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大会長挨拶 

 

第 6回学術大会開催によせて 

 

 

 

 

 

 

 この度、皆様のご尽力のおかげで第 6回新潟県言語聴覚士会学術大会を開催する運びとなりました。

いつも私たちの活動を支えていただく関係団体諸氏、活動の基盤をなす会員の皆様に感謝申し上げます。 

 今回大会長を務めるにあたり、テーマを「症例から学ぶ言語聴覚療法」といたしました。私たち言語

聴覚士は、常に患者から臨床力を学んでいきます。そして日頃接する患者の症状は実に様々であり、一

人として全く同じ症状を呈する患者はいないといって過言ではありません。学校や教科書から学んだ知

識をもとにそれらの患者を数多く経験し、臨床力を蓄積しながらさらに新しく出会う患者を理解し、治

療法を考え、効果を検証していく。その繰り返しが私たち言語聴覚士の仕事の質を高め、患者とその家

族が障害を乗り越えていくための援助につながるのだと思います。臨床活動で大事なことは全て患者と

家族などが教えてくれるのです。 

 しかしながら、言語聴覚士が自分一人で診ることができる患者には限りがあります。私たちの経験値

をさらに高めていくためのものが、他者の経験を見たり聞いたりして間接的に経験することのできる研

修会や学会、症例検討会だと思います。中でも私は症例検討会が臨床家にとって最も基本的な自己研鑽

の手段だと思っています。様々な患者の情報を聴き、症状を分析・理解するプロセスを学び、多様な観

点からの治療法を考えていく。特に少人数の職場が多く、また仕事の環境が個室という環境にもあるこ

とが多い言語聴覚士にとっては、この作業を多くの人と共に繰り返して行い、独りよがりにならない臨

床力を身につけていくためのとても大事なことだと思うのです。これらの思いから、今回のテーマを選

定いたしました。 

 今回の学術大会は新潟県言語聴覚士会が一般社団法人となって初めての、記念すべき大会です。特別

講演会では、常に言語聴覚士の活動をリードしてこられた総合南東北病院の佐藤睦子先生に「症例検討

の腕を磨くための視点：魅力ある言語聴覚療法のために」と題してお話ししていただきます。また、症

例検討のコーナーを設け、日頃直接聞くことのできない経験豊富な方たちの症例理解のプロセスを、若

手の皆さんに学んでもらえるようにしました。この一日を過ごしていただいた会員の皆様が、これから

の臨床活動が今までよりも楽しく、そして充実感を得られるような、始まりの一日になることを願って

プログラム巻頭のご挨拶といたします。  

 

 

 

 

 

一般社団法人新潟県言語聴覚士会 会長 

新潟リハビリテーション大学 佐藤 厚 
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学生総合プラザ STEP会場案内図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場見取り図 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 1  4階 大研修室 右側        

   会場 2  4階 大研修室 左側 

企業展示 エレベーターホール   

※受付は 4階大研修室前に設置しております。 

 参加費はお釣りのないようにお持ちください。 

－学生総合プラザ STEPへのアクセス－ 

●車 

紫竹山インターより 5分、桜木インターより 3分 

新潟亀田インターより 7分 

●タクシー 

JR新潟駅南口より 7分、新潟空港より 25分 

●バス 

JR 新潟駅南口より、新潟・南部営業所行バス

「弁天橋」下車徒歩 1分 

●住所 

新潟県新潟市中央区紫竹山 6-3‐5 

●TEL 

025-255-5534 



第6回 新潟県言語聴覚士会学術大会スケジュール

10:55 10:55

15:00

15:10

記念式典17:00～

9:00
開会式

一般演題
摂食嚥下障害

座長：高橋圭三先生
演題：①～③

10:00

9:30

会場3
（エレベーターホール）

会場1
（4階大研修室右側）

 参加受付9:00～12:00

 企業展示9:30～13:30
　

9:30

会場2
（4階大研修室左側）

16:40

17:00

13:3013:30

16:40

10:15

13:30

10:15

11:10

平成３０年度
一般社団法人
新潟県

言語聴覚士会総会

15:00

10:35

10:00

一般演題
在宅・災害

座長：市野千恵先生
演題：⑥～⑧

一般演題
新人発表

座長：本間桜先生
演題：①～④

一般演題
研究

座長：阿志賀大和先生
演題：④,⑤

10:45

12:00

17:00

15:10

症例検討
座長：佐藤卓也先生
症例検討：①,②

12:10

特別講演
講師：佐藤睦子先生
司会：佐藤厚先生

11:00

16:40
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《参加者の皆様へ》 
・学術大会（特別講演）の事前申し込みは必要ありません。 

・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 12時 00分で終了します。 

・事前に「第 6回学術大会参加票」に必要事項を記入の上当日会場に持参し、受付にお渡しくだ

さい。 

・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。 

・駐車場が限られている為、公共交通機関でお越しください。やむを得ず自家用車で参加される

方は乗り合わせてお越しください。 

・抄録集は 1冊 200円で販売しております。 

《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。症例検討の発表時間は 15 分、質疑応答は 15分

です。時間厳守にご協力ください。 

・一般演題で発表される先生方は事前に複数の PCで動作確認を行ってください。 

・一般演題で発表される先生方は、当日、発表用スライド(パワーポイント Ver 2003以降)のデ

ータが入った USBフラッシュメモリーをお持ちください。 

・演題の PC受付は 4階受付で行います。開会の 30分前までには PC受付を行ってください。 

・必ず事前にウイルスチェックを行ってください。 

・データのファイル名は『演題番号・氏名』としてください。 

・演題番号は、抄録集でお確かめください。 

・音声ファイルは wav、mp3、wmaのいずれか、動画ファイルは mp4、wmv、mtsのいずれかで保存

してください。それ以外の保存形式では再生されない可能性があります。 

・動画を使用される先生におかれましては、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：新潟市民病院 矢内 康洋) 

・Macをご使用の先生は、各自で PC、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。 

・発表後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。 

・今学術大会では、一般演題の中で優秀な演題を表彰することを予定しております。 

 

第 6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。 

・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。 



 

7 

特別講演 

症例検討の腕を磨くための視点： 魅力ある言語聴覚療法のために 

佐藤睦子 総合南東北病院神経心理学研究部門 

 

 この度は、発表の機会をいただきありがとうございます。大会長の佐藤厚先生から「“症例を診断し、

そこから学ぶことの大切さと特に若手言語聴覚士への提言”という内容にしたい」とのご意向を

伺い、また、実行委員長の佐藤卓也先生からは今回のメインテーマを「症例から学ぶ言語聴覚療法」に

したとお知らせいただきました。そこで、日々のありふれた臨床業務の中からキラ星を見つけ出し

宝石に仕上げるような仕事の進め方について語ろうと思い立ちました。かなり野心的な試みでは

ありますが、そのような思いを込めて標記のようなタイトルにしてみた次第です。 

 さて、「魅力ある言語聴覚療法」とは誰にとっての魅力的な言語聴覚療法なのでしょうか…ま

た「魅力的」とはどういうことなのでしょうか…。もちろん、一義的には“患者さんにとっての

魅力的な治療”です。しかし、それだけではありません。言語聴覚士自身も魅力的であると感じ

るものでなくてはなりません。もしあなたが日常業務は忙しくてただ味気ないものだと思ってい

るのであれば、あなたが行う言語聴覚療法はきっと関係者には魅力的には映らないでしょう。あ

なたの仕事ぶりが魅力的なのかどうかを判定するのは、自分ではなく他者であることを忘れては

いけません。他者の主観です。そのようなことを考えると、とりわけ人を対象とする言語聴覚療

法では、「相手にはどう見えてどう感じられているのかな」という視点を忘れてはならないとい

うことに思い至ります。これは、とりもなおさず、症例検討の原点でもあります。日々の臨床業

務では、独りよがりにならないために学び続けることが必要であり、「相手からみるとこれはど

う見えるのかな」という視点で工夫を重ねていくことが必要です。そのような日々の業務を色々

な角度からまとめ直し、別の見方や考え方もあるかもしれないと指摘してもらえる場が「症例検

討」なのです。 

 当日は、自験例を提示しつつ実際の言語聴覚療法についてお話をし、かつ、症例を理解してい

ただくための“見た目”にも言及したいと思っています。若手言語聴覚士のみならず老練な会員

諸氏にも、終了後にはこれまで以上にキラキラした目になっていただけるようなお話をしたいと

考えています。 

 以上、単に“打ち上げ花火的宣言”をしただけの抄録になってしまいましたがご容赦ください。

背水の陣で“魅力満載の内容”を準備します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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ご 略 歴 

 

総合南東北病院神経心理学研究部門 

佐藤 睦子（さとう むつこ）  

 

学歴／職歴 

  1977年 3月 秋田大学教育学部卒業 

  1978年 3月 大阪教育大学特殊教育特別専攻科修了 

  1978年 4月 秋田県立脳血管研究センター入職 

  1984年 4月 ㈶脳神経疾患研究所附属南東北脳神経外科病院（現 総合南東北病院）入職 

  現在に至る 

 

現職 一般財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 神経心理学研究部門 科長  

 

学会役員等 

 ・ 福島県高次脳機能障がい支援会議 会長 

 ・ 福島県言語聴覚士会 顧問 

 ・ 東北神経心理懇話会 世話人・事務局 

 ・ 日本神経心理学会 理事 

 ・ 日本高次脳機能障害学会 理事 

 ・ 日本言語聴覚士協会 理事 

 

資格・免許 

  1990年 臨床心理士 

  1999年 言語聴覚士                                                          

 



一般演題① 
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摂食困難となった在宅患者への食支援 

―地域包括ケア病棟から再び在宅生活へ― 

 

柳原岳 1)、飛田靖人 1)、渡邊隆幸 1)、堂井真理 1)、宮入暁子 2)、齋藤泰晴 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) 

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) 

総合リハビリテーションセンターみどり病院 呼吸器内科 3) 

 

はじめに 

当院地域包括ケア病棟はポストアキュート,

サブアキュート機能を担っており,住み慣れ

た地域で在宅生活が継続できるための支援に

取り組んでいる.今回,食事摂取量の低下にて

入院した症例に対し食支援や環境調整を行い,

再び在宅生活を送ることができた成功例を経

験したので報告する. 

症例 

65歳,男性,要支援 1. 

家族構成 

本人,妻,息子夫婦,孫二人. 

既往歴 

X-9 年左上顎洞腺様嚢胞癌,X-4 転移性肺癌等

で手術を繰り返していた. 

現病歴 

X年 1月頃左小脳梗塞発症.回復期病棟退院後,

高次脳機能障害,歩行障害が残存し当院外来

リハビリテーションを継続.食欲不振,むせる

等の訴えあり嚥下造影検査を実施.食事環境

や栄養等の検討目的に地域包括ケア病棟に入

院. 

所見 

<身体機能>左上下肢・体幹失調,右上下肢の感

覚障害<認知機能>MMSE：27/30.注意障害,軽度

近時記憶障害,前頭葉症状<口腔嚥下機能

>RSST：4 回/30 秒.右食道開大不全,嚥下反射遅

延,左口唇閉鎖不十分,咽頭残留多量（右<左）

<ADL>移動：自室内四点杖歩行見守り,棟内車椅

子全介助.排泄：見守り. 

経過 

入院時,摂食困難だったが,左下完全側臥位

30°,右頸部回旋にて摂取可能となり,全介助

でゼリー食,薄トロミ水分を開始.入院 3 日目

ペースト食,10日目全粥,刻み食トロミ付へ移

行し摂取量安定.見守りで自力摂取開始.熱発

なく摂取量安定し 25日目には食事以外の ADL

は概ね自立.食事は見守りが必要.本人・妻が

在宅生活に不安があると訴え,食事環境や栄

養等の退院前指導を実施.ADLの維持・拡大を

目的に訪問リハを設定.退院後,食事量を維持

し,デイサービスの参加や外出等 IADL は拡

大. 

考察 

地域包括ケア病棟での退院支援は機能改善

を追及するばかりではなく,在宅生活の再構

築に着目し生活復帰支援を考えるべきと思わ

れた.本症例が再び在宅生活を継続できた要

因には,栄養方法の再確立・在宅生活での環境

設定が大きく関与していると考えられた．

 



一般演題② 

 

10 

訓練内容を変更後、経口摂取可能となった Wallenberg症候群の一例 

大橋知記１,武石さつき１，本間崇彦１，佐々木大輔１，佐藤卓也１，﨑村陽子２，今井信行３．４ 

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 

新潟リハビリテーション病院 歯科・歯科口腔外科３，新潟医療福祉大学 医療技術学部 言語聴覚科４ 

 

はじめに 

 今回，食塊通過が困難な Wallenberg症候群の

一例に，バルーン法，Shaker.ex を実施するも

明らかな改善は認めず，呼吸・発声訓練，頸部

伸展・開閉口訓練による喉頭モビライゼーショ

ンを加えた所、著しい機能改善を認めた症例を

経験したので報告する． 

 

症例紹介 

63歳，男性． 

診断名：左延髄梗塞． 

転院時所見 

神経学的所見：左上下肢体幹の運動失調， 

左顔面と右頸部以下の温痛覚低下，左咽頭麻痺，

左声帯麻痺，左 Horner症候群． 

音声言語学的所見：気息性嗄声，開鼻声 

嚥下スクリーニング検査：RSST1回，MWST3b， 

藤島の摂食状況レベル：2経口摂取無し(経鼻胃

経管栄養) 

画像所見：左延髄背外側部梗塞 

     右放線冠ラクナ梗塞 

経過 

 第 37病日，A病院より，当院回復期リハビリ

テーション病棟へ転院．転院日より OE法（間欠

的口腔食道経管栄養法）実施.第 40病日嚥下造

影検査(以下 VF検査)実施.喉頭挙上不全，食道

入口部開大不全を認めた為，ST 介入にて

Shaker.ex，バルーン訓練(嚥下時引き抜き法)

を実施．第 68病日，2回目 VF検査実施.初回 VF

検査と著変なく，喉頭挙上不全，食道入口部開

大不全認めた.検査後 ST介入時間を 1日 1回 60

分から、1 日 2 回 40 分ずつへ変更.呼吸・発声

訓練，喉頭モビライゼーションによる間接嚥下

訓練を追加．139病日，3回目 VF検査実施.喉頭

挙上量の拡大，喉頭挙上時間の延長を認め，食

道入口部開大を認めた．その後，段階的に食事

回数，食事形態を UPし，173病日，常食全量摂

取可能となった為，自宅退院となる． 

考察 

沖ら(2011)によれば，頸部の可動域制限は，

舌骨や喉頭を過剰に固定し，喉頭挙上運動の制

限因子になると言われている.本症例は明らか

な頸部の可動域制限は認められなかったものの，

入院時より，左頸部から肩甲帯にかけて筋緊張

の亢進が認められた.これらの事より舌骨上筋

群の筋力強化に加え，伸張運動が加わる事で，

舌骨上筋群や，頸部の過剰な筋緊張が低下し，

喉頭挙上に関する筋力が動員されやすくなった

のではないかと考えられた. 

 喉頭挙上不全に対しては，Shaker.ex による

舌骨上筋群の強化が一般的ではあるものの，本

症例の様に，ある程度筋力が保たれている症例

(舌骨上筋群の評価グレード 4/4：吉田ら 2006) 

に対しては，喉頭挙上の阻害因子として，舌骨

上筋群の筋力低下だけではなく、喉頭周囲筋の

可動域や筋緊張にも考慮する必要があるのでは

ないかと考えられた. 

 

文献 

1)沖侑大郎ら,嚥下障害の症例に対し，頸部可動

性改善と舌骨上筋群の筋力増強が嚥下障害の改

善に寄与した一例,第 47回日本理学療法学術大

会抄録集,2011． 

2)吉田剛ら,脳血管障害による嚥下運動障害者

の嚥下障害重症度変化と嚥下運動指標および頸

部・体幹機能との関連性,日本老年医学会雑誌

43巻 6号,2006 
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甲状腺中毒性ミオパチーにより重度の嚥下障害を呈した 1例 

渡辺慶大 1），小林優樹 1），田村俊暁 2） 

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 1)，新潟医療福祉大学 2) 

 

はじめに  

 甲状腺機能亢進症は，罹患率が高く，有名な

病気である．しかし，患者のうち嚥下障害を呈

するのは稀であり，報告数も少なく，病態につ

いては不明な点が多い．今回，甲状腺機能亢進

症に伴う甲状腺中毒性ミオパチーにより，重度

の嚥下障害を呈した 1例を経験したため，嚥下

動態・嚥下リハビリテーション(以下嚥下リハ)

について報告する． 

症例 

50代男性．主訴は嚥下困難．既往歴は特記な

し．ADLは自立．X年 6月に嗄声，呂律不良，嚥

下困難を自覚していた．A クリニックを受診し

たが，精査目的に当院に紹介された．その後，

MRI で右 MCA 領域の脳梗塞を認め，入院した．

また検査結果より，バセドウ病と診断された． 

経過  

 入院 3病日より NST介入．4病日より，ST介

入を開始した．初回評価では，意識清明であ

り，会話や従命は可能．明らかな高次脳機能

障害や四肢の麻痺なし．左顔面・舌下神経麻

痺あり．これらは比較的早期に改善するが，

舌の線維束性攣縮は残存した．唾液による誤

嚥が著明であり，頻回に自己喀出していた．6

病日には，VEを施行した．兵頭スコア（兵頭

ら，2010）は，9 点であり，重度の嚥下障害

が認められた．また嚥下反射惹起遅延，咳嗽反

射減弱など，運動面の乏しさのみならず，感覚

面の低下も認めた．食事は入院後に欠食とな

り，経腸栄養が開始された．14病日，唾液誤

嚥に改善がないため，胃瘻増設した． 

 その後，欠食中だったが，3 度にわたり誤

嚥性肺炎を繰り返した．そのため，VEで唾液

誤嚥の減少を確認後，40病日にゼリーによる

直接訓練を開始した．段階的摂食訓練と間接

訓練を併行しながら，74病日に常食の摂取が

可能となり，77病日に自宅退院した． 

 

 

表 1：甲状腺ホルモン数値 

 入院 経口開始 退院 

FT3(pg/ml) 23.69 3.97 2.67 

FT4(ng/ml) 7.77 2.22 1.19 

考察 

  本例の嚥下障害は，甲状腺中毒性ミオパチ

ーにより球麻痺症状を示し，重症化した．本例

の嚥下動態や嚥下リハについて以下に考察する． 

１） 嚥下動態 

 甲状腺中毒症による嚥下障害として，甲状腺

機能異常が直接の原因となり，咽頭・食道期の

障害を起こすことがある．本例は先行報告同様

に，顕著な喉頭の挙上不全や通過障害による残

留など様々な咽頭・食道期の障害を呈していた．

さらに，嚥下反射惹起遅延や咳嗽反射減弱を認

めたが，これまで本症候の感覚面の適切な報告

はなく特筆すべき点である． 

２） 嚥下リハ 

本例はいわゆる球麻痺患者と同様，四肢の運

動機能や認知機能は比較的保たれていた．その

ため，種々の間接・直接訓練が施行可能だった

が，効果は乏しく治療に難渋した．また症状は

甲状腺数値に，比較的同期して改善した．先行

報告では，症状の改善に要した期間は 1週から

4 ヶ月と幅があるが 1)，本例は経口摂取が確立

するまで 2ヶ月程度を要していた． 

以上から，発症早期は，誤嚥性肺炎や欠食に

よる嚥下機能の廃用を予防すること，甲状腺数

値の改善に合わせて他科と協働しながら経口摂

取の時期を見極めていくことの 2点が重要であ

ると示唆された． 

文献 

1) Wei-Yih Chiu,et al：Dysphagia as a Manifestation 

of Thyrotoxicosis: Report of Three Cases and 

Literature Review. Dysphagia 19:120–124,2004. 
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舌音の oral diadochokinesis は主動作筋群の敏捷性を反映する 

 

 

田村俊暁１，２, 佐藤克郎１，２ 

新潟医療福祉大学 言語聴覚学科１, 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科２ 

 

はじめに 

 近年，健康増進への意識が高まっており，オ

ーラルフレイルや嚥下障害などの視点から

oral diadochokinesis (DDK)や舌圧といった口

腔機能を評価する指標に注目が集まっている. 

 しかし，DDK がどのような運動側面を反映し

ているか不明な点もあり運動生理学的な視点か

らの検討はほとんどない．今回は主動作筋群で

ある舌筋の運動特性と DDKとの関連を探索した． 

対象および方法 

対象：若年健常成人 23 名（男性 9 名，女性 14

名，平均年齢 22.4±3.1歳） 

方法：舌運動機能を以下の様に定義し，DDK の

値との相関関係を分析した． 

1） 筋力：最大舌圧（MAX-TP） 

2） パワー：Δ圧力／0.05sec で算出した変

化率の最大値（PRCF） 

3） 敏捷性：PRCFまでの所要時間（PRCF-t） 

4） 安定性：MAX-TPの 5秒間の変動係数（CV） 

 全例座位で JMS社製舌圧測定器（TPM-01）を

用いて最大の力を 5～7秒維持させた．測定は 3

回実施し，その平均値を採用した．測定中は PC

に接続して時系列データを記録した． 

 また，単音節の DDK は/pa/，/ta/，/ka/で 5

秒間を計 2回行わせ，その平均値を採用した． 

結果 

 表 1 に舌運動機能の各群の平均値を示す.こ

れらの結果と DDKでは，PRCF-tのみ/ta/，/ka/

とで中等度の（共に r＝-0.6，p＜0.01）/pa/と

で弱い（r＝0.4，p＜0.05）負の相関関係を認め

た．図 1に/ka/DDKと PRCF-tの散布図を示す． 

Table 1．各群の舌運動機能の平均値 

 MAX-TP 

(kPa) 

PRCF 

(kPa/s) 

PRCF-t 

(s) 

CV 

(%) 

男性 

女性 

50.7 

38.7 

195.1 

110.1 

0.34 

0.50 

9.7 

11.9 

 

考察 

 舌筋の敏捷性として定義した PRCF-t と全て

の DDKで相関関係を認めた.以上から，その他の

筋力，パワー，安定性と定義した項目よりも DDK

の能力は敏捷性を反映した数値であることが示

唆された． 

 また，DDKのうち/ta/，/ka/との相関係数(効

果量)は，/pa/DDKに比べて強かった．以上から，

舌音の主動作筋である舌筋群の能力をより反映

していると推察される． 

 DDK を口腔機能の評価として実施するにあた

って，敏捷性という運動生理学的な視点を考慮

することでより繊細な評価・治療方法の展開が

期待される． 

 今回は，舌の運動機能に着目して実験を行っ

たが，今後は DDKの遂行に関連する口唇や下顎

の筋群の PRCF-tと比較検討する必要がある． 

まとめ 

 単音節の DDKは，主動作筋群の筋力やパワー，

安定性などの能力よりも敏捷性をより反映す

る. 

 

謝辞 

 本研究は新潟医療福祉大学研究奨励金(課題

番号 H29A04)の助成を受けて実施された． 
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骨折入院患者における認知機能の検討 

 

菅原祥子¹，橋本一穂¹，森口みどり¹，山崎佳与¹ 

佐藤卓也¹，村山拓也²，高野義隆³，立石学³，山本智章⁴． 

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 作業療法科²， 

新潟リハビリテーション病院 理学療法科³，新潟リハビリテーション病院 整形外科⁴． 

 

はじめに  

 日本脆弱性骨折ネットワーク（FNNJ）は，高

齢者の脆弱性骨折ゼロを目指し，他職種協働に

よる骨粗鬆症予防と治療のための組織作り及び

その普及・啓蒙活動を行っている．FNNJ では，

平成 29年 4月より，全国 17病院と協力し，多

施設研究として大腿骨近位部骨折調査データベ

ースの運用を開始した．当院もその事務局とし

て協力している．骨折追跡調査の認知機能評価

として手術適応となった患者の術前に

Abbreviated Mental Test Score(以下 AMTS)を

使用し，認知機能を評価，データ収集を行って

いる．当院では，他の骨折入院患者も含め AMTS

を実施．AMTS と Mini-Mental-State(以下 MMS)

の重症度を比較検討し関連性を分析し検討した

ので報告する． 

対象および方法 

対象：平成 29 年 4 月～11 月までの間，当院整

形外科に入院し STが介入した骨折患者 60名の

うち，交通事故や上腕骨折を除いた 52 名．内

訳：男性 16 名，女性 36 名．平均年齢：84.65

±6.41歳． 

方法：①AMTS（10点満点）を判定基準に従って，

著しい認知障害（0～3 点），中等度の認知障害

（4～6点），正常（>6点）の 3群に分類し，各

群の失点傾向を分析.②MMSの重症度（5群：重

度（0～14点），中等度（15～19点），軽度（20

～24 点），最軽度（25～29 点），正常（30 点））

との関連を比較検討．③歩行状態の変化や退院

先について AMTSの群別に解析を行った. 

結果 

①AMTS 判定基準で，著しい認知障害 10 名，中

等度認知障害 21名，正常 21名．各群ともに記

憶・年号・終戦の年・首相の名前での失点の傾

向にあった．②AMTS の著しい認知障害群には

MMS重度群が 90％，中等度群は MMS重症度群が

38.1％，正常群は MMSの軽度群が 66.7％を占め

た．（図 1）AMTSと MMSの間には相関関係を認め

た．（r=0.79，P<0.01） 

③AMTS の重症度別にみた歩行状態の変化では，

中等度群以下は車椅子レベルとなる場合が多く，

退院先は正常群と著しい認知障害群では自宅退

院が多く，中等度群では施設退院となる方が多

かった． 

 

図 1 AMTS重症度群別に見た MMS重症度の割合 

 

考察 

 AMTSとMMSの重症度は概ね一致する結果とな

り，短時間で簡便に実施できる AMTSは，ベッド

サイドでも行える認知機能評価として有効であ

ると考えられる．また，AMTSの重症度が高くな

るにつれて歩行状態が車椅子レベルに移行する

ことが多く,施設退院となる割合も高くなるこ

とから，認知機能低下により受傷前の生活に戻

れなくなることが考えられた． 

まとめ 

 AMTSは，簡易に短時間で実施できる認知機能

評価である．骨粗鬆症があり高齢になると認知

機能低下が伴って，転倒による骨折の危険性が

高まる．骨粗鬆症治療とともに早期から認知機

能評価を行っていくことが,骨折予防の一つに

なるのではないかと考える. 
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失語症に特化したデイサービス「あおぞら」の活動 

―現状と意義― 

 

藤間紀明 

地域密着型通所介護デイサービスあおぞら  

 

はじめに 

 現在わが国では脳血管障害や事故の後遺症

で失語症を呈する患者数は全国に 20万～50 万

人と言われている.一般的に発症より 1 年くら

いの間が回復期間といわれることが多い

が,Holland ら(2017)は失語症を発症した初回

検査より最終検査間の平均 4 年間で 26 名を

WAB-R を用い評価した結果,半数以上で言語機

能が回復し続けていたとの結果を報告している.

これは失語症が長い時間の中で回復してくこと

もあるというエビデンスを示している.よって

生活期にも失語症の訓練は需要や効果があると

考えられるが,生活期を支える介護保険制度下

での訓練が充分に提供されているとは考えにく

い.必要な訓練を受ける機会が与えられない結

果,社会参加が難しくなりその意欲すら失われ

る場合もある.平成25年5月,失語症の訓練が受

けられない方や失語症により社会参加に前向き

になれない方のために介護保険制度下における

失語症を中心とした言語訓練施設,デイサービ

スあおぞらを開設した.開設より 5 年経過し現

状の活動と施設の意義などを報告する． 

施設の概要 

平日と祝日に営業し午前・午後の 1日 2単位

に分かれ,各単位定員 10 人となっている.グル

ープ訓練が中心だが,約30分STが個別訓練を行

う.スタッフはSTが3名,グループ訓練を担当す

る介護職員2名.生活相談員が1名で運営してい

る.加算は運動機能向上加算を頂いている. 

活動報告 

利用者は現在 39名(平成 30年 2月現在)でほ

ぼ失語症が主問題の方である(SCDの方が1名). 

年齢は 50～88 歳(68±9.4)で男性 30 名女性 9 

名.失語症発症からの経過年数は 1～26 年(6.9

±26)で重度の方 11 名,中度の方 11 名,軽度の

方 16名である.介護保険制度を利用せず自費で

来所する方も少数いる.送迎は中央区,東区,西

区が中心だが範囲外の方でも家族送迎等で受け

入れ可能である. ST の個人訓練は施設所有の

SLTA や他事業所での評価をもとに計画を立て

行っている.特色はグループ訓練があることで

ある.訓練を通じて利用者同士のコミュニケー

ションや仲間作りも目的として,職員主導や参

加者同士で言語課題の問題を出し訓練を行う.

概ね好評で失語症者同士が安心感と励ましあい

ながら取り組むことで絆を深めている. 

アンケートと結果 

 平成 30年 2月利用時で利用者とその家族にア

ンケートを取った.両者とも言葉の訓練が希望

で通っているという回答がほとんどだった.ま

た利用後の変化について利用者は言葉が出るよ

うになった等の前向きな回答が 6 割だが,変わ

らないという回答も 4 割あった.同質問に家族

からは言葉が増えたという回答が 8割だった. 

まとめ 

 施設の目的の１つに失語症を原因としたコミ

ュニケーションへの不安をベースとした方が社

会から孤立することを防ぐための受け皿として

設立したという経緯がある.利用者には訓練し

文字の理解が向上したことで,タブレットを使

いインターネットを楽しむことが出来るように

なった方や,コミュニケーションへの不安が軽

減し復職した方,自身の発話に自信がつき朗読

会に読み手として参加している方もいる.また

利用時にお茶でムセがみられたが,ST が介入し,

ムセがなくなった方もいる.施設は言語訓練の

ための施設ではあるが,失語症をきっかけに来

所した利用者に対して必要な場合には言語訓練

だけに限らない関わりを持ち,ADLやQOLを向上

させるということも大切なのではないかと考え

る.そして利用者が社会生活への自信をつけて

様々な活動への足掛かりなるよう尽力すること

が施設の意義であると考える. 
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在宅生活を支える通所リハビリでの取り組み 第 2報 

―通所リハビリにおける言語聴覚士の役割― 

志塚千紘 1,堂井真理 2,佐藤豊 1 2 

介護老人保健施設 緑樹苑 通所リハビリテーション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 

当通所リハビリテーション(以下通所リハ)に

は言語聴覚士(以下 ST)が配置されており，前年

度は当通所リハの紹介，STの取り組みを報告し

た．早期の退院支援が求められる今日，日常生

活動作(以下 ADL)が自立すると退院が促される

ことが多い．今回は第 2報として，通所リハで

STが関わり，機能回復だけでなく，活動や社会

参加の支援につながった 2症例について報告す

る． 

症例① 

【症例】58歳 男性 右利き【職業】元事務職

【主訴】言葉が出てこないのが困る．仕事，自

動車の運転がしたい．【既往歴】特記なし【現病

歴】X年 4月，脳梗塞発症．回復期病棟を経て，

同年 7月に自宅退院．同年 8月より言語機能，

体力・筋力の向上を目的に当通所リハ開始．【身

体機能】Brs右上肢Ⅵ-手指Ⅵ-下肢Ⅵ．ADLは自

立であるが，右上肢の痺れ，痛み，長距離歩行

に不安を抱いていた．【神経心理学的所見】失語

症，注意障害．【STとしての関わり】心身機能：

喚語困難，語性錯語，軽度理解障害，音韻性錯

書を認めたため，文章完成や語の説明，会話訓

練を実施．漢字の仮名振りや文章完成を宿題と

しても提示した．活動・社会参加：独居で，会

話の機会が少ないことに不安を感じていた．失

語症者が参加できる場所を探していたため，市

内の失語症友の会に症例と STで参加した．就労

については，ケアマネージャーに本人の症状，

実施可能な内容について情報を提供した．【経過】

言語機能は，約3月後のSLTAで改善が認められ，

会話がスムーズに行えることも増加した．また，

他者との交流の場を持ったことで，徐々に自信

がつき，積極的に地域の体操等に参加されるよ

うになった．就労はケアマネージャーと障害者

雇用枠での就労先を現在見学している． 

症例② 

【症例】66歳 男性 右利き【職業歴】事務職

【主訴】言葉が出やすくなり，職場復帰したい．

自動車の運転がしたい．【既往歴】塞栓性脳梗塞，

前大脳動脈狭窄【現病歴】X 年 5 月，脳梗塞発

症．回復期病棟を経て，同年 7月に自宅退院．

同年 8月より言語訓練，高次脳機能訓練を目的

に当通所リハ開始．【身体機能】Brs左右上肢Ⅵ

-手指Ⅵ-下肢Ⅵ．ADL 自立であるが，悪天候の

日の屋外歩行，バス乗降に若干の不安あり．【神

経心理学的所見】構音障害，注意障害，脱抑制

【STとしての関わり】心身機能：発話明瞭度 2/5．

構音訓練実施．自宅での自主トレも促した．ま

た，運転再開評価を 3ヵ月後に控えていたため，

注意機能訓練も実施．活動・社会参加：病前参

加していた町内会の集まりや趣味活動に消極的

になっていたため，会話時の注意点や代償方法

を伝達し参加を勧めた．【経過】言語機能として

は自主トレを継続的に実施し，発話明瞭度

1.5/5 に改善．日常会話での聞き返しは減少し

た．自動車運転は，3 ヶ月後の他院での外来評

価にて再開可能となった．また，初めは躊躇し

ていた町内会の集まり等も，アドバイスや声掛

けを行うことで徐々に意欲が向上し復帰される

ようになった．復職は短時間から開始し，翌年

4月より本格的に復帰するため，3月にて通所リ

ハを卒業となった． 

考察 

今回 2症例ともに退院時には介護保険サービス

を利用していなかったが，在宅復帰後に通所リ

ハの開始となり，結果的に機能回復・社会参加・

地域資源サービスの利用につなげることができ

た．一般的に，軽度の障害と思われる症例でも，

環境変化に伴い不安を感じて消極的になってし

まうことは少なくない．通所リハビリは，心身

ともに楽しみ暮らす「生活づくり」に働きかけ

るとともに，医療機関と地域社会をつなぐ糸口

にもなり得る．また自立につながる一歩を提案

することもできるため，果たす役割は大きいと

感じられた． 
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災害リハビリテーションを考える２ 

―災害にいかに備えるかー 

堂井真理 
（一社）新潟県言語聴覚士会・災害対策委員会 

新潟県災害リハビリテーション連絡協議会 

 はじめに 新潟県は中越地震・中越沖地震を

経験し，平時からの災害医療体制の構築の重要

性を認識している．またその教訓から災害関連

疾患の予防・治療の必要性を知り，超急性期に

限らず慢性期・復興期にわたる災害支援の重要

性を把握している意識の高い県だと言える．今

回は，新潟県における災害リハビリテーション

（以下災害リハ）のシステムだけではなく，ST

に求められる支援活動について，また平時から

の備えについてもお話ししたい． 

これまでの経緯 2011 年 3 月に起きた東日

本大震災は広大な壊滅的被害をもたらし，7 年

経過した今も復興・再生にむけた取り組みが続

いている．この大規模災害では多くの救助チー

ムや支援チームが派遣されたが，被災地での各

職種による支援提供・医療職種の同士の連携と

いう面で反省点が残った．この反省を活かし，

今後は各都道府県単位で円滑かつ効果的に救

助・支援活動に取り組むよう，「東日本大震災リ

ハビリテーション支援関連 10団体」より新潟県

も要請を受ける．2013年 4月に「新潟県災害リ

ハビリテーション連絡協議会（以下県災害リハ

協議会）」が発足し，新潟県言語聴覚士会（以下

県士会）での災害対応に関わる組織運営やシス

テムの見直し・支援体制の構築・連絡系統の整

備を行うこととなる．2014年 1月には第 1回災

害対策支援委員会が開催され，今後の活動内

容・取り組み・課題について県士会の中で検討

していくこととなった． 

 新潟県における災害リハのシステム 
新潟リハ研究会・新潟県理学療法士会・新潟県

作業療法士会・新潟県言語聴覚士会・新潟県看

護協会・新潟県介護支援専門員協会・新潟県社

会福祉士会の 7団体が協力体制を組んでいる．

また現在までに 9回役員会を開催し，関連団体

として新潟県行政・新潟大学医学部災害医療教

育センター・新潟県医師会・新潟県歯科医師会・

新潟県社会福祉士協議会とも連携を図る組織体

制を整備してきた．この連携により，災害支援

リハ関連活動は効率よくさらに充実させること

ができると予想される． 
 災害支援活動の取り組み 新潟県言語聴

覚士会としては，災害対策委員会を中心に①会

員の安否確認②連絡系統の整備③支援内容④災

害ボランティア⑤会員への災害に関する意識の

啓発・知識や情報の提供行っている．また新潟

県災害リハ協議会としては，生活不活発病予防

委員会（新潟リハ研究会・新潟県理学療法士会・

新潟県看護協会）と被災生活支援委員会（新潟

県作業療法士会・新潟県言語聴覚士会・新潟県

看護協会・新潟県介護支援専門員協会・新潟県

社会福祉士会）の２つの活動を他団体と協力し，

災害のフェーズに合った支援内容で活動する支

援体制を整備している． 

 熊本震災における新潟県災害リハ活動
2016年4月14日の前震ののち16日に本震発災．

大規模災害リハビリテーション支援関連団体協

議会（JRAT）東京本部が 15日に設置．熊本 JRAT

より派遣要請あり，当初は熊本県内・近隣県が

支援を行う．18 日全国へ派遣要請あり，JRAT

新潟チーム（リハビリ医師・理学療法士・作業

療法士の 3 名）は，5 月 19 日から 22 日まで熊

本県益城郡御船町での支援活動に従事．活動内

容は避難所訪問・相談業務・避難所内の環境整

備や補助具の調整・入浴施設の評価や確認を主

に行い，次の JRATチームへ情報を伝達し引き継

いだ． 

 専門職 ST としての関わり  今，災害関連

死で最も多いものが肺炎と報告されている．災

害時は水の確保・物品不足・洗面台の数などの

問題から誤嚥性肺炎を発症しやすく，肺炎予

防・口腔衛生の問題に取り組む重要性が増して

いる．また低栄養の問題も大きく，高齢者の嚥

下の問題や配給で配られる食品の栄養価の問題

も STとして関わるべきところであり，被災高齢

者に起こるリスクを考えた時に生活不活発病や

コミュニケーションの問題だけにとどまらず，

STに拡く求めらるようになってきている．今後

は災害支援活動を会員にわかりやすく伝え発信

すること，興味や関心をもち支援活動に参加し

て頂ける人材の育成に力を入れていきたいと考

える． 

さらに県内での発災・県外への派遣支援を迅速

に行うためには，平時からの顔の見える関係や

他団体との情報共有，災害支援に対する共通認

識など日頃からの備えはかかせない． 
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軽度高次脳機能障害症例の運転再開支援 

髙橋茉鈴 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 

当院では,急性期から自動車運転再開を希望さ

れ,運転再開目的で転院してくる方が増えてい

る.そのような方は比較的症状が軽く,入院期間

も短い傾向にある.今回,急性期から自動車運転

再開希望で紹介された症例を経験したので報告

する.  

症例 

58歳,男性,右利き.教育歴：14年,職歴：会社員.

右被殻出血で発症,A 病院に入院,保存的治療.

軽度の注意障害を認める.運転再開希望,復職希

望あり第 14病日当院転入院. 

転院時神経学的所見 

左不全麻痺（Br.StageⅥ-Ⅴ-Ⅴ）.表在覚軽度鈍

麻.杖歩行,セルフケア自立. 

CT所見（第 14病日） 

右被殻に限局した，中心部が高吸収域，周辺が

低吸収域となった病巣を認める. 

転院時神経心理学的所見 

軽度の注意障害を認める.分配性低下,情報処理

速度の低下,動作性急性あり. 

運転再開評価 

MMSE：29/30（構成-1）.TMT：A19秒,B60秒.BIT：

通常検査 142/146（文字抹消-3,模写-1）.行動

検査 78/81（写真課題-1,電話課題-2）.BADS：

総プロフィール得点 22/24（規則変換-1,時間判

断-1）.Rey図形検査：模写 35/36.3分後再生 

27/36.CPT：SRT314.1±51.5m秒,X482.8±43.1m

秒,AX469.1±36.3m秒,WAIS-Ⅲ：

VIQ130,PIQ126,FIQ131,VC120,PO119,WM119,PS1

18.当院の判定基準上問題無し. 

経過 

【入院中】軽度の注意障害,易疲労性を認めた.

運転再開について,「大丈夫だと思うよ.運転し

ちゃいけないっていうのは病院側が勝手に言っ

てるだけでしょ？」と,軽く考えているようであ

った.神経心理検査の結果を説明したり,動作が

性急的になった際にはその都度声掛けを行った.

徐々に「運転できなければバスやタクシーを使

う」,「奥さんに送ってもらう」などの発言が聞

かれるようになってきた.第 46 病日自宅退院,

外来にて継続フォローとなる. 

【実車評価】第 60 病日自動車教習所にて実

施.MT 車にて評価行う.通常視力：普通.眩光下

視力：やや優れている.静止視力：平均.動体視

力：平均.単純反応検査：普通.選択反応検査：

やや優れている.ハンドル操作検査：やや注意.

注意配分・複数作業検査：やや優れている.総合

判定：普通.運転行動：運転操作等に関しては,

ハンドル操作に元々の癖があり,右手のみで操

作しやすく,右寄りの走行となる.クラッチ操作

に集中してしまうとハンドル操作ふらつきやす

い.また,速度の調整も性急的.終了後は疲労が

あり,本人も体力の低下を自覚されていた. 

【総合結果】運転技能自体は,注意分配低下認め

るが,問題ないレベルである.しかし,体力の低

下や麻痺側の筋力低下があり,本人からも「まだ

ちょっと早かったね.」との発言が聞かれたため,

実車評価後,5か月後からの運転再開とした. 

考察 

当院では,院内評価として神経心理検査,ドライ

ビングシミュレータによる運転再開評価を実施,

その後オンロード評価として自動車教習所での

実車評価を経て,運転再開の可否を判断してい

る.通常,発症から 3 か月～6 か月経過した時点

で運転再開評価を行っている.しかし,本症例の

ように,高次脳機能障害が軽度の場合は,3 か月

経過していなくとも院内評価で問題なしとなれ

ば,早い段階で実車評価へつなげることが出来

るのではないかと考えられる.病識が乏しい場

合には,実際の運転の経験を通じてフィードバ

ックや内省の掘り下げなどのフォローをするこ

とが，病識の再構築と運転行動の変容に繋がる

と思われる. 
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経鼻経管栄養から 3食経口摂取可能となった 1例 

－認知機能が低下した嚥下障害患者への関わり方－ 
近真奈美¹，難波大輔¹，堂井真理¹，和泉由貴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，誤嚥性肺炎を発症後に食思不良，食物

の溜め込み等が出現し，経口摂取が困難となっ

た症例を経験した．経鼻栄養管理下から経口摂

取が可能となった要因を検討し報告する． 

症例 
81 歳，女性，右利き．【既往歴】認知症，脳

梗塞，症候性てんかん(x-11年)，右脳挫傷(x-1

年)，右大腿骨頸部骨折(x年)【画像所見】両側

前頭葉，側頭葉にやや優位な脳萎縮，脳室周囲

低吸収域を認める． 

【現病歴】x 年 x 月施設入所時に左共同偏視，

左半身の間代性痙攣を認め，意識障害を起こし，

A病院に救急搬送．胸部CTにて左肺炎，敗血症．

A病院で直接嚥下訓練を開始し，11病日に誤嚥

性肺炎を発症．19 病日より，訓練再開するが，

経口摂取進まず，34病日で当院にリハビリ目的

に転院となる． 

【主訴】本人：明確な訴えなし．家族は 3食口

から物が食べられるようになってほしい．【神経

学的所見】意識障害(JCSⅡ-10)，左片麻痺(BRS：

Ⅲ-Ⅳ-Ⅳ）． 

【神経心理学的所見】自発性･発動性の低下，全

般的な認知機能の低下を認める．意思疎通は不

十分．口頭指示に対し単語での応答や簡易動作

の従命は可能だが反応の遅延あり．【ADL 所見】

基本動作は全介助で協力動作なし．FIM 21/126

点．自発的な行動はほとんどなし．【発声発語所

見】口腔構音器官の明らかな麻痺なし．口腔衛

生・呼吸状態良好．聴覚的印象は発話明瞭度 1/5．

残存歯は 4本で多数の歯の欠損を認める．【嚥下

機能】bed up30°にて評価．RSST 0回．MWST 4

点．FT 4点．45病日に実施した嚥下造影検査で

は口腔内の溜め込みや咽頭への送り込み困難，

嚥下反射惹起遅延を認めた．また易疲労性あり，

時間経過とともに溜め込みが顕著となったが，

咽頭残留や喉頭侵入は認めなかった． 

【病前の ADL】基本動作は全て全介助．車椅子

乗車にて全粥・刻み食(トロミ付き水分)を自力

摂取．単語レベルでコミュニケーション可能．

家族より，元来食事の摂取ペースが早かったと

情報あり． 

経過 

入院翌日の 35病日より直接嚥下訓練を開始．

当初摂取量は増加しなかったが，本人の好みや

嗜好から食材を選び介入すると，その後摂取量

が徐々に増加．58病日にはリクライニング車椅

子で介助にて摂取を開始．離床の機会が増すに

つれ自発話や自発的な行動が目立つようになっ

てきた．60病日には経口 2食へ，70病日には経

口 3食となり，その後自力摂取へと移行できた．

81 病日には普通型車椅子乗車にて摂取を開始．

自力摂取が可能となったが，新たにペーシング

の問題が生じムセが出現するようになった．一

口量の調整を図るため，使用するスプーンの選

定や飲み込みを促す声かけのタイミング，注意

の統制など環境調整を行った．次第に本人が摂

取ペースの早さを自覚するようになるも，最終

見守り下での食事で 97 病日に元の施設へ再入

所となった． 

考察 
本症例は誤嚥性肺炎による廃用症候群を呈

しており，体力の低下・易疲労・臥床による嚥

下機能や ADLの低下が問題として挙がっている

中，口腔機能や嚥下反射遅延の問題，食思や発

動性の低下など様々な問題を評価しそれらに対

応する必要があった．また口腔や嚥下機能評価

と同時に「食思や食べる意欲」先行期の問題に

目を向けた事や，食べる楽しみや喜びの再獲得

に焦点を当てたアプローチを展開した事も 3食

経口摂取へとつながったのではないかと考えら

れた．山田(2015)は認知症の摂食嚥下のリハビ

リテーションとは「認知症の人が食べる喜びを

持てるように生活を再構築することである」ま

た「機能訓練によって回復を目指すという捉え

方ではなく，個々の認知症の人に適した環境を

整えることで生活機能を最大限に引き出すとい

う捉え方が必要である」と述べている．本症例

の経口摂取獲得には「食べたい」という欲求を

早期に引き出せた事が，経口摂取につながった

と考えられ，食の楽しみを再獲得できた． 

まとめ  
認知症高齢者の嚥下評価は，直接的なアプロー

チや観察場面の評価の中から可能な口腔・嚥下

機能評価を行わなければならず難しいと感じた．

また早めに予後予測を立て環境調整を行い，退

院支援につなげる事と，本人に合わせた関わり

や工夫を繰り返し行う事が重要であると学んだ． 
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上下肢重度熱傷の治療安静後に摂食嚥下障害を呈した症例 

―高齢者の摂食嚥下障害について考えるー 

 

鈴木茉里佳１, 松田夏美¹,井口光開¹,廣井千恵子² 

南魚沼市民病院 リハビリテーションセンター¹,ゆきぐに大和病院 リハビリテーション室² 

はじめに 

超高齢社会の日本では要介護状態に至る重

要な要因として,サルコペニア,フレイルといっ

た病態が位置付けられており,早期発見,予防が

重要と言われている.摂食嚥下においてはサル

コペニアの摂食嚥下障害という概念が提唱され,

診断法や対処法の提案がなされるようになって

きている. 

今回,摂食嚥下障害をきたす明らかな原因疾

患や気管切開等の侵襲がないにも関わらず,上

下肢重度熱傷の治療安静後に摂食嚥下障害を呈

した症例を経験し,サルコペニアやフレイルと

いった病態が潜んでいた可能性が示唆された. 

基礎情報 

70代男性 

【医学的診断名】重度熱傷 

【障害名】嚥下障害 

【主訴】「好きなものを自分で食べたい」 

【現病歴】焼却作業中に受傷し A病院へ搬送さ

れる(上下肢に 2-3 度).十数回に及

ぶ皮膚移植がなされたが,全身が痩

せており移植皮膚の定着不良がみら

れた.また,誤嚥性肺炎を併発し内科

的治療や,食形態の調整がなされた

（全粥・刻み食・自力摂取）.病日

241 日目リハビリ目的に当院転院と

なる. 

【既往歴】肝機能障害,右大腿骨骨折 

【家族構成】妻と二人暮らし(キーパーソン：妻) 

【病前 ADL】FIM：126/126点  

初期評価 

発声発語 発話明瞭度 2,G₃R₀B₃A₀S₀,MPT5

秒,開鼻声,/a/発声時鼻漏出 R3L5

最大舌圧 15.9kPa,口腔器官の麻

痺なし,筋萎縮・筋力低下あり 

摂食嚥下 藤島 Gr.8A,MWST3a, ﾌｰﾄﾞﾃｽﾄ 3b,

自己排痰能力低下 

認知言語 特記所見なし 

身体機能 両下肢の可動域制限・筋力低下 

ADL FIM：44/126点 

経過 

病日 241日目より PTOTST開始.STでは,呼吸器

合併症の予防および常食の自力摂取安定を目標

とし,間接訓練を実施しながら機能改善に合わ

せて段階的に経口内容をアップする方針とした.

誤嚥リスクを軽減するよう食形態の調整や摂取

方法の指導を行い,呼吸器合併症のリスク管理

に努めた.間接訓練は週 6日実施し,徐々に口腔

機能や発声機能の改善が得られた (発話明瞭度

1,G₁R₀B₁A₀S₀,MPT11 秒,声量増大,最大舌圧

24kPa).病日 297日目には,常食・水分とろみな

しの自力摂取が可能となった.病日 309日目,呼

吸器合併症を起こさず,受傷前と同様の経口摂

取レベルで自宅退院となる. 

まとめ 

今回,上下肢重度熱傷の治療安静後に摂食嚥

下障害を呈した症例に対し,摂食嚥下訓練を実

施した.介入後では嚥下関連器官の機能改善が

得られ,呼吸器合併症を起こさず,病前の経口摂

取レベルを再獲得することができた. 

摂食嚥下障害をきたす明らかな原因疾患や

気管切開等の侵襲がないこと,介入後に機能改

善が得られたことから,嚥下関連器官の廃用性

低下をきたしていたことが考えられた.さらに,

年齢や前医経過からは活動安静による廃用だけ

でなく,受傷以前よりフレイルの状態にあり,そ

こに低栄養や術後廃用といったサルコペニアを

亢進させる要素が加わったことで,摂食嚥下障

害が生じていた可能性が示唆された. 

 本症例を通し,高齢者の摂食嚥下障害におい

ては,サルコペニアやフレイルの観点をもちな

がら,適切に評価・対処することで,術後安静等

に伴う呼吸器合併症のリスク管理や,食べるこ

との継続・安定につながることがわかった. 
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トロミ氷による嚥下リハビリテーションが有用であった 3例 

小林優樹 1, 渡辺慶大 1，田村俊暁 2 

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 1, 新潟医療福祉大学 2 

はじめに 

 当院は 3次救急を担う急性期病院であり，意

識障害を呈し欠食状態で ST の治療対象となる

ことが多い．当院では 2017年 7月から，嚥下機

能評価に「トロミ氷」を導入した．トロミ氷は

トロミ水を約 1cm×1cm に凍らせたもので，溶

けても比較的安全に使用できる．トロミ氷が有

用であった 3例について報告する． 

症例 

 症例 1：70代，女性，クモ膜下出血(前交通動

脈瘤)，明らかな麻痺なし．発症 2病日目にクリ

ッピング術施行．4病日目から介入．JCS2～200

で意識レベルに変動あり．9病日目 JCS2～20に

改善．水やトロミ水，トロミ氷を口腔内に入れ

てもため込みがみられ嚥下まで至らず．その後

水頭症を呈し，28病日目にV-Pシャント術施行．

36 病日目 JCS2～3 に改善．水やトロミ水では，

口腔内にため込み嚥下まで至らず．トロミ氷で

は，不十分だが咀嚼運動がみられ嚥下まで至る

ことがあった．その後 5日トロミ氷での訓練を

行い，ゼリーでの経口摂取を開始した． 

 症例 2：80代，女性，脳挫傷(左前頭葉)，失

語および右片麻痺あり．2 病日目から介入．

JCS20～300．9病日目 JCS3～20に改善．水やト

ロミ水，トロミ氷を口腔内にため込み嚥下まで

至らず．27 病日目 JCS3 に改善．水やトロミ水

では口腔内にため込むが，トロミ氷では十分な

咀嚼運動がみられ嚥下まで至る．その後，3 日

トロミ氷での訓練を行い，ゼリーでの経口摂取

を開始した． 

 症例 3：40代，女性，脳挫傷(右前頭側頭葉)，

左片麻痺あり．発症同日に血腫除去術施行．16

病日目に気管切開術施行．17 病日目から介入．

JCS10であった．47病日目に頭蓋形成術施行．

66 病日目 JCS3 に改善．水やトロミ水では口腔

内にため込みがみられる．トロミ氷では咀嚼運

動がみられ嚥下まで至ったが，氷が溶けた瞬間

咀嚼運動がみられなくなり嚥下まで至らないこ

とがあった．その後，6 日トロミ氷での訓練を

行い，ゼリーでの経口摂取を開始した． 

経過のまとめ 

 軽度から中等度の意識障害を呈した状態(JCS

Ⅰ～Ⅱ)では，水やトロミ水，トロミ氷で口腔内

にため込み嚥下反射が惹起されず，食物を用い

た嚥下機能評価が困難であった．しかし，軽度

の意識障害を呈した状態(JCSⅠ)では，水やトロ

ミ水で口腔内にため込み嚥下反射が確認されな

かったのに対し，トロミ氷では咀嚼運動がみら

れ嚥下反射が惹起された． 

 また，トロミ氷で咀嚼運動後に嚥下反射が確

認されてから，平均 5日でゼリーでの経口摂取

が開始された．入院中に窒息や誤嚥性肺炎を合

併した症例はいなかった． 

考察 

 3 例は軽度の意識障害(JCSⅠ)を呈しており,

嚥下障害の主たる要因は先行期であった．水や

トロミ水と比較し，トロミ氷のみ咀嚼運動後に

嚥下反射が惹起された.トロミ氷は,温度が低く，

固形物であるため嚥下までに粉砕が必要である．

そのため,トロミ氷が冷刺激となり，固形物と認

知されたことで咀嚼を誘発し，意識レベルの賦

活につながり嚥下反射まで至ったのではないか

と推察される．  

トロミ氷で嚥下反射が確認された後，比較的

早期かつ安全にゼリーでの経口摂取を開始でき

た．意識障害のある患者は窒息・誤嚥リスクが

高まる．トロミ氷は溶けてもトロミ形態を維持

できるため，これらのリスクを軽減する．以上

から，意識障害を呈した窒息・誤嚥リスクの高

い症例に対しても，早期から直接訓練を導入す

ることが可能だった． 

トロミ氷を使用した嚥下リハビリテーショ

ンの報告は少ない．今後は症例数を増やし，更

なる有用性やリスクについての検討も行ってい

く必要がある． 

まとめ 

 トロミ氷は，軽度の意識障害を呈した窒息・

誤嚥リスクの高い症例に有用であった． 



症例検討① 

21 

 

地域から孤立していた症例 

―知的障害― 

 

安達寿子１, 竹内裕美２  

医療法人崇徳会長岡西病院１, ２  

 

 

はじめに  

 「知的障害」とは心身の発達期に現れ生活上

の適応障害を伴う知的障害のため援助を必要と

する状態とされている．知的障害者の多くは自

身のみの力では社会的自立が難しい．今回療育

期間を過ぎてから知的障害と診断され地域から

孤立していた症例の在宅復帰を経験した．本症

例も社会的自立，人間関係の構築が困難であり

支援には機能訓練のみでなく環境面へのアプロ

ーチが重要であった．この 1症例から知的障害

者の自立について考察したため以下に報告する． 

症例紹介 

70代前半，右利き，男性． 

知的障害（療育手帳 B，母他界寸前に取得） 

主訴：「家に帰る．」 

既往歴；無（病院嫌いのため通院歴無）． 

現病歴；民生委員の発見により A病院へ搬送

され脳梗塞と診断．第 32日病日当院へリハビリ

目的にて転院．PT，OT，ST開始． 

 画像所見；CTにて右放線冠に低吸収域を認め

る． 

 家族歴；長男（次男；県外疎遠，三男；精神

科入院）．父を幼少期に亡くし母子家庭． 

 生活歴；過疎地．中学校卒業．トラブルを起

こすため近隣住民との接点は殆どない．不衛生

な住居で食事は不摂生，金銭管理能力も低下． 

 職歴：建設関係．仕事は不継続． 

 神経心理学的所見；鈴木ビネー知能検査：精

神年齢 8歳，IQ50．感情コントロール，状況理

解不良． 

 身体機能；左上下肢麻痺残存．移動（杖歩行，

装具使用）は見守り，他自立． 

 適応；病棟生活上でもトラブルが頻発． 

 環境；本家の人（キーパーソン），地域住民

共に施設入所を切望していた． 

課題 

 ・人間関係の構築困難． 

・自己決定力不十分，社会との繋がりが希薄． 

・地域包括支援センター，地域住民との確執． 

支援内容 

 ・人間関係の構築：院内から地域への拡大． 

・問題解決能力の向上，方法を症例と検討． 

・地域包括支援センター，他事業所，地域住

民への啓蒙活動． 

結果 

 院内では仲介役を経て人間関係を構築，継続

することが可能となった．僅だが地域住民の理

解・協力を受けサービス併用し在宅復帰へ繋が

った． 

考察 

本症例は地域包括支援センターに認知され

ながらも長期間孤立していた．その一因として

ST が助言できる専門職として認識されていな

かった事が考えられ，支援体制が不十分となっ

た．知的障害者は日常生活動作が自立しても社

会との繋がりを構築，継続して行く事が困難で

あり家族だけで問題を抱え込みやすい．家族の

孤立を救う事や知的障害者が在宅生活を継続す

るためには STが代弁者となり継続的に助言，指

導，環境調整を行うことが必要不可欠である． 

まとめ 

 STにしかできない行政，教育機関，地域など

への障害についての啓蒙活動が積極的・継続的

に実施され地域住民までを視野に入れた支援体

制の実現が望まれる． 
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仕事でのトラブルがきっかけで 

注意欠陥多動症と高次脳機能障害の併存が明らかとなった事例 

 

北上守俊１,２, 山田真史２，岡村美紀２ 

新潟リハビリテーション大学 作業療法学専攻１, 新潟県障害者リハビリテーションセンター２ 

 

はじめに 

 高校卒業後に鉄工所（切断，溶接等）に就職

するが「仕事が覚えられない」等で自尊心低下，

癇癪を起こし退職に至った．退職後に注意欠陥

多動症（以下，ADHD）と高次脳機能障害が併存

している可能性があった．事例の経過と全体像

について報告する． 

事例紹介 

【年齢・性別】20歳前半，男性 

【診断名】急性硬膜下血種，ADHD 

【経過】X 年 Y 月ラグビー練習中に頭部強打．

Y+2 ヵ月後ラグビー練習中に激しい頭痛が生じ，

再度急性硬膜下血種を発症．保存療法にて 1ヵ

月入院．Y+1年後，鉄工所に就職．「仕事が覚え

られない」「ケアレスミスを繰り返す」等で自尊

心低下，癇癪を起こし約 2年で退職．退職後テ

レビ番組を見て，自分は ADHDではないかと思い

病院を受診したところ，「ADHD」との判定．地域

障害者職業センターでは「高次脳機能障害の可

能性もある」との見解で，まずは自己理解も含

め当センター利用開始となった． 

【家族構成】6人暮らし（両親，姉・兄，祖母） 

【趣味】ポータブルゲーム 

【ニーズ】仕事がしたい 

【社会資源】 

・精神障害者保健福祉手帳 2級所持 

・障害福祉サービス：就労移行支援事業 

【日常生活活動】全て自立 

【生活上での行動特徴】 

・鍵紛失 ・財布や USB，筆記用具の置き忘れ 

・ルーチンなスケジュール管理は可能だが，イ

レギュラーなものは抜けてしまうことあり． 

・当センターでは対人面は問題なく生活． 

【学生時代の状況】 

・小学校では，授業中の離席などはなし．理解

力が低い，さらに家庭科で説明書に従って作業

を進めることが困難であった． 

・中学生の時，周囲の一部から「お前変だよ」

と言われ喧嘩になった． 

・電車通学時によく傘を車内に忘れることがあ

った． 

【自身の状態に対する想い】 

・小学校入学時から勉強についていけるか不安

であった． 

・仕事でうまくいかなかった経験から，自分は

他の人と違うのではという想いが強くなった． 

・ADHDと高次脳機能障害について伝えると「や

はりそうですか」と安堵した様子． 

【各種検査結果】 

・WAIS-Ⅲ：VIQ68，PIQ95，FIQ78 

・WMS-R:言語性記憶 58，視覚性記憶 102，一般

的記憶 63，注意/集中力 109，遅延再生 76 

・Reading-Test 読書力診断検査（中学校用）：

読字力 4，語彙力 3，文法力 5，読解力 1 

考察 

仕事でのトラブルがきっかけで，ADHDである

ことが明らかとなった事例である．その経験で，

元々高くなかった自尊心がさらに低下し反抗挑

戦性障害を招いたと示唆する．専門機関につな

がり，高次脳機能障害も併存していることも明

らかになり，これまで社会に適応しにくいと感

じていたことを振り返り，自己を理解する機会

になったと考える．現在，再就職に対して活動

しているが「また同じような状況になるのでは

ないか」との不安が強く，就労に対しやや躊躇

している様子が伺える．本人の障害を理解して

くれる就職先が見つかれば，前回と同様の結果

になることは避けられると考える．就職活動に

際し，本人の障害特性を企業に伝えていくこと

も重要な要素であると推察する．言語機能に関

しては，特に文章読解力と聴覚的把持力の低下

が顕著である．これは，ADHDと高次脳機能障害

の影響なのか，それともディクレクシアが併存

しているのか判断に悩むところである． 



 

 

 

 

福祉・労災指定：各種車椅子・座位保持装置・ベッド      

コミュニケーションエイド・福祉機器一般 

介護保険レンタル・介護住宅リフォーム相談 

 ㈱ Ｇ・Ｔ・Ｂ   

（オーエックス新越） 

〒 956-0017 新潟県新潟市秋葉区あおば通  

            ２丁目 28-27 

TEL 0250-25-2626  FAX 0250-25-7710 
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