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はじめに

食べることは生きていくための最も基本的な行動
です。わが国は，２００７年に超高齢社会を迎え，高齢
者の摂食・嚥下機能低下による誤嚥性肺炎，誤嚥性
気管支炎などの惹起が問題となっています。このよ
うな状況の中で，生涯を通して口から美味しく・楽
しく・安全に食べることができることは重要な課題
です。

摂食（食べること）・嚥下（飲み込むこと）は，食物
を見た瞬間に味・硬さなどを連想して反射的に食べ
る準備がなされる先行期（食物の認識）から始まり，
口腔への取り込み，咀嚼（噛み砕くこと）により食塊
が形成される準備期，食塊を口腔から咽頭へ送り込
む口腔期，咽頭に入った食塊が嚥下反射により食道
入口へと移動する咽頭期を経て，食道を通過し，胃
に運ばれる食道期までの連続動作を言います（図
１）。
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図１ 摂食・嚥下行動
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この摂食行動には歯，顎骨，筋，神経など多くの
組織・器官が関与します。すなわち，食物を認識し
口に入れると口腔内面を覆っている粘膜に分布する
感覚神経が食物の性状と味をキャッチし，その情報
が中枢神経（脳）に送られます。脳は大脳・間脳・中
脳・小脳・橋・延髄の部分に区別され，嚥下の情報
は延髄で処理されます。嚥下して良いと判断すると
運動神経を介して咀嚼・嚥下に関わる筋が活動する
ことによって食べ物が口腔から咽頭を通って食道に
送られます。摂食・嚥下はこのように中枢神経と中
枢から出て情報の伝達に働く末梢神経とが連動する
ことによって行なわれます。そのため，摂食・嚥下
動作の中のいずれか一箇所でも故障するとシステム
全体の働きが低下し，摂食・嚥下障害が起こること
になります。

これらのことを踏まえて，摂食・嚥下一連の動作
がスムーズに行われるメカニズムを理解するため
に，摂食・嚥下に関与する器官である口腔，咽頭，
喉頭，食道の基本構造および加齢に伴う変化につい
て解剖学の立場から話をさせていただきます。

口腔の構造と機能

食物が最初に入る口腔は，食物摂取と咀嚼，唾液
による消化，食物を咽頭へ送り込む働きなど多くの
役割を担っています。口腔は口裂から口峡までのス
ペースで，前方を口唇，側方を頬，上方を口蓋（硬

口蓋・軟口蓋），下方を口（腔）底で囲まれます。こ
の口腔は，歯列と口唇・頬との狭い間隙である口腔
前庭と上・下顎の歯列より後方で広いスペースを有
する固有口腔とに分けられます。固有口腔の大部分
を舌が占めます（図２）。口唇・頬などに麻痺が生じ
ると，口腔前庭に食物が溜まることがあります。

食物を口腔に取り込むためには，下顎骨と喉頭の
間に位置する U 字型の舌骨を挟んで前頚部を縦走
する舌骨上筋群と舌骨下筋群の働きにより舌骨が固
定した上で下顎骨を下方に引くことにより開口しま
す。舌骨が固定されていなければ開口はできません。
一方，飲み込む時には舌骨が挙上します。この時に
少しでも口が開いていると舌骨が上がらず飲み込む
ことができません。口腔への食物の取り込みには口
腔周囲の表情筋（骨から起始して皮膚に停止する筋
で，この筋が収縮すると皮膚に皺をつくり，表情を
示す）が重要な働きをします。表情筋の一つで口裂
の周囲を輪走する口輪筋は，閉口に働きます（図３）。
表情筋の運動は全て顔面神経に支配されることか
ら，顔面神経が麻痺すると口唇の閉鎖が不完全とな
り食物が口からこぼれ落ち，捕食の効率が悪くなり
ます。

口腔の内面は口腔粘膜でおおわれ，口腔内は唾液
により湿潤しています。唾液を産生・分泌する唾液
腺には口腔の特定の部位に唾液を排出する大唾液腺

（耳下腺・顎下腺・舌下腺）と口腔内の広い範囲に多

図３ 表情筋図２ 口腔・咽頭の各部
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数の細い管が開口する小唾液腺があります。唾液の
性状は，澱粉の消化酵素であるアミラーゼを多く含
み，さらさらした漿液性唾液と，粘膜の表面を滑ら
かにする粘液性唾液とに分類できます。唾液の分泌
は，自己の意思ではコントロールできない自律神経

（交感神経・副交感神経）で支配されます。興奮・緊
張した時には交感神経が優位に働き，粘度の高い唾
液が少量しか分泌されません。唾液分泌量が少ない
と食塊形成・咀嚼・嚥下がスムーズに行われなくな
ります。

口腔内に食物が取り込まれると，食物に関する温
度・触覚・圧覚の情報は，口腔粘膜の感覚受容器か
ら三叉神経を介して大脳皮質に送られます。一方，
特殊感覚である味覚の情報伝達経路は舌の部位によ
り異なり，受容器である味蕾からそれぞれ顔面神経

（舌前２／３の領域），舌咽神経（舌後１／３の領域），迷走
神経（舌の奥・喉頭蓋付近）を介して味覚情報が大脳
皮質に送られます。大脳は，これら感覚情報を解析，
運動神経を介して咀嚼筋を主とした筋群を動かし，
下顎運動を行なうことにより，歯によって食物が粉
砕されます。この時，食物が歯列の外側で口唇・頬
との狭い間隙である口腔前庭に落ちないように舌と
頬が協力して食物を歯列の上に乗せることにより，
上・下顎の歯によってすりつぶすことができます

（図４）。

歯の主な働きは咀嚼です。咀嚼は，食物を捕らえ
（捕食），咬み切り（咬断），咬み砕き（粉砕），すりつ
ぶし（臼磨），食物を嚥下に適した食塊にするまでの
働きです。歯はこれら機能に適した形を呈します。
ヒトは雑食性であることから種々の機能に対応する
よう異なる形の歯から構成されます。噛み切るため
の前歯（切歯・犬歯）と磨り潰すための臼歯（小臼
歯・大臼歯）とに分類され，それぞれ機能が発揮で
きる形態を備えています。

歯は顎骨に植立し，歯根が顎骨の歯槽（歯が植立
するためのくぼみ）にはまり込み，歯根膜を介して
歯根と顎骨の一部で歯根周囲の歯槽骨とが結合して
います。歯は顎骨に植立し，歯槽骨は歯を支えるた
めの骨です。そのため，歯が喪失すると歯槽骨は必
然の結果，吸収され顎骨の形態に大きな変化が生じ
ます（図５）。このことが食塊の形成を妨げ，正常な
嚥下に支障をきたします。換言すればスムーズで効
率の良い咀嚼・嚥下を行うためには，健全な歯を有
することが重要なのです。

咽頭の構造と機能

咽頭は頚椎の前方に位置する長さ約１２cm のロー
ト状を呈する中空性の器官です。この咽頭は，上方
の鼻腔・口腔と連続すると共に，咽頭の前方部に空
気の通路である喉頭が下方から入り込んでいます。

図４ 咀嚼時における舌と頬筋の動き
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咽頭は，上部より鼻と交通する上咽頭（鼻部），口腔
の後方に位置する中咽頭（口部），中咽頭下方の下咽
頭（喉頭部）に区分されます（図２）。咽頭は，食物の
通り道であると共に空気の通り道でもあります。食
物は口腔から咽頭を経て後方の食道へ，空気は鼻腔
から咽頭を経て前方の喉頭・気管へと送られます

（図６）。嚥下の際は，食物の通り道が優先で，瞬時
でありますが鼻腔と咽頭との間が閉鎖され，呼吸を
止め，さらに喉頭蓋で喉頭の入り口を塞ぎ，声門を
閉鎖して喉頭・気管へ食塊が流入するのを防ぎま
す。しかし，交通整理役の喉頭蓋のタイミングがず
れると空気の通り道に食物が入ってしまい誤嚥が生
じることとなります。「飲み込み」は口腔・咽頭・
喉頭などの多くの筋が連動して行なわれますので，
これらの筋が衰えてくると飲み込み時のタイミング

図５ 有歯顎と無歯顎における顎骨

図６ 咽頭後壁を切開し，食物の通り道（赤ライン）と空気
の通り道（青ライン）を観察
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がずれて空気の通り道に入り，むせることとなりま
す。元気ですと，むせても咳き込んで空気の通り道
に入ったものを出すことができますが，高齢者では，
咳き込むことも困難となり誤嚥が生じてしまいま
す。

咽頭の壁を構成する筋は２層性で，内層は縦走す
る咽頭挙上筋，外層は輪走する咽頭収縮筋で構成さ
れます。これら２種類の咽頭筋には異なった役割が
与えられています。咽頭挙上筋は上方では口腔の筋
と下方では食道の筋と連絡しています。また咽頭壁
外層を構成する咽頭収縮筋は，上咽頭収縮筋，中咽
頭収縮筋，下咽頭収縮筋の３部位からなり，上咽頭
収縮筋の下縁を中咽頭収縮筋が，中咽頭収縮筋の下
縁を下咽頭収縮筋が覆うように走行しています。さ
らに，咽頭収縮筋の中で上位に位置する上咽頭収縮
筋は，口腔周囲の骨・筋などと接合します。これら
の構造から咽頭は嚥下の際に口腔からの情報を受
け，上から順に筋束が収縮し，食塊を食道の方へス
ムーズに送り込む役割を担っていることが推察され
ます。

喉頭の構造と機能

喉頭は咽頭中に開口した空気の取り入れ口で，食
物が気道へ流入しないように防ぐ働きと共に，発声
器としての役割を果たす中空性器官です。喉頭の上
部は空気の取り入れ口である喉頭口が開口し，この
前方には杓子様の形をした喉頭蓋と呼ばれる蓋が付
いています。喉頭蓋の中核には弾性軟骨が存在し，
嚥下時には喉頭が前上方（舌根）に向かって移動する
ことで，喉頭蓋は受動的に後方に倒れ，喉頭口をふ
さぎます。喉頭蓋の前面（舌面基部）で舌根部と接す
るところに陥凹がみられます。この陥凹が喉頭蓋谷
です。さらに，喉頭両側縁の陥凹を梨状陥凹と呼び，
嚥下の機能が低下しますと，喉頭蓋谷・梨状陥凹に
食塊が停留しやすくなります。

喉頭は空気の通り道ですので，つぶれないように
外枠は軟骨（甲状軟骨，輪状軟骨，喉頭蓋軟骨の他，
小型の披裂軟骨，小角軟骨，楔状軟骨）により形作
られています。また，喉頭の内面・外面は粘膜でお
おわれます。喉頭の側壁から喉頭腔に向かって発声
にかかわる２対の粘膜ヒダ（上方の室ヒダ，下方の
声帯ヒダ）が突出し，嚥下の際には声帯ヒダも一時

的に閉鎖し，誤嚥を防ぐ働きをします。

食道の構造と機能

食道は咽頭下部（第６頚椎の高さ）に続き，前方の
気管と後方の椎骨の間を走行し胃の噴門に至るまで
の約２５㎝の中空性器官です。

食道の入り口部は通常閉鎖しており，食塊の通過
時にのみ拡がります。このことにより，飲食物が食
道から咽頭へ逆流すことと，呼吸時に空気が食道へ
流入するのを防止しています。

食道壁は，内腔側から重層扁平上皮からなる粘膜
上皮，粘膜固有層，粘膜筋板，粘膜下組織，筋層，
外膜から構成されています。粘膜固有層と粘膜下組
織の間に存在する平滑筋からなる粘膜筋板は粘膜の
微細な運動に関与します。筋層は，内輪筋層と外縦
筋層の２層からなり，両筋層間には筋層間神経叢（ア
ウエルバッハの神経叢）が存在し，筋層の運動を司っ
ています。食道壁の上部は随意筋である横紋筋，下
部は不随意筋である平滑筋で，中部は横紋筋と平滑
筋の両者で構成されています。

食道には，食道の入口部（輪状軟骨狭窄部），気管
支分岐部で大動脈弓と気管支が交差する部（大動脈
狭窄部），横隔膜を貫く部位（横隔膜狭窄部）の３箇
所に狭窄部が存在します。これらの狭窄部は，食塊，
異物などがつまりやすい部位として重要です（図
７）。食道に入った飲食物の中で，液体は重力のみ

図７ 食道の狭窄部（３箇所）
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でも胃に運ばれますが，食塊は主として筋層の蠕動
運動によって運ばれます。蠕動運動は，食塊の下方
の筋が弛緩すると同時に食塊上方の筋が収縮するこ
とにより食塊を順次，胃の方に押し進める運動です。
そのため，仰臥位でも食塊が胃に送られます。

嚥下障害に適する食物

食物に対する口腔の感覚には，硬い・軟らかい・
粘り気があるなど性状を感知する触覚・圧覚，熱
い・冷たいなどの温度感覚，甘い・酸っぱい・塩辛
いなどの味に関する味覚があります。これらの口腔
感覚に視覚，嗅覚，聴覚が加わって食物を総合的に
評価して美味しさが決まります。嚥下障害があると，
水分・栄養の不足，誤嚥，窒息などが問題となりま
す。これらのことを考慮して嚥下しやすい食品を選
びます。

１．性 状（食べやすい食品の性質）
・やわらかいもの（舌と上あごで押しつぶせる程

度の硬さ）
・性状が均一であるもの
・ある程度の粘度があり，まとまりやすいもの→

まとまりにくい水・お茶はとろみ剤（ゼラチン
など）によりまとめると良い

・粘着性がないもの（べたべたしないもの）
・食塊をつくりやすいもの（ぱさつかないもの）

２．温 度
口腔温度に近い食品は咀嚼・嚥下に必要な粘膜へ

の刺激性が低いので適切ではなく，口腔温度とある
程度の差がある食品が良いとされています。温かい
食物では６０～６５℃が，冷たい食物では５～１０℃が適
温といわれています。

３．味
味覚は，舌・軟口蓋・咽頭などの粘膜に存在する

味蕾（味を感じる細胞）によって受容されます。味は，
唾液に溶けた食物中の味物質が味蕾と接することに
より感知されます。

４．嚥下しやすい食品
・プリン，ムース，テリーヌなど
・牛乳・ジュースのゼリーなど
・クリームスープ，シチューなど
・茶碗蒸し，卵豆腐など
・魚のすり身など
・バナナ，桃など
・アイスクリームなど

５．食べ方・飲み方機能チェック
・食べ物が口からこぼれませんか。
・食べ物が口に残ることがありませんか。
・飲み込みにくいことがありませんか。
・食事時間が長くなったと感じませんか。
・食事中にむせることがありませんか。
・食後に咳き込むことがありませんか。
・食後に声がかすれることがありませんか。

おわりに

嚥下に関与する器官の構造と機能について述べま
したが，これら器官はそれぞれ独立しているのでは
なく，管腔壁を構成している筋は互いに連結をとる
ことによって咀嚼から嚥下へとスムーズな動きがで
きる仕組みになっています。特に，口腔と食道の間
に位置する咽頭は両者をつなぐ重要な役割を果たし
ています。
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