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学位論文名 
Evaluation of Screening System by Mann Assessment of Swallowing Ability 

(MASA) for Dependent Elderly with Dysphagia 

 

学位論文内容の要旨 

 

１．研究目的 

摂食・嚥下障害は要介護高齢者に多く認められるため、その可能性を発見し対応するために、簡便で確

実な摂食・嚥下機能の評価法の確立が重要となっている。2002年にMannは急性期脳卒患者の摂食・嚥下

障害の評価のため The Mann Assessment of Swallowing Ability (MASA) を発表し、良好な信頼性や妥当

性が報告されている。MASA は実施が容易な摂食・嚥下障害の評価方法であるが、さまざまな疾患を有す

る要介護高齢者に適したMASAのカットオフ値や評価項目について検討されれば、簡便に摂食・嚥下障害

の判定をすることが可能である。 

そこで本研究は、要介護高齢者のための、誤嚥と咽頭残留の有無の予測に最適な MASA 合計点のカッ

トオフ値の算定、そして誤嚥および咽頭残留と評価項目の関連性の検討を目的とした。 

 

２．研究方法 

対象は、摂食・嚥下障害が疑われ嚥下内視鏡検査 (VE) を受けた要介護高齢者 50 名 (男性 21名、女性

29 名、平均年齢 82.58±7.82 歳、要介護度 2～5) であった。全員が、千葉県および東京都の特別養護老人

ホーム、介護付有料老人ホームに入所中または千葉県内で在宅療養中であった。調査は 2012 年 4 月から

2013年 6月に実施した。VEの結果より誤嚥の有無および咽頭残留の有無でそれぞれ 2 群に分類した。カ

ットオフ値は ROC 曲線を用いて算定し、診断精度を算出した。MASA の合計点および 24 の評価項目に

ついて、誤嚥の有無および咽頭残留の有無の 2 群間に有意な差があるかを統計学的に検討した 

(Mann-Whitney U test) 。なお、本研究は東京歯科大学倫理委員会の承認 (東京歯科大学倫理委員会承認



番号 278 および 358) を得た後、対象者ならびにその家族に対し、研究について口頭および文書によって

説明を行った後同意を得て実施した。 

 

３．研究成績および結論 

VEの結果より、誤嚥(+)群は 20名で(－)群は 30名、咽頭残留(+)群は 36名で(－)群は 14名であった。

MASA合計点の比較では、誤嚥および咽頭残留の(+)群と(－)群の 2群間に統計学的に有意な差が認められ

た(p＜0.05)。MASA を要介護高齢者の摂食・嚥下機能評価に使用する場合のカットオフ値は、誤嚥は 122

点、咽頭残留は 151 点とした場合に良好な診断精度が得られた。Mann が設定した急性期脳卒中患者のた

めの誤嚥に関するカットオフ値 170 点を今回の対象者に使用した場合の診断精度と比較すると、今回求め

た誤嚥のカットオフ値の診断精度は、感度は低いが特異度は高い結果となった。この結果は、見落としが

増える可能性があるが、過剰診断は確実に減少することを示している。また、誤嚥に関しては今回のカッ

トオフ値を要介護高齢者の摂食・嚥下機能の評価に適応した方がオリジナルの値より尤度比が高く、判別

の性能が高いことが分かった。また、MASA の 24 の評価項目のスコアの比較において、誤嚥(+)群と(－)

群の間では 24 項目中 17 項目、咽頭残留(+)群と(－)群の間では 24 項目中 9 項目で、スコアに 2 群間で

統計学的に有意な差が認められた(p < 0.05)。 

本研究の結果より、地域で生活する要介護高齢者 50 名において、MASA を使用した摂食・嚥下機能評

価を行った。MASA におけるカットオフ値を、誤嚥については 122 点、咽頭残留については 151 点に設

定した場合に良好な診断精度が得られることが分かった。また、MASA の 24 の評価項目のうち、17の評

価項目は要介護高齢者の誤嚥の評価に関連性が高いことが認められた。 

  



最終試験の結果の要旨および担当者 
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 結果の要旨       

 

  本審査委員会は主題ならびに関連問題について最終試験を行った結果、十分な学識を 

 有することを認め、合格と判定した。 

  



学位論文審査の要旨 

 

摂食・嚥下障害のスクリーニング法として、急性期脳卒中患者のために Mann Assessment of 

Swallowing Ability (MASA)が 2002年に発表され良好な診断精度、信頼性や妥当性が報告されている。最

近では急性期脳卒中以外の患者の評価にも使用されているが、他の疾患を有する患者のためのカットオフ

値の算定や評価項目の検討は報告されていない。本論文では、要介護高齢者のための誤嚥と咽頭残留の有

無の予測に最適なMASA 合計点のカットオフ値の算定、そして誤嚥および咽頭残留と評価項目の関連性の

検討を目的とした。本研究の対象者である地域で生活する要介護高齢者 50 名におけるカットオフ値は、

誤嚥が 122 点、咽頭残留は 151 点で、この場合良好な診断精度が得られた。また、MASA の 24 の評価

項目のうち、17 項目が要介護高齢者誤嚥の評価に関連性が高いことが認められた。 

本審査委員会では、(1)対象者について、(2)カットオフ値を算出するための ROC 曲線の使用について、

(3)MASA の 24 項目の統計学的検討法について、などについて質問がなされた。(1)本研究の対象者は嚥下

内視鏡検査を受けた地域で生活する要介護高齢者であるという以外、背景疾患や要介護度、日常生活自立

度などにばらつきがある。対象者の背景を考慮した検討も行うことは今後の課題である。(2) MASA作成時

や過去の論文に準じ、本研究でもMASA合計点を用いてROC曲線を作成しカットオフ値を算出している。

この方法を使用することは妥当であると考えられる。(3)MASAの 24の評価項目から要介護高齢者の摂食・

嚥下機能の評価に適した項目を選択する検討を行った。しかし、24 の評価項目から要介護高齢者に抽出す

る場合は多変量解析を行う必要があるという指摘がなされた。本研究の対象者は VE 検査を受けた者とし

たため、対象者の人数が少なく多変量解析を用いた統計解析が困難であった。そのため、本研究は誤嚥お

よび咽頭残留と MASA の評価項目との関連性についての検討と変更するなど概ね妥当な回答が得られた。

その他、英文表現、用語の確認などについての指摘があり、修正が行われた。 

以上より、本研究で得られた結果は、歯科医学の進歩発展に寄与するところ大であり、学位授与に値す

るものであると判定した。 


