
 

 

口腔健康科学講座 摂食嚥下リハビリテーション研究室 

 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 

 
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 

大学院生   井口 達也  咀嚼に伴う舌口蓋接触と嚥下前移送について 

平木 圭佑  気圧計の口腔機能計測への応用 

小川  真  咀嚼に伴う舌口蓋接触と嚥下前移送について 

専 攻 生   大賀 誠一  要介護高齢者の経口維持支援 

 

2. 成果の概要 

 

1) 嚥下運動の動態撮像に適した経口造影剤の検討 

Ohkubo, M., Higaki, T., Nishikawa, K., Otonari-Yamamoto, M., Sugiyama, T.,  

Ishida, R., Wakoh, M. 

Magnetic resonance imaging（以下 MRI） は軟組織の描出に優れ空間分解能の高い断層画像を

提供するものの、従来は撮像に時間がかかるため運動解析には不向きとされてきた。しかし近年、

MRI技術の進歩によって高速撮像が可能になり、嚥下動態撮像にも応用できるようになった。我々

も、Gradient Echo Sequence の 1 つである True FISP を基本とし、これをさらに高速化する目的

で Keyhole Imaging 技術、さらに Parallel Imaging 技術の 1 つである GRAPPA を併用して嚥下運

動の動態撮像を試みるとともに、その最適条件について検討をおこなった。しかしながら MR 撮像

条件の検討がいくつかなされているが、被験食品についての検討はされていない。嚥下機能は食

物により大きな影響を受けるため、VF では、実際の摂食場面を想定し、種々の模擬食品を用いて

検査を行っている。そこで我々が検討した最適 MR 撮像条件において、嚥下運動の動態撮像に適し

た経口造影剤の検討を行うこととした。 

Journal of Oral Rehabilitation, (43):678-682. 2016 
 

2）舌がん手術後の摂食嚥下リハビリテーション 

Ohkubo, M., Sugiyama, T., Ohira, M., Yamamoto, Y., Iguchi,T.,Shibahara, T., Takano, N., Ishida, R. 

近年の口腔がん治療技術の進歩により、著しい治療成績の向上が認められている。これに従い現在では、

治療後の機能や QOL に関する関心が高まっている。当病院の摂食・嚥下リハビリテーション科も 2010 年に

立ち上がり、外来、訪問診療のみならず、口腔外科入院患者のリハビリテーションも施行してきた。特に頭
頸部がん患者の摂食嚥下リハビリテーションに関しては、患者に携わる関係職種がチームを作って協議をお

こない施行してきた。今まで嚥下機能の改善の報告は多く認められるが、入院中の摂食嚥下リハの有無と経

過について比較検討した報告はない。そこで我々は、食塊形成・保持障害、食塊移送障害などがある口腔期

障害が引きおこされる舌がん手術後に着目し、摂食嚥下リハビリテーションを行った症例と行っていない症

例を比較し経口摂取開始および経管栄養離脱の時期などを調査したので報告したい。 

Bull Tokyo Dent Coll.;58(1):19-26 2017.   

 

3）一貫した摂食嚥下の介入を行った口腔・食道重複癌症例の 1 例 

井口 達也, 鈴木 大貴, 萩尾 美樹, 山内 智博, 石田 瞭, 野村 武史, 高野 伸夫 

東京歯科大学口腔がんセンターでは，術後に摂食嚥下機能障害が予想される症例に対して摂食嚥下チーム

が術前より介入し，①呼吸訓練，②手術担当医との術式の検討，③顎補綴医と協力した摂食嚥下補助床の作

成，④術後早期の嚥下訓練などを行っている。今回，下顎歯肉癌と胃癌の重複癌症例を経験し，適宜嚥下評

価を行いながら継続的に摂食嚥下機能訓練を行い，比較的早期に社会復帰できた症例を報告する。口腔がん

術後の嚥下障害を伴った症例であれば，食形態の制限も生じ，さらに胃切除後は，摂取量の制限やダンピン

グなどのリスクを考慮する必要がある。重複癌症例では，術後の嚥下障害リスクも高く，本症例に施行した



 

 

ような一貫した積極的なリハビリテーションが望まれる。 

歯科学報 116(2）154-160 2016 

 

4) 要介護高齢者のための、MASA 有効性の検討 

Ohira, M., Ishida, R., Maki, Y., Ohkubo, M., Sugiyama, T., Sakayori, T., Sato, T. 

要介護高齢者のための、誤嚥と咽頭残留の有無の予測に最適な MASA 合計点のカットオフ値の算定および、

評価項目の有用性の検討を目的とした。 
対象は、さまざまな疾患を有し、嚥下障害が疑われた要介護高齢者 50 名であった。VE の結果より誤嚥の

有無および咽頭残留の有無でそれぞれ 2 群に分類した。カットオフ値と診断精度の算出、および MASA の合

計点および 24 の評価項目について 2 群間に有意な差があるかを統計学的に検討した。 

VE の結果より、誤嚥（+）群は 20 名で（-）群は 30 名、咽頭残留（+）群は 36 名で（-）群は 14 名であ

った。MASA 合計点の比較では、誤嚥および咽頭残留の（+）群と（-）群の 2 群間に統計学的に有意な差が

認められた。MASA を要介護高齢者に使用する場合のカットオフ値は、ROC 曲線より誤嚥は 122 点、咽頭残留

は 151 点に設定した場合に良好な診断精度が得られることが分かった。これより要介護高齢者の嚥下機能の

評価に有用である事が示唆された。 

Geriatr Gerontol Int. 2017 Apr;17(4):561-567.  

 

5) 気圧計の口腔機能計測への応用 

Hiraki K, Yamada Y, Kurose M, Ofusa W, Sugiyama T, Ishida R. 

Application of a barometer for assessment of oral functions: Donders space 

今回新しく開発した気圧計を応用した機器で、舌背と口蓋の間に生まれる空間（STP）の内圧を計測し、

口腔内圧の評価が可能かを検討した。 

健常成人 20 名に対して気圧計を硬口蓋後方部正中に貼付し、座位にて次の４つの状態を連続して計測し

た。①計測開始時に口唇を開放させ、大気圧を記録した。②口唇閉鎖を指示し、STP の内圧を記録した。③

空嚥下を指示し、嚥下後の STP の内圧を記録した。④再び口唇を開放させ、記録した。被験者ごとの STP の

内圧と大気圧との差の平均値を求めた。 

STP の内圧は嚥下前、嚥下後にかかわらずほとんどの被験者で陰圧を示した。14 名の平均内圧は嚥下前が

-0.17±0.24 kPa と大気圧からわずかに減じた。嚥下後は-0.51±0.59 kPa となり、大気圧に対して統計学

的に有意な差を認めた（P <0.001）。 

安静時に舌背と口蓋間に生じる空間には陰圧が存在することが確かめられた。この気圧計を応用した機器

が口腔内圧を評価するためのツールの一つとして有用と結論付ける。 

J Oral Rehabil. 2017 Jan;44(1):65-72. 

 

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 科研費の場合は種別も記載 

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 
文部省科学研究費補助金・

基盤研究(C) 

大久保真衣 
舌運動の評価法とバイオフィードバック法の開発～携帯

型超音波診断装置の応用～ 

文部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 
文部省科学研究費補助金・

若手研究(B) 

  

4. 研究活動の特記すべき事項 
 

学会・研究会主催 

主催者名 開催年月日 学会・研究会名 会場 開催地 

（社）日本

老年歯科医

学会 

2017. 2.19 
日本老年歯科医学会千葉支部公

開研修セミナー 
千葉県歯科医師会館 千葉市 

 

 



 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

石田 瞭 2016.10.22 
地域連携最前線：国民目線の到達

目標を考える 

第 23 回日本歯科医学会

総会 シンポジウム６ 
福岡市 

 

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 2016. 4.14 
歯科から行う摂食嚥下リハビリテ

ーション 

摂食嚥下リハビリテーシ

ョン研究室ミニレクチャ

ー 

東京都 

千代田区 

石田 瞭 2016. 4.24 
その人らしく口から食べることの

支援 

岡山県歯科医師会 訪問

歯科研修会 
岡山市 

石田 瞭 2016. 4.28 
その人らしく口から食べることの

支援 

第 8 回南房総緩和ケア懇

話会 
館山市 

石田 瞭 2016. 5.12 摂食嚥下機能評価法（高齢者編） 

摂食嚥下リハビリテーシ

ョン研究室ミニレクチャ

ー 

東京都 

千代田区 

大久保真衣 2016. 6. 9 摂食嚥下機能評価法（小児編） 

摂食嚥下リハビリテーシ

ョン研究室ミニレクチャ

ー 

東京都 
千代田区 

石田 瞭 2016. 7. 6 
摂食嚥下機能について（誤嚥性肺

炎予防の観点を含め） 

千葉県保険医協会 

海匝香取支部総会記念講

演 

旭市 

石田 瞭 2016. 7.10 
歯科が従事するべき 

摂食嚥下リハビリテーション 

岡山大学歯学部同窓会総

会講演 
岡山市 

大久保真衣 2016. 7.14 
摂食嚥下リハビリテーション（高

齢者編） 

摂食嚥下リハビリテーシ

ョン研究室ミニレクチャ

ー 

東京都 

千代田区 

石田 瞭 2016. 8. 4 
・摂食嚥下障害について 

・各種検査法および診断装置 

第 34 回摂食機能向上研

修会 
千葉市 

石田 瞭 2016. 9. 3 

嚥下内視鏡（VE）ハンズオンセミ

ナー ～嚥下内視鏡の基礎と実際

の手技～ 

リブト株式会社 八王子市 

石田 瞭 2016. 9. 8 
摂食嚥下リハビリテーション（小

児編） 

摂食嚥下リハビリテーシ

ョン研究室ミニレクチャ
ー 

東京都 

千代田区 

石田 瞭 2016.10.10 
食べることを楽しむための支援・

介入・関わり 

第２回 MiYAGI 発達支

援・言語聴覚療法セミナ

ー 

仙台市 



 

 

石田 瞭 2016.12. 3 
Chewing and Swallowing 

disability 

Taiwan Dental 

Association 

Taipei, 

the 

Republic 

of China 

杉山 哲也 2017. 1.12 摂食嚥下障害への歯科補綴的対応 

摂食嚥下リハビリテーシ

ョン研究室ミニレクチャ

ー 

東京都 

千代田区 

石田 瞭 2017. 1.20 
歯科から行う摂食嚥下リハビリテ

ーション 

東京都昭島市歯科医師会 

障害者等歯科医療支援事

業講演会 

昭島市 

石田 瞭 2017. 3. 4 
歯科から行う摂食嚥下リハビリテ

ーション 

東京歯科大学同窓会青森

県支部定時総会学術講演

会 

青森市 

石田 瞭 2017. 3.11 摂食嚥下の最近事情 
暮らしの保健室かなで 

摂食嚥下・口腔セミナー 

東京都 

江戸川区 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

大久保真衣 2016. 8.26 
口腔がん患者の摂食嚥下リハ

ビリテーション 

がんプロフェショナル要

請基盤推進プラン「高度

がん医療開発を先導する

専門家の養成」 

東京都 

千代田区 

 

教育ワークショップ・FD 研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

石田 瞭 2016.10. 1 
第 18 東京歯科大学回試験問題作

成に関するワークショップ 
出席 

東京都 

千代田区 

大久保真衣 2016.12. 3 
 効果的な授業を行うワークショ

ップの開催について 
出席 

東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

杉山哲也 
2017. 

2.11-12 
神奈川歯科大学 OSCE 外部評価者 横須賀市 

石田 瞭 
2017. 

2.25-26 
東京歯科大学 OSCE 指導医 

東京都 

千代田区 

杉山哲也 
2017. 

2.25-26 
東京歯科大学 OSCE 指導医 

東京都 

千代田区 

大久保真衣 
2017. 

2.25-26 
東京歯科大学 OSCE 評価者 

東京都 

千代田区 

 



 

 

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 2016. 5.25 
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 

石田 瞭 2017. 1.23 
高齢者の歯科医療 

摂食嚥下リハビリテーション 
朝日大学国試直前講義 瑞穂市 

 

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 

石田 瞭 2016. 7.26 
自分らしくあるために大切にし

たい食べる機能 

（社）晴山会 第 58 回

地域介護公開研究会 
千葉市 

大久保真衣 2016. 8. 2 発達期の摂食嚥下機能と食形態 千葉県船橋特別支援学校 船橋市 

大久保真衣 
2016. 

8.4-5 
摂食嚥下機能の発達について 

千葉東病院摂食機能向上

研修会 
千葉市 

大久保真衣 2016.10.26 
どうして焼き芋でむせるのか～

飲み込みやすい食品とは？～ 

平成 28 年度東京歯科大

学市民公開講座 
千代田区 

石田 瞭 2016.10.29 
自分らしくあるために大切にし

たい食べる機能 

上十三歯科医師会・青森

県歯科医師会上十三地域

歯科フォーラム 

三沢市 

 

 


