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大会長挨拶 

 

佐藤卓也 

第 9回新潟県言語聴覚士会学術大会長／（一社）新潟県言語聴覚士会副会長・学術局長 

 

 県士会員の皆様には日頃より県士会活動にご理解とご協力を賜

り感謝申し上げます． 

会員の皆様におかれましては，日々の臨床で患者様や利用者様の

ために知識と技術をつぎ込んで治療，支援，援助を行っておられる

ことと思います．学術大会とはそうした日々の臨床から学んだ経験

を多くの仲間に伝え共有し，お互いの技量を高めるための糧にする

場であり，そこで得たものをまた臨床の場で患者様や利用者様に還

元していくことにつながっていくものと思います． 

今回は，昨年開催できなかった学術大会を仕切りなおして第 9回新潟県言語聴覚士会学

術大会として行うことといたしました．大会テーマもそのままに「失語症リハビリテーシ

ョン‐再考‐」といたしました．私ども言語聴覚士は「ことばの障害」をその対象とする

専門職であります．言い換えれば私ども以外に「ことばの障害」に正面から取り組む職業

はないのではないでしょうか．今の臨床の場では，言語聴覚士の対象領域は他の認知機能

障害，摂食嚥下障害，聴覚障害，小児臨床など実に多岐にわたります．会員諸氏の皆様の

現場でも失語症以外の領域を扱う場面が少なくないと思います． 

しかしながら，そのような状況だからこそ，あえて失語症に正面から向き合う機会を持

つことが言語聴覚士にとって必要なのではないかと考えました． 

今回は，特別講演「失語症の長期経過と訓練アプローチについて」としまして長年失語

症臨床に携わり患者と長期的な関わりをなさっておられる江戸川病院の中川良尚先生をお

招きして，失語症の長期経過という視点からご講演いただく機会を得ることができました．

また，シンポジウム企画「失語症の診かた・訓練・支援‐初心に立ち返って‐」としまし

て，失語症の症候と診かた，訓練・対応・支援，失語症者向け意思疎通支援者養成の現状

といった失語症臨床の初期から長期のフォロー，そして在宅・地域での関わりを，初心に

立ち返り考えようという視点で企画し，それぞれエキスパートの先生方にお願い致しまし

た．失語症の診かたを新潟医療福祉大学の大石如香先生，内山信先生の両名に，訓練・対

応・支援を五泉中央病院の佐藤厚先生に，失語症者支援をその研修を終えられた長岡西病

院の名古屋千恵子先生にお願いいたしました．それぞれの視点からのお話は，必ずや私ど

もの臨床の糧になるものと思っております． 

大変な時期ではありますが，皆さんと一堂に会することを楽しみにしております． 

2021年 4月 20日 陽春の候 
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大会長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

会場案内図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

大会スケジュール・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・５ 

参加者の皆様へ (諸注意／参加費など）・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

司会進行 田村和子 (デイサービスセンターじゅんさい池) 

 

Opening Remarks 佐藤卓也 (新潟リハビリテーション病院 言語聴覚科) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9：30               

 

会場(大会議室) 

 

一般演題   

 新人発表 座長：飛田靖人先生 (総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科言語聴覚療法部門) 9:40～10:00  

① 嚥下手技の一部獲得により，とろみを外せた症例 ―高次脳機能障害による手技獲得への壁― 

髙井惇 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科言語聴覚療法部門・・・・・12 

② 喚語困難の改善に伴い発話量が顕著に増加した左被殻出血の一症例 

山田葵 新潟リハビリテーション病院 言語聴覚科・・・・・13 

 

 支援  座長：小林航先生  （県立坂町病院 リハビリテーション科）                          10:10～10:40  

① 退院後の QOL向上に繋がった，音楽リハビリテーションの紹介 

佐々木大輔 新発田リハビリテーション病院 リハビリテーション科・・・・・14 

② 高次脳機能障害に対する退院支援 ―家族・職場への情報共有の大切さ― 

小林健太 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科言語聴覚療法部門・・・・・15 

③ 食支援外来における言語聴覚士の役割 －地域に根ざした「食支援」をめざして－ 

建部友子 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科言語聴覚療法部門・・・・・16    

 

 回復過程  座長：武石さつき先生  （新発田リハビリテーション病院 リハビリテーション科）          10:50～11:20  

④ ウェルニッケ失語例の回復経過について.WAB呼称課題からの一考察 

藤間紀明 新潟リハビリテーション病院 言語聴覚科・・・・・17 

⑤ 認知機能障害が声量に与える影響について 

難波大輔 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科言語聴覚療法部門・・・・・18 

⑥ 気管切開,人工呼吸器管理下にある 21 トリソミー児の経口摂取再開の経験 

伊原武志 日本赤十字社 長岡赤十字病院 リハビリテーション科部・・・・・19   

 

特別講演  

 特別講演 座長：志塚めぐみ先生   （特別養護老人ホーム うおの園）                           13:00～14:30        

 「失語症の長期経過とその訓練アプローチ」  

                         講師：中川良尚先生 江戸川病院 リハビリテーション科専門科長・・・・・7 
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 シンポジウム  

 

 

        

① 脳血管障害の失語症の症候とその診かた 

大石如香 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部言語聴覚学科 准教授・・・・・８ 

② 神経変性疾患の失語症の症候とその診かた 

                  内山信 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部言語聴覚学科 講師・・・・・9 

③ 失語症の診かた：リハビリテーション～“ハード＆ソフト”で構築する STのわざ～ 

佐藤厚 五泉中央病院 リハビリテーション科 科長・・・・・10 

④ 失語症者向け意思疎通支援者とは－その支援としての STの役割－ 

名古屋千恵子 長岡西病院 リハビリテーションセンター・・・・・11 

 

 

Closing Remarks 佐藤 厚  (（一社）新潟県言語聴覚士会 会長/五泉中央病院)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16：25 

 

 

失語症の診かた・訓練・支援 ―初心に立ち返って―  

座長：堂井真理先生 （総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科言語聴覚療法部門）             14:40～16:20    



会場案内図 
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会場見取り図                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場  3階 大会議室           

 

－新潟テルサ へのアクセス－ 

●車 

  ＪＲ新潟駅南口から弁天線経由 15分、 

新潟中央 I.C.から約 2 分、女池 I.C.から約 5 分 

駐車場 550 台 

●タクシー 

JR 新潟駅南口から 4人乗り  

2,200 ～ 2,500 円（概算） 

●バス 

 ＪＲ新潟駅南口から約 20 分 340円 

 南口バスのりば 1 番 乗車 

 「産業振興センター前」下車 徒歩 1 分 

●住所 

 新潟市中央区鐘木(しゅもく)185-18 

●TEL 

 025-281-1888 

 



第9回 新潟県言語聴覚士会学術大会スケジュール

休憩

13:00

特別講演
「失語症の長期経過とその訓練アプローチ」

講師：中川良尚先生
座長：志塚めぐみ先生

11:20

12:00

休憩

10:00

10:40

12:00

13:00

14:30

11:20

11:30

一般演題
回復過程

座長：武石さつき先生
演題：④,⑤,⑥

16:25

シンポジウム
「失語症の診かた・訓練・支援　ー初心に立ち返ってー」

座長：堂井真理先生
講師：大石如香先生
　　　内山　信先生
　　  佐藤　厚先生

　名古屋千恵子先生
16:20

10:00

令和3年
一般社団法人

新潟県
言語聴覚士会総会

休憩

一般演題
支援

座長：小林航先生
演題：①,②,③

10:1010:10

10:50

14:40

14:30
休憩

休憩

11:30

会場
（3階大会議室）

10:50

10:40

9:35
9:40

　9:00

　9:30 Opening Remarks

新人発表
座長：飛田靖人先生

演題：①,②

14:40

表彰式
 16:25

 16:20

Closing Remarks

9:00

9:30

9:35
9:40
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《参加者の皆様へ》 
・学術大会の事前申し込みのみの受付です。 

・参加受付は 9時 00分より開始いたします。なお受け付けは 11時 20分で終了します。 

・参加費については、下記の表をご覧ください。 

・本大会は JAS生涯学習ポイント取得対象の研修会(予定)ですが、参加証明書の発行は 1枚のみ

となります。 

・学術大会、総会にふさわしい格好でお越しください。 

・抄録集は県士会ホームページからのダウンロードでの配布とします。学術大会当日の販売はご

ざいません。 

 

 

《発表者の皆様へ》 
・筆頭及び共同演者が県内在勤・在住の STである場合は県士会員でなければなりません。 

・一般演題の発表時間 7分、質疑応答 3分です。時間厳守にご協力ください。 

・発表内で音声および動画ファイルをご使用の先生は，各自 PC持参とさせていただきます。 

音声および動画ファイルをご使用にならない場合は会場の PCを使用してかまいませんので USB

等のメディアでデータをお持ちください。 

・Macをご使用の先生は、各自ケーブルアダプタをご用意ください。 

・一般演題の発表につきましては、JAS生涯学習の症例検討・発表の対象とはなりません。 

・発表者はセッション終了後に座長より発表証明書をお受け取りください。 

・学術大会では、一般演題および新人発表の中におきまして最優秀演題賞、優秀演題賞、および

新人奨励賞の各賞を設けております。16:20から表彰式を行います。  

 

 

第 9回一般社団法人新潟県言語聴覚士会 学術大会 参加費 

 
 新潟県士会員･準会員・賛助会員 

他県 ST、他職種 
新潟県在住・在勤で非県士会員の ST 学生 

参加費 3,000円 5,000円 1,000円 

 

・新潟県在住・在勤の STで新潟県士会員でない方のみ 5,000円、学生の方は 1,000円となります。    

・参加費は 5月末までの事前振り込みとなります。参加申し込み後、返信メールに記載された振

込先へ参加費を納入ください。 

・学術大会では、特別講演、症例検討、および一般演題を開催します。 

・参加される内容にかかわらず(一部でも全てでも)、上記のいずれかの金額となります。 

・不明な点は事前に下記問い合わせ先にご連絡ください。 

問い合わせ先： niigakujutsu@gmail.com 担当：学術局 矢内 康洋 新潟市民病院 

 



特別講演 
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失語症の長期経過と訓練アプローチについて 

 

中川良尚 

江戸川病院リハビリテーション科専門科長 

 

今回の学術大会のテーマについて，大会長の佐藤卓也先生から「「失語症リハ‐再考‐」は，失語症

離れ，高次脳機能障害離れと言われている昨今の状況をみて決めました」というご意向を伺った．すな

わち，本来ならば王道であったはずの失語症臨床に関わらない言語聴覚士が増えている，という憂慮す

べき事態になってきているということであろう． 

演者らは，いくつかの観点から失語症の長期経過を検討してきた． 

まず，失語症の回復については，様々な先行研究も含め，個々の失語症状タイプに合った適切な機能

訓練が提供できれば，言語機能に回復を示す可能性は高いとする知見が得られている．その期間はいわ

ゆる「回復期（6ヵ月）」を大きく上回り，複数年単位での「長期」であること，そしてこの時期が失語

症者にとっては本来の意味での「回復期」であることはすでに臨床現場の皆様もお気づきであろうこと

と思う． 

一方，長期経過において言語機能に低下を示す症例も存在する．言語機能回復訓練実施中あるいは訓

練終了後に，SLTA総合評価法得点（失語症重症度）合計が低下した 37例（機能低下群）を見ると，訓

練により回復した言語機能は個々の最高レベルに達したとしても必ずしもその機能が維持される訳で

はないことや，回復した機能自体が脆弱である症例が存在することが明らかとなった（中川ら 2011）． 

さらに，失語症の予後にかかわる因子という観点から，121例の SLTA総合評価法得点について多変量

解析を実施したところ，次の予後予測式が導き出された． 

SLTA総合評価法得点 = 定数 4.989 + [0.266 ×発症 3ヵ月時の SLTA総合評価法得点(0–10)] + [0.018 

×発症 3ヵ月時の仮名 1文字の音読成績(0–100%)] + [0.029 ×発症 3ヵ月時の漢字単語の理解成績(0–

100%)] – [0.050 × 発症年齢] – [0.667 × Wernicke 領野を含む上側頭回病変の有無 (0 or 1)] 

解析の結果，説明率は 55.6％で，説明率の検定は 1％水準で有意であった（Nakagawa et al 2019）． 

訓練アプローチについては，①意味理解，②音韻処理，③表出，これら 3つにかかわる障害への取り

組みを中心に据え，個々の言語機能の障害構造に合致した「適切な言語刺激を与える」直接的なアプロ

ーチを，長期にわたって行う必要があると考えている． 

以上のことから，高次脳機能障害中でも階層性が非常に複雑であると考えられる失語症の訓練におい

ては，時間経過のみを軸にせず，機能の回復・低下を含め，長期にわたって変化しうる失語症状そのも

のに着目するべきであると考えている． 

演者は，言語聴覚士は脳の働きに対してリハビリテーションを展開することのできるとても素晴らし

い職業であると思っている．この魅力について会場の皆様と共に「再考」することができれば幸いであ

る． 



シンポジウム① 
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脳血管障害の失語症の症候とその診かた 

 

大石 如香 

新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部言語聴覚学科, 

新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健学専攻言語聴覚学分野 

 

 近年，脳血管疾患の最新の治療は日々進化し，脳血管障害の後遺症として生じる失語症

状も多様化している．教科書で学んだ失語型の典型例に出合う機会が減少しているとの印象

をもっている臨床家も少なくない．また，脳血管障害における失語症の症候は，単純な運動

の障害とは異なり，脳損傷部位の差異により出現する症状の中身や，その症候の組み合わせ

パターンが非常に多彩となるため，時に，臨床家を悩ませることになる． 

 こういった時にどうすればよいか？失語症状をどう捉えたらよいのか，どのように診断し

ていったらよいのか．ここで重要となるのが『仮説と検証』である．患者にみられる失語症

状がどの障害レベルで生じているのか，仮説を立て，つぶさに明らかにしていくことである．

この『仮説と検証』には，『神経心理学』と『認知神経心理学』のアプローチ法の両輪を上

手に用いることが有効である．いわゆる“二刀流”である． 

 “二刀流”は，もともとは，剣術において，両手に一本ずつ刀剣を構えて戦う技法のこと

である．最近では，北海道日本ハムファイターズからアメリカ大リーグのロサンゼルス・エ

ンゼルスに移籍した大谷翔平選手の活躍により，プロ野球において投手と野手を兼任してい

る選手という意味で広く知られるようになった． 

 もともとの意味での“二刀流”のメリットは，両手に武器を構えることにより手数が増え

ることや，攻撃や防御のバリエーションが増えることにある．一方で，剣術での“二刀流”

では，両方の剣に集中するあまりどちらも中途半端になってしまうことや，“二刀流“を扱

う者が少ないので，教えを受けにくいなどのデメリットもある．しかし，失語症診断や治療

における『神経心理学』と『認知神経心理学』の”二刀流“では，デメリットは見当たらず，

メリットは絶大なるものがある．これを使わない手はない． 

 当日は，脳血管障害による失語症の症候とその診かたについて，症例の具体例をいくつか

呈示しながら，『神経心理学』と『認知神経心理学』の“二刀流”を日常の失語症診断やア

プローチにつなげるプロセスについて，ご紹介したいと思う． 
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神経変性疾患の失語症の症候とその診かた 

 

内山信 

新潟医療福祉大学リハビリテーション学部言語聴覚学科， 

新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健学専攻言語聴覚学分野 

 

変性疾患により全般的認知症を伴わない失語症が生じうることは 1982年の Mesulamの報

告以降,広く知られるようになった.現在では,原発性進行性失語（primary progressive 

aphasia；PPA）と呼ばれ,Gorno-Tempini ら（2011）の診断基準が国際的な指標になってい

る.この診断基準では,非流暢／失文法型 PPA（nonfluent/agrammatic variant PPA）, 意味

型 PPA（semantic variant PPA）,語減少型 PPA（logopenic variant PPA）の 3 つの臨床

型が提唱されている.これら 3 つの臨床型にはそれぞれ症候と保たれる機能が示されてお

り,PPA とその臨床型の神経心理学的診断には両者の評価が必要である.一方,診断基準上,

いずれの臨床系にも分類できない患者が一定数存在することも知られるようになり,この

診断基準の問題点が指摘されている. 

PPA と診断するためには,全般的認知症ではないこと,すなわち,言語以外の認知機能障害

が存在しない,あるいは軽微であることを多角的に示さなくてはならない.そのためには,

認知症の評価が必須となる.認知症の評価では,病歴など患者の生活上の情報,神経心理学

的検査や神経診察などのテストから得られる情報,脳画像や血液検査など患者の生体から

得られる情報の 3つの情報を統合して解釈する必要がある. 

PPA は背景となる神経疾患の進行とともに複数の認知機能障害を呈する認知症へと移行

する.認知症外来を初診した患者のうち,言語症状が前景に立つ患者は一定数存在する.こ

れらの患者は認知症であることから,PPA の診断基準に該当しないものの,その言語症状の

理解には PPAの臨床型の分類とその神経心理学的な評価が役立つと思われる. 
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失語症の診かた：リハビリテーション 

～“ハード＆ソフト”で構築する STのわざ～ 

 

佐藤厚 

五泉中央病院 

 

 STにとって失語症臨床は，業務の中でも重要な比重を占めている．そのため失語症の評

価，リハビリの腕を磨くことは，STにとって伝統的にその力量を問われる大切な指標と考

えている． 

 比較的経験の少ない STや養成校の学生にとって，失語症の評価やリハビリが理解しづら

い面を持つとすれば，それは「曖昧さ」とか「具体的でない」といった理由になるかもし

れない．たとえば摂食嚥下障害に対する「前舌保持法」や「うなずき嚥下」等の訓練法は

技法であるのに対し，失語症に対する「刺激法」や「機能再編成法」なるものは理論（セ

オリー）であり，そのセオリーを実際にどう患者に適用するかは個々の STの工夫や創造力

にゆだねられている．これらのリハビリを柔軟にかつ適切に構築していくことは，STにと

ってまさに醍醐味ともいえる仕事であろう． 

 失語症のリハビリを適切に構築するためのポイントとして，今回は①言語機能，認知機

能の正しい評価に基づいた治療戦略を立てること，②失語症の「ADL訓練」という考え方，

の 2点について論じてみたい． 

 言語機能は，人間の認知機能の一つである．そのため，STは患者の言語機能だけでなく，

その周辺にあり，言語機能と密接に関係している認知機能をも的確に評価し，言語機能の

改善を妨げている要素を洗い出して対処する必要がある．活動を妨げている機能障害を神

経心理学的に，あるいは運動学的にも詳細に分析し，その障害構造を明らかにすることが

失語症のリハビリでは求められる． 

 もう一つのポイントは失語症者に対する ADL訓練的視点である．個別訓練室で機能訓練

だけをいくら重ねても社会参加の上での実践的コミュニケーション能力がなかなか改善し

ない，というのは失語症に関わる ST ならば感じたことのある人も多いだろう．ST におけ

る ADL訓練とは，生活場面に近い環境の中で，患者が持てる機能を駆使して「生きた言葉」

を発し，その言葉の実効性，手応えを十分感じることができる，というのが原則であろう．

環境が整えば，言葉はあとからついてくるという側面を持っている．この場面において，

ST治療者というよりも，環境の調整者としての役割をより求められる． 

 機能の分析者としてのハードな面と，自然なコミュニケーションのための環境調整とい

うソフトな面，このハード＆ソフトともいうべき視点が，失語症のリハビリについて ST

が持つべき技能と考えているので，この機会に症例を通しながら紹介し，諸先生方とディ

スカッションができればと考えている． 
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失語症者向け意思疎通支援者とは－その支援としてのSTの役割－ 

 

名古屋千恵子 

崇徳会長岡西病院リハビリテーションセンター 
 

『失語症者向け意思疎通支援者養成事業』は，2013年に施行された障害者総合支援法を元に社会保障審議会

障害者部会により「失語症など障害種別ごとの特性やニーズに配慮したきめ細やかな見直しを行うべき」とさ

れたことを踏まえ，失語症者の社会参加を進める事業として厚生労働省から言語聴覚士協会が委託されて取り

組んでいるもので，都道府県必須事業として言語聴覚士が地域において行う支援の一つです． 

この事業の目的は，失語症者の福祉の向上を図るため，理解と熱意を有する方にコミュニケーション手法等

の指導を行います．そのために我々言語聴覚士はその専門性を生かし、支援者が多様なニーズや場面に応じた

意思疎通支援を行えるよう、応用的な知識とコミュニケーション技術を習得させ、併発の多い他の障害に関す

る知識や移動介助技術を身に付けた人材を養成することが必要となってきます． 

2017年から支援者養成研修の指導者養成が開始され，現在は全国で232名が修了，2018年からは地域生活支

援事業として各都道府県で支援者研修が行われました．2018年に養成を実施した地域は12でしたが，徐々に増

えて2021年度中には31となる見込みです．実際の派遣事業は2019年から始まりましたが，昨年度は6地域，今

年度も6に留まっています．当士会では2017年指導者養成研修への派遣を開始，今年度，会長を中心に8人の推

進委員で構成された失語症者向け意思疎通支援者養成事業推進委員を社会局の一委員会として立ち上げ，支援

者を養成する講師の養成研修を開催予定です． 

講師の養成研修は10月17日・18日を予定し，参加資格は失語症臨床経験5年以上で，県内で失語症者向け意

思疎通支援者養成に関わる活動ができる方とさせていただきました．講師になられた方には，協会主催の指導

者養成研修へ参加していただく機会もあります．講師の役割は，支援者養成講座を受講する人が失語症者とコ

ミュニケーションを取るための技術を身に付け，日常生活上の外出に同行したり、意思疎通支援のために必要

な知識及び技術を習得するための指導やそのお手伝いをします．支援者は最終的には失語症者と1対1の会話を

行い、買い物・役所での手続き等の日常生活上の外出場面において意思疎通の支援をすることになります． 

失語症は目に見えない言葉やコミュニケーションに障害を負ってしまうため，周囲から理解され難く孤立し

やすい，参加への障害が生まれてしまいやすい疾患です．これは軽度であっても本人の望む社会参加が難しく

なります．当院では2018年から訪問リハビリを開始，言語聴覚士も地域へ帰った失語症者と関わるため，個別

性の高い支援が必要な方への地域社会の認識不足，介護サービス中心で若年失語症者への自立支援サービス不

足を実感しています．地域との関わりを作るための外出支援も，デイサービスなど言語聴覚士のいないサービ

スに繋げて終わることがほとんどです．言語聴覚士が地域で長く友の会などのインフォーマルな活動を行って

きたことが，この事業に繋がり公的事業となりました．機能訓練で終わらず，少しでも本人が望むような社会

参加がお手伝いできるよう専門知識を生かして行きましょう． 

会員の皆様を中心に関連職種と協力して進められるよう、この貴重な機会に一緒に考えていただけたらと

思っております．宜しくお願いいたします． 
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嚥下手技の一部獲得により，とろみを外せた症例 

―高次脳機能障害による手技獲得への壁― 

髙井惇１，柳原岳１，堂井真理１，近藤悟２ 

総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科言語聴覚療法部門１， 

総合リハビリテーションセンター・みどり病院リハビリテーション科２ 

 

はじめに 

今回，脳梗塞再発後に摂食嚥下障害を呈し，

高次脳機能障害により嚥下手技獲得に難渋し

たが，一部汎化に至り水分のとろみを外すこと

ができた症例を経験したので報告する． 

症例 

【症例】69 歳，男性，左利き【教育歴】9

年 【職業】元大工【診断名】アテローム血栓

性脳塞栓【既往歴】再発性脳梗塞(右側頭～後

頭葉)【病理学的診断名】痙性ディサースリア，

摂食嚥下障害【現病歴】X年 Y月 Z日，既往の

構音障害，流涎，ムセ悪化．Z＋4日，A病院受

診時，MRIでは異常所見られず．その後も症状

改善せず Z＋13日，同病院受診．拡散強調画像

で左大脳脚部に高信号あり．同日当院に入院． 

初回評価 

【神経学的所見】Brs：左上下肢・手指Ⅳ～

Ⅴ，表在覚：左上肢軽度鈍麻，左顔面神経麻痺，

左舌下神経麻痺【神経心理学的所見】MMSE：

20/30．FAB：5/18．見当識障害，注意障害，近

時記憶障害，遂行機能障害【音声言語学的所見】

AMSD実施．発話明瞭度：3.5～4/5．発話特徴：

粗造性嗄声，気息性嗄声，構音の歪みあり．最

長呼気持続時間：5.1秒，最長発声持続時間：

4.3秒．舌・口唇の反復運動やディアドコキネ

シスは拙劣さを認めた．鼻咽腔閉鎖機能，運動

範囲，筋力は基準範囲．【摂食嚥下機能所見】

MWST：3b．RSST：2 回/30 秒．とろみなし水分

をカップ飲みにて摂取時，ムセ多かったため，

食事では薄とろみ水分を提供．Z+28 日，VF 実

施．固形物は良好．薄とろみ水分で，早期咽頭

流入，喉頭蓋谷残留，誤嚥を認めた．顎引き嚥

下にて喉頭蓋谷残留は軽減するが，頭部下制量

不十分で喉頭侵入あり．右頸部回旋位ではさら

に喉頭蓋谷残留が軽減した． 

臨床経過 

Z+29 日，VF 結果から頸部回旋法と顎引き嚥

下での直接嚥下訓練開始．指示した順序での嚥

下は困難で，手技を行う前に嚥下反射が惹起し,

ムセを多く認めた．Z+52 日，顎引き嚥下での

ムセ軽減．「こっちの方がムセない」と患者か

ら発言あり．以降，顎引き嚥下を中心に訓練を

実施．Z+61 日，口頭指示なしで顎引き嚥下の

実施回数が増加．昼食時，顎引き嚥下を促すも

のの，スタッフの見守りなしでは，顎引き嚥下

の定着は困難であった．Z+82 日，2 回目の VF

実施．とろみなし水分を顎引き嚥下使用し摂取．

喉頭蓋谷残留軽減，誤嚥は認めなかった．混合

物では嚥下手技の不十分さは変わらず，早期咽頭

流入，喉頭侵入を認めた．Z+92 日，水分のみ

の場合，とろみなしを摂取可能だが，食事の際

は薄とろみをつけるよう指導し退院となった． 

考察 

本症例は再発性脳梗塞により右脳に広範囲

な病巣が存在し，高次脳機能障害が嚥下手技獲

得の阻害因子となり，嚥下能力向上・嚥下動作

自立を妨げたと考えられた．また高次脳機能障

害がありながらも嚥下手技の一部汎化ができ

たのは①頻回な反復練習による定着化②患者

本人の嚥下手技による誤嚥軽減の認識が嚥下

手技の獲得に繋がったのではないかと考えら

れた． 
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喚語困難の改善に伴い発話量が顕著に増加した左被殻出血の一症例 

 

山田葵１, 田辺翔¹，佐藤卓也¹，﨑村陽子２  

新潟リハビリテーション病院言語聴覚科１, 新潟リハビリテーション病院リハビリテーション科２  

 

はじめに  

今回左被殻出血により，喚語困難に伴う著し

い発話量の減少を認め WABの自発話では名詞，

動詞，格助詞の総表出数が 4語であったが，そ

の後症状の改善に伴い，総表出数が 57語と著明

に改善した症例を経験したため，介入方法を振

り返り，考察を加えて報告する． 

 

症例 

  52 歳，男性，右利き．【職業】鮮魚店の販売

員【教育歴】16年【既往歴】特記事項なし 

【主訴】本人：特に…（言葉について）出ませ

んねぇ… 

【現病歴】23時頃に会話や右手の動きの異常に

気付き A病院へ救急搬送．意識障害，失語症，

右片麻痺を認め，頭部 CTにて左被殻出血を認め

たため，同日入院．症状は軽快し，第 13病日リ

ハビリ目的で当院転入院． 

【頭部画像所見】第 2病日 MRIにて左被殻に低

信号域を認める． 

【転院時神経学的所見】右片麻痺(Br.stage Ⅵ-

Ⅵ-Ⅵ)，右側軽度～中等度感覚障害あり． 

 

転院時神経心理学的所見 

意識覚醒，礼節は保たれている．自発話量乏し

く喚語困難により発話をあきらめる様子あり，

発話流暢，アナルトリー(-)，時折，語性錯語，

音韻性錯語を認める．復唱・音読は自発話に比

し良好．書字では自発書字・書き取りにて漢字

想起困難に伴う表出量の低下，漢字・仮名共に

字性錯書みられる．写字は良好．聴覚的理解は

単語レベルから軽度低下みられる．文レベルで

は三語文までは基本語順，非可逆文の理解が可

能だが，可逆文では理解の低下を認める．以上

より本症例の症状は超皮質性運動失語に類似し

ていると考えられた． 

【病棟 ADL場面】トイレカウントでは，方法は

理解しているが忘れが目立つ．リハビリ時間の

把握や待ち合わせは可能．また箸やペンなどの

使用は実用レベル．WAB失語症検査（第 15病日

目）自発話 10 (総表出量：4 語｟名詞：2 語，

動詞：2 語，格助詞：0 語｠) 話しことばの理

解 7.2，復唱 9.2，呼称 4.4（物品呼称：37/60

｟喚語困難：8語，語性錯語 5語，音韻性錯語 1

語｠，語想起 1語），読み 6，書字 4.6，行為（左

右）9.1，構成 8.4． 

 

経過 

表出量の低下の主要因となっている喚語困

難の改善を目標として介入を行った． 

訓練では表出に比べ比較的保たれていた聴

覚刺激を前刺激として入力し，呼称・書字へと

つなげるデブロッキング法を用いた．また語頭

音ヒントに有効性はなかったが，有効性を認め

た意味ヒントを用い呼称を促した．さらに並行

して PACEを行い，語彙表出の代替手段の獲得を

目指した． 

第 28 病日頃から徐々に喚語困難が改善し自

発話量が増加，第 33病日頃では今まで見られな

かった迂言と共に，短文レベルでの表出が増加

したため，単語に加え，短文の絵カードを使用

し，デブロッキング法を用いて介入を行った．

喚語困難が改善したことでコミュニケーション

意欲が高まり，自発話量が増加した．しかし訓

練場面や再評価において文構造の不十分さ残存

し，語順の逆転や助詞の誤りが見られるため，

文章作成訓練を中心に介入した．WAB 失語症検

査（第 54 病日目）自発話 17(総表出数 57 語｟

名詞 19語，動詞 10語，格助詞 26語｠)，話し

ことばの理解 9.5，復唱 10，呼称 9.1(物品呼称

60/60)，読み 9.6，書字 9.2，行為（左右）10，

構成 9.7． 

 

考察 

 本症例に対する自身の失語症評価・リハプロ

グラムに，若干の考察を加えて報告する． 
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退院後の QOL向上に繋がった，音楽リハビリテーションの紹介 

 

 佐々木 大輔¹,矢内 康洋²,広瀬 純一³,津村 諒⁴,﨑村 陽子⁴ 

新発田リハビリテーション病院 リハビリテーション科¹,新潟市民病院 リハビリテーション技術科², 

訪問リハビリきざき³,新潟リハビリテーション病院リハビリテーション部⁴ 

 

はじめに 

 音楽を導入した関わりをきっかけに,退院後

も精力的に音楽活動を続けている症例が存在す

る．音楽を通した STとしての関わりと,症例の

現在に至る活動について紹介する． 

 

症例 

発症時年齢：42歳，男性，自営業，右利き． 

【現病歴】自宅にて胸部痛出現し A病院へ救急

搬送．大動脈解離認め，上行弓部大動脈置換術

施行．発症時に右内頚動脈閉塞きたし，右半球

に広範な脳梗塞を認めた．第 2病日減圧開頭術

施行．第 38病日頭蓋形成術施行．第 60病日リ

ハビリ目的に B病院回復期病棟へ転院． 

【転院時頭部 CT所見】右中大脳動脈灌流域に広

範な梗塞巣を認めた． 

【転院時神経学的所見】左片麻痺，左上下肢感

覚重度鈍麻，左同名半盲． 

【転院時神経心理学的所見】MMSE19/30．BIT通

常検査 37/146．注意障害,左半側空間無視，脱

抑制，病識低下を認めた． 

 

経過 

入院当初から脱抑制が目立ち,周囲に暴言や

壁を殴る等の行為が目立っていた． 

また,持続性注意低下，転導性亢進は著しく

机上課題は 5分も困難だった． 

入院 3ヶ月頃よりノートに自身の思いを書き

出すようになった．訓練は机上で 15分程可能．

車椅子自走は左側の接触は多い状態． 

入院 5ヶ月頃より症例自身が音楽に救われた

ことがあるという人生経験から，「皆を歌で励ま

したい」と相談があった．自身の想いを書き綴

ったノートを元にオリジナルソング「想い」を

作成．作詞活動は意欲的で 60分程集中して取り

組めた．また,行動が慎重になり，ST 室まで車

椅子自走可能となった． 

退院時には病棟 live を実施．症例の姿に周

囲は感動的な雰囲気に包まれた． 

退院時評価（第 210病日）MMSE25/30．BIT通

常検査 127/146．第 236 病日，屋内歩行自立に

て自宅退院．その後自立支援型施設へ入所とな

った． 

退院後は障害者音楽サークルに所属し, 筆

者と「ブルーローズ」という名のユニットを結

成．テレビ出演も果たした．現在も施設慰問や

イベント出演など意欲的に活動し,同じ病気を

患った同士や諦めそうになっている人たちに音

楽を通して勇気とエールを送り続けている． 

 

考察 

重篤な劣位半球症状を呈し，入院初期には脱

抑制から周囲との対立が多かったが,オリジナ

ルソング作成,病棟 liveという音楽を導入した

介入を通して社会活動への参加を果たした． 

症例の音楽にまつわる経験や興味に合致し

た介入が,退院後の継続的な音楽活動という社

会参加に結びつき,QOL 向上に繋がったと考え

られた． 

また,一人の言語聴覚士,音楽を愛する者と

して,音楽が引き合わせた偶然や,人の心を動か

す音楽の力を改めて感じた経験となった． 
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高次脳機能障害に対する退院支援 

―家族・職場への情報共有の大切さ― 

 

小林健太 1), 松田貴幸 2) 近藤悟 3) 

総合リハビリテーションセンターみどり病院 リハビリテーション科言語聴覚療法部門１), 介護老人保健

施設 緑樹苑 言語聴覚士２)，総合リハビリテーションセンターみどり病院 リハビリテーション科 3) 

 

【症例】 

45歳，男性，右利き，4年生大学卒．経営管理

の仕事をしていた． 

【主訴】 

仕事に行けないことが気にかかる． 

【現病歴】 

xx年yy月，家で倒れた所を発見され緊急入院．

頭部 CTにて左視床出血，脳室穿破あり．水頭症

も併発していたため，両側脳室ドレナージ試行．

術後，経過は良好であったが，高次脳機能障害

残存しリハビリ目的のため 31病日に当院入院

となる． 

【頭部 CT画像所見】 

左視床に出血巣あり．脳室穿破し，両側側脳室

に血液の貯留みられる． 

【神経心理学的所見】 

SLTAから語想起の低下はあるが明らかな失語

症状は認めず．順唱 6桁，逆唱 5桁．MMSE 24/30

点．三宅式記銘力検査：有関係：4-6-8．無関係：

0-2-3．FAB 13/18点．WAIS-Ⅲ VIQ：96，PIQ：

87，FIQ：91．近時記憶障害，遂行機能障害，軽

度注意障害を認めた． 

【経過】 

入院時 FIM：113点，独歩移動にて ADLは自立さ

れており，在宅復帰，運転再開，復職を目標に

リハビリ介入．妻に本人の高次脳機能障害の理

解をしてもらうため，症状や対応を説明した．

復職にあたり運転再開が必須条件であったため，

院内の運転評価を実施しクリア．実車評価でも

大きな問題は認めず，免許センターより運転再

開可能の判定に至った． 復職については，勤務

時間調整や就労内容について妻を通して職場と

の相互的な連絡調整を行なった．加えて退院時

には職場への I.Cの場を設け，リーフレットを

使用し高次脳機能障害のため困難になり得る状

況を説明し，困難な状況に応じての対応など環

境調整の指導をした．職場は時間や環境調整な

どの対処可能とのことで病前と近い勤務内容で

復職に至った． 

【考察】 

今回，高次脳機能障害を呈した症例に対して在

宅復帰から，運転再開，復職と多面的に支援す

る経験が出来た．本症例の退院支援を円滑に進

めることが出来た背景には高次脳機能障害が比

較的軽度であった点とご家族が協力的であった

ことが挙げられる．また，リハビリスタッフか

らご家族や職場へむけた指導で，高次脳機能障

害への理解や対応を深められたことで円滑な退

院支援が出来たのではないかと考えられた． 
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食支援外来における言語聴覚士の役割 

－地域に根ざした「食支援」をめざして－ 

  建部友子１, 堂井真理１, 石月公美子２, 藤塚陽子３, 佐藤剛司４, 齋藤泰晴４  

総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科言語聴覚部門１,総合リハビリテー

ションセンター・みどり病院 栄養科２，総合リハビリテーションセンター・みどり病院 看護部３， 

総合リハビリテーションセンター・みどり病院 内科４ 

 

はじめに 

当法人は新潟市から在宅医療・介護連携推進事

業を委託され，医療・介護連携に力を入れてい

る．地域のニーズを把握し地域課題の解決をめ

ざす中，2019 年は「食支援外来」「食支援に関

するアンケート調査」を実施した．その取り組

みと結果について報告する． 

背景と目的 

2016年 6月中央区の食を支える「にいがた地

域食支援ネット（以下食支援ネット）」が設立．

年３回の定例会「なんでも相談会」を開催し，

地域課題の解決に向けた提案を行い，「食」につ

いての地域での取り組みを支援している．この

関わりを通じ，食べる機能の障害の早期発見・

診査・適切な対応で連携することの必要性を感

じ，2019年は①食支援外来の開設②入院患者全

例を対象とした口腔・嚥下スクリーニングの実

施③食支援に関するアンケート調査を実施した． 

具体的な取り組み 

１）食支援外来の開設 

 嚥下機能の評価は開院当初より行っていたが，

食支援ネット定例会にて「困った時に相談する

ところがない」「嚥下機能の評価をしてくれると

ころがわからない」と地域での認識が低いこと

を知り，2019年 1月に地域での困りごとを拾い

上げる「食支援外来」を開設した． 

【食支援外来の流れ】 

 初回は栄養士・STの問診評価後に医師の診察

を行い，精査が必要な場合は VF・VEを 2回目来

院日に調整，3 回目に結果説明と指導を行う．

必要に応じて，その後外来で訓練を継続する形

で行っている． 

【食支援外来の特徴】 

 摂食嚥下困難者への支援・セカンドオピニオ

ン・栄養面の相談・看取り等の課題に取り組ん

でいる． 

２）食支援に関するアンケート調査 

2019年 8月，新潟市中央区/東区で開業して

いる内科・耳鼻科系医院 133施設にアンケート

調査を実施．地域の食支援の現状を把握するこ

とを目的に実施した． 

取り組みと結果 

１）食支食支援外来の開設 

 2019年1月～12月末日までの 1年間の食支援

外来の利用者数は 28 名．年齢は平均年齢 79.6

歳（±40 歳），介護認定は未認定が 6 名，要介

護 1が 2名，要介護 2が 7名，要介護 3が 6名，

要介護 4が 3名，要介護 5が 4名と介護度には

バラつきがあった．また原因疾患は認知症が

46％，神経筋疾患が 11％，加齢 18％，脳血管疾

患 14％，がん 7％，その他 4％と様々であった． 

２）食支援に関するアンケート調査 

 ①約半数の医師は「食」に問題を抱える患者

さんを診療する機会があるが，具体的な指導を

行っているケースは多くない．②VF・VE検査は

殆どが他施設に依頼している．しかし一方で専

門外来へのつなぎ方がわからない医師も多い． 

③病院から退院したケースで病院からの「食」

に関する情報は不十分と感じている医師が多く，

病診連携に課題があることがわかった． 

まとめ 

 食支援ネットを通じ，地域課題を把握するこ

とができた．また地域での食支援連携は依然認

知度が低く，困ったことを気軽に相談し合える

環境づくりが必要と考えられた．さらに STは，

生活に結びついた無理のない実践可能な方法の

提案・継続でき過負荷となりすぎない介助方法

の提案に心掛ける必要があると気づかされた． 
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ウェルニッケ失語例の回復経過について.WAB呼称課題からの一考察 

 

藤間紀明１,田辺翔１,菅原祥子１,佐藤卓也１,小股整 2  

新潟リハビリテーション病院言語聴覚科１, 新潟リハビリテーション病院リハビリテーション科 2  

 

はじめに  

 一般的にウェルニッケ失語の発話特徴は,多

弁で流暢.抑揚や文構造は保たれるが,豊富な錯

語が出現し空虚な会話となる場合が多い(小

嶋,2005).今回,中度ウェルニッケ失語を呈す症

例に訓練を行い,その変化を WAB の呼称課題で

の言語症状に焦点を合わせ考察したので報告す

る. 

症例 

70歳男性 右利き 教育歴 9年  

主訴：うまくしゃべれない． 

既往歴：50歳頃,胆石症による小腸切除手術．  

MRI脳画像 (X＋13病日)：左中大脳動脈領域に

梗塞巣あり． 

現病歴：X日梯子から転落．A整形外科受診後，

B 病院に紹介受診，左腓骨高原骨折の診断で入

院．X＋11日骨接合術施行．X＋13日右片麻痺出

現．MRI で左中大脳動脈領域の新鮮病巣認め脳

梗塞の診断．ヘパリン点滴後ラザキア内服．右

片麻痺は消失したが感覚性の失語症は残存．X

日＋41日目リハビリ目的にて当院入院． 

転院時神経学的所見：Br.S:Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ. 

生活情報：独居．  

コミュニケーション環境：親類と必要時連絡を

とる程度． 

転院時評価・訓練 

神経心理学的検査：WAB (実施日 X＋43 日～

48 日) ．呼称 3.4/10.話し言葉の理解 4.7/10.

復唱 0.5/10.失語指数(AQ)20.6/100．意識覚醒

しているが注意障害認める．質問には返答可能．

多弁で早口．流暢な発話で文法は保たれている．

発話意欲高いが喚語困難強く発話が停滞する．

表出：アナルトリーはない．豊富な言語症状認

め,迂言や喚語困難．音韻性錯語，新造語,記号

素性錯語．意味性錯語．無関連錯語．混合性錯

語が出現し保続も頻出した．理解：単語レベル．

簡単なやり取りは可能だが聞き返し頻回．言語

性の短期記憶にも問題あり．復唱：2～3モーラ

で可能．読み：漢字や仮名で大きな差はなし．

短文レベルより低下．書字：名前,住所,生年月

日は自発書字可能だがそれ以外は写字レベル．

病棟 ADL は単語レベルでの会話となった．訓

練：音韻表象の選択の問題を考えモーラ分解抽

出訓練を中心に訓練を行った．また聴覚的把持

力の向上などの訓練も行った． 

X＋158日，自宅退院となり ST終了となった． 

WAB呼称課題の分析 

入院時と退院時の WAB失語症検査の物品呼称

課題の誤りを比較した(表 1)20語のうち，見ら

れた誤りをカウントした．1 つの語につき複数

の反応がみられた場合はそれぞれ計上した．音

韻性と新造語は目標語に対して 50%以上正しい

ものは音韻性錯語．50%未満のものは新造語とし

た．結果から音節レベルでは音韻性錯語が入院

時の総数 3%から 10%に増えた．新造語も 6%から

10%に増えた．単語レベルでは記号素性錯語が

11%から 6%に減った．無関連錯語は 6%から 9%に

増えた．意味性錯語は 9%から 30％に増えた．混

合性錯語は 1%から 0になった．全体として退院

時は迂言が出現せず．保続が大幅に減った．正

答数は入院時ヒントなし正答が 1，ヒントあり

正答が 3だったのが，退院時はヒントなし正答

が 10，ヒントあり正答が 1と大きく増えた． 

(表 1) 

 

 

 

 

 

考察 

 WAB 呼称課題の言語症状から回復の過程を分

析した．喚語能力が上がり目標語に対して適切

な単語の表出が増えたので迂言が減ったと考え

られた．また音韻性錯語，新造語，意味性錯語

のうち音韻性錯語と意味性錯語が増えたことは，

適切な目標語の表出に近づいているという回復

の経過を示していると考えられた． 
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認知機能障害が声量に与える影響について 

難波大輔 1, 渡辺隆幸 1 2 3，堂井真理 1,川村邦雄 1 

総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科言語聴覚療法部門１，医療法人新

成医会 みどり訪問看護 リハビリステーション 2，医療法人新成医会 緑樹苑 通所リハビリテーション 3 

 

はじめに 

今回くも膜下出血後の脳梗塞により声量が低

下した症例を経験した.若干の考察を加え以下

に報告する. 

症例 

症例：71歳 女性 右利き 教育歴：12年 診断

名：クモ膜下出血 脳梗塞 主訴：「喋りにくい.

何を言ってるかわからないと言われる.」現病

歴：くも膜下出血にて A病院に入院．同日コイ

ル塞栓術を施行．発症 10病日に脳梗塞を発症．

認知機能障害，ディサースリア，重度片麻痺を

認めた．その後,正常圧水頭症を併発．105病日

に右脳室腹腔シャント術を施行．154 病日にリ

ハ目的に当院転院となる．  

初回評価(155病日頃) 

画像所見:右大脳半球の前頭葉,側頭葉,頭頂葉

に脳梗塞を認めた.神経学的所見：左片麻痺(Brs

Ⅲ-Ⅱ-Ⅲ)，左顔面神経麻痺(軽度),左舌下神経

麻痺(軽度),軟口蓋麻痺(中等度)．認知機能所

見：意識は覚醒.受け答えは可能だが反応の緩慢

さあり.検査や ADL上の所見より発動性低下,注

意障害,近時記憶障害,左半側空間無視,易疲労

性,病識低下,脱抑制など認めた.発声発語機能

所見：呼吸発声機能は呼気圧持続時間 10秒,最

長発声持続時間 4 秒.鼻咽腔閉鎖機能は軟口蓋

麻痺と鼻漏出を認めた.口腔構音機能は,左顔面

下部及び舌に中枢性運動麻痺を認めた.発話は,

単語レベルの発話は聴取可能であったが,短文

以上の発話になると声量の低下や無力性嗄声を

認めた．また,開鼻声と構音の歪みなども認め,

発話明瞭度 3/5,自然度 2/5であった． 

臨床経過 

当初より訓練意欲はみられたが,発話症状につ

いての自覚の乏しさがみられた.機能訓練を実

施するにつれ呼吸発声機能の向上がみられたが，

発話場面での声量の改善はみられなかった.そ

のため音読課題を導入し,音読時に適宜フィー

ドバックを行い,声量への意識化を図った.200

病日頃には意図的な発話場面(音読や他者への

挨拶など)であれば明瞭に発話可能になったが，

会話場面では汎化が乏しく声量の低下を認めた.

そのため,会話訓練を導入し声量増大の汎化を

図った.250 病日後頃には徐々に自身の発話状

態を意識する様子がみられ会話場面での声量増

大や発話量の増加を認めた.また,家人やスタッ

フなどと会話する際に聞き取りづらさを指摘さ

れなくなった.発症 300 日後頃には病棟生活上

のコミュニーションに支障がなくなり 329病日

に退院となった. 

再評価(320病日頃) 

認知機能所見：全般的な認知機能の改善を認め,

入院時にみられた反応の緩慢さや易疲労性,発

動性の低下,注意障害,近時記憶障害は改善がみ

られた.左半側空間無視や病識低下,脱抑制は軽

減みられたものの一部残存した.発声発語機能

所見:呼吸発声機能は呼気圧持続時間 19 秒,最

長発声持続時間 17秒,聴覚的に声量増大と嗄声

の改善を認めた.鼻咽腔閉鎖機能や口腔構音機

能も改善を認め,発話明瞭度 1.5/5,自然度 2/5

となった． 

考察 

本例の声量低下はディサースリアや廃用性の

機能低下が起因していると考えられたが，呼吸

発声機能の改善がみられても会話場面において

声量が低下しており認知機能障害の影響が疑わ

れた．Benson(1979)は声量低下に関して前頭葉

機能の関与を指摘しており，柴崎(2012)は前頭

葉機能障害によりメタ認知に障害が生じると報

告,大東(2012)は前頭葉障害により自発性が低

下し外界の出来事に無関心になると報告してい

る．本例が会話場面で声量が低下した要因は,

こうした前頭葉症状の影響により自己の発話に

対する認識に影響が生じ本来の発話能力を十分

に発揮できなかったために起きたと考えられた． 



回復過程③ 

 

19 

気管切開,人工呼吸器管理下にある 21トリソミー児の経口摂取再開の経験 

 

伊原 武志 1, 上村 優里 1 ,嶋 ろひ 2，田中 英 2  

長岡赤十字病院 リハビリテーション科部１ ,同 小児科 2 

 

はじめに  

21 トリソミーはそのおよそ半数に嚥下障害を

有する．機能的な呼吸異常を有する場合は嚥下

機能評価に加えて気管切開の有無,人工呼吸器

管理といった呼吸機能に関連した評価も必要と

なる．従来の人工呼吸器である同期式間欠的強

制換気（SIMV) は患者とのトリガの非同調など

が指摘され,経口摂取の阻害要因となっていた．

SIMV よりも同期性に優れた神経調節補助換気 

( NAVA ）が存在する．横隔膜活動電位( Edi ) を

呼吸トリガとし新生児を中心に重度の呼吸障害

例に使用されている．今回,重度呼吸器疾患を呈

した 21トリソミー症例が NAVA管理によって呼

吸機能が安定し経口摂取を確立することが出来

たためここに報告する． 

症例 

0歳，男児 

診断名 : 気管気管支軟化症,RS ウィルス感

染,21トリソミー. 

現病歴 :在宅にて呼吸状態増悪し当院入院．第

3 病日挿管され ICU 入室管理．呼吸状態安定せ

ず鎮静管理．第 110病日に気管切開術施行され

以降も鎮静継続．157病日 NAVA管理．呼吸状態

安定し鎮静管理終了． 

既往歴 :在胎 33週出生.A大学病院 NICU入院．

21トリソミーと診断．哺乳確立後に自宅退院．  

経口摂取歴 : 第 40生日より哺乳開始．66生日

で哺乳可能．100ml摂取に 30分以上要した． 

 

評価・訓練 

162病日(第 265生日) ST開始．気管切開,カフ

無しカニューレ.右鼻孔より Edi カテーテル,

左鼻孔より経管栄養 4fr 挿入され胃内留置.人

工呼吸器 SERVO-U®,NAVA管理．JCSⅠ-1．摂食嚥

下機能の評価および呼吸位相,呼吸数,嚥下前後

の Edi peakを指標に呼吸評価を行った．呼吸位

相の不良所見が生じ,嚥下後の吸気努力および

呼吸数の増加所見が認められた．吸啜反射は減

弱.舌突出嚥下あり．発達は経口摂取準備期にあ

ると判断．哺乳は再開せず離乳食摂取を目的に

スプーンでのとろみ付き水分の直接訓練を開始

した.  

192 病日 人工呼吸器 Astral®,SIMV の導入を試

みたが同調不良．啼泣時に対応できず NAVA継続

となった． 

238病日 NAVA管理．経口摂取中の呼吸位相安定．

嚥下時の呼吸努力は改善,離乳食初期の摂取も

可能となったが空気嚥下所見あり．腹部膨満に

より呼吸努力が増加した．  

255病日に Astral® , SIMV管理へ変更．人工呼

吸器との同調不良．陥没呼吸,SPO2 低下,Edi 

peak 異常高値など続き,経口摂取進まず．人工

呼吸器設定の評価,変更が継続された． 

262病日SIMV管理で呼吸状態安定し経口摂取に

対する疲労も改善．全量の経口摂取可能となっ

た．舌突出嚥下は消失した．離乳食後期を摂取

可能となったが空気嚥下は継続して認められた．

364 病日 嚥下機能獲得期～おしつぶし機能獲

得期となり離乳食後期を 3食全量摂取．水分は

ドレッシングボトルからの摂取の状態で自宅退

院となった．摂取量が増加しても NAVAとのファ

イティングや Ediの感知異常は認めなかった． 

結果・考察 

従来の人工呼吸器管理では鎮静が必要で経口摂

取再開は望めなかった重度呼吸障害症例であっ

ても,適切な人工呼吸器管理が功を奏し経口摂

取再開が可能となった． 

呼吸所見を捉えたうえで嚥下評価を行い,哺乳

瓶の中止や食事摂取手段と形態選定などを行っ

た．21トリソミー特有の舌突出嚥下への対応お

よび捕食,咀嚼などの発達を促すことが出来た

と考える． 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉・労災指定：各種車椅子・座位保持装置・ベッド      
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