
薬王寺 
       今後の課題 
 
１．消防との連携の確認 
２．連絡手順の簡素化 
３．適切な症例の紹介 
４．患者情報の適切な提供 
 

嚥下障害の診断に際して水飲みテストは簡便な検査
方法として最もよく採用されている。今回、デイ
サービス利用者に対して行った飲水量の差による2
種類の水飲みテストについて報告する。

嚥下機能の評価方法には①反復唾液嚥下テスト
（RSST）、②改定水飲みテスト（MWST）、③食物テ
スト（FT）、等が臨床場面ではしばしば応用されてい
るが、これらの検査にはそれぞれ感度、特異度がある
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嚥下障害の診断に用いられる水飲みテストの飲水量の差による
応用方法の検討（100ml水飲みテストとは）

発　表　者 山部　一実 長崎県　山部歯科医院

100ｍL水飲みテストの感度・特異度 

• 保科らによる報告２） 

では、水飲み不能者は
おらず，効果判定がで
きなかったとし、さらに
反復嚥下テストの平均
嚥下時間は統計上有
意差は見られなかった
と報告している。 
 

   感度 特異度 

反復唾液嚥
下 テ ス ト
RSST:  

0.98 0.66 
改定水飲み
テ ス ト
MWST：  

0.69 0.88 
食物テスト
FT : food 
test  

0.72 0.62 
100ml 水 飲
みテスト  0.86 0.92 
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  ① 被験者に座位をとらせ、蒸留水100ml入りのグラスを唇に近づけるよう指示する。 
  ② “go”サインと共に、できるだけ早く飲むように指示する。（麻痺のない方の手を使う） 
  ③ 1msが読み取れるストップウォッチで100ml全て飲み干すまでの時間を測定する。 
    ※グラスから水がなくなったタイミングではなく、甲状軟骨の戻りを確認した時点を 
        WSTの終点とする。 
  ④  100mlを飲み干すまでに掛かった時間で割り、ml/sとして嚥下スピードを算出する。 

      嚥下スピードの判断基準  正常 ・・・ >10ml/s 
                   異常 ・・・ <10ml/s 

      “むせあり”とする判断基準 WST終了後1分以内に咳き込んだ場合 
            湿性嗄声を確認した場合   

100mL水飲みテストの方法 

◆出典：Wu MC, Cang YC,Wang TG,et al.  Evaluating swallowing 
dysfunction using a 100-mL. water swallowing test.Dysphagia 
2004:19:43-7 3）  
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目的 
• 全国の自治体で広く介護予防教室が開催されているが、嚥

下機能のアセスメントには、①反復唾液嚥下テスト（RSST）
（回/30秒）、②オーラルディアドコキネシス（回/秒）、③改訂

水飲みテスト（秒）がほとんどの自治体で実施されている１）。
この改訂水飲みテストは、嚥下障害のスクリーニングのため
の簡便な検査法の一つであり、その感度は 69%、特異度は 
88%といわれている。 

• 大沢らの報告２）では，脳卒中急性期においては，少量の水
飲みﾃｽﾄを1回だけ行うことは誤嚥を見落とす可能性がある．

そのため，ある程度の量の水を嚥下させるか，または少量の
飲水を複数回実施する必要があると考えられた，と述べてい
る． 

• 介護予防対象者であればさらに水分量と誤嚥の検出に関し
てはあらたな方法を検討する必要に迫られている． 
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嚥下障害の診断に用いられる水飲み
テストの飲水量の差による応用方法の

検討 
（100ｍL水飲みテストについて） 

山部一実 
長崎県・山部歯科医院 
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ことを念頭に置く必要があります。特に二次予防対象
者のように、日常生活上では嚥下機能の低下を自覚す
ることのない高齢者にとっては、上記の検査では異常
との効果判定にならないことが多く、わずかな機能低
下を正確に評価できる検査方法が重要となっています。
今回紹介する100mL 水飲みテストはこの点を補う
手法でもあり、今後二次予防事業の現場に応用され
ることによって精度の高いスクリーニング検査とし
て高齢者の身体機能を適切に評価できかつ精度の高
い対象者の把握につながるものと考えています。

今回、F 県 A 市の介護予防教室参加者126名および、
② N 県 H 市老健 H デイサービス利用者54名を対
象に、通所利用時に「吹き戻し」を使用（1日1セッ
ト：30回を3～6か月間実施）して頂き、呼吸機能、
嚥下機能等の変化を調査しました。事業実施の前後
に、以下の項目を検査項目として調査しました。
①基礎疾患②服薬状況③改訂水飲みテスト、④
100mL 水飲みテスト、⑤ RSST、⑥ディアドコ、
⑦口腔状況、⑧呼吸機能⑨嚥下機能（MWST,FT）
⑩舌圧測定、ならびに基本チェックリストの結果

さて、100mL 水飲みテストの検査結果を総括する
と、正常者（10秒以下）は43.3%、異常者（10秒以
上）は56.7% であった。
次にそれぞれのグループをさらに5秒ごとに分けてみる
と、10秒以下（5秒未満：13.3%、6-10秒：43.3%）であ
り、10秒 以 上（11-15秒：23.3%、16-20秒：0%、21-25
秒：6.7%、26秒以上：13.3%）となっており、100mL 水
飲みテストを実施することによって初めて嚥下機能の低
下の実態が詳細に把握される結果となっていました。

ムセの有無と改訂水飲みテストの関係では、基本
チェックリストの自覚症状（ムセなし、時々あり、
ムセあり）を横軸にとり、それぞれに対応する改訂
水飲みテストでの異常なし者の割合を記しました。
この比較では、自覚症状の変化に対応する改訂水飲
みテストの結果が91%、92%、71% であり、両者
の関連性が見えてきません。

しかし、基本チェックリストの自覚症状（ムセなし、
時々あり、ムセあり）を横軸に、それぞれに対応する
100mL 水飲みテストでの異常あり、異常なし者の割合
を記したこの比較では、自覚症状の変化に対応するよ

ムセの有無と100mL水飲みテストの関係 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

なし 時々あり あり 

45% 
58% 

72% 

55% 
42% 

29% 

異常あり 異常なし 

8 

ムセの有無と改訂水飲みテストの関係 
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100mL水飲みテスト結果の概要 
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43.3% 
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２６秒以上 21～25秒 16～20秒 11～15秒 6～10秒 5秒未満 

方 法（対象：①+②） 
• 対象者：①F県A市の介護予防教室参加者126
名および、②N県H市老健Hﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者
54名 

• 通所利用時に「吹き戻し」を使用して，1日1
セット（30回）を3～6か月間実施 

• 実施期間：H22年～H24年 
• 検査項目：①基礎疾患②服薬状況③改訂水
飲みﾃｽﾄ，④100ｍL水飲みテスト，⑤RSST，⑥
ディアドコ，⑦口腔状況，⑧呼吸機能⑨嚥下
機能(MWST,FT)⑩舌圧測定，ならびに基本ﾁｪｯ
ｸﾘｽﾄの結果 
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うに100mL 水飲みテストの結果の相関が表れています。
このようにスライド⑦と⑧との両者から、改訂水飲
みテストでは評価することのできなかった機能を正
確に評価することが可能となっており、100mL 水
飲みテストの有効性が明らかとなっております。

次にスライド⑤で紹介したグループの中の② N 県
H 市老健 H デイサービス利用者54名に対して、
行った「吹き戻し」の効果について報告します。
対象者に対しては、通所利用時に「吹き戻し」を使用し
て、1日1セット（30回）を6か月間実施してもらいました。

事業実施前後の改訂水飲みテストの結果を「摂食・
嚥下障害の臨床的重症度分類」に従って評価して
います。事業実施前に比較して実施後の結果では、

“3：嚥下あり、呼吸良好、むせる and/or 湿性嗄
声”の割合が減少しています。

事業実施前後の100mL 水飲みテストの結果（時間）
を示します。事業実施前に比較して事業後には“飲
み干すまでの時間が短縮しています。＜ p ＜0.001＞

事業実施前後の100mL 水飲みテストの結果（速度）
を示します。事業実施前に比較して事業後には“飲
み干すスピードが速くなっています。＜ p ＜0.001＞

方 法（対象②の詳細） 

• 実施期間：H23年～H24年 
• 要支援１～要介護３までの通所利用者54名 

 （年齢62～97歳、平均年齢82.6±7.9歳） 

     男性：19名（年齢62～93歳、平均年齢79.8±8.9歳） 

      女性：35名（年齢65～97歳、平均年齢84.1±7.0歳） 

• 通所利用時に「吹き戻し」を使用して，1日1セット
（30回）を6か月間実施 

 

 
9 

100mL水飲みテスト（秒） 50名 改善 28名 56.0% 

維持 3名 6.0% 

低下 19名 38.0% 

mean±SD 

pre 17.0±13.8 

post 15.1±9.5 

飲み干すまでの時間が短くなる 
＝飲む速度が速くなる 
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100cc水飲みテスト_速度 
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100cc水飲みテスト 
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改訂水飲みテスト 

52名 
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MWST におけるカテゴリ1～3を異常、4および5を正常
として評価したところ、異常9名、正常92名となり、
MWST における異常の検出率は8.9% であった。一方、
100mLWST において、100mL 飲み干すまでの速度が
10mL/ 秒未満を異常、10mL/ 秒以上を正常として評価し
たところ、異常63名、正常38名となり、100mLWST に

おける異常の検出率は、62.4% であった。また、MWST
では正常だが、100mLWST で異常となった例数は57例あ
り、MWST で正常と判定された内の62.0% を占めていた。

以上から、要介護高齢者においては、MWST より
も100mLWST の方がリスク群を捕捉するための方
法としては優れているということが指摘された。

症例は81歳男性、主訴は発熱と右大腿部痛です。既往
歴は脳梗塞です。現病歴ですが、発熱および意識レベ
ル低下のため、H23年2月に当院内科に入院となりま
した。尿路感染および褥創部感染の診断で、抗生剤お
よび連日の処置を行っていましたが、創の改善傾向認
めませんでした。H23年8月から38℃台の発熱が持続
しており、右大腿部褥創感染で当科に紹介を受けました。

紹介時の所見は、BT 38～39℃台、右大転子部にろ
う孔を認め、皮膚欠損は直径1cm でした。右大腿部
は発赤・腫脹は軽度でした。WBC 8100/ μ l Neut 
70.5% CRP 10.0mg/dl と炎症反応高値を認めました。
肝・胆道系酵素、腎機能低下はありませんでした。
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右大腿部膿瘍術後の皮膚欠損創に対して、
陰圧閉鎖療法による治療を行った一例

発　表　者 佐藤　望 秋田県　市立大森病院

共同研究者 大場　雅史、嘉川　貴之

市立大森病院 整形外科 佐藤望 
            大場雅史 
            嘉川貴之 

右大腿部膿瘍術後の皮膚欠損創
に対して、陰圧閉鎖療法による
治療を行った一例 

 症例：81歳 男性 

 主訴：発熱、右大腿部痛 

 既往歴 脳梗塞 

 現病歴：発熱および意識レベル低下のた
め、H23年2月に当院内科に入院。 

 尿路感染および褥創部感染の診断で、抗
生剤および連日の処置を行っていたが、創
の改善傾向認めず。 

 H23年8月から38℃台の発熱が持続してお
り、右大腿部褥創感染で当科に紹介を受け
た。 

改訂水飲みテスト(MWST) vs. 100mL水飲みテスト(100WST) 

※preとpostを合わせて、各検査で正常・異常と判断された延べ人数 

MWST 100WST 

異常 9 63 

正常 92 38 

⇒ 100WSTはMWSTよりも異常の検出率が高い 

※MWSTで正常と判定され、100WSTで異常と判定された例数 

    ・・・   57例 （MWSTで正常と判定された内の62.0%） 

MWST 100WST 

判定3 9名 異常 
異常 5名 

正常 4名 

判定4 28名 

正常 

異常 21名 

正常 7名 

判定5 64名 
異常 36名 

正常 28名 
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まとめ 

1. 介護予防事業の対象者に対するEBMに基
づく機能改善のｱｾｽﾒﾝﾄ方法は少ない． 

2. 従来のMWST改定水飲みﾃｽﾄでは評価でき
ない． 

3. 100mLWSTは介護予防対象者の嚥下機能の
アセスメントには有効である． 
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