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脳梗塞後遺症により生じた

嚥下障害を有する患者に対し
軟口蓋挙上装置、〔Palatal 
Lift Prosthesis（PLP）〕を
用い治療が有効であった1例
○松井竜一 森田瑠似 竹内則子
小嶋悠子 玉木裕子 眞岡昌代

玉井文子 閔理泓 村田真里
角熊雅彦

脳梗塞後遺症は神経障害、高次機能
障害、感情障害に分類され様々な症
状が出現する。

神経障害である嚥下障害は急性期の
患者の６～７割に起こるといわれ誤
嚥性肺炎を引き起こす割合が高く、
短期間で自然に治まることもあるが、
後遺症として残る場合もある。

はじめに

脳梗塞後遺症は神経障害、高次機能障害、感情障
害に分類され様々な症状が現れます。神経障害であ
る嚥下障害は急性期の患者の６～７割に起こるとい
われ、誤嚥性肺炎を引き起こす割合が高く、短期間
で自然に治まることもありますが、後遺症として残
る場合もあります。

脳梗塞後遺症が嚥下障害を引き起こす
原因

 嚥下は、口腔、咽頭、食
道を食物が通過する過程
で舌や軟口蓋などの様々
な筋肉が連動して動くこ
とによって行われる。

 脳梗塞の後遺症で嚥下障
害がおこる原因は、これ
らの筋肉をコントロール
する神経が障害を受け、
食べ物を喉から食道へス
ムーズに送ることができ
なくなってしまうため、
嚥下障害が生じる。

嚥下は、口腔、咽頭、食道を食物が通過する、過
程で舌や軟口蓋などの様々な筋肉が連動して動くこ
とによって行われています。

①脳梗塞の後遺症である嚥下障害がおこる原因
は、これらの筋肉をコントロールする神経が傷害を
受け、食物を喉から食道へスムーズに送ることがで
きなくなり、嚥下障害が生じます。

①栓塞子（obturator）― 同部の組織欠損に適用

②補綴的発音補助装置（一般的にはスピーチエイドと呼ばれ
るもの）― 口蓋形成術後に用いられる

③軟口蓋拳上装置〔Palatal Lift Prosthesis（PLP）〕―
脳血管疾患および神経筋疾患に散見される様な軟口蓋が挙上
不良になり鼻咽腔閉鎖不全症例の治療に用いられる歯科補綴
装置

鼻咽腔を補填するための装置の種類

① ②
③

鼻咽腔部の閉鎖や機能回復のために歯科補綴装置
が使用されるケースとして、①同部の組織欠損に適
用される②栓塞子や③補綴的発音補助装置、一般的
には、④スピーチエイドと呼ばれる装置があります。
一方、⑤脳血管疾患および神経筋疾患において散見
される軟口蓋の挙上不良による鼻咽腔閉鎖不全症例
の治療に用いられる歯科補綴装置は⑥〔Palatal Lift 
Prosthesis（PLP）〕と呼ばれています。
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義歯あるいは口蓋床の後方
に付与されている挙上子に
より機械的に軟口蓋を挙上
させることが可能になり、
構音時 嚥下時における鼻
咽腔の閉鎖機能を向上させ
る。

PLPの機能

PLPの機能は義歯あるいは口蓋床の後方に付与さ
れている拳上子により機械的に軟口蓋を拳上させる
ことが可能になり構音時、嚥下時における鼻咽腔の
閉鎖機能を向上させることです。

今回私たちは、同後遺症により嚥下障害を認めた
患者に対して嚥下機能を補助する目的でPLPを用い
て治療を行った１例を報告します。

症例
 患者 ：76歳、男性。

 既往歴：2013年10月、脳梗塞にて当院に入院。

 現病歴：11月、脳梗塞の後遺症が発現し、軟口

蓋が挙上できなくなり鼻咽腔閉鎖不全が生じ嚥
下障害が出現。臨床的には食事時のムセや食物
の鼻腔への逆流があり苦痛を感じていた。

処置および経過
嚥下の改善と誤嚥性肺炎の予防目的で2013年11月
28日、神経内科から治療の依頼を受け、鼻咽腔閉
鎖機能を獲得、賦活させるためにPLPの装着を
行った。

患者は76歳、男性で2013年10月、脳梗塞にて当院
に入院しました。11月、脳梗塞の後遺症が発現し、
軟口蓋が挙上できなくなり鼻咽腔閉鎖不全が生じ嚥
下障害が出現しました。また臨床的には食事時のム
セや食物の鼻腔への逆流があり苦痛を感じていまし
た。

①（処置および経過）
嚥下の改善と誤嚥性肺炎の予防目的で2013年11月

28日、神経内科から治療の依頼を受け、鼻咽腔閉鎖
機能を獲得、賦活させるためにPLPを装着させまし
た。

義歯あるいは口蓋床の後方
に付与されている挙上子に
より機械的に軟口蓋を挙上
させることが可能になり、
構音時 嚥下時における鼻
咽腔の閉鎖機能を向上させ
る。

PLPの機能

PLPの作製
挙上子の調節は困難であると考えられたので、軟
口蓋に対し、レジンを築盛して挙上圧を調節しな
がら部分的に上方に挙上できるような形態になる
様に作製し１２月に装着させ、言語聴覚士(ST)と
共に嚥下訓練および該当部の形態修正を行い機能
と形態の改善を同時に行う

PLPは軟口蓋を被覆する拳上子の形態、位置、拳
上時の圧力などの設定に対して臨床的な勘に頼って
いることが現状です。そのため拳上子の調節は困難
であると考えられた結果、軟口蓋に、レジンを築盛
して拳上圧を調節しながら部分的に上方に挙上でき
るような形態になる様に作製し12月に装着させ、言
語聴覚士（ST）と共に嚥下訓練および該当部の形
態修正を行い機能と形態の改善を同時に行いまし
た。

PLPの調整は困難であろうと予想
されたが比較的容易であった。

 STと連携してPLPの形態修正を行
った結果、ムセや逆流は軽減し嚥
下運動は良好になった。

患者自身の苦痛も無くなった。

当病院耳鼻咽喉科での診察では正
常な嚥下機能評価（兵頭スコア0
点）を得た。

結果

PLPの調整は困難であろうと予想されましたが比
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較的容易で、STと連携してPLPの形態修正を行っ
た結果、ムセや逆流は軽減し嚥下運動は良好になり、
患者自身の苦痛も無くなりました。また、当病院耳
鼻咽喉科での診察では正常な嚥下機能評価（兵頭ス
コアで０点）が得られました。

兵頭スコア
 ①喉頭蓋谷や梨状陥凹の唾液貯留

 0：唾液貯留がない

 1：軽度唾液貯留あり

 2：中等度の唾液貯留があるが、喉頭腔への流入はない

 3：唾液貯留が高度で、吸気時に喉頭腔へ流入する

 ②声門閉鎖反射や咳反射の惹起性

 0：喉頭蓋や披裂部に少し触れるだけで容易に反射が惹起される

 1：反射は惹起されるが弱い

 2：反射が惹起されないことがある

 3：反射の惹起が極めて不良

 ③嚥下反射の惹起性

 0：着色水の咽頭流入がわずかに観察できるのみ

 1：着色水が喉頭蓋谷に達するのが観察できる

 2：着色水が梨状陥凹に達するのが観察できる

 3：着色水が梨状陥凹に達してもしばらくは嚥下反射がおきない

 ④着色水嚥下による咽頭クリアランス

 0：嚥下後に着色水残留なし

 1：着色水残留が軽度あるが、2～3回の空嚥下でwash
 outされる

 2：着色水残留があり、複数回嚥下を行ってもwash
 outされない

 3：着色水残留が高度で、喉頭腔に流入する

 誤嚥：なし・軽度・高度

 随伴所見：鼻咽腔閉鎖不全・早期咽頭流入・声帯麻痺・（

 ）

０～4点経口

摂取はおおむ
ね問題なく可
能

５～８点可能
だがリスクあ
り

 9点～経口摂
取困難

スライドは兵頭スコアです。①０点は経口摂取可
能です。

 PLPの構造は通常、硬口蓋

を覆う床の部分すなわち、
軟口蓋を上方に挙上するた
めの挙上子と、これらをつ
なぐ連結部からなる

 硬口蓋部には床を歯に固定
するための維持装置が組み
込まれている

拳上子

↑

連結部 →

考察

一般的な挙上子

PLPの構造は通常、硬口蓋を覆う床の部分と、軟
口蓋を上方に挙上するための①挙上子と、これをつ
なぐ②連結部からなります。また硬口蓋部には床を
歯に固定するための維持装置が組み込まれていま
す。

挙上子については研究者によりその推奨する形態
は様々であり、軟口蓋を被覆する延長部の形態や位
置の調整が困難であると推測されました。

挙上子の形態を一体型にすることで軟口蓋を上
方に挙上できるように、段階的に適切な量のレ
ジンを築盛することが可能になる。

口内装着時レジン築盛

挙上子の形態修正

本症例では挙上子部分に調整の多様性を持たせる
ように床と拳上子を一体型に設計し、STと共同で
摂食嚥下に関わる機能訓練と共に調整を行いまし
た。

拳上子の形態を一体型にすることで軟口蓋を上方
に挙上できるように、①段階的に適切な量のレジン
を築盛することが可能になり、拳上する部位や拳上
圧の調整が可能になりました。

 脳梗塞後遺症により生じた嚥下障害による誤嚥
性肺炎を予防するためには齲歯や義歯不適合の
対応と、口腔内を清潔に保つための口腔ケアが
重要。

 胃瘻を増設して経口摂取を制限する方法も検討
されたが、PLPを作製し装着させることは、同後
遺症による鼻咽腔閉鎖不全を保存的に改善させ、
患者のQOLを、向上させることが可能であると
思われた。

 PLPの製作はあらかじめ挙上子部分が修正容易な
ように作製することがPLPの口腔内の適合に対し
て望ましいと示唆された。

結論

脳梗塞後遺症により生じた嚥下障害による誤嚥性
肺炎を予防するためには齲歯や義歯不適合の対応
と、口腔内を清潔に保つための口腔ケアが重要で
す。また、①胃瘻を増設して経口摂取を制限する方
法も検討しましたが、PLPを作製し装着させること
は、同後遺症による鼻咽腔閉鎖不全を保存的に改善
させ、患者のQOLを向上させることが可能である
と思われました。②またPLPの製作はあらかじめ挙
上子部分が修正容易なように作製することがPLPの
口腔内の適合に対して望ましいと示唆されました。




