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ご 案 内 

 
Ⅰ 参加者の皆様へ 

 

 本学術集会は，日本言語聴覚士協会生涯学習プログラムのポイント対象の研修会となっています． 

「生涯学習受講記録票」をご持参いただき，受付で呈示の上，参加証明書をお受け取りください． 

 本学術集会においては，参加１ポイントが取得できます．なお発表者は，さらに１ポイントの取

得ができます． 

 受講票を紛失した方は，日本言語聴覚士協会から再交付を受けてください．県士会主催の基礎講

座，専門講座の会場でも購入が可能です． 

  

 

Ⅱ 演者の皆様へ 

 

① 一般演題の発表時間は７分，質疑応答時間は７分です． 

② Windows 版 Microsoft PowerPoint 1810 で再生可能なプレゼンテーション・ファイルをご作成

ください。機種依存文字は使用しないでください。 

③ 動画がある場合は、パワーポイント内に埋め込みまたは全てのデータを同一のフォルダに入れ

てください。動画ファイルは、標準の Media Player にて再生できるように作成してください。

動作、保存形式に不安のある場合はバックアップとして動画ファイルを作成したパソコンをご

持参ください。 

④ 当日は機器接続と映写の不具合を回避するため、原則、個人 PC は使用できません。 

⑤ 事前の動作確認を希望される場合は、電子データを 2019 年 5 月 29 日（水）午後 2 時までに担

当者宛にメールで送信してください。メール送信が難しい場合は CD-R あるいは USB メモリ

スティック（最新のウイルス駆除ソフトにてチェックをおこなってください）に保存して、下

記に郵送して下さい。受領時および会場での再生に不具合がありそうな場合は 5 月 30 日（木）

午後５時までにご連絡いたしますので、連絡先メールアドレスおよび電話番号等をお知らせ下

さい。動画、音声を含む場合は送付時に明記してください。 

⑥ 事前の動作確認を希望しない場合は、CD-R あるいは USB メモリスティック（最新のウイルス

駆除ソフトにてチェックをおこなってください）に保存して当日ご持参ください。その場合に

生じた動作上のトラブルには演者が対応をお願いします。 

⑦ 当日は、10 時開会となっておりますが、ファイル動作の最終確認をして頂きますので、午前 9

時 20～40 分に会場ステージにおいでください。⑤の事前動作確認を希望した場合も、必ず電

子データを CD-R あるいは USB メモリスティックに保存して持参して下さい。 

⑧ セッション開始 10分前までに次演者席にご着席ください． 

 

 

Ⅲ 座長の方へ 

 

セッション開始 10分前までに次座長席にご着席ください． 

担当セッション内で，活発な討論が行われるようにご配慮ください
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第3回 （一社）広島県言語聴覚士会学術集会 プログラム 

 

 

10：00  開会 

 

10：10  一般演題 Ａ群：失語症，高次脳機能障害       

座長：柏田 孝志 氏（広島市リハビリテーション病院） 

 

 A-1 「左前頭葉の脳梗塞によって超皮質性感覚失語を呈した一例」  

高橋 渚（脳神経センター大田記念病院） 

 A-2 「高次脳機能障害を呈した患者に対する生活に即したアプローチ」 

谷本 優香（井野口病院） 

 A-3 「失語症者の会話パートナーに求められるコミュニケーションスキル 

―アプリを含むAAC活用―」 

白川 由莉奈（西広島リハビリテーション病院） 

 

10：55  一般演題 Ｂ群：構音・摂食嚥下など        

座長：矢守 麻奈 氏（県立広島大学） 

 

 B-1 「訪問リハビリにて一品食からの食事アップに取り組んだ一例」 

西 宏昌（公立みつぎ総合病院） 

 B-2 「短期集中型通所サービスが特定高齢者の口腔・呼吸機能に与える効果について」 

石部 貴之（因島医師会病院） 

11：25  休憩（10分間） 

 

11：30  広島県言語聴覚士会 活動報告 

 

12：00  昼休憩（60分間）（各自、昼食をご用意下さい） 

    ＊会場前の廊下で，関連企業による商品展示があります． 

       ＊会場内で出展企業による商品説明があります． 説明中は静粛にお願いします． 

 

13：00  第4回 一般社団法人 広島県言語聴覚士会 社員総会  

 

13：40  表彰式 
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13：50  休憩（10分間） 

 

14：00  シンポジウム  

「さまざまな障害を合併した症例に対するアプローチ―私はこう考え、治療している―」 

司会：濵野 恵美 氏（井野口病院） 

時田 春樹 氏（広島県言語聴覚士会 会長，川崎医療福祉大学） 

 

(失語症と高次脳機能障害) 

失語症と高次脳機能障害を合併した症例の経過を通して考えたこと 

山田 那々恵 氏 

（太田川病院） 

（ディサースリアと摂食嚥下障害） 

向き合う経験の中で生まれた事 

 

村上 光裕 氏 

（因島医師会病院） 

(聴覚障害) 

聴力低下を合併した方への対応 

 

長谷川 純 氏 

（県立広島大学） 

（言語発達障害） 

小児の臨床を通して 

石原 須美子 氏 

（広島県立障害者療育支援センター） 

 

 

16：00  閉会 
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シンポジウム(失語症と高次脳機能障害) 

失語症と高次脳機能障害を合併した症例の経過を通して考えたこと 

     山田 那々恵 

太田川病院 リハビリテーション科 

            

平成３１年３月３１日をもって維持期・生活期リハビリテーション（介護保険で要支援・要介護

の認定を受けており，月１３単位で実施している方が対象）が終了となるなど，昨今の医療・介護

現場を取り囲む環境の変化はめまぐるしいと思われる． 

今，病院に勤務している ST が置かれている環境は，急性期，回復期，維持期のそれぞれの場面

で ST が関わっているケースも多く，関わった方々がどのような経過をたどっていくのかがイメー

ジしにくい状況にあるのではないかと感じる場面に遭遇することがある．一人の方がコミュニケー

ションや高次脳機能障害により今までの生活が一変し，もう一度生活を築くきっかけに出会うまで

に随分時間がかかる場合が多い．ST はそのような場面でどう対応し，一緒に考えていくことがで

きるだろうか．症例 A さんは発症が今から１０年以上前の高次脳機能障害と失語症の方である．発

症から１．５か月後から当院での訓練を開始，日常生活はほぼ自立し，旅行もできるようになって

いたがある時点から認知機能の低下が始まり現在はサポートがないと生活できないようになった．

症例 B さんは約３年前に発症し，回復期病院を経て当院のデイケアに通所予定であったが，デイケ

アスタッフから相談があり，外来訓練へ切り替えた方である．重度の失語症であり，回復期病院で

の訓練が終了し今後の改善がなくなったのではないかという不安や在宅生活上でのコミュニケー

ションの難しさに訓練中に症例 B さんとご家族が何度も涙されていた．１年，２年と経過するにつ

れて表情の変化がみられるようになり，車いすで温泉旅行に行くまでになった．平成３１年３月３

１日で両ケースとも外来での訓練が終了となったケースである． 

そこで今回は発症からの経過年数が異なる A さん，B さんとのかかわりを通して訓練内容，家族

への介入のあり方や失敗談，訓練継続の意味などについて考えていきたいと思う． 
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シンポジウム（ディサースリアと摂食嚥下障害） 

向き合う経験の中で生まれた事 

村上 光裕 

因島医師会病院 リハビリテーション科 

            

ディサースリアと摂食嚥下障害の合併は臨床上よく見られる． 

（西尾 2002）によると，ディサースリアのタイプ別にみると弛緩性，痙性，混合性では，きわ

めて高率で嚥下障害を認め，重度例も多く含み，対して失調性，運動低下性，およびＵＵＭＮでは

嚥下障害の合併率は比較的低く，中軽度例が多かった．また，会話明瞭度と嚥下機能の相関はディ 

サースリアのタイプによって大きく異なったと報告している． 

痙性，失調性，混合性ディサースリアでは嚥下障害とほぼいずれのレベルの明瞭度との間におい

ても有意な相関を認めたのに対して，弛緩性，運動低下性，ＵＵＭＮディサースリアは嚥下障害と

いずれの明瞭度の間においても有意な相関は認められなかった． 

これらの事は，発話運動に関与する器官（口腔，咽頭，喉頭）の多くが，嚥下運動にもかかわっ

ているため，摂食嚥下訓練に言語聴覚領域の訓練法（発声訓練，構音訓練，構音器官の可動域拡大

訓練など）の応用も効果があると考えられる反面，まったくそれぞれの別のアプローチが必要な事

も示唆してくれている． 

つまり，ディサースリアと摂食嚥下障害の同一の運動機能障害にスポットをあてた訓練をベース

に置きながら，それぞれのスキルトレーニングを考えていく必要がある． 

上記の具体的な点については，私は，遠い過去の国から来た者なので，現役バリバリの諸先生方や

学校の素晴らしい先生方，成書にお任せしたい． 

私の拙い経験の中で担当した患者様たちは，高齢者や重度の方も多く，ただ口腔器官のみにアプ

ローチしても，上手くいかない事は，よく経験した． 

体力向上，栄養状態の改善，他職種や家族との連携，アウトカムの意識，ＱＯＬの向上など多面的

に考えていかなければならないと痛感した． 

他にも，さらに問題を複雑化する要因はあり，アプローチに困窮する事は多々あった． 

ディサースリア，摂食嚥下障害双方があり，さらに認知症が合併している場合などは，無力感に

襲われた．また別の例では，訓練意欲が低い場合や予後不良である場合は，訓練に迎えに行っても

拒否ばかりされ，めげそうになる事もあった。 

そんな時は，汗をかき，泥臭くやっていくしかないと，ある意味開き直って行動していた気がす

る． 

参考にして頂くような話は持ち合わせていないのだが，当日は，時間の許す限り，そこら辺の事

を可能なら具体的な事例も交えながらできればと考えている． 
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シンポジウム(聴覚障害) 

聴力低下を合併した方への対応 

     長谷川 純 

県立広島大学 コミュニケーション障害学科 

            

加齢による聴力の低下は，男性の場合，65歳以上で約 40％，75歳以上になると約 70％の人に認

められるとのことです 1)．これだけ頻度が高いと，他の障害に難聴が合併した特定の人がいるとい

うより，高齢者の場合，多くの人が聴力低下による何らかの影響を受けているのだというつもりで

接したほうがよいと言えます．また，対面でのコミュニケーションにも困難があるような難聴であ

れば気づきやすいですが，軽度の難聴の場合，そのつもりで見ないと見落としやすいということに

も気をつける必要があります． 

本格的なオージオメータによる検査は，耳鼻科のある施設でないと難しいですが，小型でハンデ

ィ・タイプの幼・小児用オージオメータに PA5（Interacoustics社製）というものがあり，500～

4kHz が 25～80dB の範囲で測定できるので，おおよその聴力を把握するには十分です．価格も 15

万円程度ですから，比較的手ごろだと思います．これぐらいの機器は，言語聴覚士のところに必ず

備えておくぐらいになってよいと思います．要介護高齢者の聴力検査については，反応方法の工夫

や聴性行動の観察も行なえば，MMSE で 11点以上の人の場合，90％以上の人で左右別 6周波数の閾

値測定が可能だったという報告があり 2)，認知機能低下のある人でも，聴力を把握できることは多

いと言えそうです． 

聴力の低下がある場合は，必ず一度は耳鼻科医の診察を受けて，今後の方針や見通しが立てられ

るようにする必要があると思います．所属の施設に連携できる耳鼻科がない場合には，ご本人やご

家族に情報提供をする必要が出てくることもあるでしょう．講習会を修了した耳鼻科専門医に委嘱

される補聴器相談医の資格を持った医師の名簿が，日本耳鼻咽喉科学会の HPに都道府県別で掲載

されています．身体障害者手帳申請の診断書が書ける 15 条指定医の名簿も，広島県障害者支援課

（広島市は広島市障害福祉課）の HPで見られます．補聴器が必要な場合は，耳鼻科医に関わって

もらったうえで，認定補聴器専門店や認定補聴器技能者のいる販売店（いずれも，テクノエイド協

会の HP にリストがあります）での購入を勧める必要があると思います． 

聴力低下の影響を補うには，ご本人の努力や補聴器の利用では限界があります．ご家族や施設の

スタッフがそれぞれの人の聴力とその影響を理解し，わかりやすい話し方をし，必要に応じて筆談

をするなど，適切なコミュニケーション方法をあたりまえに実践する環境づくりが大切です．聴力

の低下は，コミュニケーションへの影響だけでなく，日常生活の全般的 QOL への影響，言語・認知

機能をはじめとする他の機能の評価の信頼性への影響もあり，さらには，うつや認知症の発症への

影響も指摘されています．聴力低下への対応は，もっと積極的に取り組まれるべきで，そこでの言

語聴覚士の役割は大きいと言えます． 

 

文献 

1) 内田育恵ほか 日老医誌 49: 222-227, 2012 

2) 井上理絵ほか Audiology Japan 59: 124-131, 2016 
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シンポジウム（言語発達障害） 

小児の臨床を通して 

石原 須美子 

広島県立障害者療育支援センター 医療科 

 

私が小児の臨床を行うようになったの昭和 63年 4月からでした．当時はまだ資格の無い状態か

らの出発でした．唯々臨床を繰り返してきた中で、今回のテーマに合わせて経験の中からお話しさ

せて頂きたいと思います．小児の場合、言語発達遅滞、コミュニケーション障害を中心として主訴

とされる場合が多いのですが、実際に子供さんにお会いすると主訴（親御さんの思い）とご本人の

困り感が違うことが多くみられます．特に「話せない」「発音がはっきりしない」「上手く話せない」

と言った主訴の中には、精神発達遅滞，ＡＳＤ，ＡＤＨＤなどがベースにあることが多く見られま

す．実際の治療支援に対してご家族を含め周囲の大人の理解が必要になり確実な理解を得ることが、

その後の訓練につながります．検査の結果をどの様に伝えるのか、そのために検査をどの様に理解

し解釈することが必要になると考えます．また確実に状態を把握するために検査は欠かせないと思

いますが、子供さんは「座ってくれない」「やってくれない」「泣く」など思うようにしてくれない

ことが殆どです．その場合にどの様に対応し、出来ない場合はどう対処しているのかといったこと

を中心に、実際に経験した構音障害を主訴とした自閉症スペクトラム障害のお子さん．「話さない」

事を主訴とした精神発達遅滞をともなった自閉症スペクトラム障害のお子さんの 2症例について報

告させて頂きます． 
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 一般口演  A-1  

【左前頭葉の脳梗塞によって超皮質性感覚失語を呈した一例】 

     〇髙橋 渚 1)，市本 将也 2) 

1) 脳神経センター大田記念病院    2) 広島大学病院 

【はじめに】 

左前頭葉の脳梗塞により超皮質性感覚失語を呈した一例を経験した．症状把握・分析と訓練効果に

ついて考察したので報告する． 

【症例】 

60歳代男性，右利き．心原性脳塞栓症．頭部 MRIにて左中前頭回から下前頭回にかけての高信号

域を認めた．明らかな神経症状はなく，病棟内の ADLは自立していた．神経心理学的症状としては

失語症と注意障害等の前頭葉症状を認めた． 

【神経心理学的検査】SLTA：口頭表出は文章レベルで流暢な発話だが，意味性・無関連性錯語，意

図性保続を多く認め，発話量に比し情報量が少なかった．呼称は 9/20．語列挙 1語．聴覚的理解と

読解は単語レベルから低下していたが，復唱と音読は文レベルで保たれていた．SALA 語彙性判断検

査:合計 78/104(平均以下)．TMT：setA:156 秒，setB:実施困難．RCPM:23/36．FAB は保続のため実

施困難であった．上記の結果から全般性注意機能低下や作動記憶の低下等を基盤として中等度の失

語症を呈していると診断し，前頭葉症状に留意しながら言語機能訓練と注意機能訓練を実施した．

【経過・最終評価】第 29病日に自宅退院し，外来リハビリを開始．第 150病日の最終評価では SLTA:

理解面は文レベルで良好．表出面は錯語や保続が減少し，内容語の増加を認めていた．呼称 19/20，

語列挙 8語と改善を認め，通院や買い物が可能なコミュニケーションレベルに達した．非言語機能

では TMT：setA:59 秒，setB:206 秒．RCPM:28/36．FAB:10/18 と前頭葉症状は残存し，社会復帰に

は至らなかった． 

【考察】 

本例の失語症のタイプは前頭葉性超皮質性感覚失語であると考えた．前頭葉性超皮質性感覚失語は，

責任病巣に『左下前頭回～中前頭回を必ず含み，左中心前回は含まない』とされる．言語症状は『流

暢・復唱良好・理解不良』とある．本例も同様の所見である．中前頭回は理解・表出面における大

まかなカテゴリー指南をする．本例では語想起の低下や意味性・無関連性錯語が発現した．また，

下前頭回は意味情報の中から適切な情報を賦活するとされている．本例では賦活が困難であったた

め，語彙性判断の低下や呼称や自由会話での保続を呈したと思われる．訓練効果については，意味

セラピー等の言語訓練に加え，土台にある注意機能の改善や保続の減少に対するアプローチと並行

したことで改善が得られたと推測された．また，このタイプの失語症は失語症の予後は良好である

が，失語以外の高次脳機能障害が残存する事が予測される． 
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 一般口演  A-2  

高次脳機障害を呈した患者に対する生活に即したアプローチ 

     ○谷本 優香，平山 孝子 

社会医療法人千秋会 井野口病院 リハビリテーション科 

 

【はじめに】 

高次脳機能障害者の病識低下はリハビリテーション(以下リハビリ)の実施や自立した生活を遂

行する上で問題となりやすい．今回，病識低下に対し，病前の生活で実施していた活動を取り入れ

たことで自己の能力を確認でき，今後の生活を考えることが可能となった一症例を報告する． 

【症例】 

60 代女性，右利き，夫と二人暮らし．美容室を経営し，複数の不動産も有していた．右上下肢

の脱力を自覚しかかりつけ医を受診．救急搬送先の病院で，左放線冠～皮質部のアテローム血栓性

脳梗塞と診断される．38 病日後リハビリ目的にて当院へ転院となる．転院時，Br.Stage 右上肢・

手指Ⅳ，右下肢Ⅵ．病棟内杖歩行自立． 

[神経心理学的検査]HDS-R:27/30 点，TMT-A:117 秒，TMT-B:213 秒，BADS 全般的区分:障害あ

り，RBMT:標準プロフィール点 18/24 点，スクリーニング点 8/12 点． 

【経過】 

検査の結果や，主治医の説明から機能低下に関する発言は認められていたが，日常生活には結び

つかず，生活についても楽観的だった．計画を立てようとすると，苦手な事を避け，合理化する発

言がみられた．また，リハビリの必要性を感じていない発言も多かった．そこで，意欲向上，病識

向上を目的として，本人が気にしていた確定申告をリハビリで取り入れた．開始時は，領収証を日

付順に並び替えることから困難で，電卓操作の誤りや数値の誤記入などの不備が多く，1 人での実

施は困難な状態であった．病前は問題なく実施出来ていたことが不可能となったことにより，自己

の能力を徐々に認識するようになった．しかし，困難を自覚したことで悲観的発言が増え，落ち込

む様子がみられるようになったため，情緒面に配慮しながら介入した．作業を細かく分けることや，

見直しの実施等の提案を受け入れるようになり，不備は徐々に減少した． 

【結果】 

病前にできていたことが困難になったことを自覚したことで，リハビリ意欲は向上し，確定申告

終了後も積極的にリハビリに取り組まれた．利き手の不全麻痺もあり，経営していた美容院は閉め，

自動車運転は「今の状態では危険」と自発的に退院後に免許を返納すると話された．生活を自宅で

の家事を中心とし，自宅へ退院された． 

[退院時神経心理学的検査] HDS-R:29/30 点，TMT-A:105 秒，TMT-B:169 秒，BADS 全般的区分:

平均下，RBMT:標準プロフィール点 21/24 点，スクリーニング点 10/12 点． 

【考察】 

 机上の課題に限定せず，病前の生活の中で必要であった活動を取り入れたことで自身の能力を確

認できたと考える．意欲を持って取り組めるような生活に即した課題を取り入れ，本人の気持ちや

生活を視野に入れた ST らしさをもった介入をすることが重要であると考える． 
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 一般口演  A-3  

失語症者の会話パートナーに求められるコミュニケーションスキル 

―アプリを含む AAC活用－ 

○白川由莉奈１），坊岡峰子２），樋渡由依３），廣冨哲也４），檀浦斗夢５） 

１）（医）朋和会 西広島リハビリテーション病院       

２）県立広島大学 保健福祉学部 コミュニケーション障害学科 

３）（特医）三光会 誠愛リハビリテーション病院 

４）島根大学 学術研究理工学系       

５）島根大学大学院 自然科学研究科理工学専攻 知能情報デザイン学コース 

 

【はじめに】 

近年，失語症者の拡大・代替コミュニケーション(以下，AAC)として，アプリケーション(以下，

アプリ)が開発・導入されている．また，会話パートナー(以下，パートナー)のコミュニケーション

スキル(以下，スキル)の重要性が提唱されている．本研究では，アプリを含む AAC の有効な活用

に必要なパートナーのスキルを検討する為，失語症者がパートナーに単語を伝達する場面を設定し，

家族と ST 養成校学生で比較した． 

【方法】 

対象者：非流暢型失語症者 5 名(中等度 4，中～重度 1．平均 64.6±5.7 歳)．パートナーは失語症者

の家族 5 名，学生(4 年生)3 名．手続き：失語症者に課題語(写真)を提示し，パートナーへ伝達．パ

ートナーは失語症者と発話やアプリを含む AAC を使用し課題語を受信．パートナーには対象者の

能力を活用する為に必要と思われるスキルを伝達．制限時間は 60 秒，課題語は 1 セット 16 語(名

詞)．伝達場面は全てビデオに録画した．アプリ：本研究で開発した失語症向け単語検索アプリの

うち，事前評価により階層版またはスクロール版の有効な方を使用．掲載した単語は階層版，スク

ロール版同一で 223語．階層版は 2層構成および 3層構成とした．スクロール版では単語をカテゴ

リーごとに並べ，カテゴリーを示すタブを画面の左に表示した．分析：ビデオ分析により，AAC

使用の自立度から 2 グループに分け，さらにスキルについては①AAC 使用の「促し」，②カテゴリ

ーの「絞り込み」，③表出内容の「確認」に焦点を当て家族と学生で比較した．  

【結果および考察】 

正答率は，家族が 75.0%～93.8%，学生が 87.5%～100%と学生が高い傾向にあった． 

AAC 使用がほぼ自立の対象者：促し，絞り込み，確認の全てで学生の回数が多く，適切な手段の

使用も学生の方が多かった．学生は絞り込みや確認手段としてアプリの使用回数が多かった． 

AAC 使用にやや支援が必要な対象者：促しの回数は家族が多い傾向にあり，適切な手段を使用し

ていた．絞り込み，確認は回数，適切な手段ともに学生の方が多かった．学生は絞り込みや確認で

アプリを多く使用していた． 

 失語症者の残存能力を生かした AAC を活用する為には，パートナーが失語症者のコミュニケー

ション能力に応じた適切なスキルを習得している事の重要性が示唆された．また，アプリは表出内

容の確認に有効であることが示された．今後は失語症者の AAC 能力の評価と，その結果に基づく

パートナーへの具体的な助言などのシステムを構築することが必要であると考える． 
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 一般口演  B-1  

訪問リハビリにて一品食からの食事アップに取り組んだ一例 

     西 宏昌 

公立みつぎ総合病院 訪問看護ステーションみつぎ 

 

【はじめに】 

既往の脳出血による嚥下障害のため経口摂取に制限のある訪問リハビリ利用者に対し，食事アップ

を目的とした関わりを行った．今回，この経過に若干の考察を加え報告する． 

 

【症例】 

70 歳代・男性．右片麻痺，失語症，嚥下障害あり．要介護 3．障害高齢者の日常生活自立度：A2．

家族構成：妻・息子．介護サービス：ST訪問リハビリ週 1回，デイケア週 3回． 

訪問開始の 3年前に左被殻出血のため急性期病院にて胃瘻造設し，回復期病院を経て自宅退院． 

経口摂取は，訪問開始の前年に他院外来での VF評価にてゼリー等の一品食のみ許可されていた． 

 

【経過】 

訪問開始当初より一品食摂取の状況確認と指導を実施・継続したが，体調が安定しているため，本

人・家族より食事アップについての希望あり．ケアマネージャーを含めて相談後，訪問開始 6ヶ月

経過時に，かかりつけ医に当院外来での嚥下機能検査と，その結果次第での訓練開始の許可を得る． 

7ヶ月目：外来 VE・VFにて，ヨーグルトで喉頭侵入および咽頭残留，水分で誤嚥を認めたが，1食

の経口摂取訓練は開始可能との評価． 

8ヶ月目：訪問頻度を週 2回に増やして，訪問日に昼 1食の経口摂取訓練を開始．食事形態は主食・

全粥，副食は市販のレトルト介護食等を利用し，本人・家族に注意点を指導． 

9ヶ月目：体調変化がない事を確認し，食事形態を軟飯・軟菜食に変更． 

10 ヶ月目：かかりつけ医に訪問日以外についても昼食摂取の許可を得て，訪問頻度を週 1回に戻す．

また，デイケア利用先に情報提供し，リハビリテーション会議に同席．実際の食事場面を確認して

もらい，デイケアでの昼食提供の検討を依頼し，翌月より開始となる． 

その後，1 日 2 回食への移行について本人・家族と相談したが，同時期に下肢の蜂窩織炎を発症し

疼痛が持続，食事準備を含めた介護負担増にも不安があり，希望により昼 1食の継続となった． 

 

【考察】 

本症例については，訪問開始時に過去の嚥下機能評価やリハビリ経過についての情報が少なく，限

られた訪問時間での状況確認のみでは食事アップの判断に難しい点があり，当院外来での嚥下機能

検査を経ての訓練開始までに時間を要す結果となった．また，訪問リハビリにおける外来検査や食

事変更などの方針決定と実施には，かかりつけ医やケアマネージャー，他のサービス利用先との連

携が不可欠であり，その調整期間を踏まえた長期的な介入が必要であった． 
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 一般口演  B-2  

短期集中型通所サービスが 

特定高齢者の口腔・呼吸機能に与える効果について 

     〇石部貴之，村上光裕，坂本明子，柏原真紀 

因島医師会病院 リハビリテーション科 

 

【はじめに】 

摂食嚥下機能の向上について口腔機能の評価及びその訓練を行うことは非常に重要であり，当院

においても，これまで舌訓練器具「ペコぱんだ®」を用いた訓練方法やその効果などについて報告

を行ってきた．また呼吸と嚥下との関連については近年様々な知見が報告されてきている．呼吸

機能については誤嚥予防に不可欠な咳嗽力が加齢に伴い低下することや，最大呼気圧の強化が舌

骨上筋群の筋力強化並びに声門下圧の協調性の改善等嚥下機能の向上にも繋がることなど嚥下

機能との関連についても報告されている．今回，当院の短期集中型通所サービスを利用する特定

高齢者を対象に，舌機能他口腔器官並びに呼吸機能への効果の関連性を検討することとした． 

【対象】 

 当院の短期集中型通所サービスの利用者のうち，研究内容の説明の後に協力の同意が得られ，口

腔機能向上プログラム及び各種機能評価が可能であった 7名(男性 1名女性 6名 平均年齢 

79．0±4.5 歳)を対象とした．対象者のうち，いずれも口腔衛生は清浄に保たれ，1名は上下顎

共に総義歯，その他は天然歯及び部分義歯を装用されていた． 

【方法】  

〈期間〉週 2回，約 6カ月間(2018 年 10月上旬～2019 年 3月下旬)． 

【口腔機能向上プログラム】 

①「ペコぱんだ体操」を期間中継続して実施． 

 【運動器機能向上プログラム】 

①集団体操(スクワット・腹筋体幹トレーニング・棒体操等) 

②個別メニュー(腰痛体操，膝・股関節ストレッチ等) 

〈評価項目〉・最大舌圧 ・最大後舌圧 ・頬圧 ・口唇圧 ・咳嗽力(カフピークフロー)  

      ・呼気圧(概ねの値) ・オーラルディアドコキネシス(/pa//ta//ka/) 

いずれの対象者も訓練期間前後同一週のうちに各項目について評価を行った． 

〈解析〉期間前後の各評価項目において Wilcoxonの順位和検定を行い p<0.05を有意差ありとした． 

【結果・考察】 

各評価項目のうち，最大舌圧(p=0.016)，最大後舌圧(p=0.016)，口唇圧(p=0.047)，咳嗽力

(p=0.031)，呼気圧(p=0.048)の 5項目で期間前後における有意な向上を認めた．本結果より，当

短期集中型通所サービスの利用が口腔機能に加え呼吸機能に効果を与えていると考えられる．し

かし，今クールの参加者が少なく統計上ｎ数が少ない為，有意差は認められたが今後対象者を増

やし，さらなる検討を行う必要がある． 

 

 



 



 




