
メイン会場の仙台国際センター

左上：開会の挨拶をする出江大会長。右上：同学会認定士やその他研修会の単位に必要な指定講演はどれも満席。左中：展示
棟のポスター発表のコーナー。右中：指定講演に並ぶ参加者たち。左下：もう1つの会場となった東北大学百周年記念会館

「川内萩ホール」。中下・右下：展示会場では食品会社をはじめとする100社を超える企業が商品を展示。

老健 2018.11● 1716 ●老健 2018.11

November Vol.29 No.8

特
集「食べること」を老健施設が支える～摂食嚥下・栄養改善の取り組み～　

会員数は1万6,500名超 
世界の摂食嚥下分野をリードする

　日本摂食嚥下リハビリテーション学会の第24
回学術大会（出

いず

江
み

紳一大会長）が9月8、9日の
2 日間、仙台市内で開催された。時折、小雨のそ
ぼ降るあいにくの天候にもかかわらず、全国から
約5,700名もの参加者が一堂に会した。
　同学会は、1994年に設立され、摂食嚥下に関
する分野では全国初の学会である。発足以来、関
連の専門分野の臨床家や教育・研究者が一体とな
り、医療技術の向上と普及、学術研究の発展、市
民への啓発、社会への提言などを行ってきた。当
初は数百名だった会員数も、年々着実にその数を
増やし、現在では 1 万6,512名という一大組織と
なっている。
　この間、同分野は、アジア、欧州、米国など海
外においてもその必要性は急速に高まりをみせて

きた。しかしながら、世界に先駆けて超高齢社会
を迎えた日本は、この分野では世界をリードする
立場だ。そこには、同学会の功績も大きいことだ
ろう。
　本学会を構成する専門職種は、医師、歯科医師、
看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、
歯科衛生士、管理栄養士と多岐にわたる。特に、
近年、医療・介護の双方で在宅重視の方向性が示
されるなか、在宅での摂食嚥下障害を有する高齢
者に対しての栄養指導・管理など、管理栄養士に
求められる役割がこれまで以上に重視されている。
それを受け、平成28年度より「摂食嚥下リハビ
リテーション栄養専門管理栄養士」の認定制度が
開始されたことは、記憶に新しい。

大会テーマは「集い、語り、動く」 
多職種協働の重要性語られる

　今大会のテーマは「集い、語り、動く ～摂食

嚥下の地域リハビリテーション～」。同学会認定
士の他、歯科医師会の研修単位、リハビリ医師会
の認定単位となる教育講演には、立ち見も出るほ
ど多くの参加者が集まった。特徴的であったのは、
やはり、ここでも“多職種協働”の重要性が多く
の場面で語られていたことだ。
　この場に集う専門職種がほぼすべてそろってい

るのが老健施設だということを考えると、この摂
食嚥下リハビリの分野においても、老健施設には
大いにアドバンテージがあるといえるのではない
か。口腔ケアに加え、摂食嚥下リハビリは、老健
施設からの在宅復帰においても重要なキーワード
といえそうだ。
　以下、同大会より 4 つの講演を紹介する。

学会レポート

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 
第24回学術大会開催
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〈会長講演〉

集い、語り、動く～摂食嚥下の地域リハビリテーション～
出江 紳一 氏

本学術大会大会長／東北大学大学院医工学研究科リハビリテーション医工学分野 医学系研究科肢体不自由学分野 教授

　地域包括ケアシステム構築のプロセスにおいて
は、専門職の数と資質、その連携と相互ネット
ワークは非常に重要な課題であり、そのためには、
自治体や地域住民との情報共有と並行して、我々
医療・介護の専門職同士の連携、いわゆる多職種
連携が必須となる。
　さらに、地域包括ケアシステムのもう 1 つの
キーワードとしては、「患者中心」であることだ。
まずはその地域とそこで暮らす当事者の潜在的
ニーズを含めた多数のニーズがきちんと集められ
なければ、何も始まらない。
　そして、ニーズが明確になれば、そこから有用
性、技術的・経済的実現性等の条件を満たす解決
策が検討される。そうした合理的な解決策を創造
する考え方をデザイン思考という。
　デザイン思考に基づく取り組みとして、私から
は、①効果的な訪問リハビリの提供、②医療機器
イノベーションを牽引する幅広い分野の人材育成

（例：米スタンフォード大学のバイオデザインプ
ログラム）、③チーム医療を実践するリーダーの
育成（例：2016年度に本学会にて実施された研
修プログラム）―をあげたい。
　本学術大会は、多職種協働、人材育成、患者中
心ケアにおけるコーチングというコミュニケー
ション意義と、医療機器イノベーションを応用例
としたデザイン思考にスポットを当てた。参加者
の皆さまには、デザイン思考で、それぞれの地域
の患者の価値観や実情に沿った摂食嚥下の地域リ
ハビリテーションを構築する糸口を考えていただ
きたいと思う。そして本大会で多職種が集い、語
り合うことにより、共感と洞察に基づく今後の行
動につなげてくださることを願っている。

〈教育講演1〉

サルコペニアとそれによる嚥下障害について、評価と改善の方法
若林 秀隆 氏

横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科 講師

摂食嚥下障害を生じやすいという、私の勤務する
病院でも実際によく目にするケースだ。入院前に
は常食経口摂取可能であった高齢者で、入院後2
日間以上禁食となった場合を対象にした研究では、
骨格筋量減少、BMI低値、バーサル・インデッ
クス低値が摂食嚥下障害発生のリスク因子である
ことがわかっている。
　サルコペニアの摂食嚥下障害の診断については、
2017年にフローチャートが作成・発表されてい
る（図）。このフローチャートは、今年5月に日
本摂食嚥下リハビリ学会、日本サルコペニアフレ
イル学会、日本リハビリ栄養学会、日本嚥下医学
会による、「サルコペニアと摂食嚥下障害」合同
ポジションペーパーにも記述がある。このポジ
ションペーパーは、私も研究チームに名を連ねて
いるが、この分野における現時点での明確な基準
や定義を示す画期的ともいえる提言である。今後
のさらなる研究により、継時的に改訂は必要であ
るが、以後のサルコペニアと摂食嚥下障害を論じ
る際のベースとなると確信している。

患者中心のニーズをもとに 
多職種協働で解決策を創造

　高齢化のさらなる進展と人口減少という大きな
社会構造の変化に伴い、近年、保健医療のニーズ
は増加・多様化している。しかしながら、その課
題は、地域によって大きく異なり、これまでのよ
うな画一的な制度設計では対応は困難となってい
る。そうしたなかで、「保健医療2035提言書」

（厚生労働省）でも言及されている「ローカル・
オプティマム（地域における最適な状態）」を可
能とするためには、①地域における保健医療・介
護の連携、②最先端医療は地域医療連携のなかで
活かされる、③インプット中心から患者にとって
の価値中心へ、④キュア中心からケア中心へ、⑤
イノベーション環境（研究開発・人材育成）を整
備する―の 5 つが重要となる。
　ローカル・オプティマムという視点では、地域
包括ケアシステムの構築がかねてより推進されて
いるが、そのなかで、摂食嚥下リハビリが果たす
役割としては、①誤嚥性肺炎の予防、②食の楽し
み、③栄養と体力の向上―だと考えている。

出江大会長

“医原性サルコペニア”が 
摂食嚥下障害を生じやすくしている

　サルコペニアとは、加齢・活動・栄養・疾患に
よる進行性、全身性の筋肉量減少、筋力・身体機
能低下が認められる状態を指す。私の勤務する病
院のデータでは、当院で摂食嚥下リハビリを提供
している患者のうちサルコペニアの有病割合を調
べたところ、49％に認められた。これは2人に1
人の割合であり、かなり高いといえるだろう。サ
ルコペニアの診断においては、原因を多職種で評
価し判断することが重要である。
　加齢によるサルコペニアに関しては、昨年「サ
ルコペニア診療ガイドライン（2017年度版）」が
公開されているので、そちらに従っていただきた
い。しかし私が問題視しているのは、医療機関で
の不適切な処置や管理・加療を原因とする「医原
性サルコペニア」である。
　特徴的なのは、高齢者が誤嚥性肺炎で入院する
と、病院では「とりあえず安静、禁食、水電解質
輸液のみ」とされやすく、その結果、低栄養や筋
肉量の低下からなる医原性サルコぺニアによって

若林講師

65歳以上 従命可能

握力低下 and／or 歩行速度低下

全身の筋肉量低下

低下あり

低下あり

障害あり

摂食嚥下機能の低下

明らかな摂食嚥下障害の原因疾患

なし

嚥下関連筋群の筋力低下

低下あり

サルコペニアの摂食嚥下障害
の可能性が高い

低下なし

低下なし

正常

あり

フローチャートから除外

低下なし or 測定なし

サルコペニアの摂食嚥下障害
の可能性あり

図　�サルコペニアの摂食嚥下障害の診断フロー
チャート
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専門職から地域住民へ啓発 
ニーズに合う生活期リハビリを

　「地域包括ケアシステム」は、医療・介護・保
健・住まい・生活支援という 5 つの構成要素に密
接な連携をもたせることを大きな目標として、各
地でその構築・整備が進められている。これらは
自助・互助・共助・公助によって支えられるが、
財政的負担を軽減するためにも、自助・互助の促
進が重要であることはいうまでもない。それはす
なわち“まちづくり”であり、地域のなかで専門
職だけではなく、いかに一般住民を巻き込んでと
もに進めていくかがポイントとなる。
　しかしながら、いまだ地域における医療・介護
連携も十分とはいえず、住民は地域包括ケアシス
テムという言葉さえも知らないのが実状だ。ここ
に集まるリハビリ医療・福祉の分野に従事する皆
さまには、ぜひ、もっと積極的に各地域の地域包
括ケアシステムの構築に関わっていただきたい。
まずは、自圏域の地域包括支援センターの場所を
把握し、その機能を知ること。その上で、専門職
である皆さま自身が地域のコミュニティに出向い

ていき、住民へ啓発していくことが重要である。
　今後、地域でより求められていく取り組みとし
ては、フレイルの状態にある高齢者に対し介護予
防の観点から関わり健康寿命を伸ばし、寝たきり
を防止することだろう。もちろん、我々としては、
そこで摂食嚥下機能に焦点を当てることを忘れて
はならない。
　また、すでに摂食嚥下障害の治療を受け、維持
期・生活期にいる高齢者に対しては、継続的な医
療支援と並行して、継続的な関連専門職による観
察が必要だ。ただし、そこではまだまだ評価の根
拠となるエビデンスが不足しており、関わる専門
職側も生活期におけるリハビリの目的が不明確な
まま介入しているケースが少なくない。「社会参
加」というのは、あまりにも漠然としており、ま
た、年齢を重ねていく高齢者にとっては非現実的
である。対象者の状態像とニーズに合わせた目標
設定が求められる。例えば、胃ろう患者に対して
も、胃ろうと摂食の併用も可能であること、胃ろ
うのまま外出することも可能であることなど、専
門職による正しい情報提供が必要だ。
　人は、食べるために生きるのか、生きるために
食べるのか―。どちらが正しいかはわからな
いが、我々専門職の視点で考えれば、食べられな
くなっても、摂食嚥下訓練、あるいは嚥下食等々、
支援することによりさまざまな工夫で食べること
ができると知っている。よりよく生きるために、
どんな支援をすればよいかを考えるのが、我々の
使命であり役割と考える。摂食嚥下機能リハビリ
の可能性はまだまだ発展の余地がある。
　地域包括ケアシステムの深化に、我々も積極的
にコミットしていきたい。

〈教育講演2〉

基本から学ぶ摂食嚥下訓練：基礎的嚥下訓練・摂食訓練の選択と基本的手技
柴本 勇 氏

聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部 言語聴覚学科 教授

機応変な判断をしながらの訓練の実践、③経験豊
富な人と同じ臨床実践（技術力の伝授）、④適切
な・安全な・効果的な食事介助の方法―の 4
つが考えられる。私自身、養成大学の卒前教育の
内容、方法、目標を検討すると同時に、本学会と
しても、卒後教育とりわけ初学者への対応を見直
す必要があるのかもしれない。本学会では医療検
討委員会による「訓練法のまとめ（2014年版）」
に記されているが、ここには意義、対象者、具体
的方法、注意点は示されているも、経験のない初
学者にとっては、力加減、方法の選択やその負荷
量において迷うことも多いのではないか。
　自分の甲状軟骨はすぐにわかっても、案外、他
人の甲状軟骨に一発で触れることは、ベテランで
も難しいものである。頭で理解するだけでなく、
できる限り、専門職種間でも互いに実践し合う練
習が大事である。
　また、実際に患者へ介入するにあたり、ベテラ
ンと初学者では目線など、介助のやり方はどこが
異なるのか、まずは理解することが重要だ。基本
的手技をきちんと知った上で、より広い視野での
観察が必要であるなど、効果的かつ目標達成への
近道となるポイントをきちんと学べる、今後はそ
うした訓練に注力していただきたい。

教育課程と臨床のレベルに大きな乖離 
卒前・卒後教育の見直しが必要

　私が勤務する大学を卒業し、現在、臨床の現場
で働いているSTら79名に行ったアンケート調
査では、「学生時代に学んだ摂食嚥下障害の講義
や演習は臨床で役立っているか」という質問に、

「十分役立っている」と答えたのは、わずか3％
という結果だった。
　何が不十分であったかをみると、「実践での手
技の加減」、「患者の状態像に合わせた対応の仕
方」、「個々の箇所の評価を総合し全体的に評価す
る視点」、「訓練方法だけではなく実施のポイン
ト」、「臨床に有用なVF・VEの観察点」、「臨床
における判断力」などがあげられていた。特に、
訓練について、教育課程で学んできたことと臨床
で求められるレベルに乖離があるとの指摘が多く
あり、これには教育者として非常にショックを受
けた次第である。
　それを踏まえ、専門職が臨床で求められること
をまとめると、①評価から訓練までの一貫したア
プローチ法、②対象者の状態に合わせるなど、臨

柴本教授
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〈会長指定講演〉

地域包括ケアシステムと摂食嚥下リハビリテーション
椿原 彰夫 氏

川崎医療福祉大学 学長

椿原学長
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