
３．成果の外部への発表 

（１）学会誌・雑誌等における論文一覧 

掲載した論文（発表題目） 著者氏名 
学会誌・雑誌

等名 

発表した 

時期 

国内・

外の別 

“今”知っておきたいキーワード 

フレイル 
渡邊 裕 

The 

Quintessence 
2016年 1月 国内 

認知症で摂食嚥下障害がある患

者の口腔ケアにおいて注意すべ

き点やポイントについて教えて

ください 

野原幹司 
続５疾病の口

腔ケア 
2016 年 1 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップを活

用してください 
戸原玄 精神科看護 2016 年 1 月 国内 

認知症の方への摂食嚥下リハビ

リテーション 
野原幹司 

認知症ケア最

前線 
2015 年 12 月 国内 

編集後記（原稿内でマップ紹介） 戸原玄 
老年歯科医学

会雑誌 
2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップについ

て 
戸原玄 臨床栄養 2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下の地域連携の課題に対

し期待される管理栄養士の活躍 
戸原玄 

ヘルスケアレ

ストラン 
2015 年 12 月 国内 

高齢者の摂食嚥下障害の原因と

なる薬剤について教えてくださ

い 

野原幹司 
Geriatric 

Med 
2015 年 11 月 国内 

オーラル・フレイルとは 渡邊 裕 臨床栄養 2015年 11月 国内 

フレイル高齢者の口腔機能低下

について 
渡邊 裕 

メディカル朝

日 
2015年 11月 国内 

Videoendoscopic evaluation of 

food bolus preparation: A 

comparison between normal 

adult dentates and older adult 

dentates 

Matsuno K, Nohara 

K, Fukatsu H, 

Tanaka N, Fujii N, 

Sasao Y, Sakai T 

Geriatr 

Gerontol Int 
2015 年 10 月 国外 

An examination of factors related to 

aspiration and silent aspiration in 

older adults requiring long-term care 

in rural Japan. 

Sakai K, Hirano H, 

Watanabe Y, Tohara H, 

Sato E, Sato K, Katakura 

A. 

J Oral Rehabil. 2015 年 10 月 国外 

Ⅱ老年歯科医学の実際 ４摂食

嚥下障害 ３－口腔がん手術後 
野原幹司 老年歯科医学 2015 年 10 月 国内 
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掲載した論文（発表題目） 著者氏名 
学会誌・雑誌

等名 

発表した 

時期 

国内・

外の別 

Relationship between swallowing 

function and the skeletal muscle 

mass of elderly persons requiring 

long-term care. 

Murakami K, Hirano H, 

Watanabe Y, Edahiro A, 

Ohara Y, Yoshida H, Kim 

H, Takagi D, Hironaka S. 

Geriatr 

Gerontol Int. 
2015 年 10 月 国外 

Factors associated with the need of 

older adults for oral hygiene 

management by dental 

professionals. 

Morishita S, Watanabe Y, 

Ohara Y, Edahiro A, Sato 

E, Suga T, Hirano H. 

Geriatr 

Gerontol Int. 
2015 年 9 月 国外 

摂食嚥下チームワーク 口腔ケ

アからみた摂食嚥下チームワー

クに必要なこと 

植田耕一郎 

The 

Japanese 

Journal of 

Rehabilitatio

n Medicine, 

52 巻 7 号 

2015 年 8 月 国内 

Relationship between chewing 

ability and sarcopenia in Japanese 

community-dwelling older adults. 

Murakami M, Hirano H, 

Watanabe Y, Sakai K, 

Kim H, Katakura A. 

Geriatr 

Gerontol Int. 
2015 年 8 月 国外 

Factors associated with self-rated 

oral health among 

community-dwelling older Japanese: 

A cross-sectional study. 

Ohara Y, Hirano H, 

Watanabe Y, Obuchi S, 

Yoshida H, Fujiwara Y, 

Ihara K, Kawai H, 

Mataki S. 

Geriatr 

Gerontol Int. 
2015 年 6 月 国外 

終末期の摂食嚥下リハビリテー

ション－看取りを見据えたアプ

ローチ－ 

野原幹司 
全日本病院出

版会 
2015 年 7 月 国内 

認知症患者の摂食嚥下リハビリ

テーション キュアからケア

へ！ 

野原幹司 ナース専科 2015 年 6 月 国内 
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（２）学会・シンポジウム等における口頭・ポスター発表 

発表した成果（発表題目、 

口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・新お茶の

水摂食嚥下研

究会 

2016 年 3 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・町田市歯

科医師会理事

向け講演会 

2016 年 3 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

千葉・千葉県歯

科衛生士会講

演会 

2016 年 3 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

山形・山形摂食

嚥下研究会 
2016 年 3 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

埼玉・埼玉県歯

科医師会講演

会 

2016 年 3 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・御茶ノ水

SCC クラブ講

演会 

2016 年 2 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

宮城・株式会社

オオノ主催薬

剤師研修会 

2016 年 2 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

熊本・熊本県歯

科医師会講演

会 

2016 年 2 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

徳島・徳島県衛

生士会講演会 
2016 年 2 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

鳥取・鳥取県中

部歯科医師会

講演会 

2016 年 1 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・昭島市歯

科医師会平成

27 年度講演会 

2016 年 1 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・東京都歯

科医師会平成

27 年度在宅歯

科医療研修会 

2016 年 1 月 国内 
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口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

鹿児島・平成２

７年度在宅歯

科医療人材育

成研修会，鹿児

島県歯科医師

会 

2016 年 2 月 

2015 年 12 月 
国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

愛知・平成 27

年度高齢者対

策歯科保健事

業講演会，愛

知県歯科医師

会 

2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・公益社

団法人東京都

町田市歯科医

師会市民公開

講座，町田市

歯科医師会 

2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

福岡・第 11 回

福岡摂食嚥下

サポート研究

会，福岡摂食

嚥下サポート

研究会 

2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

富山・第 10 回

高齢者等歯科

医学研修会，

富山県歯科医

師会 

2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

長野・第 11 回

長野摂食嚥下

リハビリテー

ション研究会 

2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・東京都

歯科衛生士会 
2015 年 11 月 国内 
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口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

メディカルスタッフシンポジウ

ム1 チームで克服する嚥下障害 

歯科が行う摂食嚥下リハビリテ

ーション～在宅・施設での取り組

み 

シンポジウム 口頭 

野原幹司 

第 33 回日本

神経治療学会

総会 

2015 年 11 月 国内 

多職種で取り組む摂食嚥下リハ

ビリテーション 

特別講演 口頭 

野原幹司 

第 8 回備後地

域リハビリテ

ーション研究

会 

2015 年 11 月 国内 

Swallowing frequency in 

elderly of during resting at 

night 

ポスター 

Kaneko N, Nohara K, 

Tanaka N, Okuno K, 

Sakai T 

The 5th 

ESSD 

Congress 

2015 年 10 月 国外 

Comparison of chest computed 

tomography findings of severe 

motor and intellectual 

disability patients between 

aspirators and non-aspirators 

ポスター 

Tanaka N, Nohara K, 

Ueda A, Ushio M, Doi 

S, Nakazawa M, 

Fujiwara M, Sakai T 

The 5th 

ESSD 

Congress 

2015 年 10 月 国外 

Effects of application of 

thickening agent on 

mucocilliary transport time 

ポスター 

Nohara K, Ai E, 

Fukatsu H, Tanaka 

N, Okuno K, Sakai T 

The 5th 

ESSD 

Congress 

2015 年 10 月 国外 

The relationship between frailty and 

oral function in community-dwelling 

elderly people, Poster 

Watanabe Yutaka, 

Morishita Shiho, Suma 

Shino, Edahiro Ayako, 

Hirano Hirohiko, 

Motokawa Keiko, Ohara 

Yuki, Arai Hidenori, 

Suzuki Takao. 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 10 月 国外 

A statement of position for oral 

health management for the elderly 

peoples with dementia from The 

Japanese Society of Gerodontology

（JSG）, Poster 

Edahiro Ayako, Hirano 

Hirohiko, Watanabe 

Yutaka, Ichikawa Tetsuo, 

Sakurai Kaoru. 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 10 月  
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発表した成果（発表題目、 

口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

Relationship between Nutritional 

Status and Severity of Dementia in 

Group Homes for Dementia, Poster 

Motokawa Keiko, 

Edahiro Ayako, Hirano 

Hirohiko, Watanabe 

Yutaka, Hironaka Shoji, 

Takagi Daisuke 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 10 月 国外 

Meal care for eating dysfunction in 

Alzheimer’s disease, relationship 

with declines of attention and 

consciousness, Poster 

Edahiro Ayako, Hirano 

Hirohiko, Watanabe 

Yutaka, Hironaka Shoji, 

Takagi Daisuke, Awata 

Shuichi. 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 10 月 国外 

Effect of the comprehensive oral 

care program on oral function and 

frailty in community-dwelling older 

adults, Poster 

Suma Shino, Watanabe 

Yutaka, Morishita Shiho, 

Edahiro Ayako, Hirano 

Hirohiko, Motokawa 

Keiko, Hironaka hojiS, 

Takagi Daisuke, Ohara 

Yuki, Arai Hidenori, 

Suzuki Takao. 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 10 月 国外 

Relationship between sarcopenia 

and chewing ability in japanese 

community-dwelling elderly–is 

Sarcopenia a contributing factor for 

decline In chewing Ability, Poster 

Hirano Hirohiko, 

Watanabe Yutaka, 

Edahiro Ayako, Kawai 

Hisashi, Kim Hunkyung, 

Yoshida Hideo, Obuchi 

Shuichi 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 10 月 国外 

地域在住高齢者における咬筋厚

と大腿四頭筋厚の関連に関する

検討、ポスター 

梅木賢人 , 平野浩彦 , 

枝広あや子 , 河合恒 , 

吉田英世, 渡邊裕, 大

渕修一, 白部麻樹, 本

川佳子, 小原由紀, 村

上正治, 河相安彦 

第 2 回日本サ

ルコぺニア・

フレイル研究

会 

2015 年 10 月 国内 

地域在住高齢者の咀嚼機能低下

にフレイルは関与するか、ポスタ

ー 

堀部耕広 , 平野浩彦 , 

渡邊裕 , 枝広あや子 , 

小原由紀 , 本川佳子 , 

白部麻樹 , 吉田英世 , 

大渕修一 , 上田貴之 , 

櫻井薫 

第 2 回日本サ

ルコぺニア・

フレイル研究

会 

2015 年 10 月 国内 

268



発表した成果（発表題目、 

口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

宮崎・第8回都

城ＮＳＴ研究会 
2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・西多摩

三師会摂食嚥

下機能障害支

援活動「食と栄

養のバリアフリ

ー活動」 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・蒲田歯

科医師会講演

会 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

佐賀・口腔ケア

セミナーin 鳥

栖 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・脳損傷に

よる遷延性意

識障がい者と

家族の会「わか

ば」講演会 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

神戸・医学の友

社セミナー 
2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

大阪・大阪府歯

科保険医協会

講演会 

2015 年 10 月 国内 

多職種で取り組む誤嚥性肺炎の

予防戦略 

特別講演 

野原幹司 

第 20 回岡南

胸部疾患フォ

ーラム学術研

修会 

2015 年 10 月 国内 

食医のススメ 多職種で行う食

支援 

特別講演 口頭 

野原幹司 
第 1 回在宅歯

科医療研修会 
2015 年 9 月 国内 

認知症高齢者の摂食嚥下機能と

栄養状態の変化-FAST ステージ

別の検討-、ポスター 

枝広あや子，平野浩彦，

渡邊裕，小原由紀，白

部麻樹，本川佳子，高

城大輔，弘中祥司，粟

田主一 

第21回日本摂

食嚥下リハビ

リテーション

学会学術大会 

2015 年 9 月 国内 
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発表した成果（発表題目、 

口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

二次予防事業対象者における口

腔機能向上および運動器機能向

上の複合サービスの効果、口演、

ポスター 

川村孝子，遠藤孝子，

山口柳子，甫仮貴子，

菅原彰将，加藤洋介，

森下 志穂，渡邊裕 

日本歯科衛生

学会第10回学

術大会 

2015 年 9 月 国内 

通所サービス利用者における口

腔機能向上および栄養改善の複

合サービスの長期介入効果、口

演、ポスター 

森下志穂，渡邊裕，平

野浩彦，枝広あや子，

小原由紀，後藤百合，

柴田雅子，長尾志保，

三角洋美 

日本歯科衛生

学会第10回学

術大会 

2015 年 9 月 国内 

二次予防対象高齢者における複

合プログラム介入の効果検証、口

演、ポスター 

柴田真弓，渡邊裕，森

下志穂，平野浩彦，小

原由紀，後藤百合，河

原千里，三角洋美，山

口ひさ子，土田満 

日本歯科衛生

学会第10回学

術大会 

2015 年 9 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・ガイア訪

問看護ステー

ション研修会 

2015 年 9 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・一般社団

法人日本訪問

歯科協会講演

会 

2015 年 9 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・御茶ノ水

ドクターズネ

ットワーク第 3

回在宅医療セ

ミナー 

2015 年 9 月 国内 

Nutrition of elderly person with 

Alzheimer’s disease, related with 

eating dysfunction; examination on 

the basis of functional assessment 

staging (FAST) , Poster 

Edahiro Ayako, Hirano 

Hirohiko, Motokawa 

keiko, Watanabe Yutaka 

The 16
th
 

Parenteral and 

Enteral 

Nutrition 

Society of Asia 

2015 

2015 年 9 月 国内 
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発表した成果（発表題目、 

口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

Relationship between severity of 

dementia and nutritional status 

among older people with dementia 

in group homes, Poster 

Motokawa keiko, Hirano 

Hirohiko, Edahiro 

Ayako, Watanabe Yutaka. 

The 16
th
 

Parenteral and 

Enteral 

Nutrition 

Society of Asia 

2015 

2015 年 9 月 国内 

胃瘻患者における経口摂取状況

に影響する因子の検討（ポスタ

ー） 

中山渕利，戸原玄，堺

琴美，佐藤光保，和田

聡子，林晃成，平井皓

之，植田耕一郎 

第 21 回日本

摂食嚥下リハ

ビリテーショ

ン学会 

2015 年 9 月 国内 

廃用の進行した高齢者への舌接

触補助床が接触嚥下機能の向上

に有効だった一例（ポスター） 

浅野高生，佐藤光保，

熊倉彩乃，中山渕利，

植田耕一郎 

第 21 回日本

摂食嚥下リハ

ビリテーショ

ン学会 

2015 年 9 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 

戸原玄，山脇正永，渡邊

裕，野原幹司，安細敏弘，

白井淳子 

京都・第 21 回

日本摂食嚥下

リハビリテー

ション学会学

術大会シンポ

ジウム 1 

2015 年 9 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

高知・高知大学

医学部口腔外

科研修セミナ

ー 

2015 年 9 月 国内 

The relationship between frailty and 

oral function in community-dwelling 

elderly people, Poster 

Watanabe Yutaka, 

Morishita Shiho, Suma 

Shino, Edahiro Ayako, 

Hirano Hirohiko, 

Motokawa Keiko, Ohara 

Yuki, Arai Hidenori, 

Suzuki Takao. 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 8 月 国外 

A statement of position for oral 

health management for the elderly 

peoples with dementia from The 

Japanese Society of Gerodontology

（JSG）, Poster 

Edahiro Ayako, Hirano 

Hirohiko, Watanabe 

Yutaka, Ichikawa Tetsuo, 

Sakurai Kaoru. 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 8 月  
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発表した成果（発表題目、 

口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

Relationship between Nutritional 

Status and Severity of Dementia in 

Group Homes for Dementia, Poster 

Motokawa Keiko, 

Edahiro Ayako, Hirano 

Hirohiko, Watanabe 

Yutaka, Hironaka Shoji, 

Takagi Daisuke 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 8 月 国外 

Meal care for eating dysfunction in 

Alzheimer’s disease, relationship 

with declines of attention and 

consciousness, Poster 

Edahiro Ayako, Hirano 

Hirohiko, Watanabe 

Yutaka, Hironaka Shoji, 

Takagi Daisuke, Awata 

Shuichi. 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 8 月 国外 

Effect of the comprehensive oral 

care program on oral function and 

frailty in community-dwelling older 

adults, Poster 

Suma Shino, Watanabe 

Yutaka, Morishita Shiho, 

Edahiro Ayako, Hirano 

Hirohiko, Motokawa 

Keiko, Hironaka hojiS, 

Takagi Daisuke, Ohara 

Yuki, Arai Hidenori, 

Suzuki Takao. 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 8 月 国外 

Relationship between sarcopenia 

and chewing ability in japanese 

community-dwelling elderly–is 

Sarcopenia a contributing factor for 

decline In chewing Ability, Poster 

Hirano Hirohiko, 

Watanabe Yutaka, 

Edahiro Ayako, Kawai 

Hisashi, Kim Hunkyung, 

Yoshida Hideo, Obuchi 

Shuichi 

International 

Association of 

Gerontology 

and Geriatrics 

2015 

2015 年 8 月 国外 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・（社）全

国在宅療養支

援歯科診療所

連絡会全国大

会 

2015 年 8 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・学際企画

株式会社セミ

ナー 

2015 年 8 月 国内 
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発表した成果（発表題目、 

口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・株式会社

ジーシーセミ

ナー 

2015 年 8 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・21 世紀医

療問題分析研

究会 

2015 年 7 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

神奈川・NPO 法

人口から食べ

る幸せを守る

会第 3 階大会 in 

横浜 

2015 年 7 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

茨城・結城市在

宅医療推進研

修会 

2015 年 7 月 国内 

シンポジウム3 在宅医療と食支

援 薬剤師が行う食支援の実践 

シンポジウム 口頭 

野原幹司 

第 8 回日本在

宅薬学会学術

大会 

2015 年 7 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

滋賀・守山市平

成 27 年度教育

研修事業専門

研修 

2015 年 7 月 国内 

フレイル高齢者の口腔機能の低

下につい, 合同シンポジウム 1

「高齢者の食を支えるために；オ

ーラルフレイルの概念を討議す

る」、口演 

渡邊 裕 
第29回日本老

年学会総会 
2015 年 6 月 国内 

フレイル高齢者の口腔機能の低

下につい, 合同シンポジウム 1

「高齢者の食を支えるために；オ

ーラルフレイルの概念を討議す

る」、口演 

渡邊 裕 
第29回日本老

年学会総会 
2015 年 6 月 国内 

医科歯科連携による在宅終末期

患者に対する口から食べる支援

の 1 例（ポスター） 

中山渕利，高野正博，

宮下直也，植田耕一郎 

第 26 回老年

歯科医学会 
2015 年 6 月 国内 
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発表した成果（発表題目、 

口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食・嚥下機能の低下した高齢者

に対する地域支援体制のあり方

に関する調査研究事業（ポスタ

ー） 

奥山秀樹，南 温，高橋

徳昭，木村年秀，三上

隆浩，占部秀徳，平野

浩彦，菊谷武，植田耕

一郎 

第 26 回老年

歯科医学会 
2015 年 6 月 国内 

地域自立高齢者における社会的

健康格差要因―歯数との関連性

―、口演 

守屋信吾，久保田チエ

コ，渡邊裕，村松真澄，

豊下祥史，川西克弥，

越野寿 

日本老年歯科

医学会第26回

学術大会 

2015 年 6 月 国内 

地域自立高齢者における知的能

力，教育歴と定期歯科受診との関

連性、口演 

久保田チエコ，守屋信

吾，渡邊裕，濵洋平，

水口俊介. 

日本老年歯科

医学会第26回

学術大会 

2015 年 6 月 国内 

地域在住高齢者における食欲減

退の背景因子に関する検討、ポス

ター 

高城大輔，平野浩彦，

渡邊裕，枝広あや子，

小原由紀，白部麻樹，

大渕修一 , 吉田 英

世，村上浩史，弘中祥

司 

日本老年歯科

医学会第26回

学術大会 

2015 年 6 月 国内 

地域在住高齢者における口腔機

能および栄養状態の変化―5 年

間の追跡調査から―、ポスター 

小原由紀，枝広あや子，

森下志穂，渡邊裕，平

野浩彦 

日本老年歯科

医学会第26回

学術大会 

2015 年 6 月 国内 

地域在住高齢者における四肢骨

格筋量と咬筋厚の関連に関する

検討、ポスター 

梅木賢人，平野浩彦，

渡邊裕，枝広あや子，

小原由紀，高城大輔，

白部麻樹，吉田 英世，

大渕修一，弘中祥司，

河相安彦 

日本老年歯科

医学会第26回

学術大会 

2015 年 6 月 国内 

認知症高齢者の口腔機能の経時

変化―FAST を基準にした縦断

調査からの検討―、ポスター 

枝広あや子，平野浩彦，

渡邊裕，弘中祥司，小

原由紀，森下志穂，高

城大輔，白部 麻樹 

日本老年歯科

医学会第26回

学術大会 

2015 年 6 月 国内 
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発表した成果（発表題目、 

口頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 

発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

地域在住後期高齢者における低

栄養と咀嚼機能低下および嚥下

機能低下との関連、ポスター 

堀部耕広，平野浩彦，

渡邊裕，枝広あや子，

小原由紀，高城大輔，

白部麻樹，吉田 英世，

大渕修一，上田貴之，

弘中祥司，櫻井薫 

日本老年歯科

医学会第26回

学術大会 

2015 年 6 月 国内 

地域在住高齢者の歯周疾患実態

調査報告、ポスター 

白部麻樹，平野浩彦，

小原由紀，枝広あや子，

渡邊裕，吉田英世，大

渕修一 

日本老年歯科

医学会第26回

学術大会 

2015 年 6 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・東京医科

歯科大学歯科

同窓会講演会 

2015 年 6 月 国内 

地域在住二次予防高齢者に対す

る複合プログラムの開発と効果

検証、口演 

渡邊裕、守屋信吾、小

原由紀、枝広あや子 

第64回日本口

腔衛生学会 
2015 年 5 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

東京・第 26 回

ヘルシーフー

ドセミナー 

2015 年 5 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

福岡・学際企画

株式会社セミ

ナー 

2015 年 5 月 国内 

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際，

口頭 
戸原玄 

大阪・学際企画

株式会社セミ

ナー 

2015 年 5 月 国内 

シンポジウム 11 認知症の人の

摂食嚥下障害の特徴とケア 

シンポジウム 口頭 

野原幹司 

第 16 回日本

認知症ケア学

会大会 

2015 年 5 月 国内 

Risk factors for appendicular 

skeletal muscle mass decline in 

elderly people with Alzheimer’s 

Disease: Focus on swallowing 

function, Poster 

Yutaka Watanabe, 

Hirohiko Hirano, Ayako 

Edahiro, Yuki Ohara, 

Daisuke Takagi, Kohji 

Murakami, Shouji 

Hironaka 

The 30th 

International 

Conference of 

Alzheimer’s 

Disease 

International 

2015 年 4 月 国外 
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発表した場所

（学会等名） 
発表した時期 

国内・

外の別 

Transitions of Eating and 

Swallowing Function 

Accompanying Dementia 

Progression - Examination on The 

Basis Of Functional Assessment 

Staging (FAST) , Poster 

Edahiro Ayako, Hirao 

Hirohiko, Watanabe 

Yutaka, Ohara. Yuki 

The30th 

International 

Conference of 

Alzheimer’s 

Disease 

International 

2015 年 4 月 国外 

Relationship between nutritional 

status and severity of Alzheimer's 

disease, Poster 

Motohashi Yoshiko, 

Hirano Hirohiko, 

Watanabe Yutaka, 

Edahiro Ayako, Ohara 

Yuki, Takagi Daisuke, 

Hironaka Shouji. 

The 30th 

International 

Conference of 

Alzheimer’s 

Disease 

International 

2015 年 4 月 国外 

Swallowing Function and 

Nutritional Status in Elderly with 

Alzheimer's Disease - A Study of 

Malnutritional Risk Factor -, Poster 

Hirano Hirohiko, 

Watanabe Yutaka, 

Edahiro Ayako, Ohara 

Yuki, Takagi Daisuke, 

Murakami Kohji, 

Hironaka Shouji. 

The 30th 

International 

Conference of 

Alzheimer’s 

Disease 

International 

2015 年 4 月 国外 
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（３）「国民との科学・技術対話社会」に対する取り組み 

発表した演題等 発表者氏名 
発表した場所（シン

ポジウム名等） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下関連連携ガイドブック 野原幹司 

摂食嚥下関連医療資

源マップ（当研究班の

サイト） 

http://www.swallowing

.link/ 

2016 年 3 月 国内 

摂食嚥下関連連携ガイドブック 戸原玄 

http://www.ikashi

ka-dent.com/index

.shtml 

2016 年 2 月 国内 

肺炎でとりあえず禁食はもうや

めよう 
戸原玄 

日経メディカル 

http://medical.ni

kkeibp.co.jp/leaf

/mem/pub/report/2

01602/545564.html 

2016 年 2 月 国内 

摂食嚥下障害のケア 野原幹司 週刊医学会新聞 2016 年 2 月 国内 

医療ルネサンス胃瘻から口へ 戸原玄 読売新聞 2016 年 1 月 国内 

飲み込む機能のリハビリ支援地

図 
戸原玄 静岡新聞 2016 年 1 月 国内 

飲み込む機能のリハビリ支援地

図 
戸原玄 京都新聞 2016 年 1 月 国内 

くらし Q 口腔嚥下ケア 口か

ら食べて生活に張り 
戸原玄 

毎日新聞九州・山口

版 
2016 年 1 月 国内 

飲み込む機能のリハビリ支援地

図 
戸原玄 愛媛新聞 2015 年 12 月 国内 

飲み込む機能のリハビリ支援地

図 
戸原玄 長崎新聞 2015 年 12 月 国内 

飲み込む機能のリハビリ支援地

図 
戸原玄 東奥新聞 2015 年 12 月 国内 

飲み込む機能のリハビリ支援地

図 
戸原玄 西日本新聞 2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

日本医療社会福祉

協会 

http://www.jaswhs

.or.jp/guide/info_d

etail.php?@DB_ID

@=304 

2015 年 12 月 国内 
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発表した演題等 発表者氏名 
発表した場所（シン

ポジウム名等） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

流山市保健センタ

ー 

http://www.city.na

gareyama.chiba.jp

/institution/95/005

589.html 

2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

札幌市家族介護者

支援の会 

http://www.kaigo-

suzuran.net/case.h

tml 

2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

東京都言語聴覚士

会 

http://st-toshikai.o

rg/ 

2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

札幌市家族介護者

支援の会 

http://www.kaigo-

suzuran.net/case.h

tml 

2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

ご当地嚥下食マッ

プ 

http://www.shimot

suke.co.jp/select/e

ngesyoku-world/lis

t 

2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

神戸新聞 NEXT 

http://www.kobe-n

p.co.jp/news/healt

h_topics/201512/0

008672553.shtml 

2015 年 12 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップの普及

を目指す 
戸原玄 新聞QUINT 2015 年 12 月 国内 

市民公開講座 

口からみた摂食嚥下リハビリテ

ーション 

野原幹司 

生駒市・生駒郡地区 

医師会市民公開健

康講座 

2015 年 11 月 国内 
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発表した演題等 発表者氏名 
発表した場所（シン

ポジウム名等） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

上毛新聞 

http://www.jomo-news.

co.jp/jomo-kenko/ 

2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

八代歯科医師会 

http://www.yda8020.co

m/cgi/yda.cgi?form=lin

k 

2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

下野新聞 

http://www.shimotsuke.

co.jp/select/engesyoku-

world/list 

2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下対応の全国地図 戸原玄 日本歯科新聞 2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 住所

で簡単に検索 
戸原玄 高齢者住宅新聞 2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

日本在宅医学会 

http://www.zaitakuigak

kai.org/ 

2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

京滋摂食嚥下を考え

る会 

http://keiji-enge.wix.co

m/ksgd 

2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

東京摂食嚥下研究会 

http://www.tokyo-enge.

org/ 

2015 年 11 月 国内 

「摂食嚥下関連医療資源マップ」で

高齢者支援の輪を広げる 
戸原玄 週刊医学界新聞 2015 年 11 月 国内 

食べる機能改善 ９３０の医療機関

マップ公開 
戸原玄 毎日新聞 2015 年 11 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

excite ニュース 

http://www.excite.co.jp

/News/society_g/20151

103/Mainichi_2015110

4k0000m040023000c.h

tml 

2015 年 10 月 国内 
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発表した演題等 発表者氏名 
発表した場所（シン

ポジウム名等） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

BIGLOBE ニュース 

http://news.biglobe.ne.j

p/domestic/1103/mai_1

51103_1283839331.ht

ml 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

dmenu ニュース 

http://topics.smt.docom

o.ne.jp/article/mainichi/

nation/mainichi-201511

04k0000m040023000c

?fm=latestnews 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

goo ニュース 

http://news.goo.ne.jp/ar

ticle/sankei/life/medical

/sankei-lif1510150007.

html 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

NPO 法人Ｎねっとぐ

んま 

http://www.nn-gunma.o

rg/ 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

Yahoo ニュース 

http://headlines.yahoo.c

o.jp/hl?a=20151001-00

000006-cbn-soci 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

ＣＢニュース 

http://www.cabrain.net/

news/article/newsId/46

859.html 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

PDN 

http://www.peg.or.jp/li

nk/index.html 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

東京都医療社会事業

協会 

http://www.tokyo-msw.

com/ 

2015 年 10 月 国内 
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発表した演題等 発表者氏名 
発表した場所（シン

ポジウム名等） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

脳損傷による遷延

性意識障がい者と

家族の会「わかば」 

http://wakaba-sen

ensei.com/7.html 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

日本摂食嚥下リハ

ビリテーション学

会 

http://www.jsdr.or.

jp/other/other_link

.html 

2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

大阪大学歯学部 

http://www.ousda.j

p/news.php?eid=0

5586 

2015 年 10 月 国内 

食べる機能回復へ医療機関マッ

プ公開 
戸原玄 NHKおはよう日本 2015 年 10 月 国内 

「嚥下」医療機関検索サイト 戸原玄 読売新聞 2015 年 10 月 国内 

食べる喜び取り戻す 摂食嚥下のマ

ップ開発 
戸原玄 読売新聞 2015 年 10 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

老年歯科医学会 

http://www.gerodontol

ogy.jp/ 

2015 年 9 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

ヒョーロン 

http://www.hyoron.co.j

p/news/n12836.html 

2015 年 9 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

医歯薬出版 

http://www.ishiyaku.co.

jp/dentweb/news/article

.aspx?AID=3994 

2015 年 9 月 国内 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

東京医科歯科大学高

齢者歯科学分野 

http://www.tmd.ac.jp/or

e/swallowing/link.html 

2015 年 9 月 国内 
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発表した演題等 発表者氏名 
発表した場所（シン

ポジウム名等） 
発表した時期 

国内・

外の別 

摂食嚥下関連医療資源マップ 戸原玄 

摂食嚥下関連医療資

源マップ（当研究班の

サイト） 

http://www.swallowing

.link/ 

2015 年 9 月 国内 

市民公開講座 

健康長寿のための口腔ケア 
野原幹司 

第 57 回日本老年医

学会学術集会 
2015 年 6 月 国内 

 

 

 

『「国民との科学・技術対話」の推進について(基本的取組方針)』(平成 22 年 6 月 19 日科学技術政策担当大臣、総

合科学技術会議有識者議員)において、「研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する、未来

への希望を抱かせる心の通った双方向コミュニケーション活動」を「国民との科学・技術対話」と位置づけていま

す。1 件あたり年間 3,000 万円以上の公的研究費の配分を受ける場合には、「国民との科学・技術対話」への積極

的な取組みが求められています。詳しくは以下をご参照ください。 

http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf 

 

（４）特許出願一覧（発明の名称） 

報告様式４別紙１の通り 
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Ⅲ．活動（運営委員会等の活動等） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



Ⅲ．活動（運営委員会等の活動等） 

 特になし 
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Ⅳ．実施体制 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



Ⅳ．実施体制 

 研究開発参加者リスト 

 

業務主任者 

戸原 玄（東京医科歯科大学大学院医師学総合研究科高齢者歯科学分野・歯科医師） 

 

担当責任者 

山脇正永（京都府立医科大学総合医療・医学教育学講座・医師） 

早坂信哉（東京都市大学人間科学部・医師） 

川越正平（あおぞら診療所・医師） 

吉野浩之（群馬大学教育学部障害児教育学講座・医師） 

植田耕一郎（日本大学歯学部摂食機能療法学講座・歯科医師） 

安細敏弘（九州歯科大学地域健康開発歯学分野・歯科医師） 

渡邊 裕（独立行政法人国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部口腔感染制御研究室・

歯科医師） 

野原幹司（大阪大学歯学部歯学研究科・歯科医師） 

千葉由美（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻成人看護学・看護師） 

 

研究協力者  

新田國夫（新田クリニック・医師） 

秋山正子（白十字訪問看護ステーション・看護師） 

矢澤正人（東京都新宿区健康部副参事・歯科医師） 

小山珠美（東名厚木病院・NPO法人口から食べる幸せを守る会・看護師） 

淵野純子（新天本病院・NPO法人多摩胃瘻ネットワーク・看護師） 

荒井泰助（医療法人心和会新八千代病院長・医師） 

溝尾 朗（JCHO東京新宿メディカルセンター・医師） 

山崎まどか（JCHO東京新宿メディカルセンター・MSW） 

白井淳子（東京都多摩立川保健所・歯科医師） 

斉藤恵介（帝京大学附属病院医学部泌尿器科・医師） 

齋藤貴之（こばやし歯科クリニック， 

東京歯科大学摂食嚥下リハビリテーション地域歯科診療支援科・歯科医師） 

福田英二（暮らしの保健室かなで・看護師） 

中澤正博（八千代市歯科医師会・歯科医師） 

森 宏樹（八千代市歯科医師会・歯科医師） 

中根綾子（東京医科歯科大学大学院医師学総合研究科高齢者歯科学分野・歯科医師） 

若杉葉子（東京医科歯科大学大学院医師学総合研究科高齢者歯科学分野・歯科医師） 
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武田優希（公立大学法人横浜市立大学医学部看護学科） 

内田悠理香（国立大学法人大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学専攻） 

田井寿和（国立大学法人大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学専攻） 

相えりか（国立大学法人大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学専攻） 
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