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第 1 章 研究開発の概要 

超高齢社会に突入し、急増する要介護高齢者が口腔機能障害のために、誤嚥性肺炎などを

併発する事例が多発している。そのような誤嚥性肺炎を予防するために、早急に口腔機能障

害を有する高齢者の摂食嚥下能力を評価し、適切な訓練を行うことが求められている。本事

業は、鼻腔あるいは口腔からカテーテル形状の刺激訓練用チューブを挿入し、咽頭後壁に電

気刺激もしくは機械的刺激を与え、嚥下反射を誘発させる訓練装置の開発と、マウスピース

形状をして、口腔内の嚥下に関わる舌や口の開閉機能を評価する装置の開発を行い、医療現

場における臨床評価を通じて実用装置の完成を目指すものであり、平成 24 年度は当該装置

の試作を目的とした。 

1-1 研究開発の背景・研究目的及び目標 

上述のとおり早急に口腔機能障害を有する高齢者の摂食嚥下能力を評価し、適切な訓練を

行うことが求められているが現状では、次の 2つの問題点が存在している。 

○嚥下機能障害回復のための有効な訓練装置が実用化されていない。 

これまでの嚥下機能回復の訓練は、熟練した医療関係者の手技で行われるため、効果が技

能に左右され、さらに訓練する部位が唇や舌・表情筋・首部等に限定されることから、熟練

を要しないでも一定の訓練効果が得られる訓練装置が望まれていたが、実用化された機器は

ない。 

○嚥下機能を簡便にかつ定量的に評価する有効な評価装置が実用化されていない。 

現在、嚥下機能を評価する方法としては、X 線造影装置や嚥下内視鏡による目視評価が行

われているが、装置自体が大掛かりであり、患者の身体的負担も大である。また、その評価

には高度な専門的知識を要するものであり、手軽に用いることができる評価装置は実用化さ

れていない。 

そこで我々はこの問題を解決するために、この事業において次の 2 つの機器を開発する。

本装置により嚥下機能を簡便にかつ定量的に評価することが可能となり、さらに嚥下誘発の

ための機能訓練が可能となって、高齢者の QOL 向上が達成される。 

嚥下誘発のためのカテーテル型訓練装置の開発（咽頭後壁を刺激する訓練装置） 

鼻腔あるいは口腔から先端部を咽頭内部に挿入し、咽頭後壁部に電気刺激もしくは機械的

刺激を与えるカテーテル状の刺激訓練用チューブ（以下、カテーテル部という）と接続され

たコントロール装置を開発する。カテーテル部は直径 5ｍｍ、長さ 30 

ｃｍ程度の柔軟なポリウレタンもしくはシリコン製のチューブであり、先端部は、操作者が

手元で操作することで任意の方向に自由に屈曲できる機能を持つ。また。その先端部には、

電気刺激用の電極が備えられ、咽頭後壁に刺激を与え、嚥下を誘発する。先端の電極と身体

の接触は音声と光で判断できる機能を持つ。電極先端部の３次元位置は、交流磁界を利用す

る３次元位置計測装置を用いて非接触で身体外部から計測され、操作者に明示される。本計

測装置を用いることで、挿入したカテーテルの位置を常時監視でき安全でかつ容易な訓練が

可能となる。本装置の計測範囲は、鼻腔から咽頭内部に限り、装置の小型化・低コスト化を

図る。 

カテーテル部は内腔を持っており、指定する操作ワイヤーの挿入を可能とする。 
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カテーテル部の手元側は電気的接点を持っており、コントロール装置と接続し電気的刺激

の送出と先端センサからの信号をやり取りする。 

コントロール装置は刺激パラメータの設定、変更、先端到達時のインジケータ等を備えてい

る。 

操作時の情報は内蔵したメモリに記録される。 

本カテーテル型装置は、極力低コストとし、かつ歯科現場（特に在宅支援歯科診療室）で

熟練を要さずに容易に利用可能なものとする。カテーテル部はコントロール装置との着脱が

可能であり、ディスポーザブルタイプとする。 

電気刺激用のカテーテルと別途に、先端に振動モータを内蔵し、モータの回転によって咽

頭後壁に機械的刺激を与えることができるタイプも作成する。 

のど皮膚下部には、咽頭動きセンサおよび筋電計を取り付け、咽頭後壁に刺激を与えた時

の嚥下反射動作を計測し、訓練効果を定量的に評価出来るようにする。 

マウスピース型嚥下機能評価装置の開発 

マウスピース形状になっており口腔内に装着することができる。このマウスピースには、

舌の押し上げ力（口腔内 2 か所）、舌の押し出し力、口唇の閉鎖力を計測するセンサが取り

つけられており、摂食嚥下に必要な口腔各部の機能を計測し、別途用意するパソコン・タブ

レット型端末等で、表示される。また、データベースとして保存され、訓練の経過に応じて

機能の向上が表示される。 

1-2 研究体制 

(１) 研究組織・管理体制 

１）研究組織（全体） 

 

財団法人長崎県産業振興財団 

角町歯科医院 

国立大学法人長崎大学 

国立大学法人新潟大学 

再委託 

再委託 

再委託 

総括研究代表者（ＰＬ） 

角町歯科医院 

院長  角町 正勝 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

国立大学法人長崎大学 

工学部長・教授  石松 隆和 

株式会社ジェイ・エム・エス 

新生電子株式会社 

再委託 

再委託 
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２）管理体制 

 ①事業管理機関［財団法人長崎県産業振興財団］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②再委託先 

[国立大学法人 長崎大学] 

 

 [角町歯科医院] 

 

 

 

 

 [国立大学法人 新潟大学] 

 

学長 大学院工学研究科 

(業務管理：石松 隆和) 

 

文教地区会計班工学担当 

（経理担当：長野 公一） 

機械制御学研究室 

財務部財務管理課 

口腔生理学分野研究室 

(業務管理：山村 健介) 

医歯学系 学長 大学院医歯学総合研究科 

研究支援部産学連携課 

（経理担当：中川 裕介） 

理事長 

専務理事 

理事 

（企業誘致担当） 

理事 

（大村本部統括・ 

ベンチャー支援担当） 技術統括 

事務局長 

総務・情報企画 

グループ 

企業誘致推進 

グループ 

企業支援グループ 

ベンチャー企業 

支援グループ 

研究開発プロジェクト 

推進グループ 

（経理担当：田島清） 

(業務管理：川原芳彦) 

 
佐世保事業所 

再委託 

長崎大学 

角町歯科医院 

新潟大学 

ジェイ・エム・エス 

新生電子 

院長 

(経理担当、業務管理：角町 正勝) 
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 [株式会社ジェイ・エム・エス] 

 

[新生電子株式会社] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)研究者氏名 

再委託先名 国立大学法人長崎大学 

研究実施場所 〒852-8521 長崎県長崎市文教町 1 番 14号 

研究員 

氏名 所属・役職 

石松 隆和 大学院工学研究科 研究科長・教授 

田口 光雄 大学院工学研究科 教授 

諸麦 俊司 大学院工学研究科 助教 

 

再委託先名 角町歯科医院 

研究実施場所 〒850-0023 長崎県長崎市出来大工町 62番 4 号 

研究員 氏名 所属・役職 

取締役会 代表取締役社長 

財務部財務管理課 

(経理担当：伊達 昌) 

役員会 営業統括 

営業推進本部 

製品企画室 

（業務管理：吉本光男） 

経営管理本部 

財務部 

 

代表取締役社長 技術１部 

（業務管理：藤田和弘） 

技術４部 

総務部 

（経理担当：西田 三郎） 

） 

ハイテック事業部 
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角町 正勝 院長 

 

再委託先名 国立大学法人新潟大学 

研究実施場所 〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐二の町 8050 番地 

研究員 

氏名 所属・役職 

山田 好秋 理事・副学長・教授 

山村 健介 大学院医歯学総合研究科 教授 

 

再委託先名 株式会社ジェイ・エム・エス 

研究実施場所 〒140-0013 東京都品川区南大井 1 丁目 13番 5 号 

研究員 
氏名 所属・役職 

吉本 光男 製品企画室 課長 

 

再委託先名 新生電子株式会社 

研究実施場所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町 2丁目 6 番 25 号 

研究員 

氏名 所属・役職 

藤田 和弘 ハイテック事業部技術１部 部長 

成田 卓司 ハイテック事業部技術４部 部長 

西村 介伸 ハイテック事業部技術１部 部長代理 

山川 愛比古 ハイテック事業部技術１部  

中塚 哲也 ハイテック事業部技術１部  

四牟田 優 ハイテック事業部技術１部  

中井 敏晴 ハイテック事業部技術４部 

 

1-3 成果概要 

①カテーテル型訓練装置の製作（新生電子） 

新生電子株式会社を中心に、新潟大学歯学部・角町歯科医院のこれまでの嚥下機能訓練の

実績・データを元に、長崎大学の協力を得ながら、実用機能を有する訓練装置 5 台を製作し

た。 

②カテーテル型訓練装置の有効性の検討（新潟大学、角町歯科医院、ジェイ・エム・エス） 

新潟大学・角町歯科医院において、完成した試作機を用いて、健常者を対象とした臨床評

価を行い、電気刺激有効性の評価・確認を実施した。健常人における嚥下反射誘発が適切に

行える部位、電流強度等の確認ができた。研究室にて複数研究スタッフらにより比較的容易

に挿入、刺激ができることを確認した。臨床評価計画の策定及び実施には株式会社ジェイ・

エム・エスの担当者も参画した。 

③３次元位置計測装置の試作（長崎大学） 

長崎大学において、カテーテル型装置を咽頭に挿入し、先端を刺激対象箇所に位置決めす
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る際に、その操作を容易にするために、カテーテル先端位置を外部から計測する手法につい

て研究した。カテーテル先端に小型の永久磁石を固定し、磁石が発する磁力を体外に設置し

た磁気センサで検出して、3 次元位置を特定する手法について、装置の試作を通して検討を

行った。その結果、直径 5mm の小型磁石の磁気を間に生体をはさんでも影響されることな

く 4mm 精度で検知可能であることを確認できた。 

④マウスピース型嚥下機能評価装置の試作（長崎大学） 

 長崎大学において、新潟大学歯学部・角町歯科医院のこれまでの嚥下に関するノウハウを

生かしたマウスピース型の嚥下機能評価装置を試作した。マウスピースに圧力センサを搭載

し、上唇と下唇で挟む力や、口唇をすぼめる力、舌を口腔上壁に向けて押しつける力等を計

測可能であることを確認した。 

⑤薬事申請に向けた開発計画の策定と管理 

（ジェイ・エム・エス・角町歯科医院・長崎大学） 

試作機器および設計・全体計画より最も適当と思われる医療機器分類の探索、臨床治験の

可能性、医療機器として成立させるための項目策定と管理を実施した。事業全体の進捗にあ

わせ、適宜会合への参加およびアドバイスの実施、各会合における薬事面での質疑応答等へ

の対応を実施した。 

⑥保険収載実現化の検討（角町歯科医院・新潟大学・長崎大学） 

医療現場の見地から、製品完成後の薬事申請に向けた開発計画・臨床・治験計画を情報収

集し、アドバイザーである日本歯科医師会の担当部署と協力し、その進捗につき管理・調整

等を行った。 

⑦臨床実験フィールドの確保（角町歯科医院） 

平成 24 年度中に完成予定の試作機の平成 25 年度からの臨床評価に向けて、そのフィー

ルドを現在の 2 ヶ所（角町歯科医院・新潟大学歯学部）から 5 ヶ所程度に増やすために、既

に関心を示している機関を中心に交渉を開始し、平成 25 年度から評価を開始できるような

交渉を行った。 

⑧事業の管理・運営（長崎県産業振興財団、角町歯科医院、長崎大学） 

事業の管理業務、進捗管理、報告書の作成については、総括研究代表者と副総括研究代表

者の協力の下、管理法人である長崎県産業振興財団が行った。 

 

1-4 研究開発の連絡窓口 

管理法人 財団法人長崎県産業振興財団 

住所   〒856-0026 長崎県大村市池田 2-1303-8 

担当者  研究開発プロジェクト推進グループ 川原 芳彦 

電話番号 0957-52-1138  FAX 番号 0957-52-1140 

メールアドレス oomura@joho-nagasaki.or.jp 
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第 2 章 カテーテル型電気刺激装置の開発 

 

2-1 カテーテルを用いる電気刺激による嚥下訓練について 

 高齢者の嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎となる場合が多く発生している。そのような嚥下

機能の低下を防ぐ手段として、さまざまな訓練が提案されている。例えば、ある高齢者施設

では、全員で大きな声で一緒に「パ、タ、ラ、カ」、あるいは「パンダの宝物」と発声する

ことを、繰り返すことで、嚥下機能のトレーニングを行っている。この発声を行うことで、

食事の際の誤嚥が防げるようになったと言われている。また、他の施設では、食事前に、皆

で大声で唄を歌っている。また、高齢者の身体状況が、低下している場合には、介助者が、

手技により、高齢者の口腔内の舌や顎のマッサージ、さらに冷蔵庫で冷やした綿棒や短冊状

にカットしたパイナップルで、口腔内部に低温刺激を与える等がなされている。このような

手技により、嚥下機能のリハビリ（再獲得）が可能であるが、一度嚥下機能の低下が生じた

高齢者の場合には、その獲得には長期間を要する。 

 効率よく実際にとろみをつけた食べ物を使って、嚥下機能を訓練する方法もあるが、誤飲

の可能性を有しており、医師の指導の下で行うことが必要とされている。その他の嚥下機能

の訓練として、咽頭後壁部の特定の部位を刺激すると、嚥下機能が容易に誘発されることを

利用して、その咽頭後壁部を、カテーテルの先端で電気刺激により刺激する方式が新潟大学

の山田氏らにより提案されている。（Uchida Y, Kitagawa J, Terada K, Kawai M, Ya

mamura K. Contribution of Umami Substance to Swallowing, Journal of Nutri

tion & Food Sciences, 2012, S10-001, doi: 10.4172/2155-9600.S10-001、 

Takatsuji H, Zakir HM, Mostafeezur RM, Saito I, Yamada Y, Yamamura K, 

Kitagawa J. Induction of the Swallowing Reflex by Electrical 

Stimulation of the Posterior Oropharyngeal Region in Awake Humans.  

Dysphagia. 2012 Jan 28） 

本方式は、先端が３ｍｍ径の金属製のカテーテルを、鼻腔を通じて、咽頭後壁部に導き、

その先端部で電圧数ボルト、電流数ｍｍアンペアの電気刺激を与える方式である。咽頭後壁

部にカテーテルの先端部が接触した状態で電気刺激を与える。電気刺激用カテーテルが咽頭

後壁部に確実に接触するために、ステンレスワイヤには、所定の弾性が求められる。 

装置は、電気刺激用カテーテル接続部と、筋電センサの接続部を有している。この筋電セ

ンサは、電気刺激で誘発された嚥下反射で収縮する下顎部の筋肉の動きを検出するために用

いられる。本装置は、電気刺激信号の電圧、電流、持続時間をパネル前面にある調節用のダ

イアルで調整可能である。また、電気刺激のスタートボタン、非常停止ボタンを有している。

電気刺激を行っているときの電気信号、およびその際に検出される下顎部の筋電信号は、装

置内部のコンピュータを介して、外部のコンピュータにＵＳＢ信号を使って送信され、後に、

自由に解析できるようになっている。 

この装置で用いる電気刺激用のカテーテルのワイヤ部、先端部はステンレス鋼が用いられ

ている。先端部の直径は、約２ｍｍで、ワイヤ部はシリコンチューブで包まれており、ワイ

ヤ部が口腔内壁に直接接することがないようになっている。 
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 電気刺激による嚥下機能訓練装置で課題となるのが、カテーテル先端を目的とする咽頭後

壁部に正確に挿入することである。鼻腔から挿入し、その先端部が正しく咽頭部に誘導され、

目的の位置にくるようにする作業は、ある程度の熟練を要する、このような熟練を必要とせ

ずに、先端部を誘導することが望ましい。これを実現する方法として、カテーテル先端部が、

常に身体外部より目視できることが望ましい。すなわち体内 3 次元位置計測技術を用いるこ

とが有効と考えられる。既存の身体内の 3次元計測装置として、磁気を用いる装置が市販さ

れているが、高価である。ただし、ここで位置計測を目指す部位は咽頭部あるいは鼻腔部と

極めて、測定領域が狭く、市販のように高価でない装置が製作可能である。 

 

2-2 嚥下機能訓練装置の仕様 

 

製作した嚥下機能訓練装置の外観を以下に示す。 
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本装置の基本仕様を以下に述べる。 

 内蔵するコンピュータボード： 日立製 HSB72856F 

 咽頭刺激用定電流発生部： ステンレスカテーテルを使用 

       定電流値：  ０ｍＡから２ｍＡまで（ダイアル調節） 

       定電流パルス幅：  ０から１ｍＡ（ダイアル調節） 

       周波数：   １０Ｈｚから５０Ｈｚ（ダイアル調節） 

 電源スイッチによる電源の ON/OFF ができる。 

スタートボタンによる刺激開始 

 スタンバイボタンによる刺激機能を停止 

 全停止ボタンによる本装置の全電気機能を停止  

 その他、装置の機能を表示するために 

     刺激電極が咽頭部に接触した状態をランプで表示  

筋電計が正常に計測可能な状態をランプで表示 

バッテリーが不足状態をランプで表示 

機器の電気状態がＯＮであればランプで表示 

筋電計による顎部にある筋肉の筋電を計測可能。 

測定結果は、本体ＬＥＤで表示 

また訓練中の電気刺激量、筋電の測定量は、USB インタフェイスを介して外部のコンピュー

タで表示が可能。またUSB を介して、電流量、周波数、パルス幅等を調節可能とする。 

 

本装置は、定電流信号による刺激を与えるために、刺激電極としてのカテーテルと、そのカ

テーテルと対をなす参照電極（2 個）が接続される。 

また、電気刺激の効果を効果的に測定できる下顎部の筋電位を得るために、アース電極と 1

対の筋電位の測定電極が接続される。 

さらに、本装置で嚥下機能の訓練を行う際に、得られる電気刺激の電流、電圧、下顎部の筋

電位の値を、リアルタイムで、外部のコンピュータに送信するための USB 流インタフェイ

スを経由しての通信機能を有している。また、外部コンピュータから、装置内部の電流量や

電圧量さらにパルス幅や周波数も自由に設定できる機能を有する。 
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第 3 章 嚥下機能評価装置の開発 

 

3-1 嚥下機能の評価について 

摂食嚥下機能障害の回復には、機能を適切に評価し、能力に応じた訓練が望まれる。また、

そこに用いられる機器は医療機関で手軽に用いられることが望ましい。 

これまで、嚥下機能を評価する方法としてＸ線造影装置を用いて得られる映像による評価、

および鼻腔鏡による目視評価が行われているが大掛かりであり患者の身体的負担も大である。

嚥下機能の訓練法として、電気刺激を用いる嚥下機能誘発の有効性が示されているが、臨床

現場で、手軽に利用できる嚥下機能の訓練機器は開発されていない。 

前章で、嚥下機能の訓練として、咽頭後壁部に電気刺激を与える方式を述べたが、嚥下機

能の評価方法として、同訓練装置を用いて、 

鼻腔あるいは口腔から挿入する刺激訓練用チューブの先端部で咽頭部に刺激を与えた時に、

顎の下部に取り付ける筋電センサの信号処理を行うことで評価が可能である。 

また、補助的な評価装置として、図に示すマウスピースの頬および舌との接触部に圧力セ

ンサを設置し、表情筋および舌の意識的な動きにより生じる圧力変動により接触嚥下機能の

評価を行うことができる。 

 

3-2 製作した嚥下機能評価装置 

本研究では、摂食嚥下機能に大きく関わる口腔部の機能として 

１） 唇の噛みしめ力 

２） 歯の噛合力 

３） 舌の押上げ力 

４） 舌による食物を舌で押し込む力 

５） 唾液の分泌力 

が関わっている。今年度の研究では、これらの力のうち、１）と３）の力を計測する嚥下機

能評価装置をした。 

 本装置はマウスピース形状をした装置の前方に、唇の噛みしめ力を計測する圧力センサを

設け、このセンサにより唇の噛みしめ力を計測する。また、マウスピースの上部は、板状の

プラスチック板が張られ、この板には圧力センサが張り付けられており、この圧力センサに

より、舌の押上げ力を計測する。この 2 枚の圧力センサの信号は、ワンチップコンピュータ

ＤＳ－ＰＩＣにより、ＡＤ変換されて、ＵＳＢ信号を介してパソコンに取り込まれる。 

 

用いた圧力センサはＳｐａｒｋＦｕｎ 

 ＳＥＮ－０９６７３ 製で、  

先端の丸い部分に圧力がかかると抵抗値が下がる。 

抵抗範囲：＞１ＭΩ～２．５ＫΩ 

http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?maker=%EF%BC%B3%EF%BD%90%EF%BD%81%EF%BD%92%EF%BD%8B%EF%BC%A6%EF%BD%95%EF%BD%8E
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使用温度範囲：－３０～＋７０℃  

サイズ：全長約３８ｍｍ（端子を除く） 

マウスピース型の評価装置に使われている 2 枚の圧力センサの信号は、DS－PIC と呼ばれる

コンピュータボードで、センサ電極の電圧信号は 10 ビットのデジタル信号に変換されたの

ちに、外部のコンピュータに取り込まれる仕組みとなっている。 

 

3-3 計測実験 

 実際に、口にマウスピース型の嚥下機能の評価装置を、口腔内部に挿入し、唇の噛みしめ

力、および舌の押上げ力を計測し、計測が可能であることを確認した。 

今回実験したことによって生じた注意点を以下に列挙する。 

〇圧力センサが水に濡れない配慮が重要 

〇実験者への負担が大きいこと 

〇マウスピースを実験者専用で個人個人作らないといけないのでコストがかかる 

〇圧力センサの感度に注意。人によって大きな差異が生じる。 

 

 

第 4 章 カテーテル先端の 3 次元位置計測について 

 

4-1 三次元位置計測方式 

 本事業で開発する摂食嚥下機能訓練装置は，日常における利用を想定し，小型かつ容易に

利用できることが求められる．容易に行うことができる非接触の三次元位置計測方式として，

永久磁石やコイルの磁場の強さから位置を求める磁気式が挙げられる．その方式の中から，

測定対象に永久磁石を取り付け，その磁石の静磁場を周囲に複数配置した磁気センサで検出

し，三次元位置を求める方式を採用した．この方式では，測定対象である訓練装置には磁石

を取り付けるだけよいため，測定対象に電気配線等が不要であることや，測定に高感度の磁

気センサを用いることで，計測用磁石の小型化が可能であるなどの利点がある．そこで，測

定対象となる直径 5mm のカテーテルに取り付け可能なサイズの磁石が発する微弱な磁場の

測定が課題となる． 

 

4-2 磁気センサの改良 

 空間内においてある一点の磁場の強さを計測するためには，直交する三軸方向それぞれの

磁場の強さを計測しなければならない．そこで永岡らは，7.5mm 角の立方体の 3 面に磁気

センサを配置し 3軸センサとした（1）．この 3軸センサは 1 軸ごとにアナログ信号として計

測データを出力するため，それぞれのセンサに対してアナログ信号処理回路が必要となる．

この 3 軸センサを複数個配置する際，その個数に応じた多数のアナログ信号処理回路が必要

となるため，装置の大型化やコスト増などの問題点がある．そこで本研究では，3 軸磁気セ

ンサとして MAG3110（Freescale 社製）を採用した．このセンサはモバイル機器向けの

方位センサとして設計された大きさが 2×2×0.85[mm]の小型のセンサである．このセン
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サ 1 つで，ある 1 点における 3 軸方向のデータを計測することができ，装置全体の小型化を

達成することができる．このセンサから出力されるデータはデジタル信号であり，センサに

対してマイクロコントローラで通信制御を行うことで，従来のようなアナログ信号処理回路

が不要となる．また，従来の磁気センサの中でも高い分解能をもつセンサであるため高精度

の計測が期待できる． 

 

4-3  3 軸磁気センサ 1 軸計測 

 測定対象のカテーテルと等しい直径 5mm の円柱型磁石を用いて，磁気センサの Y 軸と磁

石の軸を一致させた状態で磁石とセンサの距離を近づけていき，距離と磁気センサの出力値

の関係を 5mm 間隔ごとに記録していき，これを 10 回行った。 

 磁石とセンサの距離が 20mm より小さい範囲では，磁場の強さがセンサの計測範囲を超

えてしまい正常に計測できなかった．距離が 80mm 付近までは出力値のぶれが小さく，セ

ンサの出力値が 100程度を下回ると誤差が大きくなる．よって，センサから 100 以上が出

力される範囲内で位置計測を行えるようセンサを配置することが高精度の位置計測のために

望ましい。 

 

4-4 平面磁場測定 

 円柱型磁石の軸方向を Y 軸，磁石の中心に原点をとり，X-Y 平面上における磁場の強さを

計測した。なお計測点は 10mm 間隔とした。計測結果を図 4-2に示す． 

 

 

Fig. 4-2 Magnetic field of the magnet 
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4-5. まとめ 

 実験の結果より，選定した磁気センサ（MAG3110）と直径 5mm の磁石を用いることで，

摂食嚥下機能訓練用装置で利用可能な三次元位置計測装置が制作できると考えられる．なお，

図4-3のように平面上に磁気センサを6個，それを3段に重ねたセンサアレイとしたとき，

鼻孔から喉にかけて精度よく位置が計測できる．このセンサの数や配置については，低コス

ト化の観点から求める精度が十分満足できる必要最低限のセンサ数を明らかにしていく予定

である． 

 

図 ４-3 Sensor array 

 

文   献- 

(1) 長岡隆，市川大輔，内山明彦，“永久磁石を用いた三次元位置センサの開発とその応用”，

生体医工学，Vol.42,No.4(2004),pp.300-306 
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第 5 章 装置の有効性の評価実験 

5-1 効果検証実験プロトコール 

下記のプロトコールに基づき、健常成人に対して効果検証実験を実施した。 

（新生電子製嚥下訓練機（試作機）の健常成人を用いた効果検証実験プロトコール） 

現状の試作機のスペック 

【電気刺激部】 

・刺激強度：0-1 mA（0.1 mA 刻み：ただし刺激電極－不関電極の抵抗値が 10 kΩを超

えると最大電流量が低下） 

・刺激頻度：20 Hz、30 Hz、50 Hzの切り替え可能 

・刺激持続時間：0.1 ms、0.2 ms、1ms の切り替え可能 

以上の連続電気刺激を装置のスタート、ストップボタンで操作 

【筋電図記録部】 

バンドパス：30-150 Hz 

ゲイン：58.5 dB（参考：53.98 dBで 500倍、60 dBで 1000 倍） 

心電図モニタ用ディスポ電極（F ビトロード・・・かなり大きい）を顎下部に装着 

モニタはUSB接続で PC の波形表示ソフトで表示（走引速度などの調節は未完成） 

【刺激電極】 

不関電極：F ビトロードを前額部に 2 枚貼付 

関電極：生理学分野で用いている単極電極（導線部はチューブに通す）→将来的（次年度に

は電極先端が可動する予定（新生電子）だが現状では未着手）を鼻腔経由で中咽頭後壁に設

置。随意嚥下をして大きな違和感がないことを確認する。 

不関電極貼付部をしっかり脱脂した状態で関電極が咽頭粘膜に接すると電極間抵抗が 8-10

 kΩ程度。 

（右図参照） 

（＊経験的に関電極設

置位置は正中部よりや

やオフセットした方が

嚥下誘発効果が高い。） 
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5-2 効果検証実験結果 

効果検証実験の結果、合計 15 名全員で誘発可能だった。安静時の刺激認知閾値（刺激を

感じる強度）は平均 0.63 mA、嚥下誘発閾値は平均 0.68 mA。 

刺激強度を上げた際の痛みは、1 名のみ刺激時、喉がぴりぴりすると言っていた。 

RSST（反復唾液嚥下テスト）は電気刺激を行うことで増加した。 
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最終章 全体総括 

 

平成 24 年度は、カテーテル型訓練装置の製作に関しては、当初計画していた通りの、実

用機能を有する 5台の訓練装置を完成させることができた。また、その装置を用いた健常者

に対する臨床評価において、その有効性が確認された。次年度以降はさらに臨床評価を行う

中で、非健常者に対して使用する際のプロトコールも早急に策定し、現在の臨床フィールド

である新潟大学・角町歯科医院に加えて、複数の大学病院での臨床評価を行う予定である。 

 

カテーテル先端部の 3次元位置計測装置については、試作品を作成しその一定の有効性に

ついては確認できたものの、咽頭の特定部位との相関を表示する方法において、さらなる開

発が必要なことが判明し、また相応のコストもかかることが判明したため、当該装置の開発

は断念し、そのかわりに先端部が咽頭を越え喉頭・食道へ落ちないようにカテーテル部の設

計により対処することとし、その方法も開発済みである。 

 マウスピース型嚥下機能評価装置については、第一次試作品が完成した段階である。今後、

カテーテル型訓練装置の上市に合わせその開発スピードを上げる必要があると考える。 

 薬事申請に向けた計画策定については、PMDA の薬事戦略相談の事前面談を活用した。平

（西日本新聞 平成 25年 2 月 19 日掲載） 
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成 25 年度は 2 回目の事前面談に臨み、薬事戦略相談を行う予定である。 

 保険収載実現化の検討は、将来のマーケット展開を考える上で、非常に重要な課題である

と考えている。平成 24年度同様、来年度以降も日本歯科医師会・日本歯学会の担当部署の

協力を得ながら、活動を継続する予定である。 

 

 現在、製品化後の事業化展開として、まず急性期医療に対する対応を考えている。脳血管

疾患患者数（年）1,340,000 人、救急搬送される脳卒中患者数（年） 

330,000 人、発症後 1/3～2/3 の症例に嚥下障害ありという現状および周術期（肺および

消化器関連悪性腫瘍）における医科歯科連携（肺および消化器関連悪性腫瘍手術症例数年間

340,116 件）を考えると、試算によると 5 年間で機器・カテーテル部（ディスポーザル）

あわせて５７億円の市場規模が予想される。 

 


