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摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科 
 

プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 

准 教 授   石田  瞭   摂食嚥下障害の評価法とリハビリテーション手技の新規開発 

講  師   杉山 哲也   要介護高齢者向け包括的摂食･嚥下機能評価法の開発 

大久保真衣   摂食・嚥下運動動態の画像診断 

レジデント  山本 昌直   神経筋疾患患者の嚥下について 

大平真理子   要介護高齢者におけるMASAの診断精度 

 

2. 成果の概要 
 

1) 超音波診断装置を用いた/ta/と/ka/発音時の舌運動 若年者と高齢者の比較 

口腔機能を評価する項目の一つとして、音節をすばやく反復して発音させて口唇や舌の随意

運動機能を評価するオーラルディアドコキネシスがあり、音節には/pa/、/ta/、/ka/が用いら

れることが多い。そこでわれわれは、高齢者（6名、年齢 75～84歳、平均 80.1歳）と若年者

（6名、年齢 19～28歳、平均 21.8歳）における/ta/と/ka/の発音回数、超音波診断装置を用

いた舌前方部上下運動距離、発音時最上部と安静時の距離の違いを検討した。/ta/と/ka/発音

時の発音回数、舌上下運動距離と時間、/ta/と/ka/発音時の最上部と安静時舌背面の距離を測

定した。若年者に比べ高齢者は/ta/発音時の 1秒あたりの発音回数が少なく、上下運動距離と

時間、最上点から安静時までの距離が長かった。すなわち舌前方部の運動は高齢者にかなりの

負荷となっていることが考えられた。また/ka/発音時の上下運動距離と時間の違いが認められ、

今後対象群を広げることで回数の違いに影響が出ると推察された。 

障害者歯科，35：194-199，2014 

 

2) 舌抵抗訓練を含む摂食機能療法による最大舌圧の変化 

舌は咀嚼や食塊の形成、移送などに大きく関わるため，摂食嚥下機能の評価において舌機能 

を評価することは重要である。そこでわれわれは、舌圧測定器 (TPM-01，JMS 社，広島)を用い

て、摂食嚥下障害者の舌圧測定を行い、摂食機能療法による最大舌圧の変化を評価した。対象

は病院で歯科訪問診療を行った摂食嚥下障害患者 8名 (平均年齢 64.8±20.8 歳；男性 4名，

女性 4名)とした。週に 1度の摂食機能療法 (頸部、肩部関節可動域訓練、舌抵抗訓練を含む口

腔周囲筋訓練、口腔清掃) を約 5カ月間行った。初回から 1カ月ごとに最大舌圧測定と藤島に

よる摂食・嚥下能力グレード (以下，Gr) の評価を行った。その結果、対象者において Gr の

変化はみられなかったものの、最大舌圧は有意に上昇した。また、最大舌圧は初めの 2カ月で

大きく上昇し、その後変化なく推移した。摂食機能療法を行うことで、介入初期に舌の筋力が

向上し、継続によりそれを維持できる可能性が示唆された。 

 

老年歯科医学.29：357-361，2015 

 

3. 科学研究費補助金・各種補助金 
 

研究代表者 研究課題 研究費 

杉山 哲也 要介護高齢者向け包括的摂食･嚥下機能評価

法の開発 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

山本 昌直 神経筋疾患の誤嚥・窒息予防を目的とした応

用研究 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 
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4. 研究活動の特記すべき事項 
 
学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

石田 瞭 2014.11.16 チェアサイドで行う摂食嚥下リ

ハビリテーション 

日本障害者歯科学会第31

回総会および学術大会 

仙台市 

石田 瞭 2015. 3.22 歯科医療従事者がチームに参加

する良い点 

第 7回呼吸ケアと誤嚥ケ

ア学会 

津市 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 

石田 瞭 2014. 4.30 摂食・嚥下障害とその評価 第 10回摂食・嚥下リハ

ビリテーション従事者セ

ミナー 

岡山市 

石田 瞭 2014. 7.11 摂食嚥下機能評価（VEを含め

て） 

ライオンセミナー 東京都 

品川区 

石田 瞭 2014. 7.24 摂食・嚥下障害について各種検

査法および診断装置 

第 32回摂食機能向上研

修会 

千葉市 

石田 瞭 2014. 8. 9 訪問歯科診療の現状及び器材パ

ッケージについて 

経済産業省平成 26年度

医工連携事業化推進事業

在宅訪問歯科診療の戦略

的展開のための専用ポー

タブル歯科診療器材パッ

ケージ意見聴取会 

札幌市 

石田 瞭 2014. 8.22 地域歯科診療の現状と効果的な

摂食嚥下リハビリテーション 

について（大学病院の立場か

ら） 

第 26回ベイエリア連携

協議会 

東京都 

江戸川区 

石田 瞭 2014. 8.25 区内病院との連携による地域で

の摂食嚥下リハビリテーション

推進 

第8回「在宅歯科診療な

らびに摂食嚥下機能支援

研修会」 

東京都 

板橋区 

石田 瞭 2014. 8.30 口から食べることを医療の立場

から支援する 

公益社団法人 千葉県国

民健康保険直営診療施設

協会研修会 

千葉市 

石田 瞭 2014.10. 9 摂食嚥下機能評価（VEを含め

て） 

つがやす歯科医院研修 帯広市 

石田 瞭 2014.10. 2 水道橋病院で開始した訪問歯科

診療について 

平成２６年度東京歯科大

学水道橋病院 医療連携

報告会 

東京都 

千代田区 

石田 瞭 2014.10.10 摂食嚥下機能評価と口腔ケアに

ついて 

いずみの苑勉強会 東京都板

橋区 
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石田 瞭 2014.10.17 食べることを地域で支えること

の重要性 

東京都文京区歯科医師会

講演 

東京都 

文京区 

石田 瞭 2014.11. 1 要介護高齢者の経口摂取支援と

口腔ケア 

臨床栄養セミナー 千葉市 

石田 瞭 2014.11.26 口腔ケアアセスメントシートの

活用及び専門職との連携による

モデル検証事業 

H26年度全国老人福祉施

設研究会議（香川会議） 

高松市 

石田 瞭 2015. 2. 7 高齢者における摂食嚥下障害と 

その予防 

H26年度千葉県在宅看護

職等の会第３回業務研修

会 

千葉市 

石田 瞭 2014.12.13 ベッドサイドにおけるスクリー

ニング検査の実際 

第 10回 長野摂食・嚥

下リハビリテーション研

究会 

塩尻市 

石田 瞭 2015. 1.29 食べることを地域で支える重要

性 

（公社）船橋歯科医師会

講演 

船橋市 

石田 瞭 2015. 2.15 歯科から行う摂食嚥下リハビリ

テーション 

岡山大学歯学部同窓会関

東地区支部講演 

東京都 

文京区 

石田 瞭 2015. 3. 1 地域における摂食嚥下リハビリ

テーションの拡がり 

摂食嚥下リハビリテーシ

ョン従事者研修会 10

周年記念講演会 

岡山市 

石田 瞭 2015. 3.27 小児の摂食機能療法 柏市医療センター研修 柏市 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 
他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

石田 瞭 2014.11. 5 在宅歯科医療と 

摂食・嚥下リハビリテーション 

岡山大学歯学部 4年生

特別講義 

岡山市 

 

6. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

山本 昌直 2014. 7.12 赤ちゃんの口の機能の発達とア

レルギー 

第9期アレルギー大学 千葉市 

杉山 哲也 2014. 9.20 目指せ、PPK！おいしく食べて

生涯元気！ 

東京歯科大学千葉病院

ロビーレクチャー 

千葉市 
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杉山 哲也 

山本 昌直 

2014.12. 8 摂食嚥下障害に対する歯科の関

わり 

 

歯科からの摂食機能障害への対

応 

セントケア第 5回連携

勉強会 

千葉市 

山本 昌直 2014. 2.20 おいしく楽しく安全に食べるた

めに 

第 143回発達障害サポ

ーター研修会 

柏市 

 


