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要旨 

脳血管疾患後遺症などの神経疾患を来している患者や高齢者は , 嚥下機能の低下による誤嚥や窒息の

リスクが高く, 介護の現場では誤嚥や窒息事故が増加しているのが現状である. 本研究では, 高齢者のム

セの早期発見, 及び健康管理を行うために, 高齢者見守りセンサシステムの構築を目指した . 口腔咽喉音

の情報を, 咽喉マイクロフォンを搭載したネックバンド型のワイヤレスの計測デバイスにより収集し , 

Bluetoothによる無線通信により PCに転送して, ムセの特徴音波形を検出するシステムを開発した. それに

より, 高齢者のムセを無意識・無拘束にて検出して介護者に知らせるシステムを構築することができる. 鳥

取臨床科学 11(2), 98-102, 2019 

 

Abstract 

Patients with neurological diseases such as cerebrovascular disorders and elderly individuals have high risk 

of aspiration and asphyxia due to declined swallowing function, and in the sites of nursing care, occurrence of 

aspiration and asphyxia events are increasing. This study aimed to establish an alarm system for elderly 

individuals in order to perform early detection of choking and health management. We developed a system to 

detect the specific sound waveform of choking in which data of oral-throat sound was collected using a 

wireless choker measurement device with a throat microphone and the data was transmitted to a PC through 

wireless communication via Bluetooth. This allows us to establish a system that alarms caregivers by detecting 

choking in elderly persons without awareness of and restraint on them. Tottori J. Clin. Res. 11(2), 98-102, 2019 
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1. はじめに 

我が国の死因の上位には肺炎があり、とくに

65 歳以上では 4 位以上に登場してくる 1) . その

肺炎の 90%以上が高齢者であり, その殆どが誤

嚥性肺炎である 2). また, 高齢者の不慮の事故

の中では, 誤嚥等の不慮の窒息が最も多い 3).  

食塊が咽喉付近に残留することでムセが発

生することがあり, 食塊が気道に入ると患者は

苦しむだけでなく, 誤嚥性肺炎や窒息という生

命を脅かす状況に陥る. 脳血管疾患後遺症など

の神経疾患をきたしている患者や高齢者は, 嚥

下機能の低下による誤嚥や窒息のリスクが高く, 

介護の現場では, 誤嚥や窒息事故が増加してい

るのが現状である 4,5).  

嚥下障害に関しては , これまでも嚥下機能

に関する評価や訓練などの多くの研究がなされ

てきているが, 咳嗽反射による咳嗽音を検出す

る研究では, マイクロフォンで録音して解析す

るもの 6), 加速度センサを併用するもの 7) があ

る. しかしながら, データは録音後の後処理に

時間が掛かるため, ムセのモニタリングには不

向きという問題がある.  

そこで , 我々は口腔咽喉音からムセの特徴

音波形を抽出し, その結果から逐次的に咳嗽の

検出を行うシステムを構築した 8). しかし, 咽

喉マイクロフォンからデータ収集システムまで

が有線であり, システム本体を持ち歩かなけれ

ばならないという課題があった.  

その課題を解決するため , 咽喉マイクロフ

ォンとデータ収集システムを一体化したネック

バンド型ワイヤレス計測デバイスを作製した . 

そこから得られた口腔咽喉音情報を Bluetooth

による無線通信で伝送し, タブレット端末でム

セ判定処理を行い, 介護者に知らせる高齢者見

守りシステムを構築したので , ここに紹介す

る.  

 

2. ムセの特徴抽出 

2.1. 測定方法 

本研究では, 図 1(a)に示すように, 頚部に装

着可能な接触型マイクロフォンが付いた咽喉マ

イクロフォン（（周波数帯域: 200～3000 [Hz], 感

度は–40～–45 [dB]））を用いて口腔咽喉音を収

録した. その後, パソコンで波形処理にて絶対

値処理後, 振幅包絡線処理を行った. 本研究で

は, ムセ判定方法の特徴量抽出を振幅包絡線処

理波形で行った.  

 

 

（a）咽喉マイクロフォン（南豆無線電気社） 

 

  （b）装着の外観 

 

図 1. 口腔咽喉音の測定法 

 

 

2.2. ムセ判定方法 

被験者, 20～90 代の計 20 名（男性 16 名, 女

性 4 名, 181 サンプル）に, 咽喉マイクロフォン

を装着し（図 1(b)）, ムセ時の口腔咽喉音を抽

出し, ムセ検出に用いる特徴を調べた.  


