
●口腔リハビリテーション多摩クリニック  Tama Oral Rehabilitation Clinic 

1. 所属構成員等
教 授 菊谷　武（院長）, 田村文誉（科長）, 砂田勝久（歯科麻酔学講座）, 佐野　潔

（内科）
准 教 授 石垣佳希（口腔外科）, 中村仁也（歯科麻酔）
講 師 戸原　雄（医長）, 梅津糸由子(小児歯科), 村松健司（小児歯科）, 筒井友花子

（歯科麻酔学講座）, 篠原健一郎（歯科麻酔学講座）, 今井智明（歯科麻酔）
助 教 関妃美子, 佐川敬一朗, 古屋裕康, 山田裕之, 矢島悠里, 礒田友子, 新見嘉邦（小

児歯科）, 酒井有沙（歯科麻酔学講座）, 小林清佳（歯科麻酔）, 片桐恵子（歯科
麻酔）, 北詰栄里（口腔外科）

#
医 療 職 員 水上美樹（併任）, 西澤加代子（併任）, 田中祐子（併任）, 久保山絵梨（併

任）, 菊池真依（併任）, 有友たかね（併任）, 高島良代（併任）, 橋本久美（併
任）, 尾関麻衣子（併任）, Michael Edward Groher（併任）

#
大 学 院 生 永島圭悟, 宮下大志, 加藤陽子

#

2. 研究テーマ
1) 摂食・嚥下リハビリテーション  Dysphagia rehabilitation．
2) 口腔ケア  Oral health Care．

3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
1) 令和元年度徳島大学大学院口腔科学教育部中間発表会優秀発表賞, 田中祐子, 2019

年9月20日, 摂食嚥下障害を有する障害児の偏食に関連する因子の検討

特許
記載事項なし

#
#
#
# #

4. 学位取得者
1) 水上美樹: 　Investigating factors related to the acquisition of

masticatory function in down syndrome children, 2020年3月12日, 国立大学法
人　徳島大学，博士後期課程.

5. 主催学会等
記載事項なし

#
1) 食べるを支える　かんたん介護食教室第1回, 東京, 43574, 代表：尾関麻衣子.

6. 国際交流状況
1) 菊谷，田村，西脇，佐々木，佐川，古屋，矢島，仲澤，宮下，加藤がアメリカ，

レッドランズ大学においてグロハー教授の嚥下障害に関するレクチャーの受講並び
に研究打ち合わせを行った。現在当クリニックにおいて行っている複数の研究につ
いてのディスカッションを行った。

7. 外部・学内研究費
1) 障害者政策総合研究事業（厚生労働科学研究費補助金）, (継続), 2019, 障がい者

が快適な日常生活を営むための食事提供等の実態把握及び改善手法の検証等のため
の研究, 中村丁次(代表), 田村文誉(分担), 2019年度, 0円



2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 若手研究, (継続), 2019～
2021, サルコペニアによる摂食嚥下障害の新たな診断方法開発とリハビリテーショ
ン効果の検証, 矢島悠里(代表), 4,290,000円,

# #REF!
3) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤C, (継続), 2015～2020,

新たな摂食嚥下機能プロトコールは早期加齢リスクのあるダウン症候群に有効
か？, 水上美樹(代表), 菊谷　武，松山美和，田村文誉(分担), 4,810,000円,

4) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤C, (新規), 2019～2021,
ダウン症児の吃症状における関連要因の分析とその対処法の確立, 橋本久美(代
表), 高島良代，西脇恵子(分担), 3,900,000円,

8. 研究業績
A. 著書

1. 田村文誉 (分担執筆・監修) : 食の困難, 27-27, 髙橋　智, あっくんはたべられ
ない, 1版, 世音社, 東京, 2019, ISBN 978-4-921012-29-8.

2. 細野　純，井上美津，椎名惠子，福田雅臣，田村文誉，山本秀樹，木本茂成，増井
峰夫，柘植紳平 (共著) , 歯科関係者のための食育支援ガイド, 1版, 日本歯科医
師会, 東京, 2019.

3. 菊谷　武 (分担執筆・編集) : はじめに, 4-7, 菊谷　武，田村文誉，小野高裕，
吉田光由, 歯科医師のための構音障害ガイドブック, 1版, 医歯薬出版株式会社,
東京, 2019, ISBN 978-4-263-44557-0.

4. 1) 田村文誉 (分担執筆・編集) : 4編　原疾患の概説と障害への介入, 100-104,
菊谷　武，田村文誉，小野高裕，吉田光由, 歯科医師のための構音障害ガイドブッ
ク, 1版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-44557-0.

B. 原著
1) Nanri H, Yamada Y, Itoi A, Yamagata E, Watanabe Y, Yoshida T, Kikutani

T(11th) (13 authors): Consumption of green tea but not coffee is
associated with the oral health-related quality of life among an older
Japanese population: Kyoto-Kameoka cross-sectional study, ☆◎Eur J Clin
Nutr, 2019; 73(4): 577-584, doi: 10.1038/s41430-018-0186-y.

2) Nakazawa Y, Tamura F, Genkai S, Shindo H, Isoda T, Mizukami M, Kikutani
T(7th) (7 authors): Effects of oral ingestion on physical functions before
tube feeding in adults with severe motor and intellectual disabilities, ☆
◎Odontology, 2019; 107(3): 368-373, doi: 10.1007/s10266-018-0396-8 . (学
位論文)

3) Isoda T, Tamura F, Kikutani T, Mizukami M, Yamada H, Hobo K: Development
of lip closing function during taking food into the mouth in children with
Down Syndrome, ◯International Journal of Orofacial Myology, 2019; 45: 31-
45. (学位論文)

4) Nakazawa Y, Kikutani T, Igarashi K, Yajima Y, Tamura F: Associations
between tongue strength and skeletal muscle mass under dysphagia
rehabilitation for geriatric out patients, ☆◎J Prosthodont Res., 2019;
64(2): 188-192, doi: 10.1016/j.jpor.2019.07.004..

5) Tashiro H, Kikutani T, Tamura F, Takahashi N, Tohara T, Nawachi K:
Relationship between oral environment and development of pneumonia and
acute viral respiratory infection in dependent older individuals, ☆◎
Geriatr Gerontol Int., 2019; 19(11): 1136-1140, doi: 10.1111/ggi.13784.

C. 総説・解説
1) 田村文誉: 子どもの食を育む歯科からのアプローチ.日歯医学会誌, 2019; 38: 5-

35.
2) 菊谷　武: チェアサイドで診るオーラルフレイル・口腔機能低下症ー評価と対応の

ポイントー.仙歯会報, 2019; 390: 2-5.
3) 田村文誉: 歯科からみた口腔機能発達とその支援.小児科臨床, 2019; 72(8): 971-

975.



D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 菊谷　武: 老年症候群は口から忍び寄る.週刊朝日, 2019; 124(24): 30-32.
2) 田村文誉: 田村教授中医協の専門委員に就任.日本歯科大学新聞, 2019; 655: 4-4.
3) 田村文誉: 5.哺乳・離乳食についての考え方.日本歯科評論, 2019; 79(5): 42-

145.
4) 田村文誉, 高橋賢晃: 6.偏食が強くて，同じ食べ物ばかり食べています.日本歯科

評論, 2019; 79(6): 72-75.

E. 翻訳
特記事項なし

#

F. 学術大会発表
1) 五十嵐公美，矢島悠里，佐川敬一朗，古屋裕康，戸原　雄，田村文誉，菊谷　武.

人生の最終段階に向かう高齢患者に対する口腔内に存在するリスク評価の試み. 老
年歯学, 2019; 34(2): 152-153.

2) 宮下大志，永島圭悟，五十嵐公美，矢島悠里，菊谷　武. 舌圧と嚥下造影検査所見
との関連. 老年歯学, 2019; 34(2): 155-156.

3) 佐川敬一朗，矢島悠里，五十嵐公美，宮下大志，加藤陽子，吉田光由，田村文誉，
菊谷　武. 健康高齢者における口腔機能低下症の有病率とフレイルとの関連性の検
討. 老年歯学, 2019; 34(2): 156.

4) 白部麻樹，菊谷　武，佐藤哲郎，田中友規，玉置勝司，戸原　玄，中條和子，西本
美紗，平野浩彦，弘中祥司，山本龍生，渡邊　裕，石井拓男，水口俊介，飯島勝
矢. 歯科診療所における口腔機能低下への対応-無作為比較対照試験による検討-.
老年歯学, 2019; 34(2): 156-157.

5) 佐藤哲郎，菊谷　武，白部麻樹，田中友規，玉置勝司，戸原　玄，中條和子，西本
美紗，平野浩彦，弘中祥司，山本龍生，渡邊　裕，石井拓男，飯島勝矢. 神奈川県
「口腔ケアによる健康寿命延伸事業」に関する報告. 老年歯学, 2019; 34(2):
201-202.

6) 仲澤裕次郎，五十嵐公美，矢島悠里，戸原　雄，田村文誉，菊谷　武. 高齢者に対
する摂食嚥下リハビリテーションにおける舌筋力と骨格筋量に対する効果. 老年歯
学, 2019; 34(2): 203-204.

G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演

1) 田村文誉: 日本障害者歯科学会2019年第1回認定医・認定歯科衛生士（障害者歯
科）研修会「講演２　口腔機能発達不全症の評価とその対応」, 日本障害者歯科学
会, 認定医・認定歯科衛生士研修会, 東京 (43562).

2) 菊谷　武: 栄養・食べる力, 第31回日本老年学会総会　, シンポジウム, 仙台市
(43622).

3) 菊谷　武: 高齢者における口腔機能の変化と対応, 第30回日本老年歯科医学会学術
大会, シンポジウム, 仙台市 (43622).

2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 菊谷　武: 口腔ケア, 回復期リハビリテーション病棟協会, 東京 (43484)．
2) 菊谷　武: デイサービスから発信する摂食嚥下機能情報～利用者さんの「食べる」

を支援する～, 第3回事例検討会摂食嚥下機能支援研修会, 東京 (43503)．
3) 尾関麻衣子: 地域高齢者の ”食べる”を支える　～歯科と栄養の連携～, 老年歯

科医学会千葉支部セミナー, 美浜区 (43505)．
4) 菊谷　武: 口腔機能低下症の概念，検査後の対応, オーラルフレイルの診かた～口

腔機能低下症はの対応～, 広島市 (43538)．
5) 菊谷　武: 地域で食べるを支える, 口腔機能低下・嚥下障害と栄養管理に関するセ

ミナー, 東京 (43541)．

H. その他の出版物
記載事項なし



#


