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緒 言

舌は，咀嚼や食塊の形成，移送，嚥下といった食
べる事における中心的な役割を担っている。その他
にも，構音や感覚，唾液分泌，生体防御，歯列の調
整などと多彩な働きも行っている１）。このように舌
は摂食嚥下機能をはじめとする口腔の様々な機能に
関わる重要な器官であり，舌機能を評価することは
大変重要である。現在，舌の機能の評価方法として
は，超音波診断装置２－４），嚥下造影検査４），舌圧測
定５）がある。今回我々は，超音波診断装置に着目し
た。これは，環境の制限が少なく，侵襲性がないた
め幅広い年齢層に使用でき，さらに年齢や疾患に関
わらず指示動作の遂行が困難な者に対しても簡便に
舌機能の外部評価を行える利点がある。現在までに
超音波診断装置を用いた機能時の舌の形態変化に関
する研究として，嚥下時の舌動態６）や食塊形成時の

舌の陥凹状態７），サルコペニアと舌の厚さに関する
研究８），食塊量の違いによる嚥下時舌運動の影響９）な
どが報告されている。さらに高齢者や神経筋疾患患
者を対象に舌の厚さ測定が行われている。高齢者で
は舌筋量が減少するといった報告１０）や，筋委縮性側
索硬化症（ALS）患者では舌が厚くない者ほど舌
圧が有意に低いと報告１１）されている。

また近年では超音波エラストグラフィという技術
により，超音波診断装置でも軟組織の硬さを間接的
かつ非侵襲的に計測することが可能となってい
る１２，１３）。その硬さの測定方法や計算方法によって
様々な種類が開発されており，その理論は異なる。
今回使用した Strain Elastography（以下，SE）は
探触子の手動加圧により生体内にひずみを生じさ
せ，そこから画像化情報を計算する方法である。こ
のうち，今回は特にリアルタイム性に優れている
Real-time Tissue Elastography（以下，RTE）とい
う装置１４，１５）を使用した。RTE を用いた先行研究で
は，咬筋の凝りを調査しており，これから求められ
た凝りの硬さはマッサージ圧の決定にも有効である
と報告１３）されている。このような報告から，RTE
は舌の硬さ測定にも応用可能であり，指示動作が困
難な者に対しても有用で，将来舌の機能指標の一つ
になりえるか考えた。
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そこで，超音波エラストグラフィで舌の硬さが測
定できるか検討し，次に水分保持時の舌の硬さの比
較を行い有効性について検討を行った。

両研究の対象者には本調査を遂行するにあたり，
事前に本調査の趣旨を口頭と文書で説明し，同意を
得た。本調査は，東京歯科大学倫理委員会の承認を
得て行った（承認番号 ７１９）。

口腔外内からの舌の硬さの検討

まず健康成人を対象に口腔外から舌の硬さを測定
した。口腔外から舌の厚さ測定を行った Umemoto
ら１１）の先行研究をもとに，厚さと最大舌圧との関連
についても調べることで，硬さ測定の有用性のつい
ても検討することとした。また，口腔外から測定し
た際に，口腔底には様々な筋層を介するため，口腔
内から直接舌の硬さおよび厚さも測定することで，
測定方法の影響についても検討することとした。

対象は健康な若年者２７名（男性１１人，女性１６人，
平均年齢２６．４±１．８歳）とした。サンプルサイズの
計算は，Power and Sample Size Calculation soft-
ware, version ３．０（http ; //biostat.mc.vanderbilt.
edu/twiki/bin/view/Main/PowerSampleSize）を
使用して実行された。

１．方法
１）超音波診断装置を用いた測定方法
⑴探触子設定方法および画像描出
今回は，RTE（Noblus, HITACHI, Ltd.）を用い

た。装置の画面上にはひずみの分布を表すエラスト
グラフィ像と通常の B モード像の両方が表示さ
れ，ここから硬さと厚さの両方の測定が可能とな
る。

今回はトレーニングした検査者１名が口腔内と口
腔外から舌の描出を行った。今回は２種類の探触子
を使用した。口腔外から舌を描出する際には，より
広い範囲で均一に手動加圧ができるよう１０MHz リ
ニア型探触子（L６４K, HITACHI, Ltd.）（以下，口腔
外探触子）を使用した。しかし，口腔内から舌を描
出する際にこのリニア型探触子だと大きいため，
７．５MHz セクタ型探触子（C４１V１，HITACHI, Ltd.）
（以下，口腔内探触子）を使用した。２つの探触子
の設定位置は，Tamura ら８）の方法をもとに，舌が

最も明瞭に描出可能とされる両側下顎第二小臼歯相
当部とした。口腔内探触子はカバーを使用し，口腔
内から舌背表面正中部に設定した。この際，可及的
に舌背表面に対して探触子が垂直に当たるようにし
た。口腔外探触子は顎下部からフランクフルト平面
（以下，FH 平面）に垂直な前額断面に設定した（図
１）。また，口腔外から測定する際は，口腔内探触
子も舌にあてることにより，口腔内から測定する際
の舌と同じ条件になるようにした。今回は Inami
ら１６）の先行研究と同様に，２種類の探触子の先端に
音響カプラー（EUP-L６５，HITACHI, Ltd.）を設置
した。これはエラストマー樹脂製で弾性率が一定で
あり，舌の硬さを算出する際に舌の比較対象物質と
なるため，硬さの数値的評価が可能となる。

口腔内と口腔外から描出した舌を，一人当たりそ
れぞれ９画像記録した。すべての記録は同日内に行
い，各測定の間にはおおよそ３分間の休憩をとっ
た。

⑵舌の硬さの測定
記録した各９枚の画像から舌の硬さの測定を行っ

た。測定には RTE の計測メニューから Strain Ratio
（以下，SR）を使用した。SR は画像上の２つの物
質に関心領域（region of interest）（以下，ROI）
を設定し，領域内のひずみ比を自動計算することで
硬さの数値的評価が可能となる。今回は，舌の比較
対象物質として記録時に使用した音響カプラーに
ROI-A，舌背表層から顎舌骨筋下端までの舌中央３
分の１に ROI-B を設定し，硬さの値を求めた（図
２）。この ROI の位置は，２種類の探触子の型の違
いや角度の違い，また被験者の舌の大きさや形態に
よって異なる可能性がある。よって今回は，設定基
準に従って画像ごとに ROI の設定を行うことで，
可及的に同じ箇所の硬さ測定を行うことにした。

SR 値＝εB（ROI-B：舌中央１／３のひずみ）／εA
（ROI-A：音響カプラーのひずみ）とし，SR 値の
定義を定めた。

今回は，選択した９つの画像の平均値を各設定条
件の SR 値と定義した（以下，口腔内 SR 値，口腔
外 SR 値）。

⑶舌の厚さの測定
舌の硬さを測定した各９枚の画像から舌の厚さの

測定も行った。今回はこの B モード像上で，口腔

９２ 大久保，他：超音波エラストグラフィを用いた舌の解析
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（ａ）

（ｂ）
図１ 口腔内と口腔外からの測定方法

左がエラストグラフィ像，右が B モード像
（ａ）口腔内からの測定時：舌背面に対し，できるだけ垂直となるよう設定。
（ｂ）口腔外からの測定時：顎下部より行う。フランクフルト平面に垂直な前額断面に設定し

た。口腔外からの測定時にも口腔内プローブは使用するが，装置本体との接続は行わな
い

（ａ） （ｂ）
図２ ROI の設定基準

（a）Intraoral image after setting ROI，（b）Extraoral image after setting ROI
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内探触子のカプラー直下にある舌背表層から顎舌骨
筋下端までの距離を舌の厚さとした。各条件の９枚
の画像の平均値を各代表値とした（以下，口腔内か
らの測定値を口腔内厚さ，口腔外からの測定値を口
腔外厚さとする）。

２）最大舌圧測定
今回は舌圧測定器（TPM-０１，JMS, Hiroshima）

を用いて最大舌圧の測定を行った。これは，生理学
的運動の機能的圧迫ではなく，被験者の能力による
最大自発的圧力である。被験者は座位にてリラック
スした状態を取り，バルーンを口腔内に置いた後，
基部にある硬質リング部を上下切歯で軽く加えて固
定させた。被験者は数秒間舌を上げて，バルーンを
強く圧接することで最大舌圧の測定を行った。今回
は数回練習を行った後に測定を行い，その値を代表
値とした。

３）統計処理方法
口腔内および口腔外の硬さと舌の厚さに関する統

計学的分析には，Wilcoxon signed rank test（The R
Foundation for Statistical Computing, Ver３．１．４，
オーストリア）を用いた。口腔内および口腔外の硬
さと厚さと，最大舌圧との関係については，Spear-
man Rank-Order Correlation Coefficient（SPSS sta-
tistic Ver. ２３ for Windows, IBM 社，アメリカ）を
用いた。

２．結果
１）舌の硬さと最大舌圧の相関性について
口腔内 SR 値と最大舌圧は負の相関関係が認めら

れ，口腔内 SR 値が低く示されるものほど，最大舌
圧は大きくなった（r＝－０．７６，p＜０．０１）。つま
り，口腔内から測定した舌は硬いものほど，最大舌
圧が大きくなるといった結果になった（図３
（ａ））。しかし，口腔外 SR 値は最大舌圧と相関関
係は認められなかった（r＝０．０６，p＝０．７８）（図３
（ｂ））。

２）舌の厚さと最大舌圧の相関性について
口腔内厚さは最大舌圧との間に相関関係は認めら

れなかった（r＝０．１１，p＝０．６０）（図４（ａ））。し
かし，口腔外厚さは最大舌圧との間に正の相関関係
が認められ，口腔外から測定した舌の厚さが厚いも
のほど，最大舌圧が大きくなるといった結果になっ

た（r＝０．５９，p＜０．０１）（図４（ｂ））。
３）舌の硬さと厚さの相関性について
口腔内口腔外ともに，舌の硬さと厚さとの間に相

関関係は認められなかった（口腔内：r＝－０．０４，
p＝０．８６，口腔外：r＝－０．０２，p＝０．９３）。

水分保持時の舌の硬さについて

対象は平均年齢２６．１±１．１歳の健康な若年者１０名
（男性５名，女性５名）とした。

１．方法
１）超音波診断装置を用いた測定方法
測定方法は「口腔外内からの舌の硬さの検討」の

方法の口腔外の方法に準じて行った。初めに，被験
者には座位にて下顎安静位をとるよう指示し，この
状態で舌の硬さと厚さを測定した。これを舌の安静
時と規定した。次に，水を口腔内保持した際の舌の
硬さと厚さを測定した。水は，とろみ調整食品を用
いない水（以下，水保持時）と，とろみ調整食品（日
清オイリオグループ㈱，トロミアップパーフェク
ト，日本）でとろみをつけた水（以下，とろみ水保
持時）を用いた。とろみ水は学会分類２０１３（とろ
み）１７）を参考に段階２中間とろみとし，水１００mL あ
たりとろみ調整食品を１．５g 使用した。検査者がシ
リンジにて３mL の水およびとろみ水を被験者の舌
背上に置き，これを保持した状態で計測を行った。

描出画面を設定する際，今回は SR 設定の際，７
枚の画像を選択してその平均値を各条件の SR 値と
定義した。

２）硬さと厚さの測定方法
安静時と水およびとろみ水保持時において，舌中

央部の硬さと舌正中部の厚さを測定した。測定方法
は前記の「口腔外内からの舌の硬さの検討」に準じ
た。また安静時の厚さから水およびとろみ水保持時
の厚さを引くことで，それぞれの陥凹深度を算出し
た（以下，水陥凹深度，とろみ水陥凹深度）。

舌の厚さと硬さの条件による違いや，硬さと陥凹
深度との関連性について検討した。

３）統計処理方法
舌の厚さと硬さに関する統計学的分析には，

Paired one-way anova（The R Foundation for Sta-
tistical Computing, Ver ３．１．４，オーストリア）を
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用い，硬さと陥凹深度の相関性については，spear-
man 検定（IBM 社，SPSS statistic Ver.２３for Win-
dows）を用いた。

２．結果
１）条件の違いによる舌中央部の硬さ
被験者１０名において，安静時，水保持時，とろみ

水保持時のいずれも舌中央部の SR 値の測定が可能
であった。

全体の SR 値の中央値は，安静時が０．６９（四分位

範囲０．５６～１．１５），水保持時が０．４８（四分位範囲０．３２
～０．８７），とろみ水保持時が０．４４（四分位範囲０．３１
～０．８３）であった（図５）。安静時と比較して，水
およびとろみ水保持時では SR の中央値が小さくな
り有意差が認められた。

２）舌の硬さと水およびとろみ水陥凹深度の相関
性について

硬さと陥凹深度については，水陥凹深度におい
て，安静時の硬さおよび水保持時の硬さの各々で有
意な負の関連が認められた（安静時：r＝－０．８９１，

図３ 硬さと最大舌圧の相関性について
（ａ）口腔内から測定した硬さと最大舌圧の関連について：有意な負の相関関係が認められた

（r＝－０．７６，p＜０．０１）。
（ｂ）口腔外から測定した硬さと最大舌圧の関連について：有意な相関関係が認められなかった

（r＝０．０６，p＝０．７８）。

図４ 厚さと最大舌圧の相関性について
（ａ）口腔内から測定した厚さと最大舌圧の関連について：有意な相関関係が認められなかった

（r＝０．１１，p＝０．６０）。
（ｂ）口腔外から測定した厚さと最大舌圧の関連について：有意な正の相関関係が認められた

（r＝０．５９，p＜０．０１）。
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p＝０．００１，水分保持時：r＝－０．６４８，p＜０．０５）（表
１）。

考 察

１．口腔内からと口腔外からの舌の硬さと厚さの
測定について

口腔内と口腔外では，硬さと厚さの相違があり，
分布に違いが認められた。これらは，個人差も考え
らえるが，２つの探触子の設定環境による違いが影
響していた可能性も考えられる。特に，筋肉や腱な
どの組織は異方性媒質であり測定方向により弾性係
数の値が異なるため，硬さ測定の際には方向を考慮
する必要がある１４，１５）とされている。よって口腔内探
触子のように口腔内挿入後の探触子の角度が影響し
やすいものに関しては，より測定方向による影響を
少なくする必要があり，今回のように探触子が舌背
に対して可及的に垂直になるよう設定することが重
要であると考える。

２．最大舌圧との関連ついて
今回，硬さに関しては口腔内から測定した際に最

大舌圧との間に負の相関関係が認められ，最大舌圧
が大きい舌ほど口腔内から測定した舌が硬くなるこ
とが示唆された。RTE は口腔内から直接舌の硬さ
測定をする際に口腔内探触子を手動圧迫するため多
少の負荷がかかる。これは舌圧測定時と同様に，舌
背表層から負荷がかかった状態の舌筋の硬さを反映
している可能性がある。また，RTE を用いた Inami
ら１６）の研究では，同じ骨格筋である腓腹筋は筋肉の
収縮強度が増加するとともに硬さが増すと報告とし
ており，今回の結果から，安静時の舌から筋力が予
測できる可能性が示唆された。

厚さに関しては口腔外から測定した際に，最大舌
圧との間に正の相関関係が認められた。今回の結果
から，筋肉の厚さは筋力と関連している可能性が示
唆された。口腔外探触子は顎下部からフランクフル
ト平面に対して垂直にあてたため，口腔内探触子と
比較して角度の影響が少なく，安定した厚さの計測

表１ 各条件による SR と陥凹深度の相関性について

安静時
硬さ（SR 値）

水保持時 とろみ水保持時

相関係数 p 相関係数 p 相関係数 p

陥凹深度
水保持時 －０．８９１＊＊ ０．００１ －０．６４８＊ ０．０４３ －０．６００ ０．０６７

とろみ水保持時 －０．５６４ ０．０９０ －０．５３９ ０．１０８ －０．４９１ ０．１５０
＊p＜０．０５，＊＊p＜０．０１（spearman 検定）

図５ 条件別による舌正中部の硬さの比較

９６ 大久保，他：超音波エラストグラフィを用いた舌の解析
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が可能であったと考えられる。

３．舌の硬さと陥凹深度について
安静時と比較して，水およびとろみ水保持時にお

いて舌の硬さに有意差が認められた。ヒトは食塊の
形成時と移送時に舌背正中部を陥凹させる動きがみ
られる１８）とされており，今回測定を行った部位では
水およびとろみ水を口腔内保持した際に舌の陥凹形
成が認められた。またこの陥凹形成に大きく関与す
るのは，オトガイ舌筋と茎突舌筋であり，本研究で
は測定範囲を舌表層から顎舌骨筋下端までの舌中央
３分の１と設定したため，特にオトガイ舌筋の収縮
が影響し，水およびとろみ水保持時において舌の硬
さが増したと思われる。

水保持時の陥凹深度においては，安静時と水保持
時の硬さとの間に負の相関関係が認められた。今回
の結果では，水保持時およびとろみ水保持時との間
で舌正中部の厚さに有意差は認められなかったが，
通常の水はとろみ水と比較し凝集性がないため，水
を舌背上で持続的に保持するためには，舌正中部を
収縮させて陥凹を形成する必要がある。そのためオ
トガイ舌筋の収縮が影響したと考えられる。腓腹筋
の収縮強度と硬さの研究１６）では，筋の収縮強度の増
加とともに硬さが増すとされている。水を口腔内で
保持する際には収縮強度が増すため，今回の結果で
は水保持時において舌が硬くなり，負の相関性が認
められたと示唆される。

年齢に伴い，筋層では垂直舌筋の消失や上縦舌筋
の不明瞭化，筋線維間の結合組織の増加が認められ
る。このように，加齢に伴い舌の組織学的変化が認
められ，またこの変化は安静時や液体保持時といっ
た活動時の舌の硬さにも影響を与えると考える。今
後，さらに実験条件を加えて，健康高齢者や様々な
疾患を有する高齢者を対象に測定を行うことで，加
齢変化に伴い舌の硬さがどのように変化していくか
を検討し，舌機能の加齢変化の解明にもつなげてい
きたい。

本方法は，知的や認知機能，もしくは筋機能の低
下により指示動作の遂行が困難な小児や高齢者，神
経筋疾患患者のほか，舌癌により拘縮が認められる
者に対しても，口腔外から測定することでおおよそ
の筋力が予測できる可能性が示唆された。口腔外か

らの測定は簡易的に外部評価が行え，負担軽減にも
繋がるため，今後の応用が期待できると考えられ
る。

将来の舌の機能指標の一つになる可能性が示唆さ
れた。

本研究は「文部科学省私立大学ブランディング事業」
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