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はじめに

摂食・嚥下は，食物の認識（先行期）から始まり，
捕食・咀嚼・食塊形成（準備期），食塊を口腔から咽
頭へ送り込み（口腔期），嚥下反射により咽頭から食
道入口へ移動（咽頭期）を経て，食塊が食道を通過し
胃に入る（食道期）までの連続動作である（図１）。
この摂食・嚥下動作は，随意運動と不随意運動の

連携によってなされる。そのため摂食・嚥下システ
ムの一箇所に故障が生じてもシステム全体の働きが
低下し，摂食・嚥下障害が惹起することとなる。
摂食・嚥下器官の中で最初に食物が入る口腔は，

食物に関する情報をキャッチし唾液を分泌，咀嚼筋
の働きによる下顎運動を介して食塊形成が行われる
重要な場である。咀嚼が不十分であると次の段階の
嚥下がスムーズに行われなくなる。口腔に続く咽頭
は食塊の通路であると共に，空気の通り道でもある。
嚥下の際は，食塊の通路が優先する。咽頭に続く食
道の内腔は通常では閉鎖しており，食塊が通過する
時のみ拡がり蠕動運動により食塊を胃に送る。口腔，
咽頭，食道におけるこれらの動作は，粘膜での感覚
情報が中枢に伝達され解析し，運動神経を介して口
腔・咽頭周囲の筋が絶妙なタイミングで収縮するこ
とで摂食・嚥下がスムーズに行われる。
摂食嚥下障害のメカニズムを理解するためには，

①正常時の摂食・嚥下の基本動作，②口腔，咽頭，
食道ならびに喉頭の構造の把握，③摂食・嚥下に関
与する筋とその神経支配を理解することが重要であ
ると考え，これらの項目について解説する。

１．摂食・嚥下の動作

摂食・嚥下の動作は，食物の認識から始まり，食
塊が食道を通過し胃に入るまでを言い，５段階に大

別できる。
１）先行期（食物の認識）（図１a）
食物の性状を視覚，聴覚，嗅覚などを通して認識

し，記憶している情報と照合，食べて良いと判断す
ると唾液・胃液の分泌が盛んになり，食べる準備が
なされる。この期では，食欲が起こり，目を開けて
食物であることを認識できることが大切である。
２）準備期
⑴ 口腔への取り込み（図１b）
口唇，歯によって食物を口に取り込む期である。

食物を口腔に取り込むためには，前頸部に走行する
舌骨上筋群と舌骨下筋群の働きによって開口するこ
とから始まる（図２，表４，表５）。これと共に，口
腔への取り込みには表情筋が重要な働きをなす。口
腔周囲の表情筋として，大頬骨筋，小頬骨筋，上唇
挙筋，上唇鼻翼挙筋，口角挙筋，下唇下制筋，口角
下制筋，口輪筋，頬筋などがあげられる。これら表
情筋の運動は全て顔面神経に支配される（表１）。表
情筋の中で，口輪筋は咀嚼筋と共に閉口に働く。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るため，捕食の効率が悪くなる。
⑵ 咀嚼と食塊形成（図１c）
口腔内に食物が取り込まれると，食物に関する温

度感覚・触覚・圧覚・味覚の情報は，口腔粘膜の感
覚受容器から三叉神経によって大脳皮質の体性感覚
野（中心後回）に送られる。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）を介して大脳皮質の味覚野に送られる。大
脳は，この感覚情報を解析して中心前回運動野の運
動神経細胞のニューロンを介して咀嚼筋を主とした
筋群に働き，下顎運動を行う。咀嚼筋群は，咬筋，
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摂食・嚥下に関与する筋と支配神経
表１ 口裂周囲の表情筋群

筋の名称 起 始 停 止 作 用 支配神経

大頬骨筋 頬骨側頭突起 上唇・下唇の皮膚 口角を上方に引く

顔面神経

小頬骨筋 頬骨前面 上唇の皮膚 上唇を上方に引く

上唇挙筋 上顎骨前面 上唇の皮膚 上唇を上方に引く

上唇鼻翼挙筋 上顎骨前頭突起 上唇の皮膚 上唇を上方に引く

口角挙筋 上顎骨前面（犬歯窩） 口角・下唇の皮膚 口角を上方に引く

口角下制筋 下顎骨（下顎底） 上唇の皮膚 口角を下方に引く

下唇下制筋 下顎骨（下顎底） 下唇の皮膚 下唇を下方に引く

オトガイ筋 下顎骨（前歯部） オトガイの皮膚 オトガイの皮膚を挙上

笑 筋 咬筋の筋膜 口角部 口角を外側方に引く

頬 筋 上・下顎骨大臼歯部歯
槽部外面，翼突下顎縫
線

上唇・下唇・口角，
口輪筋

口角を外側方に引き，
口裂を閉鎖，頬壁を歯
列に押し付ける

口輪筋 頬筋を主とした周囲筋
群

口角周囲の皮膚 口裂を狭め，閉鎖する

※その他の表情筋：広頸筋顔面部，眼輪筋，眉毛下制筋，鼻根筋，皺眉筋，鼻筋，鼻中隔下制筋など

図１ 嚥下の各期
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側頭筋，内側翼突筋，外側翼突筋から構成され，全
て下顎枝に停止する。これらの運動は下顎神経に支
配される（表２）。
下顎骨を下方に動かし開口に働く筋として舌骨上

筋群と舌骨下筋群が大きな役割を担っている（図
２）。舌骨下筋群（胸骨舌骨筋，胸骨甲状筋，甲状舌

骨筋，肩甲舌骨筋）の助けにより舌骨が固定され，
舌骨と下顎骨を結ぶ舌骨上筋が収縮すると開口す
る。舌骨が固定されていなければ開口はできない。
舌骨上筋群は，下顎骨に付着する顎舌骨筋，オトガ
イ舌骨筋，顎二腹筋（前腹・後腹）と下顎骨に付着し
ない茎突舌骨筋とである（表４）。
咀嚼筋，舌骨上筋によって下顎運動が行われ，歯

によって食べ物は粉砕される。この時，食物が歯列
の外側（口腔前庭側）に落ちないように舌と頬が協調
して食物を歯列の上に乗せ，上・下顎の歯によって
すりつぶす（図３）。この頬を動かしているのが表情
筋の１つであり，表情筋のなかでは深部（口腔側）に
位置する頬筋である（図４）。咀嚼が不十分であると
次の段階の嚥下がスムーズに行われない。
３）口腔期（舌根部・咽頭への送り込み）（図１d）
咀嚼され唾液と混和した食塊が舌の運動により口

唇から舌根部へと移動する期である。この動作も随
意的にコントロールされる。舌を動かしているのが
舌筋で，様々な方向に走行する舌筋によって舌の複
雑な動きが可能となっている。舌筋は，起始部が舌
の中にある内舌筋（上縦舌筋，下縦舌筋，横舌筋，
垂直舌筋）と舌外にある外舌筋（オトガイ舌筋，舌骨

表２ 咀嚼筋群

筋の名称 起 始 停 止 作 用 支配神経

咬 筋 頬骨弓 下顎枝外面（咬筋粗面） 下顎骨を挙上

下顎神経

側頭筋 側頭窩 筋突起 下顎骨を挙上
下顎骨を後方へ引く

内側翼突筋 蝶形骨（翼突窩） 下顎枝内面（翼突筋粗
面）

下顎骨を挙上

外側翼突筋 上頭：蝶形骨大翼側頭
下面

下頭：蝶形骨翼状突起
外側板外面

下顎骨関節突起の翼突
筋窩

下顎骨の前方運動
下顎骨の側方運動

図２ 頭頸部の筋

図３ 咀嚼時の頬と舌の働き
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舌筋，茎突舌筋）とに大別される。内舌筋は，舌の
形を変え，外舌筋は舌の位置の移動に関与する（表
３）。
４）咽頭期（咽頭通過，食道への送り込み）（図１e）

咽頭に入った食塊が食道に入るまでの時期で，運
動はすべて嚥下反射（不随意運動）によって行われ
る。正常では，１秒以内に食塊が咽頭から食道の入り
口に達する。食塊が舌の後方に移動し，咽頭，喉頭

表３ 舌筋群

筋の名称 起 始 停 止 作 用 支配神経

外舌筋

オトガイ舌筋 オトガイ棘 舌尖から舌体 舌を前方・下方に引く

舌下神経

舌骨舌筋 舌 骨 舌の外側 舌を後方・下方に引く

茎突舌筋 茎状突起 舌の外側から舌尖 舌を後方に引き舌の外
側を上げる

内舌筋

上縦舌筋 舌内部 舌内部 舌を短縮し舌尖と側面
を上方に巻き上げる

下縦舌筋 舌内部 舌内部 舌を短縮し舌尖を下方
に巻く

横舌筋 舌内部 舌内部 舌を細くし伸ばす

垂直舌筋 舌内部 舌内部 舌を平たくし広げる

表４ 舌骨上筋群

筋の名称 起 始 停 止 作 用 支配神経

顎二腹筋 前腹：下顎底の二腹筋窩
後腹：側頭骨の乳突切痕

舌 骨 舌骨固定時：下顎骨を下制
下顎骨固定時：舌骨を挙上

前腹：下顎神経
後腹：顔面神経

顎舌骨筋 下顎体内面の顎舌骨筋線 舌 骨 舌骨固定時：下顎骨を下制
下顎骨固定時：舌骨を挙上

下顎神経

オトガイ舌骨筋 下顎体内面のオトガイ棘 舌 骨 舌骨固定時：下顎骨を後方
に引く

下顎骨固定時：舌骨を前方
に引く

舌下神経（頸神
経）

茎突舌骨筋 側頭骨の茎状突起 舌 骨 舌骨を挙上 顔面神経

軟軟口口蓋蓋硬硬口口蓋蓋

頸頸
椎椎

舌舌頬頬 筋筋
喉喉頭頭蓋蓋谷谷

口口
唇唇

咽咽
頭頭

固固有有口口腔腔

喉喉頭頭蓋蓋口口腔腔前前庭庭
下下顎顎骨骨

舌舌骨骨

図４ 頬筋の走行 図５ 口腔・咽頭の構造（頭頸部矢状断面）
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蓋，軟口蓋の粘膜中に分布する感覚受容器が刺激さ
れると嚥下反射が起こる。そのため，食塊が舌根部
に送られても感覚受容器および知覚神経の閾値が高
い場合には嚥下反射が起こりにくい。さらに，咽頭
に入った食塊が口腔，鼻腔に逆流しないようにする
運動（口蓋筋，咽頭筋の働き表６，表７），喉頭腔に
逃げないようにする運動（舌骨上筋，舌骨下筋，咽
頭筋の働き）と食塊を咽頭から食道へ進める運動（咽
頭収縮筋の働き）とが協調して行われる。食塊が食
道へ送られる時，気道に入らないように喉頭蓋が後
屈して喉頭口を閉鎖するのみではなく，声門も閉鎖

し，一時的に無呼吸となる。
５）食道期（食道通過）（図１f）
食塊が食道の入口より胃に至るまでの期で，重力

と蠕動運動により行われる。蠕動運動は不随意運動
で，迷走神経に支配される。食道の上部に始まる蠕
動波は，約５～６秒で胃に達する。

２．口腔の構造

口腔は，食物の取り込み，咀嚼，食塊形成など多
くの役割を担っている。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

表５ 舌骨下筋群

筋の名称 起 始 停 止 作 用 支配神経

胸骨舌骨筋 胸骨柄，鎖骨 舌 骨 舌骨を下制

頸神経ワナ
肩甲舌骨筋 肩甲骨上縁 舌 骨 舌骨を下後方に引く

胸骨甲状筋 胸骨柄，第１肋骨 甲状軟骨 甲状軟骨を下制

甲状舌骨筋 甲状軟骨 舌 骨 舌骨固定時：甲状軟骨を挙上
甲状軟骨固定時：舌骨を下制

表６ 軟口蓋の筋群

筋の名称 起 始 停 止 作 用 支配神経

口蓋帆張筋 蝶形骨の舟状窩 軟口蓋の口蓋腱膜 軟口蓋を緊張 下顎神経

口蓋帆挙筋 側頭骨岩様部の下面 軟口蓋の口蓋腱膜 軟口蓋を挙上 咽頭神経叢
（舌咽神経・
迷走神経）口蓋垂筋 後鼻棘，口蓋腱膜 口蓋垂の内部 口蓋垂を短縮

口蓋舌筋 舌側縁 軟口蓋 口峡を狭くする

口蓋咽頭筋 軟口蓋，翼突鉤 咽頭壁 口峡を狭くする

表７ 咽頭の筋群

筋の名称 起 始 停 止 作 用 支配神経

茎突咽頭筋 側頭骨の茎状突起 咽頭の粘膜下組織，
喉頭蓋，甲状軟骨

咽頭を挙上 舌咽神経

耳管咽頭筋 耳管軟骨 咽頭の後壁・外側壁 咽頭を挙上

咽頭神経叢
（舌咽神経・
迷走神経）

上咽頭収縮筋 翼突咽頭部：翼状突起
頬咽頭部：翼突下顎縫線
顎咽頭部：顎舌骨筋線
舌咽頭部：横舌筋

咽頭縫線 咽頭腔を狭くする

中咽頭収縮筋 舌 骨 咽頭縫線 咽頭腔を狭くする

下咽頭収縮筋 甲状軟骨，輪状軟骨 咽頭縫線 咽頭腔を狭くする 迷走神経
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（硬口蓋・軟口蓋），下方を口腔底で囲まれる。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・下顎の歯列に囲まれたスペースである固有
口腔とに分けられる。固有口腔の大部分を舌が占め
る（図５）。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る。
口腔の内面は，口腔粘膜で覆われ，口腔内は唾液

により常に湿潤している。口腔内面に開口する唾液
腺には大唾液腺と小唾液腺とがある。大唾液腺は，
分泌細胞（腺細胞）でつくられた唾液が太い導管によ
り，口腔の特定の場所に排出される。この大唾液腺
には，耳下腺，顎下腺，舌下腺の３種類がある。唾
液には，澱粉の消化酵素であるアミラーゼを多く含
んだ漿液性唾液と，粘膜の表面を滑らかにする粘液
性唾液とがある。
耳下腺は漿液性唾液を分泌し，導管である耳下腺

管は，上顎第２大臼歯付近の口腔前庭粘膜にみられ
る耳下腺乳頭に開口する。耳下腺唾液の分泌は，舌
咽神経（小錐体神経）に支配される。顎下腺と舌下腺
は，口腔底に存在し，漿液と粘液の混合性唾液を分
泌する。顎舌骨筋をはさんで舌下腺は上方に顎下腺
は下方に位置する。顎下腺・舌下腺の分泌は，顔面
神経（鼓索神経）に支配される。
口腔粘膜は，表層から重層扁平上皮よりなる口腔

粘膜上皮，緻密な結合組織よりなる粘膜固有層，疎
な結合組織よりなる粘膜下組織の３層で構成され
る。粘膜固有層には，触・圧覚，温度感覚，痛覚な
どの受容器が存在し，粘膜下組織には小唾液腺が分
布する。しかし，機械的刺激が強く加わり，咀嚼粘

膜に分類される歯肉と正中部の硬口蓋粘膜は，粘膜
下組織を欠く。

３．咽頭の構造

咽頭は頸椎の前方で，鼻腔と口腔の後方に位置す
る。咽頭の上端は後頭骨の下面に接し，下端は第６
頸椎の高さで食道に移行する。長さ約１２cmで，下
方が細いロート状を呈する中空性器官である（図
６）。咽頭腔は，上部より鼻部（上咽頭），口部（中咽
頭），喉頭部（下咽頭）に区分される。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，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・気管へと送られる。嚥下
の際は，食物の通り道が優先で，瞬時であるが，鼻
腔と咽頭の間が閉鎖され，呼吸を止め，さらに喉頭
蓋で喉頭の入り口を塞ぎ，声門を閉鎖し喉頭・気管
へ食塊が入るのを防止する。しかし，交通整理役の
喉頭蓋のタイミングがずれると誤嚥が生じる一因と
なる。
咽頭壁は横紋筋よりなり，内層の縦走筋と外層の

輪走筋（上・中・下の咽頭収縮筋）で構成される。縦
走筋は咽頭の挙上に，輪走筋は咽頭腔の収縮に働く。
これらの筋には迷走神経，舌咽神経，交感神経とか
らなる咽頭神経叢が分布する（表７）。

４．食道の構造

食道は咽頭下部に続き，第６頸椎の高さから始ま
り，気管の後方を下行する胃の噴門部までの約２５cm
の中空性器官である。最初は，気管と頸椎の間をまっ

図６ 咽頭の内腔を後方から観察
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すぐに下降するが，次第に左方に寄り，左気管支の
後方を通る。
食道内腔は通常，閉鎖しており，食塊の通過時に

のみ拡がる。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
のを防止する。食道壁の上部は横紋筋，下部は平滑
筋で，中部は横紋筋と平滑筋の両者で構成される。
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
に狭窄部がある（図７）。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ある。
食道壁は，粘膜（重層扁平上皮からなる粘膜上皮

と粘膜固有層），粘膜下組織，筋層，外膜から構成
される。粘膜固有層と粘膜下組織の間には，平滑筋
からなる粘膜筋板が存在する。筋層は，内輪筋層と
外縦筋層とからなり，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
る。食道に入った飲食物の中で，液体は重力のみで
も胃に運ばれるが，食塊は主として筋層の蠕動運動
によって運ばれる。蠕動運動は，食塊の進む前方の
筋が弛緩すると同時に食塊後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ある。
そのため，仰臥位でも食塊が送られる。

５．喉頭の構造

喉頭は咽頭中に開口した空気の取り入れ口であ
り，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ある。喉
頭の上部は喉頭口で，前方には喉頭蓋が位置する。
舌根底部と喉頭蓋の舌面基部が接する陥凹を喉頭蓋
谷，喉頭蓋両側縁下部の陥凹を梨状陥凹と呼ぶ（図
６）。嚥下機能が低下すると，これらの領域に食塊
が停留しやすくなる。喉頭の外枠は，軟骨により形
作られる。この軟骨には甲状軟骨，輪状軟骨，披裂
軟骨，喉頭蓋軟骨などがある。多くは硝子軟骨より
なるが，喉頭蓋の中隔をなす喉頭蓋軟骨は形を柔軟
に変えることができる弾性軟骨からなる。
喉頭筋には，声帯を緊張させる輪状甲状筋，声門

を開く後輪状披裂筋，声門を閉鎖する外側輪状披裂
筋，披裂筋，甲状披裂筋などがある。この中で，輪
状甲状筋のみは喉頭軟骨の外側に位置し，迷走神経
の上喉頭神経に支配されるが，その他は喉頭軟骨の
内側にあり，迷走神経の反回神経・下喉頭神経支配
である。
嚥下の際には，舌骨・甲状軟骨がこれらに付着す

る筋の収縮により，引き上げられ，喉頭蓋が喉頭口
を閉じて食物が気道に入らないようにする。この動
作のタイミングがずれると誤嚥が生じる。
喉頭の下端は，輪状軟骨を介して気管とつながる。
気管は空気の通り道のため壁には約１０～１２個のＣ字
型を呈した気管軟骨が縦にならび，管腔を常に確保
している。

６．摂食・嚥下に関与する筋と支配神経

顎・口腔および頭頸部周囲には多くの筋群が存在
し，これらの筋が協調して収縮することにより摂
食・嚥下運動がスムーズに行われる。最後に，まと
めとして摂食・嚥下に関与する筋と筋の運動を支配
する神経を表に示す（表１～７）。

図７ 食道の走行と狭窄部
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