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日本栄養・食糧学会誌第 73巻第3号 93-101(2020) ［報 文l

食品の喋下しやすさ評価への感下音及び

筋電図の応用性に関する検討

田中充樹［津嘉山 尉，山本登志子＊，2, 中村孝文3

(2019年 10月1日受付； 2020年3月23日受理）

要旨：食品の感下しやすさ評価への聴下音と筋電図の応用性を検討するために，燕下のしやすさの異なる食

品を喋下した際の喋下音信号と筋電図のパワーと発生時間を解析した。食品にはポタージュ， ヨーグルト，

プリン，及びヨーグルトと同程度のとろみに調整したジュースと自然薯粉末溶液を用いた。健康な成人男性

13名について， 3gの試料を一度に感下した際の喋下音信号を小型コンデンサーマイクで甲状軟骨部から，

筋電図を右側顎二腹筋表面から記録した。テクスチャー解析で得た食品のかたさは感下しやすさが増すと増

加した。喋下音信号のパワーはかたさの対数と有意に逆相関したが (r=-0.435, P<0.01)，発生時間は有

意な相関を示さなかった (r=-0.151)。筋電図については，パワー及び発生時間のかたさの対数について

の相関係数はそれぞれ0.261と0.176であり，有意な相関はみられなかった。かたさは喋下しやすさに関係

することから，喋下音信号のパワーはゾル状食品の照下しやすさの評価に応用できる可能性の一端が示され

た。

キーワード：喋下しやすさ評価食品のかたさ，喋下音信号のパワー，筋電図

我が国における高齢化率は 2017年現在で 27.7％であ

り， 2025年には 30％を超えると予想されている！）。そ

のため，超高齢化社会への対策がますます必要となって

いる。食は高齢者の生活の質 (qualityof life, QOL) に

欠かせない要囚であるが，考慮すべき点に誤喋がある。

食物や唾液は，口腔から咽頭と食道を経て胃へ送り込ま

れるが，飲み込みの反射（喋下反射）が障害されている，

飲み込む力が弱い，あるいは食道を通過できない等の状

態の場合に唾液や食物，胃液等が誤って気道に入り込む

ことがある。喉頭に流れ込んだとしても，それが声門を

超えない場合は喉頭侵入で済むが，声門を超えて気管に

入ってしまうと誤感となる。誤嗚してもむせることで気

道から吐き出されるが，高齢や障害でむせる力が弱い，

むせ自体が出ない場合は，食物や唾液に含まれた細菌が

肺に入り込み，誤感性肺炎が発症する。死因別死亡率に

おいて，平成 28年度までは，誤喋性肺炎を含む肺炎が

第3位であったが，平成 29年度からは誤喋性肺炎を独

立して示すようになり，全体の第 7位と高位を占めてい

る2)。高齢者は喋下に関係する筋力の低下，神経系機能

の低下による喉頭口閉鎖のタイミングのずれなどで誤聴

が発生しやすく，これが死因につながることから，誤聴

＊連絡者・別刷請求先 (E-mail: toshiko@fhw.oka-pu.ac.jp) 

を回避するための喋下しやすい食材の開発や喋下状態を

知る手法の開発が求められる。

著者らは，機能性を付加した新たな感下調整食の開発

を目指し， 自然薯の持つ抗炎症・抗腫瘍効果3)4)と物性

を活用したとろみ剤としての応用を検討してきた。自然

薯の均ーな低温乾燥粉末を作製し，それより調製した溶

液のテクスチャー解析（以降TextureProfile Analysis 

(TPA) と記す：かたさ，凝集性，付着性）によって，

喋下補助食品（とろみ剤）あるいは喋下調整食に適合す

る可能性を見出した5)。さらに，喋下適合性についての

精度を巖めるためには，生体反応による指標も必要と考

えた。

これまで，簡便な感下状態の評価方法として，喋下

音6-19)や筋電図8)14)20-22)の利用が試みられており，喋下音

については，音信号波形を構成する各成分の持続時間や

周波数成分に焦点を当てた検討がなされてきた。持続時

間は食塊の通過時間に注目した評価と考えられるが， 日

常経験するように音の大きさも食物形態により異なるた

め叫音圧も重要な情報源であると予想される。

喋下調整食の基準の一つとして，厚生労働省が定める

「えん下困難者用食品の許可基準」があり， TPAから「か

1岡山県立大学大学院保健福祉学研究科 (719-1197岡山県総社市窪木 111)
2岡山県立大学保健福祉学部栄養学科 (719-1197岡山県総社市窪木 111)
3 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科 (719-1197岡山県総社市窪木 111)
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たさ」「付着性」「凝集性」によって食品を評価する23)0 

船見ら24)によれば TPAは汎用機器で測定でき，従来の

粘度やリング法との相関が高く， 測定の再現性が高い特

徴を有し， とろみ調整食品の品質管理や食感構築に使用

できる。また谷米ら25)により， TPAにより得られる 3つ

のパラメ ータの中ではかたさが誤l燕の危険性のよい尺

度の一つであるとして報告されている咽頭部最大流速と

の相関が最も高 く， l燕下困難者用介設食の指標として適

していることが報告されている。

そこで本研究では，食品の感下しやすさ評価における

唖下音や筋電図の応用性を高めることを目的に，咀哨の

必要のないl燕下食品について，とろみの目安として適す

る食品物性の一つであるかたさ 24)と1燕下音信号や筋電図

のパワ ーや発生時間との関係を明らかにすることと し

た。かたさとパワ ーもしくは発生時間との間に相関が認

められれば，生理的に1燕下 しやすさが示されることにな

り，食品のI燕下しやすさの生理的指標と して用いること

ができる可能性が示される。

実験方法

1. 実験試料

1.1 I燕下試料 喋下試料は，咀哨せずにl燕下可能な

喋下モデル食品を用いた。喋下難易度の異なるl燕下モデ

ル食品として，ポター ジュ（コーンクリームポター ジュ

裏ごし，スジャ ータめいらく（株），愛知）， ヨー グル ト

（明治プルガリアヨーグルトプレーン，（株） 明治，東京），

プリン（なめらかカスタ ードバニラプ リン，オハヨー乳

業（株），岡山）とした23)26-28)。更に，市販のとろみ剤（ ト

ロメリンV, ニュートリー （株）， 三重）で ヨーグル トと

同程度に とろみ調整したオレンジジュース（なっちゃん

オレンジ，サントリ ーフーズ（株），東京；以降市販とろ

み剤溶液），同じく自然踏粉末（ナチュラルスカイウェ

イ社，東京）でとろみ調整された味噌汁 （おかあさん

こし，ハナマルキ （株），長野；以降自然瘤粉末溶液）も

試料とした。

1.2 試料調整市販とろみ剤は，リハビ リテー ショ

ンの初期に訓練食としてよく用いられる ヨー グルト (I燕

図 1 コンデンサーマイクとJlil電極による測定

下食 II一皿，喋下食ピラミッ ドL2-3)26)27)と同じかたさ

になるように，オレンジジュ ースで 2.1％に調整した。

また， 自然薯粉末は，塩分濃度 1％の味噌汁で 16％にな

るように調整 した。

1.3 Texture Profile Analysis (TPA) 厚生労働省が示

した 「えん下困難者用食品の許可基準」23)の規格に従い，

クリ ープメ ータ (RE2-33005B,（株）山電，東京）で測

定 した。直径 40mmx高さ 15mmのス テンレス製容器

に試料を高さ 15mmまで充填し，直径 20mmx高さ 8

mmの樹脂製プランジャ ーによる定速圧縮法を用いた。

測定条件は，圧縮速度 10mm／秒で 2回圧縮，格納ピッ

チ 0.02秒，測定温度 20土2℃とし，5回の測定結果を平

均して「かたさ (Nimり」，「付着性 (J/mり」，「凝集性」

を求めた。

2. 被験者

被験者は1燕下能力差を小さ くするために，喋下能力に

問題のない同年代の健常成人男性 13名 （平均年齢 21.2

士2.2歳）とした。本実験と同条件で1燕下練習を行い，

一定の飲み込みができると本人と 実験者が判断した時点

で測定を開始 した。

3.実験装置

3.1 実験場所 実験は半無響暗室である岡 山県立大

学行動科学実験室で行っ た。

3.2 I燕下音記録 l燕下音信号は， ラベ リアマイクロ

フォン (COUNTRYMAN/B6,COUNTRYMAN Associ-

ates Inc., CA, USA)を甲状軟骨部位に皮府から約 5mm

浮かせた位置に設置して収録 した（図 lA)。プリアンプ

(FMR Audio RNP8380, （株）アンプレラカンパニー，東

京）で増幅後，オーデイオイ ンタ ーフェース (828mk2,

Mark of The Unicorn Inc., MA, USA)とデータ収集ソフ

ト (DigitalPerformer 4.6.1, Mark of The Unicorn Inc.) 

にて 48,000Hz, SD2形式で PCに記録した。

3.3 筋電図測定筋電図は，右側顎二腹筋の筋腹長

軋lに沿ってAg/AgCI皿電極 (AP-COlO, 1 cmrp, ミュキ

技研，東京）を 3cm間隔で設置して禅出 した （右耳采アー

ス） （図 1B)。信号は生体アンプ(PolymateAPlOOO,（株）

ミュキ技研）にて増幅し (Sens20, TC O.Ql秒，HFF

甲状軟骨部位に設置 したマイクの様子(A)及び右側顎二腹筋長軸上に皿電極を設置 した様子(B)。
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200 Hz). 1,000 Hz, DAT形式でデータ収集ソフト (AP

Monitor ver.5, （株）ミユキ技研）にて PCに記録した。

喋下音と筋電図の同期用マーカー信号も同時に記録し，

解析に供した。

4. 実験手順

被験者は 90度座位姿勢で椅子に座り，試料3gすべ

てを一且口に含み，被験者の自由なタイミングで咀噌せ

ずに一度に喋下した。実験は 1試料につき 5試行ずつと

した。

5. データ処理

喋下音に関する評価パラメータは，喋下音信号のパ

ワーと発生時間とした。解析区間は喋下音信号の発生前

後の無音部分も含めた 1秒間とし，パワーは解析区間

の信号の 2乗和平均とした（喋下音信号のパワー

＝認訊／N，yi；各時刻における照下音信号， N=

48,000)。発生時間は実際に音声を聞いて信号波形から

嗚下音の開始と終了を定めてその期間とした。

筋電図に関する評価パラメータは，筋活動の大きさを

評価する筋電図のパワーと活動の長さを評価する筋活動

発生時間とした。筋電図のパワーは，解析期間を筋活動

のない前後部分も含めた 2秒間とした 2乗和平均（筋電

図のパワー＝四似yf/N,yi ；各時刻における筋電図， N

=2,000) として求めた。筋活動発生時間は，筋電図を

整流・平滑化 (100点移動平均）し，静止期（目視にて

判断した） 1秒間における平均値の 3倍以上となる連続

期間とした。

6. 統計処理

TPA結果については，繰り返しのない一元配置分散

分析及びBonferroniの多重比較を，喋下時音信号と筋

電図については，繰り返しのある一元配置分散分析及び

Bonferroniの多重比較を用い，危険率 5％未満を有意差

ありとした（エクセル統計ver2.21,社会情報サービス，

東京）。

7. 倫理性の配慮

実験はヘルシンキ宣言に則り，被験者に研究の主旨

意義及び実験内容（方法，所要時間，安全性）を十分説

明し，同意を得た上で実施した。本研究は岡山県立大学

倫理委員会の承認を得た（承認番号 17-72, 2018年1月

29日）。

結 果

1. 各試料の物性特性

TPA結果を燕下しやすさの順にポタージュ，ヨーグ

ルト，プリンについて，次いでとろみ剤溶液と自然薯粉

末溶液について，表 lに示した。試料の喋下しやすさは

厚生労働省が示した「えん下困難者用食品の許可基準」23)

と日本摂食・喋下リハビリテーション学会聴下調整食分

類 201327)の基準に準じた。ヨーグルトは，喋下困難者用

モデル食品として喋下しやすいとされ，また物性や咽頭

部超音波測定による流速比較においても，聴下困難者用

食品としての適合性が示された試料である25)29)30)。表 l

に各試料について 5回測定の平均値と標準偏差を示し

た。各試料のかたさ，付着性，凝集性について試料間で

有意な差があるかを検定したところ，かたさ，付着性，

凝集性ともに試料間に有意な差があると認められたゆ

<0.001)。Bonferroniの多重比較の結果から，異符号間

で有意差ありとした。かたさは，ポタージュが他の 4種

の試料より有意に小さく (p<o.01)，ヨーグルト，とろ

み剤溶液， 自然薯粉末溶液間には差はみられず，プリン

は他の 4種の試料より有意に大きかった (p<0.001)。

これより，喋下しやすいとされている試料ほどかたさが

大きい結果であった。付着性もかたさと同様の結果で

あった。即ち，ポタージュは他の 4種の試料より有意に

小さく (p<0.01), ヨーグルト，とろみ剤溶液，自然薯

粉末溶液間には差はみられず，プリンは他の 4種の試料

より有意に大きかった (p<0.001)。これより付着性も

燕下しやすいとされている試料ほど大きい結果であっ

た。凝集性については，プリンがポタージュ， ヨーグル

ト，オレンジジュース，自然薯よりも小さく (p<0.001),

ポタージュ， ヨーグルト，オレンジジュース， 自然薯間

には差はみられなかった。

2. 際下音信号及び筋電図波形

2.1 喋下音信号波形 喋下音信号波形の典型例をポ

タージュについて図 2上段に示した。図中の縦点線は喋

下音発生の始まりと終わりを示す。喋下音信号の発生期

間の前半部分に小さな山（第 1音），中盤部分に大きな

山（第 2音），後半部分に小さな山（第 3音）の 3群で

構成されていた。ヨーグルト，自然薯粉末溶液，市販と

表 1 Texture Profile Analysis試験による唖下試料の物性

Hardness Adhesiveness 
Cohesiveness 

(Nimり (J/mり

Mean SD Mean SD Mean SD 

Potage 164c 14 15.Sc 2.6 0.79a 0.01 

Yogurt 312b 14 75.Qb 6.2 0.84" 0. 0 1 

Pudding 1,394a 111 194.3a 14.4 0.60b 0.07 

Thickener 325b 14 63.3b 5.8 0.84a 0.02 

Yam Powder 293b 14 67.Qb 18.9 0.78a 0.02 

a, b, c異符号間で有意差あり（Bonferroniの多重比較， P<0.01)。
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ろみ剤溶液も同様であった。市販とろみ剤溶液，プリン

の波形振幅はポタ ージュなどに比べて小さ い傾向がみら

れた。

2.2 筋電圏波形筋電固波形と ， 整流 • 平滑化波形

を図 2下段に示 した。横点線は静止レベルの 3倍レベル

を，縦点線は筋活動発生の始まりと終わりを示す。筋電

図は 1群の波形であり，発生期間の中心付近で最大と
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なった。これはどの試料についても同じであった。振幅

については試料間での明確な違いはみられなかった。

3. 各試料における際下音信号及び筋電図のパワーと

発生時間

喋下難易度が1燕下音信号及び筋電図のパワーと発生時

間に与える影響を調べた。

3.1 I燕下音信号のパワ ー 図 3Aは 11名 （データに

不備のあった 2名を除いた）のI燕下音侶号のパワ ーの平

均結果であり ， ヨーグルトの感下音信号のパワ ーを 1と

して相対値を求め比較 した。横軸の試料の並び順は，l燕

下の難易順である。平均パワ ーは， ポタ ージュ1.48,市

販とろみ剤溶液 0.97,自然薯粉末溶液 0.55, プリン0.59

であり ，ポタージュに比較 して自然薯粉末溶液とプリン

は有意に小 さく (p<0.01),I燕下しやすいほどパワ ーが

小さくなった。

3.2 嗚下音信号の発生時間 l燕下音信号の発生時間

について 12名 （データに不備があ った 1名を除いた）

の結果を図 3Bに示した。 ヨーグルトの値を 1とした相

対値で示しており，平均値はポタ ージュ1.22,市販とろ

み剤溶液 1.01,自然薯粉末溶液 0.99,プリン 1.03であり，

喋下難易度の異なるすべての食品間で，大きな差はみら

れなかった。

3.3 筋電図のパワ ー

s
 

a
 

n
 

.ig s
 

d
 

n
 

u
 ゚

s
 

g
 

n
 

．
 w

 ゚
a
 

w
 

s
 

f
 ゜

n
 ゚

．
 t
 

a
 

r
 

u
 

5
 

D
O
 

2

1

 

、l
J
/B

 
（

こ
n
5
o
>
0
1
0
>
!
+
B
l
8
J
UOJ+B」
n
a

1.0 

0.5 

第 3号 (2020)

0.0e  < 

詞，ご‘e,Q↓” 
difficult 、 difficulty of 

► easy 
swallowing 

(D) Duration of electromyogram 
1.5 

2
 

ー

亡

n
6
o
>
O
l
a
>
l
H
e
-
e」

u
o
n
e
l
n
o

0.9 

喋下時の筋電図のパワ ーの結

0.6 

0.3 

0.0e  < 
0◇9 ⑱‘e 

ぐ‘

Q 
唸く ら納

巡C 。̀ Q心Q 

difficult ◄ 
difficulty of 

swallowing 
► easy 

図 3 各試料におけるI燕下音信号及び筋電図のパワ ーと発生時間

喋下難易度の異なる食品を用いて，喋下音信号のパワ ー（A), I燕下音信号の発生時間 (B),

筋電圏のパワ ー（C),筋電図の発生時間 (D)を解析 した。各値は， ヨーグルトを 1とした

相対値で示している。平均値士標準偏差。ポタ ージュに対する有意差＊P<0.01。

0.0 

詞PJe ふ詞念瓢う
"\('\o~o~ ~,s 

Q 

difficult 
difficulty of ． 
swallowing 

► easy 



食品の喋下しやすさと感下音・筋電図 97 

果は，被験者 10名について， ヨーグルトの値を 1とし

た相対値の平均特性として求めた（図 3C)。ポタージュ

0.87, 市販とろみ剤溶液0.9, 自然薯粉末溶液 1.01, プ

リン 1.06であり，食品の嗚下しやすさの増加に伴い値

が上昇する傾向は示したが，試料間での有意な差はみら

れなかった。

3.4 筋電図の発生時間 筋電図の発生時間について

図3Dに被験者 9名の結果を示した (4例は筋電図の静

止レベルの値が大きく本解析法に適さなかったため除い

た）。ヨーグルトの値を 1とした相対値で示しており，

平均値は，ポタージュ1.01, 市販とろみ剤溶液0.87, 自

然薯粉末溶液0.92, プリン 1.05であった。市販とろみ

剤溶液と自然薯粉末溶液において若干の低値を示した

が，試料間での有意な差はみられなかった。

4. 際下音信号及び筋電図のパワー及び発生時間と試

料のかたさに対する特性

かたさの対数と各評価パラメータの相関性を図 4に示

した。値は個人間の絶対値のばらつきの影響を少なくす

るために， ヨーグルトの値を 1とした相対値で示した。

0はポタージュ， 自然藻粉末溶液，市販とろみ剤溶液，

プリンの個人値バーは被験者全員の平均値と標準偏差

を示す。また，かたさとの相関性を調べ，回帰直線（図
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中の 1次式）を点線で示した。相関係数（図中の r)は，

喋下音信号のパワーが一0.435（図 4A）．喋下音信号の

発生時間が一0.151（図 4B)，筋電図のパワーが0.261（図

4C)．筋電図の発生時間が0.176（図 4D) で，照下音信

号のパワーのみが相関係数に有意性 (p<0.01)がみら

れた。また．自然薯粉末溶液はかたさの値が小さいもの

の，喋下音信号のパワーでは，飲み込みやすいとされる

プリンと同程度の値を示した。

今回の研究により．咀噌の必要のない喋下食品に関し

て，聴下音信号のパワーは食品のかたさと逆相関するこ

とが明らかになった。嗚下しやすさを喋下音信号のパ

ワ一面からみることになるため，時間面の持続時間測定

との併用により確実な喋下の生理的情報を得ることの可

能性が示された点が本研究の意義であると考えられた。

例えば，臨床現場で， とろみを調整した食品が実際に利

用者にとって喋下しやすいものとなっているかどうかを

客観的に知る指標となりえる可能性が示されることにな

る。また，かたさの異なるものを数種類喋下し，聴下音

信号のパワー減少の傾向を調べることで喋下機能の評価

にもつながるため，喋下困難になる前段階にある方たち
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図 4 喋下音信号及び筋電図のパワー及び発生時間と試料のかたさとの相関関係

横軸はかたさの常用対数値，縦軸はヨーグルトを 1とした相対値を示す。感下音信号の

パワー（A), 喋下音信号の発生時間(B)，筋電図のパワー (C)，筋電図の発生時間(D)を

解析した。 0はポタージュ，自然薯粉末溶液，市販とろみ剤溶液，プリンの個人値，バー

は被験者の平均値士標準偏差であり，点線は回帰直線を示す。図中式は回帰直線の式， r

は相関係数， pは危険率， n.s.は有意差なし， nは観察数を示す。
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の予防的な検究法として，スクリーニング的役割を担う

ことも可能と考えられ，社会的意義につながる。

これまで，食塊の形態と喋下音との関係について測定

した報告には，喋下音の持続時間に注目したものがあ

り12)14) 16-19)，水に比べてとろみのある方が短いことを報

告している。持続時間は食塊の通過時間を反映した情報

と考えられるが，測定には喋下音信号の開始と終了の時

点を明瞭に示す波形が必要である。そのため，喋下音信

号が小さい場合には開始と終了時刻を判定しにくくなる

難点がある。これに対し，本研究で用いたパワーの測定

は，礁下開始と終了を挟んだ一定の期間について解析す

るものであり，波形の判断の必要はなく結果を求められ

る利点がある。本研究と似た報告には周波数解析により

特定の周波数帯域のパワーに注目したものがあり叫と

ろみのある食品の方がパワーが小さいことが報告されて

いる。かたさに対する喋下音信号の特性について秋間

ら18)は，ゲル状食品に関して食塊流動時間とかたさの対

数との間に負の相関関係があると報告しており，今回の

結果を支持していると考えられた。

感下は，食塊を咽頭に向けて移送する口腔期から，咽

頭から食道へ移送する咽頭期にかけて行われ，この間に

口唇閉鎮食塊の舌移送，鼻咽腔閉鎖，下顎の閉口位固

定，喉頭挙上（喉頭蓋による喉頭口閉鎖），咽頭下部開大，

声門閉鎖・呼気圧上昇，食道入口部括約筋弛緩が連続し

て生起する31）。これら一連の過程における感下音の発生

位置については， ビデオ喋下造影検査 (VideoFluoro-

scope, VF) の同時記録により検討されている。 Hamlet

et al. 32)は，バリウム喋下時の 3つの音響成分について，

1番目の弱い成分は喉頭挙上と咽頭への食塊流入に関連

し，最も強い 2番目の成分は下咽頭への食塊流入と食道

入口部の開大に関連し， 3番目の弱い成分は喋下終了後

の喉頭の下降に関連しており，また 1番目と 3番目の音

は必ずしも出現するとは限らないと報告している。中山

ら10)は，礁下音の産生部位は，舌根部通過時が64.5%,

喉頭蓋通過時が89.5%，食道入口部通過開始時 87.5％で

多く，食道入口部通過途中 25.0%，同通過終了時が

34.3％の頻度で前 3者に比べて少なかったと報告してい

る。 Moriniもreet al.11)は，喋下音について次のように述

べている。感下音は 3音から成り，第 1音は，上気道を

閉鎖するために喉頭が上前方向へ移動する際の筋繊維の

収縮と移動による咽頭・喉頭構造の振動及び喉頭蓋閉鎖

時の振動による。第 2音は，上部食道括約筋開口時に喋

下物が圧力により食道入口部を通過する際の流動音で，

最大音圧を示す。第 3音は，喉頭開放音である。第 1,

第2, 第3音の観察率は，それぞれ81%, 100%, 81 % 

と報告している。 Jayatilake et al. 15)は，軟口蓋と喉頭の

挙上時上部食道括約筋を通る食塊の移動時，喉頭の元

の位置への戻り時に発生していることを観察している。

Honda et al. 17)も，舌及び舌骨の後方への動きを示す口

腔相，喉頭の前上方移動・舌骨挙上・喉頭蓋閉鎖・食道

開口部への食塊の移動を含む咽頭相，舌骨と喉頭の再配

置及び喉頭蓋再開放を含む再配置相で発生するとしてい

る。 Klahnand Perlman33)やPerlmanet al. 34)は，音圧の

最大時点は食道入口部が完全に開口した時であり，また

咽頭内において非常に強い筋活動を伴った時であること

を報告している。吉川ら35)は最大喋下音は食塊ととも

に移動する空気が食道入口部へ達した際に特徴的なピー

ク共振周波数を示しながら発生することから，喋下音に

空気塊が関与している可能性を示唆している。モデルを

立てた推論も， Cicheroet al. 36)により示されており，次

のように推測している。 1番目の短い音響信号は，喉頭

閉鎖運動（特に声帯閉鎖と運動と喉頭蓋反転の披裂喉頭

董ひだの運動）と咽頭後墜に向かう舌の搬送運動と喉頭

の挙上運動が関与している。 2番目の信号は，舌の搬送

運動，咽頭収縮筋の蟷動様運動及び食道入口部の開大運

動と入口部への食塊流入によって咽頭壁が振動し，また

食塊流入による上部食道壁の振動により産生される。 3

番目の信号は，喉頭閉鎖が終了する際の喉頭蓋，披裂喉

頭蓋ひだ，披裂軟骨及び声帯の運動によって産生される。

これらの報告から，第 1音は喉頭と舌骨の挙上及び食

塊の咽頭への移送時第 2音は下咽頭への食塊流入・咽

頭内筋の最大活性・上部食道入口部開大と食塊の流入開

始時第 3音は舌骨の再配置喉頭開放上部食道括約

筋の各静止状態への戻り時に発生し，喋下音は筋活動に

よる咽頭壁や喉頭蓋ひだの振動，及び食塊や空気の移動

による咽頭壁や食道入口部壁の振動などによると考えら

れる。 Moriniereet al. 11)は音発生の一要因として液状物

質の乱流移動音をあげている。水，ポタージュ，ヨーグ

ルトの動粘性係数を水 l.005X10―6吋／s, ポタージュ9.09

xlO―3面／s, ヨーグルト 9.65x10―2面／sとし，咽頭部移

動速度を熊谷ら37)の報告にあるように最大で各 0.8m/s,

0.6 m/s, 0.2 m/s程度咽頭を内径2cmの管と仮定す

ると，ニュートン流体が硬い管を通過した場合のレイノ

ルズ数は各 15,920, 1.4, 0.04となる。また流れの中に 1

cm径の円柱様の構造物が存在すると仮定すると管の直

径は 0.5cmになり，ニュートン流体を仮定したレイノル

ズ数は各 3,980,0.36, 0.01となる。乱流発生の臨界レイ

ノルズ数は 2,310, カルマン渦については 50-100,000で

あるので，礁下の際に，水以外の場合，乱流による音は

発生しない。したがって，今回の試料については，喋下

の際の音は，筋の収縮や空気の圧力差による発生音であ

ると考えられた。

本研究において，かたさが大きくなると喋下音信号の

パワーが小さくなる結果が得られた。液体は粘度が高い

と流動性が低くなるため，聴下した液体の咽頭部での流

速の差は小さくなり，まとまって移動しやすくなる。流

体の場合粘度とかたさには正の相関関係がみられるた

め24)，結果としてかたさが大きいと， まとまって移動す

るように観察される。食品のTPAと咽頭部最大流速の

関係について秋間ら38)はかたさが増すと最大流速が減
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少することを報告し， とろみ剤の濃度増加に伴って単調

に増加する「硬さ」は，粘度と相関が高く，咽頭部流速

との関連性が高かったと推察している。杉本ら39)も喋下

動態を食道VTR検査で調べ，喉頭挙上動態は喋下物の

粘度が増すほど喉頭挙上の開始から終了までの期間が短

くなることを報告している。食品ゲルの粘度と嗚下音と

の関係を調べた秋間らの研究18)では，照下音から推測さ

れる食塊流動時間は，食塊のかたさの対数値やみかけの

粘度の対数値と負の直線関係にあることが報告されてい

る。これらの報告から，流体の粘度が増すことによる流

動時間の減少が，かたさが増すと喋下音倍号のパワーが

減少する一つの要因につながると考えられる。また，唖

下の際の筋の収縮も流動時間が少なければ少なくてすむ

ことも，パワーの減少に関係していると考えられる。

喋下音信号の発生時間は，かたさとの有意な相関関係

はみられなかった。今回の実験では， 3群からなる喋下

音信号をすべて含んだ形での発生時間を調べたため，各

群についての持続時間について解析する必要があると考

えられた。

筋電図については，パワー，発生時間ともにかたさと

の相関は有意には至らなかったが，相関係数は正であっ

た。金子ら8)は，全粥と付着性が小さい喋下困難者用粥

の喋下時の筋電図を，顎二腹筋前腹相当部から記録し，

喋下困難者用粥の方が活動量は小さく，活動時間も短い

と報告している。今回使用した試料では，かたさが大き

いと付着性も大きい傾向にあるため（表 l参照），筋電

図のパワーと筋電図の発生時間のかたさとの相関係数が

正であった理由は，付着性の影響が一因と考えられた。

食品の感下のしやすさは，介護や医療の場において，

利用者や患者の健康維持・増進に重要な要素であり，食

品全体の物性が定められている。物性は，客観的にまた

機械的に測定できる優れた面がある。喋下しやすさの条

件としては，熊谷ら37)が報告しているように，食塊が咽

頭内でばらけにくく，移動速度が遅いことであると考え

られる。熊谷らによると，「食塊の形成能」よりも「変

形後の形の回復のしやすさ」が重要であるとしており，

凝集性を「食塊の形成能」と考えると，必ずしも第一の

指標とはならないと考えられる。液状の喋下物において

は，かたさは粘度と正の相関を示すため，流速分布の観

点からすると，かたさも喋下しやすさの指標となると考

えられる。一方，喋下難易度については経験に基づいた

面もあり，同じ喋下物でも個々人により喋下のしやすさ

は異なるので，難易度が同じであっても，誰もが同じ喋

下のしやすさやしにくさを体験するとは限らない。これ

に対し，喋下音は生理的側面を表した量である利点があ

る。今回，喋下音信号のパワーはかたさとも関係がある

ことが示された。かたさは粘度と正の相関が報告されて

いるので，喋下音信号のパワーは喋下しやすさの指標の

一つになる可能性が示された。しかし反面， ヒトでの評

価では，測定値のばらつきが大きくなるなどの点が限界

である。嗚下しやすさの指標としては，咽頭部の流動性

と相関が高く，物理的意味が明確な物性値である粘度の

基準値も検討すべきとの報告40)もあるようにかたさや

粘度といった明確な物理量を示す物性と，生理的測定結

果との組み合わせで総合的に表現する必要があると考え

られた。

自然薯粉末溶液は， レオロジー解析の結果5)から，喋

下困難者用のモデル食品として使用されるヨーグルトの

物性と同様の性質を示し，食品物性の点で， とろみ剤と

しての適合性が示されている。今回， 自然薯粉末溶液を

喋下した際の生体の応答を，市販食品及び実際に臨床で

用いられている市販とろみ剤溶液と比較したところ，喋

下音のパワーにおいて， 自然薯粉末溶液はヨーグルトよ

りも照下しやすいモデルとされるプリンと近似した値を

示した。これらより，自然薯粉末溶液は，生体応答によ

る観点からも喋下調整食として有用と考えられる。今回

は自然薯粉末溶液について評価したが，自然薯粉末を用

いた新たな喋下調整食をはじめとする様々な食品の評価

にも応用できると考えられる。
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Applicability of Swallowing Sounds and Electromyography for Assessing the 

Ease of Swallowing of Foods 

Mitsuki Tanaka,1 Izumi Tsukayama,2 Toshiko Yamamoto, *・2 and Takabun Nakamura3 

(Received October 1, 2019; Accepted March 23, 2020) 

Summary: In order to examine the applicability of using the sounds of swallowing and electromyography 

(EMG) to evaluate the ease of swallowing foods, the power and duration of sound signals and muscle activities 
required for swallowing foods were measured for foods that differed in swallowing ease. The assessed foods in-
eluded potage, yogurt, pudding, and a juice and yam powder solution adjusted to the same thickness as that of 

yogurt. Swallowing sounds were recorded from the thyroid cartilage using a small condenser microphone, and 
EM Gs were measured from the right anterior belly of the digastricus in 13 healthy adult men. The swallowing 

sounds and the EMGs of subjects who swallowed a 3 -g sample were measured each time. The hardness of 
foods measured by Texture Profile Analysis showed an increasing tendency as the ease of swallowing in-
creased. The relative value of the power of the swallowing sound signal was inversely correlated with the loga— 

rithm of the food sample hardness (correlation coefficient (r) = -0.435, P< 0.01). The duration of swallowing 

was not significantly correlated with the logarithm of hardness (r= -0.151). The correlation coefficients for 
the power and duration of the EMG against the logarithm of hardness were 0.261 and 0.176, respectively, and 

showed no significant differences for different foods. Considering the relationship between the hardness and 
the ease of swallowing of different types of foods, these results suggest that the power of the sound of swallow-
ing would be one applicable measure for determining the ease of swallowing sol-like foods. 

Key words: easy swallowing assessment, hardness of foodstuffs, power of swallowing sound signals, electro-

myography 
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