構成されており、それぞれ５段階で回答する 

   ②３点以上の場合、摂食嚥下機能に問題を認める可能性が高い 

 

 

 

 

質問紙を一部抜粋 
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 １２

（３）聖隷式嚥下質問紙（㊮巻末資料 P６９） 

１５項目あり A:重い症状、B:軽い症状、C:症状なしの３項目の選択式回答になって 

いる。 

各項目には、次のような意味がある。 

１．は肺炎の既往歴 

２．は栄養状態 

３．から ７．までは咽頭機能 

８．から１１．までは顎口腔機能 

１２．から１４．までは食道機能 

１５．は声門防御機構 

 

重い症状の回答である A:が１つ以上あれば、統計上摂食・嚥下障害を疑うことがで 

きる。口腔機能低下症では重い症状の回答が３つ以上となる。 

 

（４）RSST(反復唾液飲みテスト) 
  

唾液嚥下の回数 ３０秒間に 
２回未満 異常 

３回以上 正常 

 

①甲状軟骨（喉頭隆起）を蝕知し、３０秒間に唾液を何回嚥下できるかで評価する 

②３回／３０秒未満では、異常とされる 

 

 

 

 

参考：新宿ごっくんプロジェクト 摂食嚥下連携支援ツール ツール② 摂食嚥下観察評

価表 記載マニュアル Ver.1 平成 29 年 3 月発行 

編集・発行／新宿区健康部健康づくり課 

 

人差し指で舌骨、中指で甲状軟骨を触知 
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 １３

（５）頸部聴診 

  ①強い咳を複数回実施し、口腔・咽頭内の貯留物を喀出させる 

  ②貯留物が排除されたら、声帯振動を伴わない呼気を出させる 

  ③貯留物が排除された状態の呼気音を確認する 

  ④３ｍｌ程度の水分を、口腔内で保持させたあとで、いつもと同じように飲むよう指 

示する 

  ⑤嚥下時の嚥下音を聴取する 

  ⑥呼気音を聴取する 

 
  ⑦嚥下音は、呼吸音が一旦停止された後、力強い嚥下音１回、引き続いて澄んだ呼吸 

音がするのが正常 

  ⑧嚥下音が長い、弱い、複数回の嚥下では、送り込み障害・咽頭収縮の減弱・喉頭挙 

上が不十分であることが示されている。 

  ⑨嚥下音が、泡立ち音・むせに伴う喀出音であれば、誤嚥の疑いがある 

  ⑩嚥下直後の呼気音に、湿性音・うがい音、液体の振動音があれば、誤嚥または咽頭

残留の疑いがある 

 

（６）改定水飲みテスト 

①冷水３ｍｌを口腔底に注ぎ、嚥下してもらう 

②嚥下後、反復嚥下を２回行わせる 

③以下の評価基準となる 

１：嚥下なし、むせる、呼吸切迫 

２：嚥下あり、呼吸切迫 

３：嚥下あり、むせる、湿性夏声 

４：嚥下あり、呼吸良好、むせない 

５：４に加え、追加嚥下運動が３０秒以内に２回可能 

     評価基準が４点以上なら、最大２施行繰り返し、最も悪い点を評点とする。 
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（７）食物テスト（Food Test） 

  ①茶さじ１杯のプリンを、舌背前部に置き食させる 

  ②嚥下後、反復嚥下を２回行わせる 

  ③以下の評価基準となる 

    １：嚥下なし、むせる、呼吸切迫 

２：嚥下あり、呼吸切迫 

３：嚥下あり、むせる、湿性夏声、口腔内残留中等度 

４：嚥下あり、呼吸良好、むせない 

５：４に加え、追加嚥下運動が３０秒以内に２回可能 

評価基準が４点以上なら、最大２施行繰り返し、最も悪い点を評点とする。 

 

（８）咳テスト 

気道の防御反応を反映しており、不顕性誤嚥のスクリーニング法である。また、上記 

の各テストを行う際や、誤嚥した際における喀出力を確認することも出来る。 

①１％濃度のクエン酸生理食塩水溶液を使用する 

  ②ネブライザーより噴霧し、鼻栓をした患者に口から呼吸をさせる 

  ③吸入時間は１分間とし、咳が５回出現にて、咳ありと判定 

    ※喘息の既往のある患者には行わない 

 

（９）水飲みテスト（３０ｃｃ水飲みテスト） 

３０ｃｃの水をコップで嚥下させて、下記の５段階で評価 

   １：１回でむせることなく飲める。 

   ２：２回以上に分けるが、むせることなく飲むことができる。 

   ３：１回で飲むことができるが、むせることがある。 

   ４：２回以上に分けて飲むにもかかわらず、むせることがある。 

   ５：むせることがしばしばで、全量飲むことが困難である 
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 １５

【４．口腔機能精密検査（口腔機能低下症）】 

 

内視鏡下嚥下機能検査を希望する患者の大多数は、「口腔機能低下症」であることが

容易に想像できる。よって、「口腔機能低下症」の検査・診断も行い、口腔機能管理料

の算定する事により増点が可能※となる。 

 

※「口腔機能管理料（口機能：100 点）」点数算定に関しては注意が必要 

歯管と特疾を算定している場合「口腔機能管理料（口機能：100 点）」を算定するこ

とが可能になる 

 

 

外来で内視鏡下嚥下機能検査を行い、口腔機能管理料を算定したケースのカルテ記載

例（㊮巻末資料 P７４）を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１：口腔内衛生状態不良 

２：口腔乾燥 

３：咬合力低下 

４：舌口唇運動機能低下 

５：舌圧低下 

６：咀嚼機能低下 

７：問診（EAT-10、聖隷

７検査項目の内、３項目以上当てはまり、かつ、 

３、５、６のいずれか１つが当てはまれば、 

「口腔機能低下症」の診断下に 

※赤字の検査項目は、 

保険請求が可能となる検査項目 

「口腔機能管理料（口機能：100 点）」を、 

月 1回算定することができる。 

３：咬合力低下（咬合圧検査） 

                 → ３・６の検査項目は算定には施設基準必要 

６：咀嚼機能低下（咀嚼能力検査） 
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 １６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「口腔機能低下症」と診断された場合、「歯科疾患管理料（歯管：100 点）」もしく

は「歯科特定疾患管理料（特疾管：170 点）」を算定している患者に限り、「口腔機能

管理料（口機能：100 点）」を月 1回算定することができる。算定方法については、後

程詳細に記す。 

   ※「口機能」の算定には、以下に記した「咀嚼能力検査」「咬合圧検査」「舌圧検

査」のいずれかを算定してある必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科疾患管理料（歯管） 

または 

歯科特定疾患管理料（特疾管） 

咀嚼能力検査 140 点←1回／6 か月（施設基準必要） 

                ※グルコセンサー     スターターキット ¥29,800 

いずれか   咬合圧検査  130 点←1回／6か月（施設基準必要） 

        ※デンタルプレスケールⅡ スターターキット ¥425,000 

舌圧検査   140 点←1回／3 か月 

 ※ＪМＳ舌圧測定器    スターターキット ¥160,000 

口腔機能管理料が算定可能 

施設基準を満たすためには 

 

＜咬合圧検査＞ 

次のいずれにも該当すること 

ア 歯科補綴治療に係る専門の知識および３年以上の経験を有する歯科 

医師が１名以上配置されていること 

イ 当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること 

 

＜咀嚼能力検査＞ 

次のいずれにも該当すること 

ア 歯科補綴治療に係る専門の知識および３年以上の経験を有する歯科 

医師が１名以上配置されていること 

イ 当該保険医療機関内に咀嚼能力測定用のグルコース分析装置を備 

えていること 
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「口腔内衛生状態不良（舌苔スコア５０％以上）」「舌口唇運動機能低下」「咬合力

低下（残存歯数２０歯以下）」の４項目は、当てはまる患者が多いと考えられる。これ

らに加えて、施設基準の必要のない「舌圧検査」を行うのが簡便である。 

 

 

各診断項目について、詳細を記していく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１：口腔内衛生状態不良 

  

 

 

 舌苔スコアが 50％以上 

 

 

 

 

舌表面を９分割してスコア（0・1・2）をつけて 18 で割る。50％以上で不潔 

２：口腔乾燥 

ムーカス（口腔水分計）を使用して測定 

→測定値が 27.0 以下で、口腔乾燥に該当   

（口腔水分計ムーカス ¥58,000） 

または 

 

サクソンテストを行う 

乾燥したガーゼを 2 分間一定の速度で咬んでガーゼに吸収される唾液の重量を測

定する。 

 

→ガーゼの重量増加が 2ｇ以下の場合、口腔乾燥に該当 
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 １８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３：咬合力低下 下記２つの診断方法あり 

  〇残存歯数 

   →残根と動揺度３の歯を除いて 20 歯未満で、咬合力低下に該当 

   

〇咬合圧検査：130 点←1回／6 か月 ※施設基準必要 

デンタルプレスケールあるいはデンタルプレスケールⅡで測定 

  

→デンタルプレスケールでは 200N 未満で、デンタルプレスケールⅡでは 

500N 未満（圧力フィルタ機能による自動クリーニングなしの場合） 

または、350N 未満（圧力フィルタ機能による自動クリーニングありの場 

合）で、咬合力低下に該当 

 

 

（デンタルプレスケールⅡと 

バイトフォースアナライザによる 

咬合力分析システムスターターキット  ¥425,000） 

４：舌口唇運動機能低下 

  １秒間に、「パ」「タ」「カ」を何回言えるかを測定 

→どれかひとつでも、6 回/秒未満で舌口唇運動機能低下に該当 

 

 

 また、iPhone や iPad などの iOS の機器に 

関しては、「桐生市歯科医師会」が開発 

した測定アプリ（無料）を利用することも 

可能である。 

Andorid 用は、実用に耐えうるものはない。 

 

 

（発音回数自動測定器：健口くんハンディ 

 ¥34,000） 
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 １９

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５：舌圧低下 

  舌圧測定器にて、舌の圧力を測定（舌圧検査：140 点←1回／3 か月） 

→30kPa 未満で、舌圧低下に該当 

 

（ＪМＳ舌圧測定器 スターターキット ¥160,000） 

６：咀嚼機能低下 下記２つの診断方法あり 

〇咀嚼能力検査：140 点←1 回／6か月 ※施設基準必要 

2g のグミゼリーを 20 秒間咀嚼し、グミと水を濾過用メッシュ内に吐き出さ 

し、メッシュを通過した溶液中のグルコース溶出量を咀嚼能力検査システム 

（グルコセンサーGS-Ⅱ，ジーシー）にて溶出グルコース濃度を測定 

 

→グルコース濃度が 100mg/dL 未満で、咀嚼機能低下に該当 

 

 

または 

 

  〇咀嚼能率スコア法：点数なし（施設基準不要） 

グミゼリー（咀嚼能率検査用グミゼリー、 

ＵＨＡ味覚糖・アズワン）を 30 回咀嚼後、 

粉砕度を視覚資料と照合して評価する。 

 

   →スコア０、１、２の場合、咀嚼機能低下 

に該当 

 

 

グルコセンサーGS-Ⅱ 

スターターキット （¥29,800） 
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 ２０

「口腔機能管理料（口機能：100 点）」を算定するためには、「歯科疾患管理料（歯

管：100 点）」もしくは「歯科特定疾患管理料（特疾管：170 点）」を算定している必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜歯科特定疾患管理料を算定できる疾患＞ 

・口腔領域の悪性新生物（エナメル上皮腫も含む） 

・顎・口腔の先天異常 

・舌痛症（心因性によるものを含む） 

・口腔軟組織の疾患（難治性のものに限る） 

・口腔領域のシェーグレン症候群 

・尋常性天疱瘡または類天疱瘡 

・口腔乾燥症（放射線治療または化学療法を原因とするものに限る） 

・睡眠時無呼吸症候群（口腔内装置治療を要するものに限る） 

・骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（骨露出を伴うものに限る）または放射線性顎骨壊死 

・三叉神経ニューロパチー 

イ．顎・口腔の先天異常 

 後継永久歯がなく、かつ、著しい言語障害および咀嚼障害を伴う先天性無歯症、唇 

顎口蓋裂 

ロ．舌痛症 

 ハンター舌炎、メラー舌炎、プランマー・ヴィンソン症候群またはペラグラであっ 

て、舌の疼痛を伴うものおよび心因性によるもの 

ハ．口腔軟組織の疾患（難治性のものに限る） 

 口腔の帯状疱疹、再生不良性貧血による歯肉出血、原発性血小板減少性紫斑病によ 

る歯肉出血、血友病による歯肉出血、口腔のダリュー病、口腔のベーチェット病、 

口腔の結核、口腔の後天性免疫不全症候群、口腔の扁平苔癬、口腔の白板症 

ニ．口腔乾燥症（放射線治療または化学療法を原因とするものに限る） 

 口腔領域以外の悪性腫瘍等の治療のため行われた放射線治療または化学療法を原因 

とするもの 

ホ．睡眠時無呼吸症候群（口腔内装置治療を要するものに限る） 

 口腔内装置治療が有効であると診断され、医科保険医療機関または医科歯科併設の 

医療機関の担当科の医師からの診療情報提供（診療情報提供料の様式に準じるもの）

に基づき、口腔内装置治療を必要とするもの 

ヘ．骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（骨露出を伴うものに限る）または放射線性顎骨壊死 

 ビスフォスホネート製剤もしくは抗ＲＡＮＫＬ抗体製剤等の骨吸収抑制薬の投与ま 

たはがん等に係る放射線治療を原因とする顎骨壊死 

ト．三叉神経ニューロパチー 

 三叉神経に何らかの原因で機能障害が生じる神経症状（三叉神経痛を含む）をいう 

詳しくは・・・ 
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これらの疾患の中では、「舌痛症」に当てはまる患者が多いと考えられる。 

 

＜口腔機能低下症のカルテ算定について＞ 

外来診療においては、特に問題になることはない。 

  

しかし、歯科訪問診療においては、カルテ算定に注意を要する。なぜならば、「口腔

機能管理料（口機能：100 点／月）」を算定するには、「歯科特定疾患管理料（特疾

管：170 点）」の算定が１回必要となるからである。 

 

「歯科特定疾患管理料（特疾管：170 点）」の算定に注意が必要となる理由は、介護

保険の「（予防）歯科医師居宅療養管理指導費」「（予防）歯科衛生士居宅療養管理指

導費」と同月内に算定することができないからである。 

 

 

 

 

 

 

 

訪問診療において、介護保険が算定できる場合には介護保険優先の原則もある上に、

介護保険を算定した方が医療保険のみの算定よりも、総点数が高くなる。 

  

   そこで、それに上乗せして、「口腔機能管理料（口機能：100 点／月）」を算定し

ていくには、以下に示すような算定方法をとる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科特定疾患療養管理料 
（予防）歯科医師居宅療養管理指導費 

（予防）歯科衛生士居宅療養管理指導

同月内の算定不可 

ひと月だけ、介護保険を算定しない！！ 

口腔機能管理料を算定するには、歯科特定疾患療養管理料の算定が

必要であるから。 

なぜならば・・・ 
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このような算定を行った場合の点数の増減は、以下のようになる。 

 

介護保険を算定した場合の 1か月の最大点数 

歯科医師居宅療養管理指導費 516×2 1032 

歯科衛生士居宅療養管理指導費 361×4 1444 

計 2476 

 

歯科特定疾患療養管理料を算定した場合の１か月の最大点数 

歯科特定疾患療養管理指導料 170×2 340 

口腔機能管理料 100 100 

訪問歯科衛生指導料 360×4 1440 

計 1880 

 

このように、歯科特定疾患療養管理料を算定した月は、差し引き 596 点の減点にな

る。 

しかし、翌月からは口腔機能管理料の 100 点が加算出来て、6か月以上、１回／週

（月４回）訪問診療を継続すれば、トータルで考えた場合増点になる。 
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【５．検査の説明と同意】 

検査の目的・方法・危険性とその処置などの説明は、検査の前に必ず行い、患者や家

族の同意を得たうえで検査を行う。可能な限り文書による承諾を得ることが望ましい。

（㊮巻末資料 P７０） 

 

 

【６．準備するもの】 

（１）内視鏡装置一式（内視鏡本体、光源） 

 

（２）撮影・記録装置一式(PC やビデオ、マイクロフォンなど) 

 

（３）モニター（血圧、Sp02 など測定） 

 

（４）内視鏡用曇り止め 

内視鏡スコープ先端を微温湯で丁寧に拭うとクリアな映像を得られやすい。必要 

に応じて、 内視鏡の先端に市販の曇り止めを塗布するとよい。他用途の曇り止 

めを用いる場合は、各人の責任のもとに行う。 

 

（５）エンドシース 

鼻咽喉用軟性スコープを使用する検査において、粘膜や血液および体液などが内 

視鏡に直接接触することを防止する。１日に数回検査が必要な際などに重宝す 

る。検査後の内視鏡機器消毒操作が簡素化されるが、ディスポーザブルであるた 

めに 1 回の検査で 2000 円ほどと高額である。 

 

（６）表面麻酔薬 

２％塩酸リドカインゼリーや 8%塩酸リドカインスプレー(適量) 

 

（７）着色水 

嚥下の状態を評価するために、着色した水を使用する。水道水などをピオクタニ 

ンブルー溶液適量で着色する。 

 

（８）検査食 

患者お好みのゼリーやプリン、現在食べている食物、今後食べてみたい食物、エ 

ンゲリードなの嚥下困難者用食品等 

 

食形態の選び方等については、【１２.食形態の選択】（  P６３）で、記して

ある。 
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日本摂食嚥下リハビリテーション学会による嚥下調整食の分類（２０１３）を他の

分類と対応させたものが上記の表となる。 

  

 

検査食として、エンゲリードなどの市販の嚥下困難者用食品を用いる場合には、区

分表示をしっかりと確認して最も適切な区分のものを用いる。（  P64） 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分表示の例 
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【７．手技】  

兵頭スコア（㊮巻末資料 P７１）を用いて内視鏡下嚥下機能検査の評価を行うため

に、兵頭スコアで実際に評価を行う内容を常に念頭に置いて内視鏡の操作を行うことが

重要である。 

 

内視鏡下嚥下機能検査における一連の手技の流れは、以下のようになる。 

（１）内視鏡および周辺機器の準備 

（２）内視鏡装置記録装置の動作の確認：このときに、検査実施日時、患者名、疾患名な 

どの情報を記録する。なお、検査者が患者の顔面（表情、鼻腔とファイバーの位 

置）と内視鏡画像を 1つの視野に捉えることができる位置に、モニター（パルスオ 

キシメーターなど）を設置することが望ましい。検査中は、内視鏡画像のみを注視 

するのではなく、常に患者の状態に注意を払うことが大切である。 

（３）頭部の保定：按頭台や枕を使って、患者の頭部の位置を一定に保つ 

（４）貯留物の吸引：貯留物が多い場合は、鼻腔、口腔、咽頭、喉頭内の貯留物を吸引す 

る。 

（５）内視鏡の挿入：必要に応じて対物レンズに曇り止めをつける。内視鏡の滑りをよく 

   するため、先端部に水もしくは麻酔薬非含有ゼリー状基剤をつける。内視鏡操作部 

を利き手で把持し、角度調節レバーに拇指を添えて、反対の手で挿入部（シャフト

部）を保持しながら、外鼻孔から内視鏡を挿入する。内視鏡にて左右の鼻腔の大き

さを確認し、鼻腔内抵抗の少ないと思われる挿入部を決め、下鼻甲介の上か下の鼻

道（解剖学的にはほぼ総鼻道を通過することになる）に沿って挿入する。中鼻道、

下鼻道は、上・中・下鼻甲介外側と固有鼻腔外側壁によって囲まれた外側の狭い部

分を指す。ここにファイバーを通過させようとすると、粘膜損傷などを起こす可能

性があり危険である。 

①下鼻甲介上方からの挿入アプロ―チ：下鼻甲介上方からアプローチする場合は、 

外鼻孔からやや斜め上方に向かって内視鏡を挿入し、下方に下鼻甲介、内側に鼻 

中隔、上方に中鼻甲介を観察しながら、下鼻甲介上面に沿って放物線を描くイメ 

ージで挿入する。このとき、内視鏡の挿入方向が上方に向き過ぎると、先端が中 

鼻甲介あるいは篩骨胞付近に突き当たり、患者も疼痛を訴え、それ以上先に進め 

ることができなくなるので注意する。 

②下鼻甲介下方からの挿入アプロ―チ：下鼻甲介下方からアプローチする場合は、 

外鼻孔からほぼ水平方向に内視鏡を挿入し、鼻中隔、下鼻甲介、鼻腔底を観察し 

ながら、内視鏡の挿入を進める。内視鏡挿入時に不快感を引き起こしやすいの 

は、鼻中隔に内視鏡が接触するときで、下鼻甲介側の鼻腔底に沿って内視鏡を挿 

入すると不快感の訴えは少なくなる傾向がある。なお、いずれのアプローチの場 

合も、内視鏡の挿入動作を安定して行い、患者の頭部の急な動きにも追従できる 

ように、シャフト部（挿入部）を保持した手の 1、2 本の指（通常は小指と薬 

指）を患者の頬部付近に接触させておくのが望ましい。 
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（６）除痛：患者が疼痛を訴える場合は、挿入した内視鏡を外鼻孔から引き抜き、2%塩酸 

リドカインゼリーや 8%塩酸リドカインスプレーなどの表面麻酔薬を、内視鏡先端 

部と鼻孔粘膜に塗布する。8%塩酸リドカインスプレーを鼻腔粘膜に直接噴霧する場 

合は、刺激が強い事に留意する。表面麻酔薬が咽頭粘膜や喉頭粘膜に達すると同部 

の感覚低下を起こすので、表面麻酔薬の使用量は最小限にとどめる。 

 

（７）挿入操作の続きと鼻咽腔部の観察：鼻中隔後端と軟口蓋、咽頭後壁、耳管隆起の一 

部を視野に入れ、器質的異常の有無を観察しながら、内視鏡の挿入を進めていく。 

内視鏡先端が咽頭後壁と軟口蓋の間（鼻咽腔部）に達したときに、周囲軟組織の器 

質的異常の有無を観察し、続いて発声時（「アー」「イー」「ピピピ…」など）と 

空嚥下時の鼻咽腔閉鎖機能を確認する。 

  

（８）舌根部・咽頭部および喉頭部の観察：口蓋垂後方付近から舌根部・咽頭部および喉 

頭部を観察し、器質的異常の有無、唾液・分泌液などの貯留状態を観察する。 

 

 

 

（こうとうがいこく）
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                            身体の後方背側（背中側） 

 

                身体の前方(お腹側) 

 

 

（９）付着物の対処法：内視鏡で観察中に唾液・分泌物・食塊残遺物などが対物レンズに 

付着し視野が不鮮明になった場合は、内視鏡を 2～3 cm 引き抜く。この操作で付着 

物が除去されない場合は、空嚥下を指示して、対物レンズに周囲軟組織が接触する 

ことによる清掃を試みる。これらの操作でも付着物が除去できない場合、内視鏡を 

鼻腔より引き抜き、対物レンズから付着物を除去して再挿入する。 

 

（１０）患者の安定：普段の摂食時の姿勢、あるいは臨床評価の結果から適していると判 

    断された姿勢に調節し、枕あるいはタオルなどで頭部を安定させる。内視鏡挿入 

中に、頸部が伸展しないように注意する。内視鏡挿入後は、しばらく内視鏡を静 

置して安全に内視鏡が挿入された旨を伝え、被験者を安心させる。ゆっくりとし 

た呼吸を促し発声もさせて、疼痛や違和感が少ないことを確認した後、頭部や頸 

部の位置を再確認して嚥下機能評価を開始する。 

 

（ひれつなんこつ） 

（こうとうがいこく） 

（りじょうか） 
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（１１）吸引 

   検査食を用いた検査を行っている場合に検査食を誤嚥した場合や、痰などの分泌物

等で検査視野が確保できない場合、サフィード吸引カテーテルを用いて吸引を行う。

【９．内視鏡下嚥下機能検査の偶発症と対応】（  P３９）に記載してあるが、窒

息を起こした際にも、吸引操作が必要である。 

 

挿入する長さは、口腔からの吸引では 10～12cm、鼻腔からでは 15～20cm が目安とな

り、梨状窩または喉頭蓋谷に当たるのを目安にする。 

また、サフィード吸引カテーテルの挿入時には陰圧がかからないようにすることが重

要である。低酸素血症を予防するために、1回の吸引操作は 10 秒以内、1回の挿入開始

から終了まで時間は 20 秒以内とする。また、指をこすり合わせるようにして、カテー

テルを回転させたまま、引き抜きながら吸引する。吸引圧は最大で 20kPa(150mmHg)を

超えないようにする。吸引流量は、１５L／分～３０L／分程度とする。 

 

 鼻腔からの吸引時のポイントは、以下のようになる。 

 

 

カテーテルの先端から、１０ｃｍく

らいのところを、ペンを持つように

握る。反対の手で、カテーテルの根

元を折り曲げて、陰圧がかからない

ようにする。カテーテルの先端を鼻

孔から１～２ｃｍ程度、やや上向き

に挿入する。 

カテーテルを下向きにかえて、鼻腔

の底を這うように挿入していく。 
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 吸引カテーテルは、基本的にはディスポーザブルであるが、やむを得ず再利用を行

うときには外側をアルコール綿等で清拭し、吸引カテーテル用の消毒液を十分に吸わ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引カテーテルの根元を折り曲げ

ていた指を２～３秒かけて緩め

る。指をこすり合わせるようにし

て、カテーテルを回転させながら

ゆっくりとカテーテルを引き抜い

て吸引を行う。 

カテーテルを、鼻腔の底を這わすように挿入していく 
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口腔内咽頭吸引：国立研究開発法人国立長寿医療研究センターより 

https://www.ncgg.go.jp/hospital/news/documents/brochure01.pdf 
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鼻腔内・口腔内ともに、吸引カテーテルの根元など指で抑え陰圧がかからないように挿入

する。咽頭領域の検査視野を確認しながら、指抑えを徐々に緩め吸引を開始する。吸引カ

テーテルを回転させながら操作する。 

 

注意する点として、「SpO2 を測定」「意識障害やチアノーゼ（顔面蒼白、口唇血色不良

など）に気を付けながら吸引操作を行う」「吸引操作は適切な圧力で、長時間吸引操作を

行わない」などを挙げることができる。 
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※吸引器の例 
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【８．嚥下機能障害の原因】 

 

内視鏡下嚥下機能検査行う際には、嚥下障害を起こす原因となりうる要因について熟

知しておく必要がある。 

 

また、嚥下障害を起こす疾患を認めた際や、もしくは事前の医療面接等において嚥下

障害を起こす疾患の存在を把握した際には、随時適切と思われる診療科への紹介や診療

情報の共有等を行うことが重要である。 

 

実際に、内視鏡下嚥下機能検査を行っている際に注意すべきことは、鼻腔・咽頭領域

における器質的疾患（特に悪性腫瘍など）を見逃さないことである。 

内視鏡下嚥下機能検査は、あくまでも嚥下機能をみる検査ではあるが、単に内視鏡を

挿入して、嚥下の状態を検査するだけではない。内視鏡の挿入経路にあたる「鼻腔」や

「咽頭」の状態も丁寧に検査する必要がある。 

その中で、器質的異常や機能的異常・感覚的異常等を疑うときは、速やかに耳鼻咽喉

科や頭頸部外科などの専門医に紹介を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形態異常 

神経（中枢を含

む）・筋系の障害 

その他 

先天的→唇顎口蓋裂、その他顎形態の異常など 

後天的→歯列・咬合の不正、咽頭・食堂領域の障害、口腔・咽

頭・喉頭領域の手術（腫瘍摘出など）による解剖学的欠

陥など 

発達障害→脳性麻痺、精神発達遅滞、各種症候群など 

 

中途障害→脳血管障害、パーキンソン病、脳外傷など 

加齢に伴う機能減退など 
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嚥下障害を起こす原因は、以下のようにまとめなおすことが出来る。 

 

（１）器質的原因（静的原因）→外科・耳鼻咽喉科等 

・先天奇形 

・腫瘍（およびその切除後） 

・外傷など 

 

（２）機能的原因（動的原因）→神経内科・内科・脳神経外科・脳神経内科等 

・脳血管疾患（仮性球麻痺・球麻痺） 

・神経筋疾患（ALS・パーキンソン病） 

・筋力の低下など 

 

（３）心理的原因→精神科・心療内科等 

・神経性食欲不振症 

・認知症 

・うつ病など 

 

（４）医原性 

・経管栄養チューブ 

・術後の合併症 

・薬剤の副作用など 

 

薬剤の種類 嚥下機能に対する作用 

トランキライザー類 

（抗精神病薬・抗不安薬・抗う

つ薬） 

錐体外路症状 

精神活動や意識，注意レベルの低下 

口腔内乾燥 

ドパミン抑制薬としてサブスタンス Pを低下させ，

咳・嚥下反射の低下 

制吐薬・消化性潰瘍薬 錐体外路症状 

抗コリン薬 唾液分泌低下による口腔内乾燥，食道内圧低下 

筋弛緩薬 筋の弛緩，精神活動の低下 

抗がん剤 口腔内乾燥，味覚障害，食欲低下 

抗てんかん薬・抗ヒスタミン薬 精神活動の低下 

利尿薬・交感神経抑制薬 口腔内乾燥 

※錐体外路症状・・・運動過少と運動過多の２種類に大別される。運動過少を呈する症状

は、固縮や無動などであり、パーキンソン病やパーキンソン病に類似した症状を呈する

パーキンソン症候群でみられる症状である。運動過多を呈する症状は、振戦・舞踏運
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動・片側バリズム・アテトーゼ・ジストニアなどであり、しばしば不随意運動として扱

われる。 

 

その他の原因として、サルコペニア(加齢や疾患などにより、筋肉量の減少により握

力や下肢筋・体幹筋など全身の「筋力低下が起こること」や歩くスピードが遅くな

る、杖や手すりが必要になるなど、「身体機能の低下が起こること」などを指す)が

あり、咀嚼や嚥下に必要な筋肉が失われてしまうことにより、嚥下障害が引き起こさ

れる。また、残存歯数や義歯等の咬合の不具合などにより起こる食塊形成不全も原因

となり、我々の専門領域である口腔内の状態が非常に重要な位置を占めている。さら

に、無症候性脳梗塞の存在や注意力・集中力の低下などでも、嚥下障害は起こる。 

 

いずれにしても、内視鏡下嚥下機能検査を行い、さらにその後の治療・処置を歯科

だけで完結するのではなく、原因によって適切と思われる医科へ適時紹介し、協調し

ながら治療に当たることが重要である。 

 

 嚥下障害を起こす主な疾患とその対応科を、以下の表にまとめる。 

 

疾患名 対応する医科 

脳梗塞 脳血管内科、（脳）神経内科、（脳）神経外科 

筋萎縮性側索硬化症 （脳）神経内科 

Parkinson（パーキンソン）病 （脳）神経内科 

末梢神経障害 （脳）神経内科 

Guillain-Barré （ギランバレー）

症候群 

（脳）神経内科 

皮膚筋炎・多発筋炎・封入体筋炎・ 

自己免疫性壊死性ミオパチー 
膠原病科、（脳）神経内科 

重症筋無力症 （脳）神経内科 

筋ジストロフィー （脳）神経内科 

多発性硬化症 （脳）神経内科 

膠原病 膠原病科 

脳幹脳炎 膠原病科、（脳）神経内科 

甲状腺機能亢進症 内分泌内科、耳鼻咽喉科 

アミロイドーシス 膠原病科 

Wilson（ウィルソン）病 内分泌内科、（脳）神経内科、小児科 

Arnold-Chiari（アーノルド・キア

リ）奇形 

脳神経外科 
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それぞれの疾患に対して、以下に詳細に記す。 

 

（１）脳梗塞 

脳梗塞急性期には、高い割合で嚥下障害を合併している。特に、 広範囲梗塞・多発

性梗塞・脳幹梗塞などは、嚥下障害を起こしやすい。 

 

（２）筋萎縮性側索硬化症 

高い割合で嚥下障害を起こす。さらに、呼吸不全が進行していくので、気管切開や呼

吸器装着を行うために、嚥下機能は障害されていく。 

口腔期では顔面・舌・咬筋の筋力低下や筋萎縮により捕食や咀嚼が困難となり、口腔

から咽頭への食塊の移送の障害が生じる。 

咽頭期では、嚥下運動は惹起不全および軟口蓋挙上不全・咽頭収縮不全・喉頭挙上不

全・輪状咽頭筋弛緩不全・咽頭残留をきたして誤嚥を生じ、呼吸との協調不全も出現す

る。 

一般的には、固形物や粘稠な食物の嚥下が困難であり、その後は水分および唾液でも

むせるようになる。 

 

（３）Parkinson（パーキンソン）病 

患者の 30～80％程度が嚥下障害を自覚しているが、不顕性誤嚥も 15～33％に認めら

れる。重症度に伴って嚥下障害の出現頻度が高くなるが、嚥下障害の程度は必ずしも重

症度と相関しない。 

口腔期では口腔機能障害・唾液過剰・口渇・顎の強剛があり、舌の不随意運動・咀嚼

運動障害をきたすために、食塊形成不全や口腔から咽頭へ食塊の移送が不良となり口腔

内残留を認める。 

咽頭期では嚥下運動の惹起不全・喉頭挙上不全・咽頭収縮不全・口腔への逆流や誤嚥

や喉頭侵入があり、喉頭蓋谷・梨状窩に食物が残留する。 

食道期では上部食道括約筋機能不全・食道蠕動運動の減弱・胃食道逆流が認めらる。 

 

抗 Parkinson 病薬の服薬量や服薬時間の調整を主治医に依頼して、薬が効いている時

間に食事をするようにするとよい。 

 

（４）末梢神経障害 

三叉神経・顔面神経・舌咽神経・迷走神経・副神経・舌下神経の麻痺が起こると嚥下

障害が出現する。各末梢神経の麻痺と、それに対応する嚥下障害を【１０．評価】

（  P５１）に表としてまとめてある。 

 

（５）Guillain-Barré （ギランバレー）症候群（GBS） 

嚥下障害とともに、呼吸筋麻痺が現れることが多い。 
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（６）筋疾患，神経・筋接合部疾患 

嚥下関連筋群の筋力低下により嚥下障害が出現するため，運動パターンに異常は認めら

れない。 

口腔期では咀嚼筋・顔面筋・舌筋などの筋力低下により、口腔機能が低下する。 

咽頭期では、軟口蓋麻痺・鼻咽腔閉鎖不全・咽頭収縮不全・喉頭挙上不全・輪状咽頭

筋弛緩不全が認められる。 

①皮膚筋炎・多発筋炎・封入体筋炎・自己免疫性壊死性ミオパチー 

患者の 32～84％にみられる嚥下障害が認められる。 

 

②重症筋無力症 

患者の 40％以上に認められる。 

嚥下関連筋群の筋力低下が原因で嚥下障害を起きる。日内変動が大きい。 

また、易疲労性のために、食事開始時は嚥下が良好であり、食事の後半になると嚥

下が困難になりやすい。 

 

③筋ジストロフィー 

１）筋緊張性ジストロフィー 

不顕性誤嚥が多いことが特徴である。 

上顎骨の変形や咬合不全が認められて、咀嚼機能障害や咽頭への移送障害があ

り、鼻咽腔閉鎖不全や咽頭残留を認め、食塊通過時間が延長することも多い。 

咽頭期の嚥下運動の惹起不全や喉頭挙上不全・咽頭収縮不全・輪状咽頭筋機能

障害や食道蠕動運動低下も認められる。 

 

２）眼・咽頭型筋ジストロフィー 

舌の萎縮と筋力低下が、患者の 82％に認められる。眼瞼下垂があると頭頸部後

屈位を取るために、嚥下障害の増悪因子となる。 

口腔機能障害・咽頭収縮不全・食道入口部開大不全・喉頭挙上不全・咽頭残留

などの咽頭期障害が認められる。 

 

（７）多発性硬化症 

嚥下障害の重症度は、疾患の重症度と相関している。 

 

（８）膠原病 

薬剤性嚥下障害や肺疾患の合併があり、誤嚥には注意を要する。 

 

①関節リウマチ 

嚥下障害は原疾患の重症度に相関している。口腔内乾燥症・唾液分泌異常・食道の 

蠕動運動障害が認められ、輪状披裂関節の病変 による声帯麻痺や気道狭窄・環軸 
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椎亜脱臼や、歯状突起後方偽腫瘍などの上部頸椎の病変による舌下神経麻痺や球麻 

痺を起こす。 

 

②全身性エリテマトーデス 

ステロイドなど薬物による口腔機能障害が認められる。また、唾液腺障害による嚥

下障害も認められる。 

 

③全身性強皮症（全身性硬化症） 

食道の萎縮と線維化による蠕動の低下と拡張により、嚥下障害が認められる。 

 

（９）脳幹脳炎 

孤束核・偽核・延髄網様体などの、嚥下関連ニューロンの障害や多発脳神経麻痺によ

り球麻痺型嚥下障害が認められる。 

 

（１０）内分泌・代謝性疾患 

①甲状腺機能亢進症 

甲状腺腫による圧迫や甲状腺中毒性ミオパチーによる嚥下障害が生じる。重症筋無 

力症が合併する場合もある。咽喉頭・食道の筋力低下、輪状咽頭筋機能不全により 

嚥下障害をきたす。また、甲状腺機能低下症に合併する場合もある。 

 

②アミロイドーシス 

巨舌に伴って、咀嚼・嚥下障害をきたすことがある。 

 

③Wilson（ウィルソン）病 

嚥下障害は、患者の 50％に発現する。口腔機能障害を主として食塊の口腔内残留 

を認める。さらに、錐体外路症状による姿勢異常や運動障害が嚥下障害を増悪させ 

る。 

 

（１１）Arnold-Chiari（アーノルド・キアリ）奇形 

脳幹圧迫症状として球麻痺が起こり、嚥下障害が発現する。 
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【９．内視鏡下嚥下機能検査時の偶発症とその対応】 

 

内視鏡下嚥下機能検査は、比較的安全な検査の一つではあるものの、検査中の合併症

などが皆無ではない。 

以下に、検査中に起こりうる偶発症の主なものとそれらに対する対応の要点を記す。

重要なことは、十分な知識と技術によって偶発症を予防することと、発生した偶発症に

対して適切に対応するである。また、対応が不可能と判断された際には、速やかに対応

可能な科の協力を仰ぐことが重要である。 

 

（１）失神発作（血管迷走神経反射性失神） 

内視鏡の挿入操作中ないし検査中に、突然に沈黙・徐脈・血圧下降をきたして、意識

を消失する発作のことである。失禁や痙攣などを伴う場合もある。 

迷走神経の知覚枝に直接的な刺激が加わって引き起こされる場合と、緊張状態から自律

神経系の不均衡をきたして、最終的に副交感神経優位となって起こる場合とがあるとい

われている。 

後者の場合には、その前兆として、高揚・興奮・多弁・頻脈・血圧上昇を認めること

がある。 

いずれの場合も最終的には急激な血圧低下による脳血流量低下によるものと考えられ

ている。予防法としては、被験者の緊張をできるだけ和らげることや、内視鏡操作は

極力愛護的に行うことが重要である。また検査中には、被験者に話しかけるなどをお

こなって緊張を和らげるとともに、不自然に多弁になったりするような場合には、失

神発作の前兆である可能性も考慮するなど、被験者の様子にも気を配る。 

失神発作をきたした場合には、検査を直ちに中止して、速やかに仰臥位をとらせ、バ

イタルサインをチェックするとともに、気道確保・換気・血管確保などの救命処置の

準備をする。 

多くの場合は一過性であり、脳血流が回復すれば意識は戻るが、後述するアナフィラ

キシーショックとの鑑別が必ずしも容易ではない場合もある。また、血圧の低下が虚

血性心疾患などの発症の引き金になる可能性もあるために、常に最悪の事態をも想定

した心構えと具体的な準備が必要である。 

 

（２）鼻出血・咽頭出血 

鼻腔内の易出血部位は、鼻中隔前端（キーゼルバッハ部位）と下鼻道後端外側（ウッ

ドルフ静脈叢）の 2カ所である。これらの部位では、生理的に血管が浅在・怒張して

おり、わずかな接触・擦過などの機械的刺激でも出血する可能性があるため、特別な

注意が必要である。 

それ以外の場所からの出血は、多くの場合内視鏡挿入操作時に粘膜を損傷したものと

考えられる。 
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内視鏡挿入操作で傷つけやすい部位は、前鼻孔側より、鼻中隔前端・下鼻甲介前端・

中鼻甲介前端・上咽頭後壁（咽頭扁桃：アデノイド）である。それ以外にも、強い鼻

中隔彎曲や耳鼻咽喉科・口腔外科・形成外科領域の疾患や手術歴・治療歴がある場合

には、正常な解剖学的構造と大きく異なってみえる場合もあり、注意が必要である。 

 

内視鏡操作による損傷を避けるポイントは、 

   ① 視野に空間を確認できないときには内視鏡を進めない 

   ② 位置指南ができなくなったら少し引き戻す 

   ③ 挿入深度を常に意識する 

ということの３点である。 

また、初心者では，内視鏡先端が上咽頭に到達するまでは、鼻中隔を視野の端に鼻腔

底を視野の下方に捉えながら、鼻腔底が OM ライン（外眼角と外耳孔中心を結ぶ線）と

ほぼ平行であることを意識しながら、前方の空間に内視鏡を進めるのが、安全に挿入す

るコツである。 

出血した場合、専門科以外で直接的にタンポンなどでの圧迫止血処置が可能なのは、鼻

中隔前端・下鼻甲介前端に限られる。出血傾向や凝固障害がなければ自然止血することも

多い。 

大量出血や少量でも出血が持続する場合には、速やかな耳鼻咽喉科への受診を勧め

る。抗凝固剤服薬中や出血傾向が疑われる場合には、特に慎重な内視鏡操作を心がける

ことが重要である。 
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（１）声帯損傷・喉頭痙攣 

検査中に被験者が不意に嚥下したり、また咳嗽などで喉頭が挙上したりするとき

に、内視鏡先端が干渉して声帯に損傷をきたすことがある。特に、声門下を観察しよ

うとする際に危険性が高い。 

声帯粘膜は容易に損傷し、また損傷の程度によっては不可逆性の嗄声をきたすこと

もある。声帯麻痺や声帯外転障害を呈する多系統萎縮症などの疾患では、声門部で気

道が狭くなっているので特に注意が必要である。 

喉頭痙攣とは、喉頭入口部が痙攣性に収縮して狭窄・閉塞を起こすことをいう。単

に左右の声帯が内転・近接し吸気性の喘鳴を呈する程度から、さらに高度になると仮

声帯や披裂喉頭蓋襞が絞扼して喉頭入口部の完全閉塞を起こすことになる。 

特に、喉頭前庭以下・迷走神経支配領域に刺激が加わったときに、喉頭痙攣が起こる

とされている。通常の嚥下内視鏡検査で起こることはまれと考えられるものの、検査

として喉頭にあえて刺激を与えたりするような場合や、被験者が緊張・興奮して過換

気状態にあるような場合には、喉頭痙攣が起こりうる。 

軽度であれば、酸素を与えて落ち着かせゆっくりとした呼吸を促すだけで回復するこ

ともあるが、高度になれば加圧呼吸や気道確保などの救命処置が必要となる。 

鼻中隔前端（キーゼルバッハ部位） 

 

下鼻道後端外側（ウッドルフ静脈叢） 

        ↓ 

鼻腔内の易出血部位 

内視鏡の挿入経路 

表面麻酔剤・血管収縮剤をつけたタンポンガーゼを

挿入し圧迫することにより、止血を行う。 
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（２）局所麻酔薬などに対する反応 

局所麻酔薬や検査用嚥下物に対するアレルギー反応にも、注意が必要である。特に

局所麻酔薬に関しては、問診にてアレルギーの既往の有無などを確かめておかなけれ

ばならない。外用の局所麻酔薬では、含まれている添加物に対するアレルギーもあり

得る。 

アナフィラキシーショックを起こすことはまれではあるが、遭遇した場合には速や

かな救命処置が必須である。内視鏡挿入時に起こりやすい失神発作との鑑別が困難な

場合もありうるため、局所麻酔薬使用の後、すぐに検査に移らず、数分でも患者の様

子を観察することが望ましい。 

 

（３）窒息  

窒息のリスクがあるときには固形物の摂食は中止するなど、窒息をさせないように

予防することが一番重要である。また、医科・救急要請を念頭に万が一、窒息を起こ

してしまったときには、以下のように対処する。 

①ハフィング：深く息を吸い込んだ後、可能な限り早く短く「ハッ！ハッ！」と声  

 を出さずに勢いよく息を吐く息を吐く際に胸を圧迫することで、より強く息を吐 

くことが出来る。前傾姿勢にすると、より効果的である。 

  ②自発的に咳を促す 

  ③ハイムリック法 

  ④背部殴打法 

  ⑤取れそうであれば、かきだす 

  ⑥意識がなくなった場合には、気道確保時に取れそうであれば取るが、中途半端に行 

って奥に押し込まないように気を付ける。 

  ⑦輪状甲状腺膜穿刺・切開：自発呼吸がある場合には、14G（なければできるだけ太 

いもの）を穿刺し、10～15L/分の酸素を間欠的（１秒接続し４秒開放する）に投与 

する。自発呼吸がない場合には、2.5ml の注射器の外筒を接続する。気管内チュー 

ブの内径 7mm のコネクタが入るので、それを介してアンビューバッグを接続する。 

  ⑧吸引 

   サフィード吸引カテーテルを用いる。挿入する長さの目安は、口腔内からの吸引で 

10～12cm、鼻腔からの吸引では 15～20cm で、梨状窩または喉頭蓋谷に当たるのを 

目安にする。鼻腔内からの吸引においても、口腔内からの吸引においても、挿入時 

には、陰圧がかからないように気をつけ、1回の吸引操作は 10 秒以内、1回の挿入 

開始から終了まで時間は 20 秒以内とする。これは、低酸素血症を予防するためで 

ある。また、指をこすり合わせるようにして、カテーテルを回転させながら、引き 

抜きながら吸引する。吸引圧は最大で 20kPa(150mmHg)を超えないようにする。吸 

引流量は、１５L／分～３０L／分程度とする。吸引については、（  P２8）を 

参照すること。 
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【１０．評価】 

内視鏡下嚥下機能検査の評価は、兵頭スコア（㊮巻末資料 P71）を用いると、嚥下

機能を簡便に評価することが出来る。 

兵頭スコアが、どのような点に着目して評価を行っているのかを、項目別に記す。 

 

 

 Ⅰにおいては、 

・器質的な所見 

      ・運動機能 

      ・唾液や食物等の残留状態 

      ・感覚機能 

      を評価する。 

 

 

Ⅱにおいては、 

・着色水の嚥下状態 

      ・誤嚥を起こした場合の反応 

      を評価する。 
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Ⅲにおいては、ⅠとⅡの各評価項目を数値化して評価を行う。 

数値化したスコアの合計が 

 

       ７点以下：経口摂取可（ペースト食） 

       ８点  ：リハビリ等にて経口摂取の可能性検討 

       ９点以上：経口摂取困難 

 

というように、明確に評価を行うことが可能である。 

 

この兵頭スコアによる評価を念頭において、内視鏡下嚥下機能検査時にどのように

評価を行っていくのかを、以下に記す。 

赤字で記されているのは、Ⅲ兵頭スコアのどの項目に対応している評価なのかを示

している。 
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（１）飲食物を用いる前の評価 

①鼻咽腔の評価 

    鼻孔から内視鏡を挿入するときに、鼻腔内の衛生状態・器質的疾患の有無などを 

観察する。鼻中隔後端と軟口蓋・咽頭後壁・耳管隆起の一部を視野に入れ、器質 

的異常の有無を観察する。続いて、「アー（持続） 」 「イー（持続） 」  

「ピ、ピ、ピ（断続）」「シー（ささやき声で）」「アンパン、アンパン（非鼻 

音と鼻音）」などの発声や空嚥下を行わせ、発声時と嚥下時の軟口蓋の動きを評 

価する。また、軟口蓋の不随意運動の有無もチェックする。 

 

②咽頭腔および喉頭の評価 

     口蓋垂後方付近（高位置）から咽頭腔や喉頭を観察し、衛生状態・器質的異常の 

有無・唾液や分泌液などの貯留を観察する。視野が不十分の場合、頸部を伸展さ 

せると観察しやすくなる。発声や空嚥下をさせて、咽頭壁の運動の左右差を評価 

する。また、咽頭収縮によるホワイトアウトの有無も評価する。口腔腫瘍術後に 

おいては、舌根部と咽頭後壁間距離・喉頭蓋が反転するスペース等の、上気道の 

状態も確認する。 

 

   ③喉頭前庭、下咽頭部の観察←「兵頭スコアⅢ①喉頭蓋谷や梨状陥凹の唾液貯留」 

     喉頭に近づいた位置で、喉頭前庭・下咽頭部の器質的異常の有無・唾液の貯留 

を観察する。梨状窩なども十分に観察する。 

 

   ④披裂部の運動・声門の運動・喉頭閉鎖・感覚の評価←「兵頭スコアⅢ②声門閉鎖

反射や咳反射の惹起性」 

    安静呼吸時と「イー（持続）」や「エー（持続）」の発声時の披裂部や声門の 

運動を評価し、咳や息こらえによる喉頭閉鎖の評価を行う。ここでも、声帯ポリ 

ープや喉頭がんなど器質的疾患の有無や喉頭の不随意運動に注意する。 

 

（２）飲食物を用いた評価←「兵頭スコアⅢ③嚥下反射の惹起性」「兵頭スコアⅢ④着 

色水嚥下による咽頭クリアランス」の評価 

①内視鏡先端を高位置に保持する 

披裂間切痕を視野のほぼ中央、喉頭蓋先端を視野の下縁にして、左右の梨状窩が 

観察できる程度の位置がよい。咀嚼に引き続く嚥下（咀嚼嚥下）を観察する場合 

には咽頭への食塊の進行が認められるので、この位置よりやや高い位置（口蓋垂 

の先端が視野の下縁）にしたほうが観察しやすくなる。 

 

②用意した検査食を嚥下し嚥下反射前後の咽頭腔・喉頭腔内の観察 
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   命令嚥下か自由咀嚼嚥下のどちらか、または両方の観察を行い、どの嚥下で行った

かを、評価表に記入する。自由咀嚼嚥下の場合は、咽頭に送られてくる食塊の形状を

見ることで、ある程度食塊形成能を評価することも可能である。 

嚥下運動（嚥下反射）時には、軟口蓋・舌根・咽頭後壁あるいは咽頭側壁の粘膜と内

視鏡先端部が接近し、ホワイトアウト像となる。 

ホワイトアウト前では嚥下反射開始前の咽頭への食塊進行を観察する。 

ホワイトアウト後では、食塊の梨状窩への貯留・喉頭蓋谷部への貯留の状態をすばや

く観察する。その後、内視鏡先端を喉頭前庭部に進め、食塊の喉頭侵入や誤嚥の有無

を観察する。誤嚥は、声門下に食塊が侵入したことを直視できた場合に診断できる。

しかし、声門下気道の後壁は死角となり観察できない。したがって、誤嚥を疑った場

合は直ちに患者に咳などを促し、声門下より排出される侵入物を確認することで判定

する。また、発声させて声質の変化（湿性嗄声）も観察する。 

 

 ③複数回の内視鏡下嚥下機能検査を試み評価する。 

   嚥下後の誤嚥を確認するための時間を十分にとった後、次の検査食を与える。嚥下

造影検査と同様に、貯留・喉頭侵入・誤嚥などの嚥下障害の診断に加え、代償法（食

物形態の調節・姿勢調節・一口量や摂取ペースの調節・食具の工夫・嚥下手技・嚥下

補助装置の利用など）や嚥下に関する各種手技の効果を判定する。 

 

（３）内視鏡下嚥下機能検査後の評価 

  録画された画像を再度観察し、検査施行中の評価が妥当であったか否かを再検討し 

て、所見の見落としや過大評価・過小評価などに関して検討する。 

 

内視鏡下嚥下機能検査では、嚥下関連器官の構造と運動や感覚機能の状態（特に左右

差）・咽頭や喉頭内の貯留物の状態・反射の惹起性・嚥下反射前後の咽頭や喉頭内の食

塊の状態などを評価することができる。しかしながら、咽頭期嚥下運動（嚥下反射）そ

のものは嚥下反射中の視野消失（ホワイトアウト）で観察することはできない。したが

って、発声や咳払いなどの非嚥下課題で運動、感覚機能を評価することと、咽頭や喉頭

内の貯留物や残留物のような嚥下運動の後にみられる状態を観察し評価することが特に

重要である。 

また、内視鏡は被曝のない検査方法であるため、同一検査食での再現性の検討や実際の

食事を用いての評価が可能である。必要であれば何度でも繰り返して施行することが必

要である。 

 

  評価を行うにあたって、内視鏡下嚥下機能検査を行う前に医療面接を適切・的確に行

い、患者の全身状態を正確に把握しておくことが必要である。なぜならば、全身状態と嚥

下障害は密接に関連しており、全身的な疾患の一つの表れとして嚥下障害が認められるこ

とが多いからである。 
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 内視鏡下嚥下機能検査は、単に嚥下状態を内視鏡を使用して目視することで検査して評

価するが、内視鏡を挿入する前より始まっていると考え、挿入前および挿入中の観察を丁

寧に行うことが必要である。 

 

内視鏡の挿入前および挿入中に目視にて確認することが必要な項目を次ページから記

す。 

 

 

 

 

＜医療面接記録の記入例＞ 

主 訴 ：食事の際にむせる 

自覚症状 ：嚥下反射が起きにくい 

他覚症状 ：左右の臼歯部の咬合支持がない 

歯科的現病歴：半年前くらいから、水分摂取時にむせを認める。3か月ほど前から、 

食事もむせるようになった。 

全身的現病歴：１年ほど前に脳梗塞発作の既往があり、抗血栓薬を服用中 

歯科的既往歴：２０代前半から歯科恐怖症のため、ほとんど歯科治療を受けていない 

全身的既往歴：ピリン系鎮痛剤で蕁麻疹の既往あり 

家 族 歴：父親が胃がんにて他界 

服薬状況 ：別紙参照（お薬手帳の写しを添付） 

（１）医療面接(問診) 

主訴、自覚症状、他覚症状、歯科的現病歴、歯科的既往歴、全身的既往歴、家族歴、 

服薬状況・薬剤服用歴 

       ※かかりつけ医や担当ケアマネージャー等も、確実にチェックする 

食事場所、姿勢、食形態、食介助の有無、体重減少、 

血中アルブミン量の変化、肺炎の有無、嗄声の有無 

      口腔内診査 

      Ｐ検査 

 

（２）必要に応じてＰ処置やＣ処置を行う（初診日に可能であれば） 

      ※処置を行えば、通常通りの算定を行う 

 

（３）スクリーニングテスト EAT-10 を行う 
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Ａ部 

Ｂ部 

（下図、解剖

写真参照） 

頸部の左右への回転や傾斜、息こらえ等指示すると、観察が容易になる 

器質的異常の有無 

→鼻腔・舌根部・喉頭蓋谷・喉頭蓋・後頭部など、内視鏡で確認できる部位はすべて観察する 

鼻咽腔閉鎖状態 

→空嚥下や発声を指示して、鼻咽腔閉鎖状態を確認する 

咽頭・喉頭の運動状態 

→麻痺や不随意運動の有無を確認する 

咽頭・喉頭の感覚 

→内視鏡の先端を喉頭蓋に接触させて、咳反射や声門閉鎖反射が生じるかを観察する 

唾液貯留や食物残留の状態 

→喉頭蓋谷や梨状陥凹の唾液貯留や食物残留の有無や程度を観察する。 
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＜顔面＞ 

 ・顔貌 

 ・顔面の運動性（緊張度・左右の差・不随意運動の有無等） 

 ・顔面の感覚 

 ・顔面の観察をしながら、意思疎通の可否・意思表示の程度等も確認を行う。 

 

＜頸部＞ 

 ・嚥下時の喉頭の運動 

 ・頸部の可動域 

 ・頸部筋群の緊張や麻痺 

 ・気管切開の有無（位置・状態・気管カニューレの種類等） 

 

＜口腔内＞ 

 ・一般的診査 

 ・口腔内衛生状態・食物残渣の状態・舌苔の状態等 

 ・舌の運動状態（可動性・左右の差・繊維束性収縮・不随意運動等） 

 ・口腔内乾燥状態（唾液分泌量） 

 

＜中咽頭（前図 A 部参照のこと）＞ 

 ・咽頭での通過障害の原因となりうる形態異常や腫瘍の有無に注意する。 

  →頸部の左右への回転や息こらえを指示すると、観察が容易になる。 

・咽頭の運動状態（鼻咽腔閉鎖・軟口蓋挙上・カーテン徴候等） 

→鼻咽腔の閉鎖は、空嚥下や発声を指示して、鼻咽腔の閉鎖状況を確認する。軟口蓋

麻痺では、麻痺側の軟口蓋と咽頭後壁に間隙を確認できる。 

→咽頭麻痺や声帯麻痺の有無・ミオクローヌスなどの不随意運動の有無を観察する。

咽頭麻痺があると空嚥下時の咽頭収縮が不良となる。そして、麻痺側の梨状陥凹の唾

液貯留が多くなる。喉頭閉鎖機能を確認するには、持続発声や息こらえを指示する。 

・咽頭の感覚の左右差 

→内視鏡の先端を軽く接触させて、咳反射や声門閉鎖反射などが生じるかを観察す

る。刺激を与える方法として、他に送気や注水なども挙げることができる。刺激を与

えるときには、粘膜の損傷や喉頭痙攣誘発の危険性に注意する。 

・咽頭絞扼反射 

→刺激により誘発される吐物を伴わない嘔吐様の反射である。本来これは有害な物質

の侵入を阻止するための防御反応 
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 ５０

＜下咽頭・喉頭（前図 B 部および下図を参照のこと）＞ 

 

内視鏡を挿入し、上図のように見えるようになったところで、以下に記す点を確認し、

評価する。 

・声帯運動（声門の閉鎖状態等） 

→声門閉鎖不全の原因として、軽度のものとしては声帯溝症・萎縮が、高度なものと 

しては一側喉頭麻痺、・高度萎縮がある。その中でも、声帯溝症は左右の声帯に溝 

が出来ることであり、正常では、15 秒以上の連続した発声が出来るところが、数 

秒しか発声出来なくなり、そのために嗄声(させい)や嚥下障害を起こす。原因とし 

ては、70 歳以上の男性に多く認められるために声の濫用説などもあるが、先天性 

の発生説・嚢胞の破裂変化・Werner’s 病との関連も示唆されている。 

  

・喉頭反射 

  

・梨状陥凹における唾液貯留の有無や程度等 
→喉頭蓋谷や梨状陥凹の唾液貯留や食物残留は、嚥下運動の障害や咽頭感覚の低下に 

繋がっており、嚥下障害の重症度や誤嚥の危険性の指標となる。喉頭や気管内に唾 

液や食物を認める場合には、残留感を感じているか、咳によって喀出可能かなどを 

観察する。片側の梨状陥凹の唾液貯留は器質的病変が存在している可能性にも留意 

する。 

 

 ・喉頭の腫瘍 

→良性腫瘍として、若年性乳頭腫・血管腫・線維腫・軟骨腫・粘液腫および神経線維 

腫が認められ、喉頭のどの部位にも発生する。また、その中でも乳頭腫および神経 

線維腫は悪性化する可能性がある。症状としては、嗄声・気息声・呼吸困難・誤 

嚥・嚥下困難・耳痛・喀血などである。そのなかでも耳痛が認められる場合は、迷 

走神経の刺激または腫脹から生じる関連痛であり、ほとんどは急速に増殖する悪性 

（りじょうか） 

（ひれつなんこつ） 

（こうとうがいこく） 
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 ５１

腫瘍が原因となっている。 

 

しかし、このように原因となる疾患が分かっている患者ばかりではない。「むせる」

「食べにくい」「飲み込みにくい」などという症状で歯科を受診し、実際は、その嚥下障

害が神経筋疾患や悪性腫瘍などの初期症状であることも多い【８．嚥下機能障害の原因】 

（  P３４〜）。 

 

そのために、嚥下障害を引き起こす疾患について熟知しておく必要がある。さらに、原

因疾患不明の嚥下障害も存在している。 

 

 嚥下障害を起こす疾患については、医科等との連携・情報共有により把握することが出

来ても、具体的にどの神経に障害が生じているのかが示されることは少ない。 

しかし、内視鏡下嚥下機能検査を行うことによって、以下のように、どの部位に機能障

害を認められるかによって、どの神経に障害が生じているかを判定することが可能とな

る。 

この得られた情報を医科と共有することが、原疾患の治療に極めて有益なことは言うま

でもない。 

 

 

機能障害が起きている部位と支配神経の以下に示す。 

部位 チェックするポイント 支配神経 

咬筋 
開口・閉口できるか？ 

抵抗を加えて開口・閉口できるか？ 
三叉神経 

口唇 

口唇を突出できるか？ 

口角を引けるか？ 

口唇を閉じて頬を膨らませた後、頬を押して空気が漏れるか？（左

右） 

顔面神経 

軟口蓋 

左右対称か？ 

「アー」と発音させて、カーテン現象（麻痺があると、口蓋垂が健

側へ引かれる現象）があるか？ 

舌咽神経 

迷走神経 

喉頭 

空嚥下で喉頭が挙上するか？ 

指示してから、空嚥下が起きるまでの時間は？ 

喉頭の挙上時の力強さは？ 

舌咽神経 

迷走神経 

舌 

前後運動が出来るか？ 

回転運動（硬口蓋に円を描くような運動）が出来るか？ 

左右運動が出来るか？ 

上下運動が出来るか？ 

舌下神経 
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【１１．摂食機能療法】 

 

 基本的なことではあるが、摂食・嚥下は以下のように成り立っている。 

（１）食物を認知する． 

（２）口の中に食物を入れる。 

（３）食物を細かく噛み砕き、唾液と混ぜてすりつぶす。 

（４）噛み砕いた食物を、舌を使って喉（のど）の奥へ送る。 

（５）食物が気管に入らないように気管の入り口に蓋をする。 

（６）食物を嚥下の瞬間だけ開く食道へと送り込む。 

（７）食物を食道から胃へと送る 

 

 また、誤嚥を起こしてしまった場合、咳をするなどの強い呼気により、喀出する必要が

ある。その際には、 

（１）誤嚥を認識できる 

（２）強い呼気を出せる 

（３）咳が出せる 

と、いう防御反応が必要である。 

 

 医療面接・スクリーニングテストおよび嚥下内視鏡検査の結果から総合的な評価を行う

ことによって、これらの中でどこに問題があるのか？を明らかにする。 

そして、低下している機能や低下している原因に合わせて、患者の全身状態等も考慮に

入れて、最も効果が高い嚥下機能訓練を選択し、もしくは複数を組み合わせていくことが

重要である。 

そのために、歯科だけで完結する症例はまれであり、嚥下障害の原因となっている疾患

の主治医等を密接な連携を取りながら、行っていくべきものである。 

 

 また、摂食機能療法を行うにあたり、対象となる患者は以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 主な嚥下機能訓練法を次ページの表にまとめる。その後、各嚥下機能訓練法について詳

細していく。兵頭スコア（㊮巻末資料 P７１）の項目に対応する訓練法も併せて記して

あるので、嚥下機能訓練の計画を立てる際に参考にすること。  

この表において、各嚥下機能訓練法の前についている番号は、記されている嚥下機能訓練

法の番号と一致している。 

意思の疎通が図れる 

経口摂取への意欲がある 

誤嚥物や痰を自力で喀出できる 

坐位を保つことができる 

全身状態が嚥下指導や訓練に支障がない 
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症状および目的 嚥下機能訓練法 1 セットあたりの回数 1 日あたりのセット数 

筋力向上訓練 

口唇の閉鎖不全・口

唇や舌の動きが悪

い・鼻咽腔閉鎖不全 

↓ 

筋力や可動域の向上 

（１）口唇・頬の進

展マッサージ 
5～6 回 ５セット 

（２）舌・口腔周囲

の可動域訓練 
５～６回 ５セット 

（３）舌・口腔周囲

の筋力負荷訓練 
５～１０回 ５セット 

（４）構音訓練 ５～１０回 ３～５セット 

（５）ブローイング ５～６回 ３セット 

（６）軟口蓋挙上装

置 
  

気道閉鎖訓練 

かすれた声・異常に

小さい声・発生でき

る時間が短い（声帯

閉鎖不全） 

↓ 

声帯閉鎖機能向上 

（７）Pushing 

Exercise 
５～１０回 ３セット 

反射促進訓練 

嚥下反射が起きない 

↓ 

反射惹起向上 

（８）アイスマッサ

ージ 
５～１０分 ３セット 

（９）K-point 刺激法 ５～１０回 １～３セット 

（１０）嚥下反射促

通手技 
１～３分 ５セット 

送り込み向上訓練 

食道が開かない 

↓ 

食道開口向上 

（１１）Shaker 

Exercise 
３～５回 ３セット 

（１２）メンデルゾ

ーン手技 
５～１０回 １～３セット 

喀出力向上訓練 

咳がうまくできな

い・呼吸が小さい 

↓ 

異物除去機能向上 

（１３）咳嗽訓練 １～５分程度 ３セット 

（１４）呼吸訓練 １～５分程度 ３セット 

準備運動 
（１５）リラクゼー

ション 
１回 ３セット（毎食前） 
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 ５４

＜筋力向上訓練口唇の閉鎖不全・口唇や舌の動きが悪い・鼻咽腔閉鎖不全を改善するた

めの訓練＞ 

（１）口唇・頬の進展マッサージ  

 唇や頬が固くて閉じない場合やまたそれが原因で唾液が口から出てしまう場合などに用

いる。唇は指を巻き込んで内側に伸ばし、頬は内から外へと伸ばす。 

 

（口唇の進展マッサージ） 

 

 

 

 

 

 

（頬の進展マッサージ） 

 
 

 

 

 

 

 

左右の頬粘膜を頬が膨らむように、内側から外に向かって、上下に５～６回伸ばす。 

スポンジブラシ等を使用せずに、指で行う場合は患者の後ろに術者が位置し、人差し指

で行う。 

口唇と歯肉の間にスポンジブラシを入れて、奥の方から手前に向かって、３～５回動

かす。 

指で行う場合には、人差し指で行う。 

患者に痛みを与えるので、各小帯を避けて行う。 
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 ５５

（２）舌・口腔周囲の可動域訓練 

 舌や口腔周囲を各方向に対して最大限に動かす。舌がよく動かない場合には、ガーゼで

舌をつかんで、前に引き出す。 

 

 

 

 

（頬の可動域訓練） 

 
 

 

 

 

 

 

 

術者が行う場合には、下図のようにガーゼで舌をつかんで動かす 

上図のように頬を膨らませる運動に加えて、下図のように顔でじゃんけんを

するようにすると、楽しみながら嚥下機能訓練を行うことが出来る。 
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 ５６

（３）舌・口腔周囲の筋力負荷訓練 

 舌の筋力負荷訓練にはスプーンを舌で押し返してもらう。口唇の筋力訓練はストローや

ボタンに紐をつけたものをくわえさせて引く力に抵抗させる。頬の筋力訓練は頬を膨らま

せて指で圧迫し、口から息がもれないように抵抗させる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

①舌を前に突出させ，舌圧子やスプーンで抵抗をかける 

②舌全体を持ち上げるように指示し，舌圧子やスプーンで抵抗をかける 

③舌を左右の口角につけるように指示し，舌圧子やスプーンで抵抗をかける 

①20 ㎝位のひもを通したボタンを用意する 

②ボタンを前歯と唇の間にはさみ 3秒間、ひもを引っ張りながら、ボタンが飛び出さない 

ように唇を強く閉じる 

③これを 5〜10 回繰り返す 

ひもの先端にボタンを付けておく。ボタ

ンの大きさが小さいほど、強度が大きく

なる。 
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 ５７

 

 

 

 

 

（４）構音訓練 

まずは「パ」などの単音を言わせ、続いて「パパパ」や「カカカ」の単音の繰り返し、

さらに「パタカラ、パタカラ」の単語、最後は文章を言わせるという流れで行う。鼻咽腔

閉鎖が悪い場合は「マナガ」という音に近くなるので、鼻咽腔閉鎖訓練にも利用できる。 

 

 

（５）ブローイング 

 水を入ったコップをストローで吹く、笛を吹くなど。唇が閉じない場合にはうまく吹け

ない。吹けた時間を測定しておくことで、次回の訓練の際の目標設定が行いやすくなる。 

 

 

 

 
強く吹いて、大きな泡を作る 弱く吹く代わりに、吹いている時間を長くする 

①頰を膨らますように指示し，それに抵抗して手で頰を押す 

②口唇を閉鎖したまま，頰をへこませる 
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 ５８

       

 

 

 

 

（６）軟口蓋挙上装置（PLP：Palatal Lift Prosthesis） 

鼻咽腔閉鎖不全に対しては、以下のような口腔内装置を使用することもある 

 
 

＜気道閉鎖訓練かすれた声・異常に小さい声・発生可能時間が短い（声帯閉鎖不全）を

改善するための訓練＞ 

 

（７）Pushing Exercise 

 椅子や机を押す（または引く）と同時に「アー」「エイ」など大きな声を出す。このこ

とが声帯閉鎖の訓練となり、声帯閉鎖は嚥下時の気道防御や強い咳を行うために必要であ

る。 

 
 

 
「エイッ」と強く声を出しながら、両腕

に力をこめて壁を押し、最後に唾液を飲

み込む 

「エイッ」と強く声を出しながら、体を

持ち上げるように両腕でイスの座面を下

に押し、最後に唾液を飲み込む 

左図のような吹き戻し笛を使用すると、楽しみ

ながら嚥下機能訓練を行うことが出来る。 

上図のような先が複数に分かれているものを使用すると、

嚥下機能訓練の強度を変更することができる。 
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 ５９

＜反射促進訓練嚥下反射の惹起を改善のための訓練＞ 

 

（８）アイスマッサージ 

 冷たい刺激で嚥下反射を誘発させるのがこの訓練の目的である。綿棒に冷水をつけた

り、水をつけた綿棒を事前に凍らせて使用する。また嘔吐反射がない限り、刺激する場所

にはあまりこだわる必要はない。 

 

 
 

（９）K-point 刺激法 

 臼後三角最後部やや後方の内側を圧刺激すると、開口反射、咀嚼様運動に続いて嚥下反

射が誘発されるとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

K-point の位置 

刺激すると、開口反射が

最初に起きるので、開口

障害のある患者にも有効

な嚥下機能訓練である。 

刺激する部位にこだわる必要はない

が、左記の３部位への刺激は、特に効

果が高いといわれている。 
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 ６０

（１０）嚥下反射促通手技 

甲状軟骨に指を当て、下顎下面に向かって皮膚を上下に摩擦する。続いて下顎 

下面から甲状軟骨に向けて皮膚を摩擦しながら降ろす。次いで、空嚥下を行う 

 

 
 

＜送り込み向上訓練食道を開きやすくするための訓練＞ 

 

（１１）Shaker Exercise  

 頭部挙上訓練ともいう。喉頭挙上筋群を鍛えることにより、食道入口部の開きを改善す

るのが目的である。背臥位にて肩を床につけたまま、足の指が見えるまで頭部を挙上させ

保持させる。60 秒頭部挙上保持し 60 秒休憩することを 3回、これを 30 回行うことを１

セットとする。 

 

 

 

 

 

 

つま先を見えるようにするか、へそを見えるようにするかで、嚥下機能訓練の強

度を変更することが出来る。へそを見えるようにする方が、強度が高い。 

甲状軟骨から下顎下面の

間を、上下にさするよう

に指を上下させる 
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（１２）メンデルゾーン手技 

 喉頭（甲状軟骨）に指を当てて空嚥下を行い、最も挙上した位置で息を止めて喉頭（甲

状軟骨）を保持する。 

 

 

 

 

＜喀出力向上訓練咳がうまくできない・呼吸が小さいことを改善するための訓練＞ 

 

（１３）咳嗽訓練 

 息をしっかり吸った後にいったん止めて、咳をしたり、強く息を吐いたりする。 

 

（１４）呼吸訓練 

 呼吸に関わる筋力を向上させることで、自力で痰を出せるようにする。「腹式呼吸」

「口すぼめ呼吸」がある。 

 

「腹式呼吸」 

①仰向けに寝て、片手を腹部、もう一方の手を胸部に置く 

②ゆっくりと、鼻から息を吸う。 

③ゆっくりと、腹部を軽く押さえながら口から息を吐く 

 

「口すぼめ呼吸」 

①ゆっくりと、鼻から息を吸う 

②吸ったときの倍の時間をかけて、口をすぼめてゆっくりと息を吐く 

 

 

 

 

 

 

喉頭（甲状軟骨）が最も挙上した位置を保持する 
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＜準備運動のための訓練＞ 

 

（１５）リラクゼーション 

  摂食機能訓練を行う前の準備体操的な意味合いで用いられる。嚥下に関連する筋肉を

一通り動かすために、「嚥下体操」「お口の体操」などと呼ばれている。食べる前の準備

体操として用いられることもある。いろいろな方法が考案されているが、１例を示す。 
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【１２.食形態の選択】 

内視鏡下嚥下機能検査を行う際の検査食はどの食形態を選ぶのか？現状としてどのよう

な食形態を与えるのか？嚥下機能訓練を行った結果、どの程度改善したのか？等を評価す

るために、また患者への指導や栄養士などの他職種との連携をスムーズに行うために、食

形態について熟知し以下のようなことを理解しておかないと、客観的な評価が不可能であ

る。 

 

 

 （１）嚥下訓練食の分類 

 （２）摂食・嚥下リハビリテーション学会の分類と他の分類との対応 

 （３）とろみの分類 

 （４）市販されているとろみ調整剤による調整方法 

 （５）嚥下障害の程度に合わせた食形態の選択方法 

 

 これらのことを、以下に記す。 

 

（１）嚥下訓練食の分類 

摂食・嚥下障害を持つ患者に対して、適切な食形態を選択するための基礎となっている

のが、２００４年に開催された第１０回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の教育講

演で発表された「嚥下食ピラミッド」である。 
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（２）摂食・嚥下リハビリテーション学会の分類と他の分類との対応 

この「嚥下食ピラミッド」が発表された前後には、摂食・嚥下障害を持つ患者、つまり

嚥下困難者に対する食形態の選択の目安として、複数の団体から独自に食形態を分類し、

提唱された。 

しかし、そのために食形態の分類が統一されておらず、他の分類に対応した選択をする

ことが難しい状態となってしまった。その状態を解消するために、摂食嚥下リハビリテー

ション学会では、２０１３年に嚥下調整食を以下のように分類し、他の団体が提唱してい

る分類にも対応するようにした。現状では、摂食・嚥下リハビリテーション学会提唱の嚥

下調整食分類２０１３を含めて、４種類の分類が一般的に使用されている。以下の表は、

嚥下調整食学会分類２０１３および他の分類との対応をまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別用途食品（えん下困難者用食品） 

２００９年厚生労働省が策定し、現在は消費者庁が管轄している。硬さ、付着性、

凝集性の許可基準によりその適合性を審査し、国（消費者庁）の許可を受けて表示さ

れる。許可基準 I、Ⅱ、Ⅲに分類されている。 

 

※ユニバーサルデザインフード（UDF） 

日本介護食品協議会が２００２年に、自主規格として策定された。かたさと粘度の物

性規格により４つの区分に分類されている。 

 

※スマイルケア食 

２０１４年農林水産省が策定した。健康維持上栄養補給が必要な人向けの食品に

「青」マーク、噛むことが難しい人向けの食品に「黄」マーク（４段階）、飲み込む

ことが難しい人向けの食品に「赤」マーク（３段階）を表示される。 
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市販のものを使用するにせよ、自作するにせよ、これらの分類を充分に理解して、適切

な食形態を選択して、日常生活での食事や、嚥下機能訓練やスクリーニングテスト、さ

らには内視鏡下嚥下機能検査を行っていく必要がある。 

 

（３）とろみの分類 

学会分類２０１３における「０ｔ」、嚥下食ピラミッドにおける「Ｌ０・Ｌ１・Ｌ２」

における、とろみの程度にも、基準が以下のように定められている。つまり、一口にとろ

みといっても、漠然ととろみをつけるのではなく、しっかりとした基準に基づいてとろみ

の濃度を調整して使用しなければいけないのである。この分類の中でも、「中間のとろ

み」が学会分類の「０ｔ」として用いられる。「中間のとろみ」でも誤嚥するようであれ

ば「濃いとろみ」を用い、「中間のとろみ」では誤嚥が起こらないようであれば「薄いと

ろみ」へとレベルアップさせていく。 
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（４）市販されているとろみ調整剤による調整方法 

 このようにとろみを調整する際には、市販のとろみ調整剤を用いることが一般的であ

る。市販のとろみ調整剤を、水１００ｍｌあたりに対して、どれくらい使用すれば上記の

とろみの程度に調整できるかは、以下の表が目安となる。製品によって、とろみの粘度以

外の特性が異なるので、何種類か用意して使用することが理想的である。 

 

（５）嚥下障害の程度に合わせた食形態の選択方法 

 重要なのが、高齢者の場合のように機能が衰えていく病態では、咀嚼能力の低下に応じ

て「レベル５(普通食)」から「レベル４(介護食)」「レベル３(嚥下食)」へ咀嚼や嚥下が

容易な食品に移行していくが、それに対して脳卒中の患者の場合などでは、病状の安定を

確認した後に「レベル０(開始食)」から始めて「レベル１(嚥下食Ⅰ)」「レベル２(嚥下

食Ⅱ)」と、嚥下が難しい食事へと移行していくことである。次ページに記されているフ

ローチャートに基づけば、簡易的に適切と思われる食形態を選択することが可能となる。 

（参照：嚥下食ドットコム） 
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 また、嚥下機能訓練を行い、嚥下機能に改善が認められる場合には、食形態レベルをス

テップアップをさせる。 

 その際には、下のフローチャートに沿ってレベルアップさせると簡便である。レベルア

ップさせるときには、「摂食時間が３０分以内で、７割以上の摂食が３食以上続いたと

き」という条件を満たすだけではなく、摂食後の呼吸状態やむせなどはないか？発熱が続

いていないか？等を確認して、はじめて食形態レベルのステップアップを行う。（Ｌ０・

Ｌ１等の分類：嚥下食ピラミッド  P６３） 

 

 
（藤島一郎：脳卒中の摂食・嚥下障害 第 2版 医歯薬出版 1998） 

 



在宅歯科医療協力医 

『嚥下障害に対する内視鏡下嚥下機能検査関連資料』 

泉区歯科医師会 地域医療委員会 

 ６８
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聖隷式嚥下質問紙 

 

氏名                    年齢     歳      男・女 

回答者 本人・その他（                  ） 

 

 

あなたの嚥下（飲み込み、食べ物を口から食べて胃まで運ぶこと）の状態についていく

つかの質問をいたします。ここ２、３年のことについてお答えください。 

いずれも大切な症状ですので、よく読んで A、B、Cのいずれかに〇をつけてくださ

い。 

 

 

１．肺炎と診断されたことがありますか？    A.繰り返す B.一度だけ C.なし 

２．やせてきましたか？            A.明らかに B.わずかに C.なし 

３．物が飲み込みにくいと感じることが     A.しばしば B.ときどき C.なし 

ありますか？  

４．食事中にむせることがありますか？     A.しばしば B.ときどき C.なし 

５．お茶を飲むときにむせることがありますか？ A.しばしば B.ときどき C.なし 

６．食事中や食後、それ以外のときにものどが  A.しばしば B.ときどき C.なし 

ゴロゴロ（たんがからんだ感じ）すること 

がありますか？  

７．のどに食べ物が残る感じがすることがあり  A.しばしば B.ときどき C.なし 

ますか？  

８．食べるのが遅くなりましたか？       A.たいへん B.わずかに C.なし 

９．硬いものが食べにくくなりましたか？    A.たいへん B.わずかに C.なし 

１０．口から食べ物がこぼれることがありますか？ A.しばしば B.ときどき C.なし 

１１．口の中に食べ物が残ることがありますか？  A.しばしば B.ときどき C.なし 

１２．食物や酸っぱい液が胃からのどに戻って   A.しばしば B.ときどき C.なし 

くることがありますか？  

１３．胸に食べ物が残ったり、詰まった感じが   A.しばしば B.ときどき C.なし 

することがありますか？  

１４．夜、咳で眠れなかったり目覚めることが   A.しばしば B.ときどき C.なし 

ありますか？  

１５．声がかすれてきましたか？         A.たいへん B.わずかに C.なし 

（がらがら声、かすれ声など）  
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内視鏡下嚥下機能検査：説明と同意書 

【病名・症状】摂食・嚥下障害 

〔                            〕 

摂食・嚥下障害とは食べ物や飲み物が上手に飲めなくなる障害です。様々な原因で起こり、「脱

水，栄養障害」「誤嚥，誤嚥性肺炎，窒息」などにつながることがあります。 

【今回の検査目的】 

食物が通過するノドの部分にどのような異常があって、どうしたらよいか必要な情報を得ること

が検査の目的です。 

【予定している検査の具体的方法】 

 鼻から内視鏡を通してノドを観察します。実際に食物を食べてもらい、口から、ノド、食道へ

食物がどのように通過するか、ノドにどの程度残るかなどがよくわかります。リハビリテーショ

ンで必要な訓練をその場で行い、効果を見ることもできます。 

【今回の検査に伴う合併症】 

 （1） 適切な食事を判断するためにやむを得ず患者さんにとって難しい食物ならびに量を摂っ

ていただくことがあり、検査中に誤嚥が起こり得ます。まれに誤嚥による発熱、誤嚥性肺炎が起

こることがあります。誤嚥が起こったら直ちに吸引や適切な対応を行います。 

 （2） その他、検査は注意深く行いますが、まれに以下の合併症が起こることがあります。検

査の緊張や刺激により、失神発作が起こることがあります。内視鏡の通過により鼻やノドに傷が

ついて出血することがあります。また、ノドの奥まで達した内視鏡により喉頭や声帯に傷害を生

じることがあります。検査に使用する局所麻酔薬や検査食品により、アレルギー反応が起こるこ

ともあります。合併症が起こったら、それぞれ適切な対応を行います。 

 ただし、同意した後での撤回や検査途中で具合が悪くなったりした場合にはいつでも中止も出

来ます。 

 

上記について説明しました。 

                          令和   年   月   日      

                     泉区歯科医師会 

                      歯科医院名                 

                      担当医                 印 

上記説明内容に納得され、検査実施に同意していただけるようでしたら、ご署名ください。 

 

                      患者署名                印 

                      ご家族署名               印 

                      （患者との関係：             ） 
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 ７１
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診療の流れ・カルテ記載例 

歯科訪問診療 

 

男性 ８７歳  

主訴：ケアマネージャーより食事時のむせがあるので嚥下機能検査の依頼  

既往歴：脳梗塞にて身体機能低下 外出困難で訪問診療対象 

 

【訪問診療１日目】 

月日 部位 治療内容 点数 

4/10  歯科訪問診療料（Ⅰ）9:03～9:27 1100 

  主訴：担当ケアマネより、内視鏡下嚥下機能検査の

依頼 

 

 G&G,K0K 歯周基本検査 別紙参照 200 

  スケーリング 72+38x3 

  Ｐ基処（ＪＧ） 10 

  スクリーニングテスト 

EAT-10：5/40 点、RSST：２回/30 秒 

以上の結果から嚥下障害が考えられる 

 

  医療面接・口腔内診査・スクリーニングテストを行

った結果、嚥下機能に障害が疑われ、内視鏡下嚥下

機能検査の必要性を認めた。患者・家族の同意を得

たため、同意書を渡し、内視鏡下嚥下機能検査の日

程を確定した。 

 

  歯科医師居宅療養管理指導費（Ⅰ） 516 

  歯科衛生士居宅療養管理指導費（Ⅰ）9:28～9:51 361 

  次回 内視鏡下嚥下機能検査施行予定  

 

【訪問診療２日目】 

月日 部位 治療内容 点数 

4/20  歯科訪問診療料（Ⅰ）10:16～10:42 1100 

  内視鏡下嚥下機能検査 720 

  ＜検査の要点＞ 

検査食：着色水、グリコプッチンプリン 

結果：①咽頭部に唾液の泡状の貯留あり：２ 

① 喉頭蓋に触れ咳反射やや反応悪い：２ 

② 着色水やプリン梨状陥凹まであり：２ 

③ 咽頭クリアランスでは、咽頭残留＋＋、着色水・

プリン共に軽度あり、交互嚥下が必要：２ 

 

結果を詳細に記録する 

（カルテ内もしくは別紙） 

結果を詳細に記録する 

（カルテ内もしくは別紙） 



在宅歯科医療協力医 

『嚥下障害に対する内視鏡下嚥下機能検査関連資料』 

泉区歯科医師会 地域医療委員会 

 ７３

兵頭スコア合計８点 

内視鏡下嚥下機能検査の結果、嚥下機能障害を認め

たため、反射・筋力アップを中心に摂食機能療法を

立案。摂食機能療法は 3か月間行い、その後再内視

鏡下嚥下機能検査にて評価・診断を予定する。 

  歯科医師居宅療養管理指導費（Ⅰ） 516 

  歯科衛生士居宅療養管理指導費（Ⅰ）10:43～11:06 361 

  次回 摂食機能療法を行う   

 

【訪問診療３日目】 

月日 部位 治療内容 点数 

4/27  歯科訪問診療料（Ⅰ）13:41～14:04 1100 

  再歯周基本検査 別紙記載 100 

 J0J ＳＲＰ 60x4 

 G&G,K0K Ｐ基処（ＪＧ） 10 

  歯科医師居宅療養管理指導費（Ⅰ） 516 

  歯科衛生士居宅療養管理指導費（Ⅰ）14:05～14:28 361 

  摂食機能療法 14:29～15:03 歯科衛生士：A.K 185 

  機能療法の内容の要点等：①アイスマッサージで反

射鍛錬②頬・口唇・舌の運動訓練③唾液嚥下訓練 

自己訓練では②、③を食前に各５分は行うように指

示 

 

摂食機能療法例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唾液嚥下訓練 

アイスマッサージ 

頬・口唇・舌の運動訓練 

構音訓練 

食形態の工夫 

一口量の調節 

ペースコントロール etc... 
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診療の流れ・カルテ記載例 

外来診療 

 

男性 ８７歳  

主訴：食事時のむせがあるので嚥下機能検査の依頼  

既往歴：脳梗塞にて身体機能低下 

 

【外来診療１日目】 

月日 部位 治療内容 点数 

4/10  主訴：本人より、内視鏡下嚥下機能検査の依頼  

  初診 外来環 261+23 

 G&G,K0K 歯周基本検査 別紙参照 200 

  スケーリング 72+38x3 

  Ｐ基処（ＪＧ） 10 

  歯科疾患管理料（初診月） 80 

  スクリーニングテスト 

EAT-10：5/40 点、RSST：２回/30 秒 

以上の結果から嚥下障害が考えられる 

 

  医療面接・口腔内診査・スクリーニングテストを行

った結果、嚥下機能に障害が疑われ、内視鏡下嚥下

機能検査の必要性を認めた。患者・家族の同意を得

たため、同意書を渡し、内視鏡下嚥下機能検査の日

程を確定した。 

 

  口腔内衛生状態不良（舌苔スコア８０％）  

  咬合力低下（残存歯数２０歯）  

  舌圧検査 １８kPa 140 

  口腔機能管理料 100 

 

【外来診療２日目】 

月日 部位 治療内容 点数 

4/20  再診 外来環 53+3 

  内視鏡下嚥下機能検査 720 

  ＜検査の要点＞ 

検査食：着色水、グリコプッチンプリン 

結果：①咽頭部に唾液の泡状の貯留あり：２ 

① 喉頭蓋に触れ咳反射やや反応悪い：２ 

② 着色水やプリン梨状陥凹まであり：２ 

③ 咽頭クリアランスでは、咽頭残留＋＋、着色水・

 
結果を詳細に記録する 

（カルテ内もしくは別紙） 

結果を詳細に記録する 

（カルテ内もしくは別紙） 
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プリン共に軽度あり、交互嚥下が必要：２ 

兵頭スコア合計８点 

内視鏡下嚥下機能検査の結果、嚥下機能障害を認め

たため、反射・筋力アップを中心に摂食機能療法を

立案。摂食機能療法は 3か月間行い、その後再内視

鏡下嚥下機能検査にて評価・診断を予定する。 

  次回 摂食機能療法を行う   

 

【外来診療３日目】 

月日 部位 治療内容 点数 

4/27  再診 外来環 53+3 

  再歯周基本検査 別紙記載 100 

 J0J ＳＲＰ 60x4 

 G&G,K0K Ｐ基処（ＪＧ） 10 

  摂食機能療法 14:29～15:03 歯科衛生士：A.K 185 

  機能療法の内容の要点等：①アイスマッサージで反

射鍛錬②頬・口唇・舌の運動訓練③唾液嚥下訓練 

自己訓練では②、③を食前に各５分は行うように指

示 

 

摂食機能療法例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唾液嚥下訓練 

アイスマッサージ 

頬・口唇・舌の運動訓練 

構音訓練 

食形態の工夫 

一口量の調節 

ペースコントロール etc... 
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＜VE 動画マニュアル_リンク集＞ 

1.内視鏡関連コードとノートパソコンとの接続 https://youtu.be/eXhLVg1m9Nc 

2.ノートパソコンの画像ソフト準備 https://youtu.be/BI85HvSq3tM 

3.画像ソフトを開き患者フォルダーを準備 https://youtu.be/beMr3LwlNt0 

4.内視鏡の準備 https://youtu.be/DMwsrZDZfoQ 

5.内視鏡の撮影方法（動画・写真）https://youtu.be/GvrMpsjJ_00 

6.検査動画・画像の保存方法 https://youtu.be/jy8gdrKnYr0 

7.ノートパソコンからの取り外し https://youtu.be/QtlscCXVtE0 

8.内視鏡の漏水チェック https://youtu.be/kvZp_JNgb1g 

9.内視鏡の洗浄・滅菌 https://youtu.be/dzvrXS3hYBQ 

○嚥下内視鏡の扱い方（１から９まで一連）https://youtu.be/IzAWpc8Klpg 

＜VE 動画マニュアル_実演_リンク集＞ 

1.嚥下内視鏡検査終了し帰院後に行う内視鏡の洗浄・滅菌_実演_漏水チェック https://youtu.be/2bDWzzCabRo  

2.嚥下内視鏡検査終了し帰院後に行う内視鏡の洗浄・滅菌_実演_フタラール液浸漬 https://youtu.be/q4xokCaM1a0 

3.嚥下内視鏡検査終了し帰院後に行う内視鏡の洗浄・滅菌_実演_薬液洗い流し https://youtu.be/4xzokyOMMcw 

○嚥下内視鏡検査終了し帰院後に行う内視鏡の漏水チェック・洗浄・滅菌の流れ（１から３まで一連）_実

演  https://youtu.be/mXq9lbrzRwk 

＜VE 動画＿嚥下内視鏡実演_検査施術：毛呂理事＞ 

・嚥下内視鏡検査の実際＿実録 https://youtu.be/tGLtCSTjHdE 

【補足説明】 

VE 動画マニュアル_リンク集（１～９）内視鏡基本使用方法について。説明者は、PENTAX 担当マン、ワシエスメディカ

ル担当マンです。 

VE 動画マニュアル_実演（１～３）毛呂理事の実録検査後、検査後の内視鏡洗浄実演を石川博之が行いました。 

VE 動画＿嚥下内視鏡実演_検査施術：毛呂理事 

実際の検査準備から検査終了までの流れです。検査施術者毛呂理事です。 

検査の雰囲気や流れ、操作順番、検査内容など嚥下内視鏡検査概要がわかると思います。 
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※以下のホームページより抜粋 

泉区歯科医師会 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 

栄養なび：ネスレ ヘルスサイエンス 

おくちで食べる.com：昭和大学歯科病院 口腔リハビリテーション科 

岐阜県歯科医師会 在宅歯科医療連携室 

メディトレくん：株式会社 ナースあい 

新鋭工業株式会社 

日医工 

難病情報センター 

MSD マニュアルプロフェッショナル版 

日本歯科医師会 

はじめよう！やってみよう！口腔ケア 

ニュートリー株式会社 

嚥下食ドットコム 

栄養指導 Navi 

◆下記の通り、説明会を行った 

泉区歯科医師会 

周術期等口腔機能管理・内視鏡下嚥下機能検査 

に関する資料 Web 説明会 

日時：令和３年５月２８日（金） 19:30～21:00 

場所：CISCO Webex（オンライン）説明会 

 

◆泉区歯科医師会会員用の資料の為、会員外への提示および会員外の使用を固く禁ずる 


