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大会長あいさつ 

 

リハビリテーションにおいては多職種が協働して、対象者の生活、活動を支援していくことはいうまでもない

ことです。その中で理学療法士もまた医療福祉関係の多職種と連携して理学療法を行っていく必要があります。 

 栄養に関しては、理学療法における対象者のバイタルサインとしてとらえる必要があり、専門的な視点からの

多職種との情報が不可欠です。また、運動と栄養代謝は密接に関連していることから、多職種から栄養状態を考

慮した理学療法の実施が期待されています。嚥下に関しては、姿勢や活動、呼吸機能との関連が深く、これらは

理学療法士の専門分野ともいえるところであります。そのため、嚥下障害を有する対象者においても多職種で役

割分担、協働をしながらアプローチをしていくことが必要不可欠になっています。 

 栄養・嚥下理学療法は、現状では他の分野と比較しても理学療法士の専門性を生かした対象者への関わり方が

十分に浸透しているとは言い難い部分があります。そのため、栄養・嚥下に関わる多職種の中で理学療法士や他

職種の立場、役割を明確にして、対象者のために多職種の相乗効果を最大化することが何よりも大切であると考

えております。今回の学術大会では、テーマを「栄養・嚥下分野でこれから目指すチームビルディング」として、

岡山県栄養士会、岡山県歯科衛生士会、岡山県言語聴覚士会の後援をいただき、多職種連携を他の職種とともに

考える機会としたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 8 回日本栄養・嚥下理学療法研究会学術集会 

研究会大会長 森下 元賀 
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参加者へのご案内 

 

学会参加の皆様へ 

本学術大会は川崎医療福祉大学とオンラインの両方で参加できるハイブリッド開催です。 

 

1. 学術大会への参加方法 

川崎医療福祉大学の会場では大会プログラムにご参加いただけます。各セッションは Live 配信されますの

で、オンライン参加も可能です。現地会場参加は当日受付可能です。Web参加の方は事前参加登録が必要で

す。 

・参加される方は事前にお手持ちのパソコンやタブレット・スマートフォンに Zoom アプリをダウンロー

ドして、ご参加ください．（https://zoom.us/download）  

・Zoom アプリは定期的にアップデートされております。トラブル防止のため、常に最新バージョンへのア

ップデートをご確認の上、ご参加いただけますよう、お願い申し上げます。 

・Zoom についての詳細は下記をご参照ください。（https://zoom.us/） 

2. 事前参加登録期限 

＜会員＞マイページより申し込み：クレジット 2月 14日（火） 

                口座振替  1月 6日（金） 

＜非会員＞ホームページより入力：1月 22日（日） 

※会場参加は当日受付がございます。 

3. 参加申込方法 

＜日本理学療法士協会会員の方々へ＞ 

・事前に日本理学療法士協会マイページより参加登録が必要です。 

＜非会員理学療法士・多職種・学生の皆さまへ＞ 

・事前に Webから参加登録と口座振り込みが必要となります。 

・日本理学療法士協会の指定口座へ振込用紙を用いて該当参加費を振り込んでください。 

 

◇必ずご確認ください◇ 

マイページにご登録のアドレスが、キャリアメールである携帯メール（@docomo や@ezweb）の場合、エ

ラーで届かず、迷惑メールとしても保存されないことがあります。対策としては、携帯メールではないメー

ルアドレスへ変更いただく等をお願いいたします。メールが届かない場合に生じるいかなる不利益も本会や

大会準備委員会は責任を負いませんのでご注意ください。 

・事前参加登録完了後は、いかなる理由があろうともキャンセル、返金のご請求はお受けできません。決済 

方法により締め切りが異なります。 

  ・演題発表者、座長は参加登録が必要です。 

  ・学生とは、医療系養成校在学者を差しますが、理学療法士の資格のある方は該当しません。 

4. 当日の Webシステムへの参加方法 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/
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・事前参加登録された方には Zoom システム（no-reply@zoom.us）より招待メールが送信されますので、

そちらからログインしてください。なお、招待メールはリマインドメールとして 1 日前にも送信されます。 

・マイページに登録されているアドレスに配布しますので、迷惑メールの解除設定を行って下さい。特に一

般参加者の方でマイページにキャリアメールで登録されている方は、不達が予想されますので、忘れず設定

して下さい。 

・ご自身のパソコンやタブレットなどからログインしていただき、ご参加ください。 

・ログイン名は以下のように設定してください。 

 

日本理学療法士協会会員(氏名・会員番号) 

例）□□△△ 100〇〇〇〇〇  

一般演題発表者(演題番号・氏名・会員番号)  

例）NS01 □□△△ 100〇〇〇〇〇  

非会員(職種名・氏名)  

例）管理栄養士 □□△△  

・ログインをした時点で、参加の受付は完了となります。 

・Zoom から招待メールが送られてこなかった場合や当日ログインできない場合は、以下のメールアドレス

までご連絡ください。栄養・嚥下理学療法研究会メールアドレス：（ptns8th@gmail.com） 

5. 参加ポイント・発表ポイントについて 

  ＜理学療法士協会の会員の皆様＞ 

対面で参加の方は受付で QRコードを提示いたします。 

オンラインでご参加の場合は会期中に QRコードを画面上に提示します。 

どちらでご参加の場合も「日本理学療法士協会メンバーアプリ」をダウンロード頂き、QR コードを読み

取って下さい。 

＜管理栄養士，歯科衛生士の皆様＞ 

オンラインでご参加の場合は会期中にキーワードを提示しますので、そちらを記録して頂き、ホームペー

ジよりご登録下さい。 

参加だけではポイントの付与は行えません 

6. 領収書について 

・マイページより発行いただけます。 

・他職種で領収書が必要な方は、お手数ですが準備委員会までご連絡をお願いいたします。 

7. プログラム・抄録集について 

・郵送等による配布はございませんので、各自でホームページから抄録集（PDF）をダウンロードしてくだ

さい。 

8. 生涯学習ポイントについて 

・履修目的について、申し込み時に登録理学療法士更新ポイント、認定/専門理学療法士更新点数どちらで申

し込みするかを選択する必要があります。 

・申し込みの際は、お間違いの無いようお願いいたします。 

mailto:no-reply@zoom.us
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＜登録理学療法士 更新＞ 

カリキュラムコード 

22 チーム医療・多職種連携 ：11ポイント 

＜認定/専門理学療法士 更新＞ 

学術大会(参加) ：11 点 

9. 参加証明書について  

  ・参加証明書が必要な場合は以下のフォームよりお申込みください。※締め切りは 4月 30日まで   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9dHxnamZH0lW5eQDhNeWYVvsTUwnEP9rgG3ocbwXVEWfFwA

/viewform?usp=sf_link 

  ・会期終了後に順次メールにて送付致します。 

10. その他 

・すべてのプログラムに関して、ファイルの不正なダウンロードや撮影（スクリーンショットを含む）、録

画・録音を禁止いたします。講演・発表内容に関する著作権保護や対象者のプライバシー保護にご留意くだ

さい。 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9dHxnamZH0lW5eQDhNeWYVvsTUwnEP9rgG3ocbwXVEWfFwA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9dHxnamZH0lW5eQDhNeWYVvsTUwnEP9rgG3ocbwXVEWfFwA/viewform?usp=sf_link
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発表者（講師・演者）へのご案内 

1. 発表方法について 

・現地会場もしくはオンライン登壇にてご発表いただきます。 

・セレクション演題・一般演題の発表時間は７分、質疑応答は３分です。 

・症例検討ディスカッションの発表時間は１０分、会場参加型ディスカッション２０分です。 

＜現地発表の方＞ 

・ご発表データは、PC受付にてお預かりいたします。ご登壇セッションの 30分前までに提出するようお願

いいたします。 

・やむを得ずご来場が困難となった場合は、オンラインでの登壇を検討しますので、事前に事務局までご連

絡ください。 

・Macintosh 版 PowerPointで作成したデータは、互換性が損なわれる場合があります。事前に Windows版 

PowerPointにて文字のずれ、動作確認等を行ってください。  

・発表データは USB フラッシュメモリにてご持参ください。 

・Windows10 OS に標準搭載されているフォントのみ使用可能です。  

・Macintoshをご使用の場合は必ずご自身の PCとコネクタをお持ち込みください。 

・発表者ツールは使用できません。発表原稿等のデータは事前に印刷の上お持ちください。  

・セッション開始 30分前までに総合受付の座長・演者受付にお越しください。 

・セッション開始 20分前までに PCセンタ受付でデータをお渡しください。  

・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。 

＜Live発表の方＞ 

・発表時間以外は、『視聴者』として参加しているため、画面共有やミュート解除は行えない状態となってお

りますが、発表時間の 10 分前には『パネリスト』としての参加に変更され、画面共有やミュート解除が出

来る状態になります。  

・発表時間になりましたら、座長の指示に従い、ご自身でスライドの画面共有とミュート解除を行い、発表

を開始してください。 

2. 質疑応答について 

・現地会場にてご参加の方：現地質問用マイクの前に立ってご質問いただきます。  

・オンラインにてご視聴の方：Zoomの「手を挙げる」の機能を使用してご質問いただきます。 

3. 発表時，通信トラブルが発生した場合の対応 

・通信状況や PC の不調等で演題の順序や発表の方法が変わる可能性があります。 

・判断は原則座長に委ね、必要に応じて運営スタッフがサポートします。  

・安定した通信環境を確保するため可能な限り有線接続を推奨いたします。 

4. 利益相反（COI）開示について  

・COI とは、外部との経済的な利益関係等によって、公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわ

れる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態をいいます。公正かつ適正な

判断が妨げられた状態としては、データの改ざん、特定企業の優遇、研究を中止すべきであるのに継続する
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等の状態が考えられます（「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of Interest：COI）の 管理に関す

る指針」より抜粋）。 

・利益相反の開示への対応発表時にはスライド 2ページ目に COI の宣言のスライドを入れて下さい。  
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日程表 

 

2023年3月5日

メイン会場 サブ会場 メイン会場

一般演題
（栄養理学療法2)

17:30 17:30

18:00 18:00

症例検討ディスカッション
2症例

特別企画

「栄養理学療法のポジションペーパーから考える
栄養・嚥下と理学療法のインタラクション」
司会：岡本貴幸(倉敷リハビリテーション病院)

演者：井上達朗(新潟医療福祉大学)

18:30 18:30

14:00

会場受付

19:00 19:00

16:30 16:30

17:00 17:00

多職種シンポジウム(岡山県内3団体共催)

「頼らせてください多職種連携」
座長　森下　元賀、井上　達朗

「理学療法士が考えるべき多職種連携」
小川真人(神戸大学医学部附属病院)

「多職種連携における管理栄養士の役割と理学療法士との関わり」
片山祥子(岡山大学病院)

「歯科衛生士の立場から理学療法士・作業療法士に期待すること」
石原彰子(国立療養所邑久光明園)

「言語聴覚士の立場から考えた多職種連携について」
横山友徳(川崎医科大学総合医療センター)

総合討論　30分

14:30 14:30

15:00 15:00

一般演題
（栄養理学療法1)

一般演題

（嚥下理学療法1)15:30 15:30

16:00 16:00
閉会式

10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00

2023年3月4日

会場受付
8:30 8:30

9:00 9:00
大会長挨拶

大会長基調講演
「栄養・嚥下理学療法における現状と課題」

演者：森下元賀(吉備国際大学)

9:30 9:30

特別講演

「摂食嚥下障害の評価と訓練の実際」
講師: 戸原　玄(東京医科歯科大学)

座長: 内田　学(東京医療学院大学)

10:00 10:00

10:30

セレクション演題１

(栄養理学療法)

セレクション演題2

(嚥下理学療法)
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プログラム（講演） 

 

● 大会長基調講演 

「栄養・嚥下理学療法における現状と課題」 

演者  森下 元賀(吉備国際大学) 

 

● 特別講演 

「摂食嚥下障害の評価と訓練の実際」 

講師  戸原 玄（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科老化制御学系口腔老化制御学講座摂食嚥下リ 

ハビリテーション学分野） 

司会  内田 学（東京医療学院大学） 

 

● 特別企画 

「栄養理学療法のポジションペーパーから考える栄養・嚥下と理学療法のインタラクション」 

司会  岡本 貴幸（倉敷リハビリテーション病院） 

演者  井上 達朗（新潟医療福祉大学） 

 

● 多職種シンポジウム(岡山県栄養士会、岡山県言語聴覚士会、岡山県歯科衛生士会共催) 

「頼らせてください多職種連携」 

座長  森下 元賀（吉備国際大学） 

座長  井上 達朗（新潟医療福祉大学） 

 

「理学療法士が考えるべき多職種連携」 

演者  小川 真人（神戸大学医学部附属病院） 

「多職種連携における管理栄養士の役割と理学療法士との関わり」 

演者  片山 祥子（岡山大学病院臨床栄養部） 

「歯科衛生士の立場から理学療法士・作業療法士に期待すること」 

演者  石原 彰子（国立療養所邑久光明園） 

「言語聴覚士の立場から考えた多職種連携について」 

演者  横山 友徳（川崎医科大学総合医療センター） 
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プログラム（一般演題） 

 

● セレクション演題１（栄養理学療法） 

座長  赤澤 直紀（徳島文理大学） 

 

● セレクション演題２（嚥下理学療法） 

座長  小熊 英敏（北海道大学病院） 

 

● 症例検討ディスカッション 

座長  宮崎 慎二郎（KKR高松病院） 

    鈴木 裕也（製鉄記念八幡病院） 

症例検討 2テーマ 

 

● 一般演題 栄養理学療法１ 

座長  吉松 竜貴（東都大学） 

● 一般演題 栄養理学療法２ 

座長  石川 淳（香川大学医学部附属病院） 

● 一般演題 嚥下理学療法 

座長  横田 純一（弘前大学） 
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セレクション演題１（栄養理学療法）：３月５日（日）１１：２０-１２：２０ 

座長  赤澤 直紀（徳島文理大学） 

1. （現地）脳卒中関連サルコペニアの有病割合と診断基準: システマティックレビュー 

新潟医療福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科 井上 達朗 

2. （現地）大腸癌術後患者の術後合併症の予測に血清プレアルブミンは有用である:前向き観察研究 

松阪市民病院リハビリテーション室 守川 恵助 

3. （Web）椎体圧迫骨折患者の転帰に対する Body Mass Indexの影響―後ろ向きコホート研究 

田村外科病院リハビリテーション科 高橋 浩平 

4. （Web）地域在住高齢者における無症候性心不全の罹患と骨格筋機能の関係－超音波画像を用いた調査－ 

南東北医療クリニック訪問リハビリテーション 佐藤 聡見 
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セレクション演題２（嚥下理学療法）：３月５日（日）１３：００-１４：００ 

座長  小熊 英敏（北海道大学病院） 

1. （現地）医療療養病棟における「口から食べる」支援に向けた多職種連携の取り組みについて 

医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 垣内 公允 

2. （現地）地域在住高齢女性における会話相手と呼吸・口腔機能との関連 

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 鈴木 瑞恵 

3. （現地）地域在住高齢者における口腔機能低下の関連要因について 

大阪河﨑リハビリテーション大学 今岡 真和 

4. （現地）頚部体幹の複合運動による嚥下機能改善効果 

こばやし歯科クリニック 原 豪志 
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一般演題（栄養理学療法１）：３月４日（土）１５：００-１５：５０ 

座長  吉松 竜貴（東都大学） 

1. （現地）身体的フレイルを合併した心不全患者の 6分間歩行距離改善に影響する因子の検討 

九州大学病院リハビリテーション部 永富 祐太 

2. （現地）回復期リハビリテーション病棟における高齢女性大腿骨近位部骨折術後患者のエネルギー必要量を

推定する～予備的研究～ 

福岡青洲会病院リハビリテーション部 田中 拓樹 

3. （現地）胃がん術前患者における phase angleは身体機能と QOL を反映する 

旭川医科大学病院リハビリテーション部 林 寛将 

4. （Web）当院におけるうっ血性心不全患者の再入院因子 栄養管理に着目して 

社会医療法人財団池友会新行橋病院 吉田 拓也 

 

一般演題（栄養理学療法２）：３月４日（土）１６：００-１６：５０ 

座長  石川 淳（香川大学医学部附属病院） 

1. （Web）腰痛・サルコペニアを合併した CKD G3 患者に対し適切な栄養管理と運動療法で身体機能を改善で

きた一症例 

総合病院国保旭中央病院リハビリテーション科 関 優 

2. （Web）多職種連携により呼吸状態の安定・栄養状態が改善したことで身体活動が向上することができた要

支援間質性肺炎利用者 

ホウカン TOKYO台東 小暮 英輔 

3. （現地）低栄養の観点から見た胃がん術前後の身体機能 −GLIM基準を用いた比較− 

旭川医科大学病院リハビリテーション部 高山 拓也 

4. （現地）回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーション栄養の取り組み 

南奈良総合医療センター 北川 正雄 

 

一般演題（嚥下理学療法）：３月４日（土）１５：００-１５：５０ 

座長  横田 純一（弘前大学） 

1. （現地）食品テクスチャーの違いによる舌骨上筋・咬筋の協調運動パターンの分析 −相互相関関数による

pilot study− 

東京湾岸リハビリテーション病院 越智 昌浩 

2. （現地）パーキンソン病（Yahr5）患者が多職種連携により食事自己摂取を目指した一症例について 

医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 三森 陽介 

3. （現地）顎関節症における口腔機能と身体症状の関係 

医療法人社団グリーンデンタルクリニック 島田 淳 

4. （Web）腸腰筋トレーニングが座位バランスと嚥下機能に影響を与えた 1症例 

社会福祉法人さわらび会石神井台特別養護老人ホーム秋月 高瀬 嗣久 
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症例検討ディスカッション：３月４日（土）１７：００-１８：００ 

座長  宮崎 慎二郎（KKR高松病院） 

    鈴木 裕也（製鉄記念八幡病院） 

1. （現地）外来整形外科での頸部疾患症例で咀嚼障害を併発しいていた−症例〜顎関節可動域の変化が姿勢に

及ぼす影響〜 

加藤大介クリニック 古泉 貴章 

2. （現地）体成分分析をもとに歩行獲得を目指した慢性腎臓病と脳梗塞の重複疾患患者の一例 

 医療法人歓喜会辻外科リハビリテーション病院 長岡 嵩  
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大会長基調講演（講師紹介） 

「栄養・嚥下理学療法における現状と課題」 

 吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科 

森下 元賀 

 

＜略歴＞ 

2000年 吉備国際大学保健科学部理学療法学科卒業 

同年   国立浜田病院 

2002年 埼玉医科大学総合医療センター 

2003年 赤心堂病院 

2005年 専門学校社会医学技術学院 

2008年 首都大学東京大学院保健科学研究科博士後期課程修了 

2011年 吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科 講師 

2017年 吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科 准教授(現在に至る) 

 

資格 

専門理学療法士(神経理学療法) 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 
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大会長基調講演（要旨） 

「栄養・嚥下理学療法における現状と課題」 

 吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科 

森下 元賀 

 

 栄養理学療法とは何か、嚥下理学療法とは何かということを正確に答えられる理学療法士は実は少ないので

はないだろうか。日本栄養・嚥下理学療法研究会のホームページには「栄養・嚥下理学療法の定義」が示され

ているが、どれくらいの理学療法士がご存じであろうか。 

栄養・嚥下理学療法は理学療法学の中でも比較的新しい学問であるといえる。また、リハビリテーション自

体が多職種連携を必要とするものであるが、栄養・嚥下の領域はもともとき他職種が中心に担っていた背景も

あり、特に連携が必要とされる分野であるといえる。実際に「栄養・嚥下理学療法の定義」においても、栄養

理学療法、嚥下理学療法ともに「多職種と連携」という記載がある。多職種連携というからには個々の職種が

役割を持ち、補完しあい、頼りあうことが必要であるが、理学療法士の役割が明確になって他職種から頼られ

ている現状があるとは言い難い。特に嚥下理学療法においては、生命、QOL に直結する内容であるにも関わら

ず、摂食嚥下リハビリテーションに積極的に携わる理学療法士は少なく、まだ他職種からの信頼は薄いといわ

ざるを得ない。 

日本栄養・嚥下理学療法研究会学術大会の参加していただける皆様は、この分野に興味を持っていただけて

いるので、専門的に勉強されて実践されていることと思う。しかし、日本全体の理学療法士が栄養・嚥下理学

療法を実践し、他職種に信頼されるようになるためにはどのような働きかけが必要なのか、何を変えていく必

要があるのか、今回の講演を改めて考える機会としたい。 
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特別講演（講師紹介） 

「摂食嚥下障害の評価と訓練の実際」 

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科老化制御学系口腔老化制御学講座 

摂食嚥下リハビリテーション学分野 

戸原 玄 

 

＜略歴＞ 

1997年  ：東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業 

1998-2002年 ：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科老化制御学系専攻高齢者歯科学分野大学院 

1999-2000年 ：藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学講座研究生 

2001-2002年 ：ジョンズホプキンス大学医学部リハビリテーション科研究生 

2003-2004年 ：東京医科歯科大学歯学部付属病院高齢者歯科 医員 

2005-2007年 ：東京医科歯科大学歯学部付属病院高齢者歯科 助手 

        東京医科歯科大学歯学部付属病院摂食リハビリテーション外来 外来医長 

2008-2013年 ：日本大学歯学部摂食機能療法学講座 准教授 

2013-2019年 ：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科老化制御学系口腔老化制御学講座高齢者歯科学 

分野 准教授 

2020年― ：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科老化制御学系口腔老化制御学講座摂食嚥下リハ 

ビリテーション学分野 教授 
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特別講演（要旨） 

「摂食嚥下障害の評価と訓練の実際」 

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科老化制御学系口腔老化制御学講座 

摂食嚥下リハビリテーション学分野 

戸原 玄 

 

低栄養、誤嚥性肺炎などを引き起こす摂食嚥下障害は高齢者にとってコモンな症状であるといえる。特に入

院中に嚥下障害治りきらずに在宅へ移行すると、その先で何も行われなくなる、もしくは退院時の状態が永続

的なものとされて対応を続けられるという現状がある。極端な表現をすると、食べる機能についてのリハビリ

テーションが中途なまま退院を余儀なくされているのに対し、退院後、“ただそのまま”になっている患者が多い

のである。 

特に今後の日本においては訪問診療が必要とされる場面、地域が増加することは想像にたやすいが、そうい

った場面で食べることを評価してリハビリの場面に乗せることが重要である。視点としては地域リハビリテー

ションといえる。我々の過去の調査によると、食べる機能があるのにもかかわらず経管栄養のままでいる患者

や、食べる機能が低下しているのにもかかわらず普通の食事を摂取している患者が多かった。摂食・嚥下リハ

ビリテーションを考える際の視点としては、“訓練”という目線ではなく、退院後安定した生活を送るにあたって

栄養摂取方法を見直すという視点が重要なのであり、改めて地域での連携が重要になる。 

また、我々の近年の研究結果から口を大きく開けることが嚥下機能の改善に役立つこと、女性より男性の方

が嚥下機能が低下しやすいこと、体幹を保つことが嚥下機能の維持に役立つこと、経口摂取は腸内細菌にもよ

い影響を及ぼすことなど様々な知見が得られているのでそれを紹介したい。さらに胃瘻に関連する調査、摂食

嚥下関連医療資源マップ（http://www.swallowing.link/）、オンライン診療、さらには声を取り戻すための口腔内

装置なども紹介しつつ経口摂取を支えるためにできることを考えてみたい。 
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特別企画（講師紹介） 

「栄養理学療法のポジションペーパーから考える栄養・嚥下と理学療法のインタラクション」 

新潟医療福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科 

井上 達朗 

 

＜略歴＞ 

2008年 3月-2013年 3月 京都第二赤十字病院 

2013年 4月-2020年 3月 神戸市立西神戸医療センター 

2020年 4月~ 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 講師(現職) 

 

日本栄養・嚥下理学療法研究会 理事 

日本老年療法学会 理事 

日本リハビリテーション栄養学会 代議員 

日本臨床栄養代謝学会 学術評議員 

日本骨粗鬆学会 骨粗鬆症リハビリテーション委員会 委員 

日本転倒予防学会 学術委員 

など 
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特別企画（要旨） 

「栄養理学療法のポジションペーパーから考える栄養・嚥下と理学療法のインタラクション」 

新潟医療福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科 

井上 達朗 

 

 サルコペニアやフレイル，栄養障害，悪液質などの栄養問題が世界的なメガトレンドであることを疑う余地

はない．理学療法の対象者の多くが栄養問題を抱えていることが明白である以上，栄養と理学療法をどのよう

に関連づけ，共存するかの共通認識が必要である．学際的かつ建設的議論が前提である． 

 日本リハビリテーション栄養学会理学療法士部会では，2021年から 2022年にかけて，「栄養と理学療法」

「病態別栄養理学療法」のポジションペーパーを国内外誌に発表した(本ポジションペーパーは，日本栄養・嚥

下理学療法研究会の助言を得て作成された)．ポジションペーパーでは，栄養と理学療法を取り巻く国内外の社

会的動向，栄養と理学療法のインタラクション，病態別に栄養理学療法を考える必要性に関して，多くの先行

研究を基盤にまとめられている． 

 本特別企画では，本ポジションペーパーについて解説した上で，第 8回日本栄養・嚥下理学療法研究会学術

大会のテーマである「チームビルディング」を考慮したこの領域の未来について，ご参加の先生方と共に考え

たい． 
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多職種シンポジウム（講師紹介） 

(岡山県栄養士会、岡山県言語聴覚士会、岡山県歯科衛生士会共催) 

「頼らせてください多職種連携」 

 

「理学療法士が考えるべき多職種連携」 

神戸大学医学部附属病院 

小川 真人 

 

＜略歴＞ 

<所属> 

神戸大学 医学部附属病院 理学療法士 

神戸大学大学院保健学研究科 研究員 

<職歴> 

神戸大学 医学部附属病院 リハビリテーション部 (2009年 4月-) 

<学位> 

博士(保健学)(2019年 3月 神戸大学) 

<所属学会> 

日本循環器学会 

日本心臓リハビリテーション学会 

日本心不全学会 

日本理学療法士協会   

日本老年療法学会 

日本臨床栄養代謝学会 

<論文> 

欧文論文 原著論文 34編 (筆頭著者 17編)  

和文論文 原著論文 4編 (筆頭著者 2編) 
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多職種シンポジウム（要旨） 

「理学療法士が考えるべき多職種連携」 

神戸大学医学部附属病院 

小川 真人 

 

近年多職種チームは数多く形成され、チームでの取り組みが診療報酬の算定要件となっていることもあるため、

施設内で複数多職種チームやカンファレンスが開催されることが多い。理学療法士としても業務の一環としてそ

れらのチームに参画することも少なくない。特に栄養・嚥下領域においては理学療法士単独で評価、介入を行う

には限界があり、NSTや摂食嚥下チームなど多職種協同が欠かせない。しかし、単に多職種でチームを作成した

り、カンファレンスを実施したりするだけでは満足ある連携はとれず、真の多職種連携には、共通の能力、専門

の能力、連携の能力の 3つのバランスが求められていると考える。 

共通の能力としては、各専門職が共通で持っておくべき基礎的な知識、共通言語や評価の標準化、統一化が挙

げられ、この下地がなければ、専門性や視点の違いによるコンフリクトが発生してしまう。専門の能力として、

栄養管理・嚥下に関わる上で理学療法士の役割は大きく、専門性を活かせることも多い。そのためには、理学療

法士が日々客観的な評価を行い、アウトカムを測定し、多職種に分かる形で提示できる必要がある。また理学療

法士としては運動療法がメインになるはずであり、栄養評価・介入を全て行ったり、嚥下評価を全て請け負うこ

とではない。栄養・嚥下管理に身体機能評価と運動療法は欠かせないが多職種の専門性を理解し、尊重したうえ

で、理学療法士の専門性を活かした知見の提案が求められる。連携の能力としても他職種を理解する能力と自職

種を省みる能力が求められる。関連するチームの構築や運営には、専門性や視点の違いによるコミュニケーショ

ンエラーやスキルの問題、時間的制約、施設の体制の問題など、ソフト・ハード両面から、協働が困難となるこ

とがある。それらを打開するために、顔の見える関係性の構築、評価指標やカンファレンスシートの共有化、勉

強会やセミナーの開催など様々な工夫を自施設でも実施している。リハ栄養ケアプロセスというマネジメントサ

イクルを質の高いものにすべく、本シンポジウムでは自施設での連携やチームでの取り組みや現状の課題を含め

て報告させていただく。 
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多職種シンポジウム（講師紹介） 

(岡山県栄養士会、岡山県言語聴覚士会、岡山県歯科衛生士会共催) 

「頼らせてください多職種連携」 

 

「多職種連携における管理栄養士の役割と理学療法士との関わり」 

岡山大学病院臨床栄養部 

片山 祥子 

 

＜略歴＞ 

2017年 3月 ノートルダム清心女子大学 卒業 

2017年 4月 岡山大学病院臨床栄養部 入職 

2018年 4月 岡山大学病院 栄養サポートチーム 専任管理栄養士 

2022年 6月 岡山大学病院 早期栄養介入管理加算 専任管理栄養士 
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多職種シンポジウム（要旨） 

「多職種連携における管理栄養士の役割と理学療法士との関わり」 

岡山大学病院臨床栄養部 

片山 祥子 

 

岡山大学病院は、ロボット支援下手術や IVRなどの低侵襲医療、臓器移植や高難度手術、集学的がん治療な

どの高度先進医療を提供する特定機能病院である。その中で、最適な治療には多職種での関わりが重要と認識

している。当院では、様々なチーム医療が実施されており、管理栄養士は多岐にわたるチームに参画し、栄養

管理を行っている。 

チーム医療の一つとして 2002年に栄養サポートチーム（以下、NST）が発足し、多職種で患者の栄養状態改

善に向けて取り組んでいる。NSTは、周術期栄養管理や化学療法中の栄養管理など、様々な治療に対する栄養

管理を担っているが、治療中の筋肉量維持にはリハビリテーションが重要であると実感している。 

最適な医療の提供の上で、「栄養管理」や「リハビリテーション」単独での介入には限界がある。そこで近年で

は、リハビリテーション栄養の概念が唱えられるようになり、必要性は浸透しつつある。効率的なリハビリテ

ーションの実現には栄養の土台作りが必要、言い換えると、より良い栄養管理を行う上でリハビリテーション

介入は重要とも言える。 

今回、このリハビリテーション栄養について管理栄養士の立場から栄養管理の上で必要なこと、そして管理

栄養士の役割を考えるとともに、当院での理学療法士と管理栄養士の連携について現状を踏まえたうえで、今

後の課題について考察していく。 
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多職種シンポジウム（講師紹介） 

(岡山県栄養士会、岡山県言語聴覚士会、岡山県歯科衛生士会共催) 

「頼らせてください多職種連携」 

 

「歯科衛生士の立場から理学療法士・作業療法士に期待すること」 

国立療養所邑久光明園 

石原 彰子 

 

＜略歴＞ 

1988年       千葉県立衛生短期大学 歯科衛生学科 卒業 

1988年～1992年   医療法人社団萌歯会 長谷川歯科医院  勤務 

2002年～      医療法人グラシア 大西歯科医院  勤務 

2008年～       医療法人 QOL ファミール歯科  勤務 

2017年～      国立療養所邑久光明園 勤務 現在に至る 

＜学会活動＞ 

日本歯周病学会 認定歯科衛生士 

日本臨床歯周病学会 認定歯科衛生士 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 
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多職種シンポジウム（要旨） 

「歯科衛生士の立場から理学療法士・作業療法士に期待すること」 

国立療養所邑久光明園 

石原 彰子 

 

摂食嚥下障害とは、食べ物を見てから、口に取り込み、咀嚼・嚥下する一連の動作が、どこかの段階で障害

されることです。摂食嚥下障害があると、低栄養や脱水を起こすだけでなく、誤嚥性肺炎や “食べる楽しみ”を

失うこともあります。 

特に高齢者では、加齢に伴い、歯周病や齲蝕などに起因する歯の欠損によって咀嚼能力の低下が起こることが

少なくありません。また、舌運動や唾液分泌、咽頭収縮筋の機能低下が起こり、咽頭に食物が残留して誤嚥の

リスクが高くなります。急速に高齢化が進む現在、摂食嚥下障害を抱える患者が増え、専門職によるチームア

プローチが盛んになってきました。当園においても摂食嚥下障害対策委員会（SST）を立ち上げ、多職種が協

働して入所者の摂食嚥下に関わるさまざまな問題に対応しています。 

SST 活動として歯科では、1. 口腔機能（咬む、飲み込む、口の周囲や顎・頬の筋肉の働きなど）に関わる摂食

嚥下機能を診断・評価し、機能回復に必要な治療の実施、2. 摂食嚥下リハビリテーションの実施および指導管

理、3. 口腔衛生管理（口腔ケア）の実施および指導管理、に取り組んでいます。 

 例えば、口腔乾燥度や舌圧、咀嚼能力などの口腔機能検査を実施した後、入所者個々の状態に合わせて口腔

機能訓練を実施しています。頸部や肩関節の運動、口腔周囲や舌の運動などを DVDにまとめた「健口体操」

を、理学療法士・作業療法士と連携し、リハビリテーション室でも毎日できるようにしています。 

 また、ミールラウンドでは、実際に入所者の食事場面を観察し、問題点や対処方法を検討しています。食事

姿勢に問題がある場合、理学療法士や作業療法士は、必要に応じて酸素飽和度を測定し、呼吸状態を把握しな

がら姿勢調整を行っています。また、園内での研修会では姿勢調整の方法や多種多様なクッション・自助具の

紹介などについて、リハビリテーション専門職として多職種へ発信しています。 

 このように、当園では SST活動の中で、歯科は、理学療法士や作業療法士をはじめ多職種と連携して入所者

の摂食嚥下障害への対応を行っていますが、全国に 8,437ある病院のうち、歯科を標榜している病院は 1,745

施設、20.7％しかありません（2018年現在）。食事の際に左右どちらかに姿勢が傾いている場合、口の中に問

題があることもあります。また、何度も転倒する人は、左右均等に咬むことが出来ないからかもしれません。

口腔や口腔周囲に関心を持って些細な変化を見逃さず、患者へ歯科受診の勧奨をして頂くこと、院内外の歯科

への相談や依頼をして頂くことを、他職種の皆様にお願いしたいと思っています。安全な食事や QOL の維持に

貢献できるよう、多職種間でコミュニケーションを密にとり、情報や知識の共有を図りながら協働することが

必要であると考えます。 
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多職種シンポジウム（講師紹介） 

(岡山県栄養士会、岡山県言語聴覚士会、岡山県歯科衛生士会共催) 

「頼らせてください多職種連携」 

 

「言語聴覚士の立場から考えた多職種連携について」 

川崎医科大学総合医療センター 

横山 友徳 

 

＜略歴＞ 

〈学歴〉 

2011 年 3月 川崎医療福祉大学 卒業 

2015年 4月～2017年 3月 川崎医療福祉大学大学院 感覚矯正学専攻 修士課程  

2017年 4月～2021年 3月 岡山大学大学院 咬合・有床義歯補綴学分野 博士課程 

〈職歴〉 

2011 年 4月～2022年 11月 川崎医科大学附属病院 

2022年 12月～現在 川崎医科大学総合医療センター  

2022年 4月～現在 川崎医科大学 リハビリテーション医学教室 特任研究員 
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多職種シンポジウム（要旨） 

「言語聴覚士の立場から考えた多職種連携について」 

川崎医科大学総合医療センター 

横山 友徳 

 

言語聴覚士（以下，ST）は日常生活で必要不可欠な「食べること」や「話すこと」，「聞くこと」に対して評

価や訓練，指導を行う専門職である．皆さんは STに対してどのような印象をお持ちでしょうか？STは個室で

訓練をしているので臨床をしている場面を見ることが少なかったり，昼は嚥下訓練をしているので昼休憩が一

緒になりにくいなどコミュニケーションが取りづらかった経験があるかと思う． 

理学療法士（以下，PT）や作業療法士（以下，OT）は部門ごとに区画はあるものの訓練室という空間を共有

し，各個人がどのような介入をしているのか把握しながら業務をしている．STは患者さんの言語機能などの評

価や訓練をする際に障害の特性上に加えて，精神的配慮の観点から個室の訓練室を利用している．ベッドサイ

ドでの嚥下訓練においても大部屋であってもカーテンで区切られた中で訓練を行っている．このように STは

PT や OT と比べると閉鎖的な空間で業務をしている．時間について，始業前や昼食時などでコミュニケーショ

ンが取れれば良いが，始業前は情報収集の時間に追われ，昼食時は嚥下訓練のため不在であったりする．この

ように同じリハビリ職種であっても，時間や場所などの働く環境の違いからディスコミュニケーションが生ま

れていると想像している．  

それでは，これらの課題をどう打開するのか？私見になるが，限られた環境の中で働き方を変える方法とし

て，次の 3つの事が大切であると思っている．まずはお互いの職種に興味を持つ事，次に普段から接する機会

を持ち続ける事，そして，みんなの笑顔のために協働する事である． 

 1つ目のお互いの職種に興味を持つことについて，協働するための入り口として大切である．まずは，その人

に興味を持って会話し，次にその職種の専門性との相違点を理解する．そうしておくことで，臨床で自分の専

門領域だけではどうにもならないことがある場合に相談がしやすくなる．2つ目の普段から接する機会を持ち続

ける事について，今は院内であってもメールや電話で連絡を取ることが出来るが，3現主義（現実に現場で現物

をみる）を大切にしている．具体的には病棟で医師や看護師と対面で情報共有したり，カルテ入力はなるべく

PT や OT と同じ空間で行い，会話しやすい環境に居る事や，頻度は多くないが患者さんの歯科受診に同席する

などして，普段からコミュニケーションが生まれる環境を作ることが大切である．3つ目のみんなの笑顔のため

に協働する事について，まずは患者さんのみならず家族や医療者などみんなが笑顔になるためには自分は何を

すべきなのか自問自答する．そして，立案した目標に向かい，臨床経験をする事で学びを得ていく．その学び

は自分の心に留めるばかりではなく，院内の症例検討会や学会発表などで形にする過程で，異なる視点からの

学びに出会うことが出来て，将来の患者さんに活かされていくはずである．  
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発表演題抄録 
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抄録（セレクション演題 栄養―１） 

 

演題名：脳卒中関連サルコペニアの有病割合と診断基準: システマティックレビュー 

演者：井上達朗 1)、上島順子 2)、川瀬文哉 3)、小林晴子 4)、永野彩乃 5)、室谷健太 6)、斎野容子 7)、前田圭

介 8) 

所属：1) 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科、2) NTT東日本関東病院栄養部、3) JA愛知

厚生連足助病院栄養管理室、4) 一般社団法人学びの文庫、5) 西宮協立脳神経外科病院看護部、6) 久留米大学

バイオ統計センター、7) 公益財団法人がん研究会有明病院栄養管理部、8) 国立長寿医療研究センター老年内科 

 

Key words：骨格筋萎縮、脳血管障害、系統的レビュー 

 

【はじめに，目的】 

脳卒中関連サルコペニアへの介入は重要であるが，発症からの経過的なサルコペニアの有病割合については明

確でない．本研究の目的は，脳卒中関連サルコペニアの発症からの有病割合の推移と使用されている診断基準

をシステマティックレビューによって明らかにすることとした． 

【方法】 

本システマティックレビューは Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses 

Statement guidelines (PRISMA)に準拠して実施した．2010 年 4月から 2022年 4月までに発表された英語およ

び日本語で書かれた論文で，観察研究，縦断研究，横断研究，臨床試験を含めた．我々は MEDLINE, EMBASE, 

Web of Science, Cochrane Central Register of Controlled Trials, CINAHL, 医中誌 webの 6つのデータベースを

検索した．2人の独立した reviewerがスクリーニングを実施し，論文の適格性を評価した． 

【結果】 

合計 1627の研究をスクリーニングし，最終的に 35件の論文が同定された．35件のうち，32件(91.4%)がアジ

ア人を対象とした研究であり，サルコペニア診断には AWGS もしくは AWGS2019が使用されていた．サルコ

ペニアの推定有病割合は脳卒中発症前で約 15%，発症後から 10日未満で約 35.5%，発症後 10日以上 1ヶ月以

内で約 52.8%であり，約 20%ずつ増加していた． 

【結論】 

本システマティックレビューの結果から，脳卒中関連サルコペニアの研究の多くはアジア人を対象に実施され

ており，AWGS もしくは AWGS2019が使用されていた．また，発症前からのサルコペニアの有病割合は経時

的に増加しており，有病割合の軌跡を念頭に置いたサルコペニアの発症，重症化予防に努める必要がある． 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究は系統的レビューであるため，該当しない． 
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抄録（セレクション演題 栄養―２） 

 

演題名：大腸癌術後患者の術後合併症の予測に血清プレアルブミンは有用である:前向き観察研究 

演者：守川恵助、武村裕之、北山可奈、稲葉匠吾、今岡晴香、橋爪裕、鈴木優太、西川涼太、田平一行  

所属：松阪市民病院リハビリテーション室 

 

Key words：大腸がん、術後合併症、血清プレアルブミン 

 

【はじめに，目的】 

血清アルブミン（ALB）は大腸がん手術後の術後合併症と関連があるとされているが半減期の影響で感度が低

下すると報告されている。近年、半減期の短い血清プレアルブミン（PLA）が注目されているが大腸がん術後

合併症と PLAについて調査した報告はない。本研究は大腸がん患者の術後合併症を予測因子に PLAが有用であ

るかを検討することを目的とする。 

【方法】 

本研究は前向き観察研究である。対象は 2017年 9月から 2022年 8月までに手術を受けた大腸がん患者 179名

の内、入院前に日常生活動作が自立していない患者 24名を除く 155名とし、術後合併症の有無で非合併症群と

合併症群の 2群に分類した。本研究で用いた術後合併症の定義は Clavien-Dindo分類で grade 2以上とした。理

学療法は全症例において術前１日前もしくは術後１日目から介入した。調査項目は患者背景（年齢、BMI、併存

疾患等）、手術情報（主要部位、手術方法等）、採血情報（PLA、ALB 等）を調査した。統計学的解析は 2群間

の比較、ロジスティック回帰分析を行い、術後合併症の独立因子を抽出した。有意水準は 5％未満とした。 

【結果】 

30 例（19.3％）に術後合併症が発生した。2群比較（非合併症群、合併症群、p値）において患者背景では年

齢（71.0±12.7歳、76.8±10.2歳、p=0.010）、併存疾患では糖尿病（17.6%、40.0%、p=0.008）、精神疾患

（3.2%、23.3%、p<0.001）、手術情報では開腹手術（41.6%、63.3%、p=0.032）、採血情報では PLA

（21.7±7.1mg/dl、16.9±5.8mg/dl、p<0.001）、ALB（3.8±0.6g/dl、3.4±0.7g/dl、p=0.009）に有意差を認めた。

術後合併症と関連する独立因子は PLA(オッズ比:0.902、95%CI:0.840-0.968、p=0.004)、精神疾患（オッズ

比:6.581、95%CI:1.657-26.13、p=0.007）および糖尿病(オッズ比:2.646、95%CI:1.026-6.821、p=0.044)であっ

た。 

【結論】 

PLA は大腸がん患者の術後合併症の予測に有用なマーカーであり、精神疾患や糖尿病を有する大腸がん患者は

術後合併症のリスクが高いことが示唆された。これらの術後合併症のリスク因子に留意し、栄養療法を考慮し

た術前リハビリテーションの提供が必要になると思われる。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

松阪市民病院倫理審査委員会の承認（J-54-190830-3-1）を得て，対象者には説明と同意を得て実施している. 
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抄録（セレクション演題 栄養―３） 

 

演題名：椎体圧迫骨折患者の転帰に対する Body Mass Indexの影響―後ろ向きコホート研究 

演者：高橋浩平 1)、若林秀隆 2)、前田圭介 3)、永井多賀子 4)、百崎良 5) 

所属：1)田村外科病院リハビリテーション科、2)東京女子医科大学病院リハビリテーション科、3)国立研究開発

法人国立長寿医療研究センター老年内科、4)日本大学病院リハビリテーション科、5)三重大学大学院医学系研究

科リハビリテーション医学分野 

 

Key words：脊椎圧迫骨折、日常生活動作能力、Body Mass Index 

 

【はじめに，目的】 

脊椎圧迫骨折患者の栄養状態と日常生活動作能力に関する知見は不足している。本研究の目的は、椎体圧迫骨

折患者における Body Mass Index（BMI）と日常生活動作能力（ADL）との関連性を検討することであった。 

【方法】 

本研究は、JMDCが構築した病院の Diagnosis Procedure Combination（DPC）データベースを用いた後ろ向き

コホート研究である。2017年～2021年に椎体圧迫骨折で急性期病院に入院した 65歳以上の保存治療の患者を

対象とした。BMI はアジア太平洋地域の WHO基準により低体重（<18.5 kg/m2）、正常（18.5~22.9 kg/m2）、

過体重（23.0 ~27.4 kg/m2）、肥満（≥27.5 kg/m2）に分類した。主要アウトカムは退院時と入院時の Barthel 

Index（BI）スコアの変化である BI 利得とした。二次的アウトカムは入院期間と退院後 30日以内の再入院（再

入院）とした。統計解析として BMI 分類間の差異を比較するために、カイ二乗検定、クラスカル・ワリス検定

を実施した。また、BMI 分類が入院中の BI利得、入院期間、再入院と独立して関連しているかどうかを調べる

ために、多変量解析を実施した。 

【結果】 

27,961人の対象者のうち、24.5％が低体重と分類された。低体重群は、正常群、過体重群、肥満群と比較し

て、BI利得が有意に低かった（中央値；20 vs 25 vs 30 vs 27.5、p<0.001）。また、低体重群は他の群に比べ、

死亡率が高く、自宅退院が少なく、入院期間が長く、再入院率が高かった（すべて p＜0.001）。多変量解析で

は、低体重は正常体重よりも低い BI利得（偏回帰係数-5.45；95％信頼区間；-6.23～-4.68）と独立して関連し

た。さらに、低体重は入院期間と退院後 30日以内の再入院に影響を与える独立変数であった（p＜0.05）。 

【結論】 

椎体圧迫骨折の保存治療患者において、低体重は機能的アウトカムに悪影響を与える可能性が高いことが示さ

れた。低体重を予防・改善するためにリハビリテーションと栄養管理を組み合わせることで、ADL能力を向上

させ、入院期間の延長や不必要な再入院を回避できる可能性がある。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施した。データは匿名性のため、インフォームドコンセントの必要はなか

った。三重大学の倫理委員会は、一般に利用可能なデータベースは倫理審査を必要としないと判断した。 
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抄録（セレクション演題 栄養―４） 

 

演題名：地域在住高齢者における無症候性心不全の罹患と骨格筋機能の関係－超音波画像を用いた調査－ 

演者：佐藤聡見 1)、木村鷹介 2)、筧智裕 3)、近藤郁江 4)、板垣篤典 5) 

所属：1)南東北医療クリニック訪問リハビリテーション、2)関東学院大学理工学部、3)国際医療福祉大学成田保

健医療学部、4)江戸川病院リハビリテーション科、5)青森県立保健大学健康科学部 

 

Key words：無症候性心不全、骨格筋、超音波 

 

【はじめに】心不全ステージ分類においてステージ Cおよび Dに該当する所謂症候性心不全患者は、健常成人

と比較して骨格筋量および筋質が有意に低下していることが報告されている。そして、心不全患者における骨

格筋機能は生命予後や身体機能に影響を与える重要な因子であることが明らかになっている。しかしながら、

ステージ A および Bの無症候性心不全が骨格筋機能に与える影響は明らかではない。近年、超音波画像診断装

置を用いた骨格筋の機能評価が広く実施されるようになり、その有用性が示されている。以上より、本研究

は、地域在住高齢者において無症候性心不全の罹患と超音波画像により評価された骨格筋機能との関係を明ら

かにすることを目的とした。 

【方法】本研究は横断研究であり、千葉県大網白里市で実施した特定検診データを利用した。対象は、地域在

住の 60歳以上の高齢者で日常生活が自立している者のうち、症候性心不全の既往歴がある者ならびに研究参加

に同意しない者を除外した計 52例とした。対象者は、AHA/ACC/HFSAの心不全管理ガイドラインが定める心

不全ステージ分類に基づき、Non-HF群（n=26）、ステージ A群（n=19）およびステージ B群（n=7）に分類さ

れた。主要評価として、超音波画像診断装置を用いて内側広筋および中間広筋の筋厚と筋輝度を測定し、それ

ぞれの値を骨格筋量および質の指標とした。統計解析方法として、共分散分析を用いて各指標に対する群の影

響を検証した。 

【結果】内側広筋および中間広筋の両筋において、筋厚および筋輝度に対する有意な群の影響が認められた。

事後検定の結果、内側広筋（p=0.020）および中間広筋（p=0.035）の筋厚は、B群が Non-HF群と比較し、有

意に低値を示した。また、筋輝度は内側広筋（p=0.006）および中間広筋（p=0.009）ともに、B群が Non-HF

群と比較し、有意に高値を示した。 

【結論】地域在住高齢者において無症候性心不全の罹患は、骨格筋機能の低下に関係する可能性が示唆され

た。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究は、ヘルシンキ宣言を遵守し、全対象者に口頭および書面による同意を得て実施した。尚、本研究計画

は江戸川病院倫理委員会の承認を得ている（承認番号 2020-34）。 
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抄録（セレクション演題 嚥下―１） 

 

演題名：医療療養病棟における「口から食べる」支援に向けた多職種連携の取り組みについて 

演者：垣内公允、山口真人、今岡弘一 

所属：医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 

 

Key words：多職種連携、嚥下外来、嚥下研修 

 

【はじめに，目的】 

当院は大阪府堺市にある 969床のケアミックス型の病院で患者様の中には様々な原因で食べることが難しくな

っている方も多い。「口から食べる」ことは、様々な刺激が入力されることで脳が活性化されるといわれる。こ

れまでの臨床経験から多職種で関わることで嚥下機能の改善に繋がった例を多く経験し、「それぞれの人にあっ

た形で、少しでも口から食べることを支援できないか」という思いから「最後まで口から食べることを日本一

支援する病院」プロジェクトを立ち上げた。 

【方法】 

嚥下の知識を持ったスタッフの育成のため「嚥下ファシリテータ（以下、嚥下 FT）」の認定制度を開始した。

嚥下 FTとは、「自身の専門性に嚥下のことをプラスした関わり」ができることを目的とし、メンバーは看護

師、介護福祉士、PT、OT、歯科衛生士で構成した。年間 15コマの研修、症例検討、認定試験を経て嚥下 FT

認定とした。初年度は 14名が受講し、嚥下 FTの研修受講前と受講後に 12問の自己評価シートを用いて効果

判定を行った。 

【結果】 

初年度は 13名の嚥下 FTが認定を受けた。「リスクを考えた食事介助ができる」、「姿勢崩れや嚥下のリスクがあ

る人への助言が行える」といった自己評価シートの項目は、受講前「全く行えない」、「実施困難」との回答が

約３割を占めた。受講後はほぼ全てがそれらを理解し、実施可能なレベルとなった。しかし、実践的な項目で

は知識は身についたが、実施はできていない状況だった。また、61.5%は、嚥下 FTの受講を他のスタッフにも

薦めたいと回答した。 

【結論】 

嚥下 FTは、2022年 4月から開始した嚥下外来で各種検査や患者様のサポート、2022 年 10月から開始した嚥

下リハビリ入院では、嚥下 FTを中心とした多職種構成チームで患者様の嚥下機能の向上を図るなど、活動の幅

を広げている。嚥下に関する知識を持った多職種で構成するチームが関わることで、患者様にとって有益であ

ると考えられる。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究は対象者に研究内容について十分説明し、対象になることについて同意を得た。 
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抄録（セレクション演題 嚥下―２） 

 

演題名：地域在住高齢女性における会話相手と呼吸・口腔機能との関連 

演者：鈴木瑞恵 1)2)、國枝洋太 1)、小山真吾 1)、高橋裕馬 1)2)、河村康平 1）、高倉朋和 1)2)、藤原俊之 1)2) 

所属：1）順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター、2）順天堂大学大学院医学研究科リハビ

リテーション医学 

 

Key words：介護予防、オーラルフレイル、日常会話 

 

【はじめに，目的】 

加齢に伴う口腔機能低下は、要介護や死亡などの有害事象に関連する。高齢者の口腔機能低下に関わる要因の 1

つに日常生活で行われる会話がある。高齢者における会話は社会的交流の多さを表すだけでなく、 呼吸・口腔

機能を反映する生活活動として重要である。本研究では、会話指標のうち会話相手の種類に着目し、それらと

呼吸機能、口腔機能の関連を明らかにすることとした。 

【方法】 

対象は、東京都の高齢者福祉センター(江東区)に通う 65歳以上の地域在住高齢女性とした。会話の指標として

会話相手の種類（家族、友人、病院職員、スーパー店員、薬局店員、職場の同僚）を聴取し、3種類以上を多種

類群とした。呼吸機能は最大吸気筋力、最大呼気筋力を、口腔機能は最大舌圧値を測定し、基本属性、身体機

能、認知機能、社会参加状況を測定・聴取した。統計解析は、従属変数を呼吸機能および口腔機能、独立変数

を会話相手の種類（多種類群 vs少種類群）、共変量を年齢としたロジスティック回帰分析にて検証した。 

【結果】 

対象者は 122名（平均年齢 77.9±5.9歳）であり、会話相手が 3種類以上の多種類群は 21名（17.2％）であっ

た。多種類群は少種類群に比して最大舌圧値も高値であった（34.2 kPa vs 29.1 kPa、p = 0.006）が、最大吸気

筋力（-40.8 mmHg vs -39.5 mmHg、p = 0.702）、最大呼気筋力（52.3 mmHg vs 46.8 mmHg、p = 0.155）は両

群間で有意差を認めなかった。ロジスティック回帰分析の結果、会話相手の種類の多さは最大舌圧値と有意に

関連していた（オッズ比 1.094 [95%信頼区間 1.021 – 1.173]、p = 0.009）。 

【結論】 

地域在住高齢女性では、会話相手の種類の豊富さは最大舌圧値に影響を及ぼす可能性があり、呼吸機能の影響

は限定的であることが示唆された。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究は順天堂大学東京江東高齢者医療センターの病院倫理委員会の承認を得て実施した (承認番号 : G20-

0016)。また、ヘルシンキ宣言に則り、対象者に研究の主旨を説明し同意を得た。 
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抄録（セレクション演題 嚥下―３） 

 

演題名：地域在住高齢者における口腔機能低下の関連要因について 

演者：今岡真和 1)2）、中村美砂 1)2）、肥田光正 1)、田崎史江 1)、今井亮太 1)2）、井上貴雄 1)、大類淳矢 1) 

所属：1) 大阪河﨑リハビリテーション大学、2) 大阪河﨑リハビリテーション大学大学院 

 

Key words：地域在住高齢者、口腔機能、運動機能 

 

【はじめに，目的】 

 口腔機能の低下はサルコペニアの初期所見であり、身体的フレイルに先行して起こると報告される。そのた

め、理学療法分野において口腔機能低下を惹起する関連要因について十分調査する必要性高い。そこで本研究

は、網羅的に運動・認知機能および生化学データを測定し、口腔機能低下との関連を調査することとした。 

【方法】 

 対象は、地域在住高齢者 249名（女性 182名）、平均年齢 74.2±6.9歳とした。調査項目は四肢骨格筋量指

数、握力、快適歩行速度、2ステップテスト、全般的認知機能検査、抑うつ（Geriatric depression scale 15：

GDS-15）、血中アルブミン値、C-reactive protein（CRP 値）およびその他基本属性とした。なお、口腔機能低

下は基本チェックリスト内の口腔機能関連 3項目のうち 1項目以上に該当した者とした。 

統計学的検討は口腔機能低下の有無により健常群と口腔機能低下群の 2群に分け、単変量解析を行い、2群間

に有意差を認めた項目を独立変数、口腔機能低下を従属変数とした強制投入法によるロジスティック回帰分析

を行い、独立関連因子を検討した。 

【結果】 

 口腔機能低下の分類は健常群 111名（44.6％）、口腔機能低下群 138名（55.4％）であった。単変量解析では

歩行速度、GDS-15、血中アルブミン値に 2群間の有意差を認めた。これらの要因を年齢、性別で調整したロジ

スティック回帰分析の結果、歩行速度オッズ比 0.2（95％信頼区間 0.03-0.8）、GDS-15オッズ比 1.2（95％信頼

区間 1.1-1.4）、血中アルブミン値オッズ比 0.3（95％信頼区間 0.1-0.9）であった。 

【結論】 

 地域在住高齢者の口腔機能低下は、快適歩行速度の低下、抑うつ傾向、アルブミン値低下が独立関連因子で

あることが示唆された。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究は対象に口頭で説明を行い、書面で同意を得て実施している。また、大阪河﨑リハビリテーション大学

研究倫理委員会の承認（承認番号：OKRU20-A013）を受けている。 
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抄録（セレクション演題 嚥下―４） 

 

演題名：頚部体幹の複合運動による嚥下機能改善効果 

演者：原豪志 1)、森下元賀 2)、並木千鶴 3)、刀祢順子 4) 

所属：1) こばやし歯科クリニック、2)吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科、3)東京医科歯科大学院 

摂食嚥下リハビリテーション学分野、4)ひかりの丘歯科医院 

 

Key words：摂食嚥下障害、嚥下障害、喉頭挙上、舌圧、頭部前方位、下顎前方位 

 

【はじめに，目的】 

嚥下時における気道防御や食道入口部開大に寄与する舌骨, 喉頭は頭部と体幹に付着する筋肉により宙吊りにな

っている。そのため頭部と体幹の位置異常は舌骨や喉頭の安静時の位置を変化させ嚥下機能低下の一因とな

る。本症例では頚部と体幹の複合運動が嚥下機能改善に有効であった症例を経験したので報告する。 

【方法】 

84 歳, 女性。食事中のむせを主訴とし, 歯科診療所を受診した。身長は 155.7cm, 体重は 59.6kg, 握力は

23.2kgであった。嚥下障害を引き起こす疾患の既往歴はなく, 脳神経の運動・感覚麻痺は認めなかった。認知

機能低下はなく, ADLは自立であったが, 頭部前方位であった。舌圧は 42.0kPaであり, オーラルディアドコキ

ネシス (ディアドコ)は pa: 5.2回/秒, ta: 6.4回/秒, ka: 5.0回/秒であった。嚥下造影検査を実施したところ, 検査

食での誤嚥はなかったが, 軽度の嚥下機能が見られた。加えて, 頚椎は後弯しており, 舌骨・喉頭の下垂が観察

された。 

【結果】 

頭部前方位の改善を目的として, 頚部体幹の複合運動(骨盤の前後傾を伴った体幹の屈曲・伸展、頭部の屈曲・

伸展運動)を自宅で 1日 10回, 2セット行うように指導した。１ヶ月後の再評価時には主訴の改善が見られた。

また, 舌圧の変化はなかったが, ディアドコの pa, ta, kaがそれぞれ 0.8回/秒, 0.2回/秒, 1.2回/秒向上した。ま

た, 嚥下造影検査では, 初診時と比較して, 頚椎後弯が改善し, 安静時の舌骨, 喉頭, 舌根部の位置がそれぞれ, 

14%, 15%, 20%上方に挙上した。 

【結論】 

頚部体幹の複合運動によって頚椎の可動性が改善し, 下垂していた舌, 舌骨, 喉頭の安静時位置が挙上したと考

えられた。本症例により, 体幹への理学療法的な介入が嚥下機能改善に寄与する可能性が示唆された。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本症例の報告に際し、患者より同意を得ている。 
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抄録（一般演題 栄養１―１） 

 

演題名：身体的フレイルを合併した心不全患者の 6分間歩行距離改善に影響する因子の検討 

演者：永富祐太 1)、井手友美 2)、横山富美子 3)、樋口妙 1)、根津智之 1)、遠山岳詩 2)、藤野剛雄 2)、絹川真

太郎 2)、筒井裕之 2) 

所属：1) 九州大学病院リハビリテーション部、2) 九州大学病院循環器内科、3) 九州大学病院栄養管理部 

 

Key words：身体的フレイル、心不全、6分間歩行 

 

【はじめに，目的】 

身体的フレイルは低栄養や低活動から悪循環に陥ることが知られており、心不全患者の合併率は高い。我々は

これまでに ICTを活用した運動・栄養指導により身体的フレイルを有する心不全患者の運動耐容能（6分間歩

行距離：６MWD）が向上することを報告した。しかし、身体的フレイルを有する心不全患者の 6MWDの改善

因子は不明である。そこで今回、6MWDの改善に影響する因子を検討することを目的とした。 

【方法】 

対象は、プレフレイル以上の身体的フレイルを有する外来心不全患者（NYHAⅡ-Ⅲ）とし、3か月間の栄養指

導（エネルギー摂取量：標準体重×25-30 kcal、タンパク摂取量：1.2-1.5 g/kgを目標とした指導）および運動指

導（週４回、1回 30-40分、Borg11-13の有酸素運動やレジスタンストレーニングを目標とした指導）を行った

患者のうち、介入前後で 6MWD評価が可能であった 28名（年齢 62.9±9.8歳、男性 50 ％）とした。6MWDの

変化量 50 m以上を改善群、50 m未満を非改善群とし、評価項目は、年齢、性別、BMI、基礎心疾患、NYHA、

J-CHS、LVEF、日本語版食欲調査票（CNAQ-J）スコア、GNRI、KCCQ、握力、膝伸展筋力、歩行速度、

6MWD、運動遵守率、再入院の有無とし、ロジスティック回帰分析を行った。 

【結果】 

6MWDの変化量は 49.8±40.0ｍであった。説明変数を 6MWDの変化量、目的変数を年齢、性別を調整因子とし

たロジスティック回帰分析の結果、介入前の BMI 低値（OR:0.59, 95% CI:0.39-0.91）、CNAQ-Jスコア低値

（OR:0.47, 95% CI:0.23-0.98）、および膝伸展筋力高値（OR: 2.38, 95% CI:1.18-4.81）が 6MWDの改善に関連

していた。 

【結論】 

身体的フレイルを有する心不全患者の包括的心臓リハビリテーションにおいて 6MWDの改善因子は BMI、

CNAQ-J スコア、膝伸展筋力であった。心不全管理において、BMI 低値や食欲低下は予後不良因子でもある。

身体的フレイルを有する心不全患者においては、運動と栄養の両面からのより積極的な介入の重要性が示唆さ

れた。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

当院倫理委員会により承認を受け（承認番号：20192031-2）、患者には研究内容について十分な説明を行い、

同意を得て実施した。 
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抄録（一般演題 栄養１―２） 

 

演題名：回復期リハビリテーション病棟における高齢女性大腿骨近位部骨折術後患者のエネルギー必要量を推

定する～予備的研究～ 

演者：田中拓樹、岩﨑留巳子 

所属：福岡青洲会病院リハビリテーション部 

 

Key words：大腿骨近位部骨折、体重減少、エネルギー必要量 

 

【はじめに，目的】 

高齢者を中心に年々患者数が増加傾向である大腿骨近位部骨折患者は, 回復期リハ病棟において低栄養改善やエ

ネルギー摂取量向上と日常生活動作能力改善に関連があると報告されている. 

しかし,回復期リハ病棟における大腿骨近位部骨折術後患者の具体的なエネルギー必要量は不明であり,エネルギ

ー必要量の推定を本研究の目的とする. 

【方法】 

当回復期リハ病棟に 2016年 12月から 3年間に入院した 70歳以上の大腿骨近位部骨折術後の女性を対象とし

た.電子カルテより情報を収集し,除外因子は入院期間が 4週未満,BMI25kg/m²以上の肥満,厳密なエネルギー制限

のある糖尿病,蛋白制限のある重症慢性腎不全,体重低下リスクの高い未完治の癌の者とした. 

 交絡因子の調整として,傾向スコア・マッチングを行い,傾向スコアは入院時エネルギー摂取量/体重の平均値

(28.67kcal/kg/day)以上・未満の 2値に対して,共変量として年齢,BMI,認知症率,骨折部位にて算出した. 

【結果】 

対象抽出後,傾向スコア・マッチングを行い,体重変化（退院値-入院値）にて分類して体重増加群 16名,減少群

14 名が最終対象となった.体重増加群：体重減少群,年齢 86.13±7.96歳:85.57±8.62歳,BMI19.27±3.16 

kg/m²:20.62±2.14kg/m², MNA@-SF6[3-6.75],5.5[3.75-7], 体重変化量 0.78±1.05kg:-1.46±1.13kg,入院時エネルギ

ー摂取量/体重 28.85±5.13 kcal/kg/day:28.79±3.24kcal/kg/day:,エネルギー摂取量増加率（退院時エネルギー摂取

量/入院時エネルギー摂取量×100）107％[100-128]:103％[93-113]であった. 

多重ロジスティック回帰分析の結果,入院時エネルギー摂取量/体重,エネルギー摂取量増加率が関連因子であっ

た.ROC分析により,推定されたエネルギー必要量は入院時エネルギー摂取量/体重 32.77kcal/kg/dayであった. 

【結論】 

本研究で推定されたエネルギー必要量は,今後の摂取目標値を求める研究の一助になるのではないかと考える. 

【倫理的配慮、説明と同意】 

ヘルシンキ宣言のもと研究を行い,事前に当法人倫理委員会の承認を得た（承認番号：青発倫 2020-01）. 
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抄録（一般演題 栄養１―３） 

 

演題名：胃がん術前患者における phase angleは身体機能と QOL を反映する 

演者：林寛将 1)、高山拓也 1)、村岡法彦 1)、呂隆徳 1)、大田哲生 2) 

所属：1) 旭川医科大学病院リハビリテーション部、2) 旭川医科大学病院リハビリテーション科 

 

Key words：胃がん、phase angle、QOL 

 

【はじめに，目的】 

当院は胃がん患者に対して術前に理学療法士が身体機能，QOL，生体電気インピーダンス分析法（以下 BIA）

による評価を行っている．臨床では時間的制約のため簡便な評価が求められる．BIAを利用して算出される

phase angle（PhA）は細胞膜の栄養状態や老化を表す指標として使用されており,PhA低値の患者は身体機能や

QOL が低下しているとの報告がある．今回，胃がん術前患者の PhAが術前の身体機能と QOL を反映するか調

査した． 

【方法】 

対象は当院で 2018年 10月から 2019 年 11月の期間に術前からリハビリテーションを開始した ADL自立の胃

がん患者 58例とした．背景因子を年齢，性別，術前の BMI およびがんの進行度とし，調査項目は術前の QOL

（EORTC QLQ-C30），身体機能（握力，10m歩行速度，6分間歩行距離）とした．PhA は InBody（InBody社

製）で算出し，先行研究より 4.5以上を正常群，4.5未満を低値群に分け，Mann-WhitneyU検定，t検定，χ2 検

定を用いて統計解析を行った．有意水準は 5％とした． 

【結果】 

58 例のうち正常群が 46例，低値群が 12例であった．背景因子の各項目は群間で差はなかった。一方，低値群

では調査項目の EORTC QLQ-C30（情緒機能，総括的 QOL，経済状態），握力，最大 10m歩行速度，6分間歩

行距離が有意に低かった． 

【結論】 

PhA は筋肉量を反映するとの報告があり，低値群で有意に身体機能の低下を認めた要因と考えられた．一方，

先行研究にて抑うつ症状のリスク因子として低身体機能や経済的負担の増加が報告されており，今回，低値群

は身体機能と経済状態の項目が低値であったため情緒機能項目の低下を認めたと考えられた．また，低値群の

情緒機能項目の低下は総括的 QOL の低下に影響を与えたと考えられた．今回の結果から， PhAは胃がん術前

患者の身体機能と QOL を反映する可能性が示唆された． 

【倫理的配慮、説明と同意】 

旭川医科大学倫理委員会の承認を得た（承認番号：22110） 
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抄録（一般演題 栄養１―４） 

 

演題名：当院におけるうっ血性心不全患者の再入院因子 栄養管理に着目して 

演者：吉田拓也 

所属：社会医療法人財団池友会新行橋病院 

 

Key words：再入院、低栄養、多職種介入 

 

【はじめに，目的】 

J-care-cardの報告において心不全患者の再入院率は 30～40％と高率であり、社会問題となっている。今回再入

院に関連する因子を抽出することで、再入院予防への関わり方の再考を目的とする。 

【方法】 

心臓リハビリテーションを施行した心不全患者連続 542例のうち過去１年以内に心不全での入院歴のない患者

で自宅退院となった症例 284名を対象とした。 

医学的属性・歩行能力を調査した。両群間の特徴の比較に t検定、χ2検定を用いて、再入院に関連する因子の

検討に多重ロジスティック回帰分析を使用した。 

【結果】 

再入院に関連する因子は、アルブミン値（P<0.01）、生活習慣病（P<0.01）、BMI（P<0.01）、歩行改善度

（P<0.003）が抽出された。 

【結論】 

生活習慣病は、食事管理・服薬管理に問題が生じると心不全増悪因子として知られている糖尿病・高血圧・脂

質異常症の発症リスクが増加する。また BMI 低値は心不全増悪の独立因子であり、BMIが保たれている方が予

後良好との報告がある。アルブミン低値は肝うっ血・腸管浮腫・食事摂取量の減少などの関与が示唆される。

歩行改善度は、低下群が心不全再発に関与していることが示唆された。これは BMI 低値やアルブミン低値であ

ることから、筋委縮・耐久性の低下が生じたことにより、歩行改善度に負の影響を与えたことが考えられる。

再入院の関連因子の中でも、再入院時のアルブミンが低値であることから、栄養管理を行うためには退院後も

含めた栄養指導が重要であることが示唆された。近年、慢性疾患患者において再入院予防をめざして、多職種

チームが入院中から退院後にわたり、生活習慣指導を計画的に実施する、疾病管理プログラムが注目されてい

る。退院後の運動療法の効能を高める為、当院においても多職種での長期的なプログラム立案・施行が課題と

なった。今後はサルコペニア・フレイル・カヘキシーの関与を追跡調査し、より詳細な多職種でのプログラム

立案・施行に繋げていきたい。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究はヘルシンキ宣言に基づき、患者に研究内容について十分説明し、対象になることについて同意を得

た。また個人情報は記載せず、データ管理にも配慮した。 
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抄録（一般演題 栄養２―１） 

 

演題名：腰痛・サルコペニアを合併した CKD G3 患者に対し適切な栄養管理と運動療法で身体機能を改善でき

た一症例 

演者：関優 1)、長谷川類 1)、大槻真史 1)、高杉早紀 2）、横谷浩士 1） 

所属：1) 総合病院国保旭中央病院リハビリテーション科、2) 総合病院国保旭中央病院臨床栄養科 

 

Key words：栄養療法、保存期 CKD、レジスタンストレーニング 

 

【症例紹介】腰椎圧迫骨折偽関節を既往にもつ 70代女性,独居で入院前の ADL自立.高 Ca血症に伴う意識障害

で入院.また,高 Na血症も認めた.31病日に意識レベルが改善.35病日より既往の腰椎圧迫骨折偽関節に伴う腰痛

出現.改善みられず 117と 124病日に脊椎固定術施行.自宅退院を最終目標とし,152病日に併設の介護老人保健

施設に転院した. 

【評価結果と問題点】初期評価(54病日):GLIM criteria:低栄養に該当.MMSE:21 点.BMI:16.1kg/m2.体重:36.3kg. 

SMI:4.6kg/m2.握力:右 7.8左 9.3kg.等尺性膝伸展筋力:右 5.3左 4.8kgf.腰痛あり.点滴押し歩行:軽介助.FIM:55

点.eGFR:44.6.病院食 1500kcal,たんぱく質量(以下 P量)55g,全量摂取. 

問題点:腰痛,低栄養,サルコペニア,CKD G3,歩行能力低下,ADL低下 

【介入内容と結果】他職種に提供栄養量の増加提案後, 60→78→82病日において, 病院食

1700→1900→1766kcal,P 量 50→50→60gと調整された. 28病日以降 8割～全量摂取で経過(術直後除く). 

理学療法:5病日より開始.6～31病日は端座位,起立,32～61病日は歩行中心,62～116病日はレジスタンストレー

ニング(以下 RT),エルゴメーターを中心に実施した.術後 127病日より歩行開始.133病日より RT再開. 

術前評価(116病日):体重 39.1:kg. SMI:5.1kg/m2.握力:右 12.5左 12.5kg.等尺性膝伸展筋力:右 15.8 左 14.4kgf.腰

痛あり.杖歩行:見守り.FIM:96点.退院前評価(145病日):杖歩行:自立.FIM:106点に改善した. 

【結論】 

サルコペニアを合併した CKDG3 患者に対して,P制限を緩和した管理と蓄積量を加味した栄養療法に RTを中

心とした運動療法を併用することで,腰痛で ADL低下期間が長期化したにも関わらず,身体機能を改善すること

ができた. 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本症例には発表について十分に説明をし,書面にて同意を得た.本症例の個人情報は個人情報保護法に沿って取り

扱い,厳格に管理した. 
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抄録（一般演題 栄養２―２） 

 

演題名：多職種連携により呼吸状態の安定・栄養状態が改善したことで身体活動が向上することができた要支

援間質性肺炎利用者 

演者：小暮英輔 1)、伊澤將太 1)、中村隆則 1)、菱山真希 2)、松成智美 3) 

所属：1) ホウカン TOKYO台東、2) カノン訪問歯科、3) 高齢者あんしん相談センター駒込 

 

Key words：多職種連携、低栄養、身体活動 

 

【はじめに】 

間質性肺炎を罹患している高齢者は、呼吸困難感・体重減少・身体活動低下で虚弱状態となり容易に要介護状

態に陥りやすくなる。今回、地域包括支援センター（地域包括）からの依頼で訪問看護・リハビリテーション

（リハ）が導入となり、呼吸状態の安定に加え、訪問歯科との連携で栄養状態・身体活動が向上することがで

きた要支援利用者を担当したので報告する。 

【症例紹介】 

 本利用者は間質性肺炎の増悪により、呼吸困難感・身体活動低下を呈し、日常生活は自立しているも外出が

困難となった要支援 1の地域在住高齢者である。呼吸困難感軽減を目的に地域包括より訪問看護・リハ依頼が

あった。 

【評価結果と問題点】 

増悪前と比し体重は 56.3kgから 43.0kg、BMI は 21.2から 16.2、MNA®-SF は 3点と低栄養を認めた。食事量

は少なく、飲水もむせ込みがあり、安静時呼吸数は 30回/分と頻呼吸を認めていた。呼吸困難感・呼吸数増加

によるエネルギー消費量の増大に加え、食事量低下による低栄養により身体活動が低下したことが主の問題点

と考えた。 

【介入内容と結果】 

訪問リハはリラクゼーション、呼吸練習、パニックコントロールを指導し、安静時努力性呼吸及び呼吸数減少

を図った。歯科往診にて口腔ケア、嚥下・呼気・発声練習、食事・飲水指導を隔週実施した。歯科往診時のリ

ハ内容を共有し、訪問リハ時にも実施した。 

介入 3カ月目にて体重 48.8ｋg、BMI18.4、MNA®-SF は 11 点と栄養改善を認めた。安静時呼吸数 18回/分と安

定してきたため、屋外歩行練習を開始した。現在は 200ｍまで連続歩行が可能で、近隣のバス停まで移動でき

るようになった。 

【結論】 

 地域包括からの連携により訪問看護・リハ、訪問歯科が円滑に導入でき、呼吸リハ・嚥下リハを行うこと

で、身体活動を増加することができた。多職種連携による多角的な介入は呼吸器疾患を呈し虚弱状態に陥って

いる地域在住高齢者にとって重要であることが示唆された。 

【倫理的配慮，説明と同意】 

対象者にはヘルシンキ宣言に従い、本研究の目的・概要を十分に説明し、個人情報の保護、研究中止の自由が

記載された説明文を用いて説明し、口頭及び書面にて同意を得ている。  
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抄録（一般演題 栄養２―３） 

 

演題名：低栄養の観点から見た胃がん術前後の身体機能 −GLIM基準を用いた比較− 

演者：高山拓也 1)、村岡法彦 1）、呂隆徳 1)、大田哲生 2) 

所属：1) 旭川医科大学病院リハビリテーション部、2) 旭川医科大学病院リハビリテーション科 

 

Key words：GLIM基準、胃がん、身体機能 

 

【はじめに、目的】 

GLIM基準（Global Leadership Initiative on Malnutrition）は世界規模では初めての低栄養診断基準である.術前

の GLIM基準は消化管切除後の患者で術後合併症と関連するが,身体機能に影響するかを調査した報告はみられ

ない.そこで,本研究では胃がん患者を対象に,術前の GLIM基準該当が術後６ヶ月の身体機能におよぼす影響を調

査した. 

【方法】 

対象は 2018年 10月〜2021年 11月までに当院消化管外科で根治目的の手術を施行した胃がん患者で,リハビリ

テーション実施,術前 ADL自立,65歳以上の患者 24例とした.調査項目は年齢,性別,術前 BMI,術前のがん進行度,

術前身体機能（握力,歩行速度,6分間歩行距離:6MD）,体重と身体機能の変化量（術前–術後６ヶ月）とした. 

GLIM基準の低栄養に該当する群（該当群）・該当しない群（非該当群）に分け,Mann-WhitneyU 検定または χ2

検定を用いて統計解析を行った.有意水準は 5％とした. 

【結果】 

24 例のうち該当群 9例,非該当群 15例であった.該当群は有意に術前のがん進行度が高く(p=0.048),術前 BMIが

低かった(p=0.011).身体機能変化量では該当群で握力(p=0.035)と歩行速度(p=0.025)の有意な低下を認めた

が,6MD変化量では有意差は認めなかった. 

【結論】 

GLIM基準該当群では術前がんの進行度と BMIで有意差を認めた.これは張らの報告と同様であり,腫瘍の進行に

よる代謝亢進の影響が考えられた.握力と歩行速度変化量では該当群で有意に低下しており,術後６ヶ月の身体機

能は術前の栄養状態の影響を受けることが示唆された.一方,6MD変化量では,変化量の個人差が大きいために有

意差がみられなかったことが考えられ,今後さらに症例数を増やし,調査していく必要がある. 

【倫理的配慮、説明と同意】 

旭川医科大学倫理委員会の承認を得た（承認番号：22024番） 
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抄録（一般演題 栄養２―４） 

 

演題名：回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーション栄養の取り組み 

演者：北川正雄、鈴木大樹、本田彰子、川崎裕美 

所属：南奈良総合医療センター 

 

Key words：回復期リハビリテーション病棟、リハビリテーション栄養、相対的栄養不良 

 

【はじめに，目的】 

当院では 2022年 6月より回復期リハビリテーション病棟でリハビリテーション栄養に取り組んでいる。活動の

中で自宅退院を目指し積極的に運動している方の中に摂取エネルギー量が不足している方がいることが判明し

たので報告する。 

【方法】 

2022年 6月から 12月の期間で当該病棟入院料対象患者の中から次の基準に該当する方を調査した。①経口摂

取していること、②自宅退院を目指し活動量の増加が見込まれること、③栄養指導の理解が得られること、④

一定期間の追跡評価できること。毎週月曜日にカンファレンスを開催し延べ 55回検討した。 

実人数は 13名（男性 7名、女性 6名）。平均年齢 80.8歳、在棟期間は 2週間から 15週間、運動器ＦＩＭは開

始時 28.5点、終了時 56.5点。リハビリテーション栄養の基準に従い栄養状態と活動量を評価した。調査項目

は必要エネルギー量、摂取エネルギー量、体重、活動係数、上腕及び下腿周径、握力とした。 

【結果】 

対象者 13名中ＢＭＩ18.5未満の方は 3名、入棟時点で摂取エネルギー量不足していた方は 8名、必要エネル

ギー量を上回っていた方は 5名、在棟期間中に摂取エネルギー量不足が解消された方は 2名、逆に必要エネル

ギー量を下回った方は 3名であった。いずれも活動量が増加することで必要エネルギー量が増加していた。必

要エネルギー量と摂取エネルギー量のバランスと各データを比較すると個々のケース観察結果ではあるが握力

の項目で関連していることが考えられた。 

【結論】 

当該病棟に入棟した時点で摂取エネルギー量が不足している方がいることがわかった。また活動係数が増加す

ることで相対的に摂取エネルギー量不足となることが判明した。これらは入棟時の評価と離床が進むことで活

動量が増加した時に多職種連携が重要となることを示している。また必要エネルギー量と摂取エネルギー量の

バランスの悪化が握力に影響している可能性があり改善の必要性が示唆された。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本活動は当院の倫理委員会了承のもと指定の研修に従い実施した。 
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抄録（一般演題 嚥下１） 

 

演題名：食品テクスチャーの違いによる舌骨上筋・咬筋の協調運動パターンの分析 −相互相関関数による pilot 

study− 

演者：越智昌浩 1)、立本将士 1)、沢田宏美 1)、田村奈美 1)、川上途行 2)、近藤国嗣 1)、武田湖太郎 3) 

所属：1) 東京湾岸リハビリテーション病院、2) 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室、3) 藤田医

科大学保健衛生学部リハビリテーション学科 

 

Key words：咀嚼、圧迫粉砕、表面筋電図 

 

【はじめに，目的】 

咀嚼では舌骨上筋・咬筋が協調的に活動し、食品を粉砕し食塊を形成する。一方、ゼリーのような柔らかい食

品では、舌で食品を上顎に押しつけ圧迫粉砕している。このように、食品テクスチャーにより舌骨上筋・咬筋

の協調性は相違し得るが、その差異を定量的に評価した報告は少ない。そこで本研究では、咀嚼中の両筋群の

活動における相互相関関数から、食品テクスチャーにおける筋協調性の差異を分析した。 

【方法】 

健常有歯顎者 9名を対象とした。電極を舌骨上筋・左右咬筋に貼付し、咀嚼時の筋活動をサンプリング周波数

1 kHzで計測した。被験試料として一口大のビスケットとゼリーを使用した。試料を口に入れ咀嚼し嚥下するま

での舌骨上筋と左咬筋の筋電図を分析対象とし、フィルタ（20 – 500 Hz）、全波整流、100 ms幅の移動平均処

理を施した後、両者の相互相関関数から最大相関係数の得られる位相差を求めた。最大相関係数および位相差

の絶対値について、平均値と分散を被験試料間で比較した。 

【結果】 

ビスケットとゼリー咀嚼時の最大相関係数はそれぞれ、0.62（標準偏差 0.06）、0.73（0.06）であり、ゼリーの

平均値が有意に大きく、分散に有意差はみられなかった。位相差はそれぞれ 0.31（0.17）秒、0.38（0.33）秒

であり、平均値に有意差はなく、ゼリー咀嚼時の分散が有意に大きかった。 

【結論】 

咀嚼から嚥下までの全過程の筋電図を用いた本研究では、両食品テクスチャーにおいて舌骨上筋と咬筋の筋活

動に高い相関がみられ、両筋の協調的な活動が示された。ゼリー咀嚼時における位相差の分散が大きかったこ

とは、柔らかい食品では筋協調性において個人差が大きい可能性を示す。咀嚼時のみを解析、または自己相関

関数から咀嚼リズムを評価することで、より詳細な咀嚼の様態を比較できると考えられ、筋電図を用いた客観

的な咀嚼評価の実現可能性が示された。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究は当院倫理審査委員会の承認を受け（承認番号：281−3）、被験者には書面と口頭で説明し同意を得て実

施した。 
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抄録（一般演題 嚥下２） 

 

演題名：パーキンソン病（Yahr5）患者が多職種連携により食事自己摂取を目指した一症例について 

演者：三森陽介、垣内公允、鳥井拓弥、矢田貝一美、出葉弘子、中澤佐知子、橋本祐子、米満沙織、丸井爽花 

所属：医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 

 

Key words：多職種連携、食事姿勢、パーキンソン病 

 

【はじめに、目的】 

近年、高齢者の「食べること」は楽しみや生きがい・社会参加の観点から重要であるといわれている。療養型

病院では様々な要因で食べることが難しくなり、摂食嚥下障害を呈する患者が増加している。そのため、当院

ではリハビリテーション部が主体となり、「最後まで口から食べる」を目標に多種多様な研修を行い、職種間で

の連携に重点をおき、患者の経口摂取を目指している。今回、患者の「食べることが楽しみ」といった経口摂

取に対する希望から、姿勢の改善や離床機会の拡大、嚥下機能の改善を多職種で連携し、食事摂取に至った症

例を経験したので報告する。 

【方法】 

80 歳代男性。Covid-19による病棟閉鎖で、約 1ヶ月半のベッド上臥床傾向により廃用症候群が進行し、誤嚥性

肺炎を発症して絶食となった患者である。患者は「食べることが楽しみ」といった食事に対して強い希望があ

った。初期評価時の ADLは全介助であり、運動 FIM13点、認知 FIM10点、食事は１点であった。嚥下評価で

は、RSST3回、MWST 3b、FOIS 1であった。 

食事姿勢はギャッチアップ座位であり過度な右股関節外旋・左股関節内旋位により右側へ傾き易い状態であっ

た。食事動作は体幹・股関節屈曲制限により体位前傾が困難であり、食べこぼしが多く介助を要した。 

理学療法では、体幹・下肢への関節可動域練習、テーブル・車いすの選定を行い、食事環境の調整を行った。

また、多職種と連携し嚥下体操・口腔ケア・離床時間の拡大を図った。 

【結果】 

運動 FIM18点、認知 FIM10点で食事では 1→5点の点数向上がみられた。また、嚥下評価では、RSST3回、

MWST 4、FOIS 4と改善あり。心身機能の著明な改善点はないものの、多職種で連携をして姿勢調整や環境設

定を行うことで食事全量自力摂取が可能となった。 

【結論】 

多職種で連携をとりながら環境設定などのアプローチを行うことで食事摂取するための姿勢や嚥下能力の改善

を図ることができ、経口摂取に繋がったと考えられる。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本症例の発表にあたり、事前に患者および家族に十分な説明を行い、今回の発表に関して同意を得た。 
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抄録（一般演題 嚥下３） 

 

演題名：顎関節症における口腔機能と身体症状の関係 

演者：島田淳 

所属：医療法人社団グリーンデンタルクリニック 

 

Key words：顎関節症、口腔機能、身体症状 

 

【はじめに，目的】 

顎関節症は，顎関節,咀嚼筋痛,顎関節雑音,開口障害の主症状以外に様々な症状を示すことが知られている．そこ

で今回，通常の顎関節症検査に加え,口腔機能検査として口唇閉鎖力,舌圧および,身体症状に対する自記式質問票

Somatic Symptom Scale-8(SSS-8)を用い，特に「背中，腰の痛み」，「腕，脚の痛み」の項目についての症状の

有無と悩みの程度について検討を行った． 

【方法】 

対象は 2022年 1月～8月に当院に来院し顎関節症と診断された 19歳から 50歳代の患者 50名である．初診時

および再診時に通常の顎関節症検査に加え，SSS-8に記入してもらい，口唇閉鎖力測定および舌圧測定を行っ

た．口唇閉鎖力測定には松風社製，口唇閉鎖力測定器「りっぷるくん」を，舌圧測定には，JMS社製，舌圧測

定器（TMPM-02）を用いた． 

【結果】 

今回顎関節症と診断されたほとんどの患者において舌圧，口唇閉鎖力は標準値より低い傾向にあった．また

SSS-8 において，「背中，腰の痛み」を持つ者は 64%，「腕，脚の痛み」を持つ者は 41%であった．それぞれの

症状と舌圧，口唇閉鎖力を比較すると，「腕，脚の痛み」では症状の有無による値の差はあまりなかったが，

「背中，腰の痛み」を持つ者の舌圧で値が低い傾向であった．またそれぞれ症状についての悩みの強さについ

て比較すると「背中，腰の痛み」「腕，脚の痛み」ともに悩みが大きい者ほど舌圧が低い傾向であった． 

以上より顎関節症は舌圧と関連があり，さらには全身症状とも関係する可能性があるのではないかと思われ

た． 

【結論】 

今回,19歳から 50歳代の顎関節症患者に口腔機能の低下および,身体症状を訴える患者がみられたことは,高齢者

になった時に早期に嚥下機能の低下,さらにはサルコペニアを引き起こす可能性があると思われ，顎関節症にお

いて早期に口腔機能管理を行う必要性が示唆された． 

【倫理的配慮,説明と同意】 

本研究は患者に研究内容について十分説明し,対象になることについて同意を得た． 
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抄録（一般演題 嚥下４） 

 

演題名：腸腰筋トレーニングが座位バランスと嚥下機能に影響を与えた 1症例 

演者：高瀬嗣久 1)、小林謙介 1)、真鍋祐汰 2)、内田学 3) 

所属：1) 社会福祉法人さわらび会石神井台特別養護老人ホーム秋月、2)社会福祉法人さわらび会特別養護老人

ホーム山河、3)東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 

 

Key words：腸腰筋、嚥下機能、体幹機能 

 

【はじめに，目的】 

摂食嚥下機能と姿勢の関連性から腸腰筋に対する運動介入を行い、姿勢や体幹機能、嚥下機能への即時効果が

確認できた症例を報告する。 

【方法】 

症例は 86歳でレビー小体型認知症の女性である。身長 145cm、体重 43.5kg、BMI20.6、HDS-R：20点。食事

は常食にて摂取可能であるが顕性誤嚥が目立ち始めていた。運動介入は腸腰筋に対する 60~80%MVC の抵抗運

動(5回/1クール)で 5日間実施した。運動介入前後での測定項目の変化を比較した。測定項目は臨床的体幹機能

検査(Functional Assessment for Control of Trunk： 以下 FACT)、反復唾液嚥下テスト(Repetitive Salive 

Swallowing Test：以下 RSST)、改訂水飲みテスト(Modified Water Swallowing Test：以下 MWST)、お口元気チ

ェックアプリを使用した「パ」「タ」「カ」の回数、舌圧、オトガイ舌骨筋の筋断面積、筋厚である。 

【結果】 

FACT(12点⇒17点)、RSST(1回⇒2回)、MWST(4⇒4)、「パ」音(2.6回⇒4.2回)、「タ」音(2.2回⇒3.4回)

「カ」音(1回⇒3回)、舌圧(25.1kPa⇒33.4kPa)、筋断面積(0.63cm2⇒1.05㎝２)、筋厚（0.54㎝⇒2.37㎝）で

あり、腸腰筋トレーニングにより相対的な機能向上を認めた。 

【結論】 

腸腰筋への介入は、神経学的に運動単位が増加し腰椎を前弯方向へ誘導する。脊柱と骨盤の可動性が向上し体

幹機能を適切に保つため為の脊柱の可動性を改善させた。バランスの改善が頭頚部の位置を適正化し嚥下に関

与する構造を改善させたものと推察された。 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究はヘルシンキ宣言に基づいて実施されており、施設の倫理審査の承認および対象に対する同意を得た後

に測定を実施した。 
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抄録（症例検討ディスカッション１） 

 

演題名：外来整形外科での頸部疾患症例で咀嚼障害を併発しいていた−症例〜顎関節可動域の変化が姿勢に及ぼ

す影響〜 

演者：古泉貴章 1)、多田大樹 2)、島田淳 3)、加藤大介 1) 

所属：1) 加藤大介クリニック、2) アクリアデンタルクリニック、3) グリーンデンタルクリニック 

 

Key words：顎関節症、咀嚼障害、頭部前方位姿勢 

 

【症例紹介】 

62 歳,男性,165cm/52kg（BM I:19.8）,職業は製造業.病名は頸肩腕症候群,主訴は常に頸背部あり,頭が重くて支え

られない感じあり.また食物は軟食ものしか摂取できない.第１印象は寡黙な印象で,頭部前方位と胸椎後彎増強姿

勢が印象的であった.病歴は 2022年 2月に症状出現.他院にて約 6ヶ月の薬物・理学療法治療も効果なく,２ヶ月

前に症状増悪し当院受診.また 2020年ごろに転倒し下顎を強打,他院口腔外科を受診し顎関節症と診断. 

【評価結果と問題点】 

画像所見で医師から著名な変形像はないが頸椎の前傾（頭部前方位）が強い.また頚椎以外では下顎頭の扁平化

を視認.理学療法所見は頸部運動時痛,神経学的所見はなし.圧痛は咀嚼筋（NRS 5）,頸部筋群（NRS 6〜7）であ

った.頸部可動域は特に伸展°−10°,側屈 右°10/左 15°,頸部筋力は屈曲が 2＋と低下値が大きかった.また顎関節可

動域は開口 31mm,右側方 0mm/左側方 1mm,前突-2mmと著名に制限されていた.頭部前方位は耳垂-肩峰距離で

８cmであった.咀嚼障害は固い肉類,お菓子類,開口量が大きい食物は摂取困難であった.問題点は頸背部痛に関連

すると考えられる頭部前方位姿勢や頭部重苦感は何由来なのか,また咀嚼障害の理由と関連性であった. 

【介入内容と結果】 

顎関節可動域訓練を中心に頸部筋のストレッチ,姿勢トレーニングを実施.顎関節自動運動では頭部前方位姿勢の

増強が観察でき,代償運動に留意し自他動での可動域訓練を実施.実施後は即座に頭部前方位姿勢が修正され,疼痛

症状も NRS 2まで改善した.2ヶ月後には可動域は特に開口量＋3mm,頸部可動域は伸展＋15°,側屈は左右＋10°

と改善値を示し,咀嚼障害はほとんど改善していた. 

【倫理的配慮、説明と同意】 

対象者に対してヘルシンキ宣言に基づき,本発表の目的と内容を十分に説明し,同意を得た. 
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抄録（症例検討ディスカッション２） 

 

演題名：体成分分析をもとに歩行獲得を目指した慢性腎臓病と脳梗塞の重複疾患患者の一例 

演者：長岡嵩、川本菜々、藤原雄作、中土保 

所属：医療法人歓喜会辻外科リハビリテーション病院 

 

Key words：慢性腎臓病、脳梗塞、体成分分析 

 

【症例紹介】 

慢性腎臓病に脳梗塞を重複した 70歳代女性.左放線冠梗塞による右片麻痺を発症,第 47病日に回復期リハビリテ

ーション病棟に転院.歩行獲得の希望があり理学療法介入開始. 

【評価結果と問題点】 

体重:48.7㎏,BMI:17.3㎏/㎡.eGFR:6.9 ml/min/1.73㎡(末期腎不全).GNRI:85と低栄養を認めた.体成分分析で

は,ECW率:0.427,位相角:1.3°.脳卒中評価は Fugl-Meyer Assessment (FMA):上肢 2点,下肢 8点,Functional 

Ambulation Categories (FAC):0,歩行時に膝折れあり.第 75病日目に急激な体重増加(60.6㎏)と ECW率増加

(0.448)を生じた.以上より,身体機能の低下,体液過多による心負荷増大,低栄養による異化亢進を問題点とした。 

【介入内容と結果】 

体重増加前は,平行棒内歩行練習を実施したが,体重増加後は神経筋電気刺激を併用した麻痺側肢の強化,長下肢装

具を用いた受動歩行練習に変更.体重減少に伴い, 4点杖歩行練習を開始.10m歩行テスト (10MWT) :速度

0.32m/sであった。運動量は、管理栄養士と協働で消費エネルギー量を概算し,体重・体成分値の経時変化を確

認し負荷を漸増した.最終評価((121病日)では, 体重:53.4㎏,ECW率:0.428, 位相角：2.1°と浮腫と栄養状態はや

や改善し, 脳卒中評価は FMA :上肢 12点 ,下肢 21点, FAC : 3,10MWT:速度 0.47m/sと改善を認め, 病棟内 4点

杖歩行が可能になった. 

【結論】 

本症例は,浮腫増悪を認めたが, 運動量を調整したことで歩行の獲得に至った。慢性腎臓病と脳梗塞の重複疾患

では,エネルギー消費と心負荷が増加し,低栄養が進行する恐れがあるため,一般的な体重管理に加え,体成分分析

や栄養状態を数値化し,理学療法を提供することが重要である. 

【倫理的配慮、説明と同意】 

本研究は患者に研究内容について十分説明し、対象になることについて同意を得た。 

 





 

 


