2020年度研究業績
● 口腔リハビリテーション多摩クリニック Tama Oral Rehabilitation Clinic

学位取得者
1) 永島圭悟: 嚥下障害を伴う男性高齢者における舌筋力と嚥下時咽頭動態との関係
Relationship between tongue muscle strength and pharyngeal dynamics during
swallowing in elderly men with dysphagia, 2021年2月3日, 日本歯科大学，博士
（臨床口腔機能学）.
2) 宮下大志: 嚥下障害患者における嚥下造影検査で観察される嚥下動態とサルコペニ
アとの関連性 Relationship between the dynamics of swallowing organs
observed on videofluoroscopic swallowing studies and sarcopenia, 2021年2
月3日, 日本歯科大学，博士（臨床口腔機能学）.
主催学会等
1) 「食べるを支える」口腔機能発達不全症研修会, 東京（オンライン）, 2020年8月4
日, 講師：田村文誉.
2) 「食べるを支える」オーラルフレイル研修会, 東京（オンライン）, 2020年8月18
日, 講師：菊谷 武.
3) 「食べるを支える」ミールラウンド研修会, 東京（オンライン）, 2020年9月17日,
講師：菊谷 武、高橋賢晃.
4) 「食べるを支える」歯科と栄養研修会, 東京（オンライン）, 2020年10月15日, 講
師：菊谷 武、尾関麻衣子.
5) 食べるを支える研修会2020「摂食嚥下超入門」3回シリーズ, 東京（オンライン）,
2020年11月13日、27日、12月11日, 講師：菊谷 武、尾関麻衣子.
6) 「食べるを支える」研修会 口腔機能発達不全症 2回コース, 東京（オンライ
ン）, 2021年1月14日、28日, 講師：田村文誉、山田裕之、高島良代、尾関麻衣
子、水上美樹.
7) 「食べるを支える」研修会2021 アーカイブ, 東京（オンライン）, 2021年2月18
日、3月11日、25日, 講師：菊谷 武、高橋賢晃、尾関麻衣子.

外部・学内研究費
1) 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), 2019～2020
年度, 在宅胃瘻患者の楽しみのための食事をサポートする遠隔支援の有効性に関する
研究, 古屋裕康(代表), 4,030,000円, 2020年度, 2,080,000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
年度, 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, 横田悠里(代表), 4,290,000円, 2020年度, 1,750,000円
3) 2020年度在宅医療助成（後期）（公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団）, (新
規), 2021年～2022年, 歯科衛生士の医療的ケア児（在宅）に対する訪問歯科診療
の実態調査, 水上美樹(代表), 吉本美枝、鈴木厚子、田中惠、田中祐子、小坂美樹
(分担), 1,250,000円, 2021年度, 1,250,000円
4) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2021年度, 高度医療受給している小児在宅患者に対する遠隔診療を導入した口腔
管理システムの構築, 町田麗子(代表), 菊谷武、田村文誉(分担), 4,420,000円,
2020年度, 1,300,000円

5) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（B）, (継続), 2018
～2020年度, 機械学習を用いた嚥下造影検査診断補助システムの開発, 菊谷 武
(代表), 5,330,000円, 2020年度, 5,330,000円
6) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2020年度, 嚥下障害患者の食行動モニタリングによる誤嚥性肺炎の予測, 大石朋
子(代表), 菊谷 武(分担), 4,290,000円, 2020年度, 1,040,000円
7) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (新規), 2020
～2022年度, 人工知能による深層学習を応用した運動障害性咀嚼障害の多軸診断支
援システムの開発, 大野 彩(代表), 菊谷 武(分担), 4,420,000円, 2020年度,
1,820,000円
8) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2021年度, 小児期における口腔機能発達評価指針作成のための調査研究, 木本茂
成(代表), 田村文誉(分担), 3,120,000円, 2020年度, 910,000円
9) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2019
～2021年度, 発達障害等の子どもの食の困難と子ども・家庭包括型発達支援システム
の開発, 田部絢子(代表), 田村文誉(分担), 4,290,000円, 2020年度, 1,365,000円
10) 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～
2022年度, 整形外科入院の高齢患者に対する歯科参加型チーム医療システムの開発と
効果の検証, 小川賀子(代表), 4,290,000円, 2020年度, 780,000円
研究業績
A. 著書
1. 田村文誉 (共著) , 妊産婦のお口のケア, １版, 一般財団法人 口腔保健協会, 東
京, 2020, ISBN 978-4-89605-365-4.
2. 田村文誉 (共著) , 授乳・離乳の支援ガイド（2019年改訂版） 実践の手引, １
版, 公益財団法人 母子衛生研究会, 東京, 2020, ISBN 978-4-938481-31-5.
3. 田村文誉 (共著) , 食べる機能・口腔機能の発達Q&A, １版, 医学情報社, 東京,
2020, ISBN 978-4-903553-80-1.
4. 1) 菊谷 武 (分担執筆・監修) : 2章06 口腔機能低下の診断基準となる7項目
COUMN「ペコぱんだ」, 56-56, 一般社団法人 日本老年歯科医学会, かかりつけ歯
科医のための 口腔機能低下症入門, １版, 株式会社デンタルダイヤモンド社, 東
京, 2020, ISBN 978-4-88510-474-9.
2) 菊谷 武 (分担執筆・監修) : 2章08 嚥下機能低下, 66-71, 一般社団法人
日本老年歯科医学会, かかりつけ歯科医のための 口腔機能低下症入門, １版, 株
式会社デンタルダイヤモンド社, 東京, 2020, ISBN 978-4-88510-474-9.
5. 1) 田村文誉 (分担執筆・監修) : 2章08 嚥下機能低下, 66-71, 一般社団法人
日本老年歯科医学会, かかりつけ歯科医のための 口腔機能低下症入門, １版, 株
式会社デンタルダイヤモンド社, 東京, 2020, ISBN 978-4-88510-474-9.
2) 田村文誉 (分担執筆・監修) : 2章08 嚥下機能低下 COLUMN「他の嚥下機能ス
クリーニング」, 73-73, 一般社団法人 日本老年歯科医学会, かかりつけ歯科医
のための 口腔機能低下症入門, １版, 株式会社デンタルダイヤモンド社, 東京,
2020, ISBN 978-4-88510-474-9.
3) 田村文誉 (分担執筆・監修) : 3章02 口腔機能低下症の管理と多職種連携,
83-85, 一般社団法人 日本老年歯科医学会, かかりつけ歯科医のための 口腔機
能低下症入門, １版, 株式会社デンタルダイヤモンド社, 東京, 2020, ISBN 9784-88510-474-9.

6. 1) 田村文誉 (分担執筆・編集) : 第1章 子どもとその口腔を考えるヒント, 211, 田村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京,
2021, ISBN 978-4-263-44615-7.
2) 田村文誉 (分担執筆・編集) : 第1章 子どもとその口腔を考えるヒント, 2023, 田村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京,
2021, ISBN 978-4-263-44615-7.
3) 田村文誉 (分担執筆・編集) : 第1章 子どもとその口腔を考えるヒント, 3234, 田村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京,
2021, ISBN 978-4-263-44615-7.
4) 田村文誉 (分担執筆・編集) : 第2章 口腔機能発達不全に立ち向かうためのト
ピック, 48-49, 田村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会
社, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-44615-7.
5) 田村文誉 (分担執筆・編集) : 第3章 口腔機能発達不全への対応事例, 88-91,
田村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2021,
ISBN 978-4-263-44615-7.
7. 1) 山田裕之 (分担執筆) : 第1章 子どもとその口腔を考えるヒント, 18-19, 田
村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2021,
ISBN 978-4-263-44615-7.
2) 山田裕之 (分担執筆) : 第1章 子どもとその口腔を考えるヒント, 24-31, 田
村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2021,
ISBN 978-4-263-44615-7.
3) 山田裕之 (分担執筆) : 第1章 子どもとその口腔を考えるヒント, 35-39, 田
村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2021,
ISBN 978-4-263-44615-7.
4) 山田裕之 (分担執筆) : 第2章 口腔機能発達不全に立ち向かうためのトピッ
ク, 40-47, 田村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社,東
京, 2021, ISBN 978-4-263-44615-7.
5) 山田裕之 (分担執筆) : 第2章 口腔機能発達不全に立ち向かうためのトピッ
ク, 78-81, 田村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社,東
京, 2021, ISBN 978-4-263-44615-7.
8. 保母妃美子 (分担執筆) : 第1章 子どもとその口腔を考えるヒント, 12-14, 田村文
誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2021, ISBN 9784-263-44615-7.
9. 礒田友子 (分担執筆) : 第3章 口腔機能発達不全への対応事例, 82-84, 田村文
誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2021, ISBN
978-4-263-44615-7.
10. 1) 水上美樹 (分担執筆) : 第1章 子どもとその口腔を考えるヒント, 15-17, 田
村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2021,
ISBN 978-4-263-44615-7.
2) 水上美樹 (分担執筆) : 第2章 口腔機能発達不全に立ち向かうためのトピッ
ク, 66-69, 田村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社,東
京, 2021, ISBN 978-4-263-44615-7.
3) 水上美樹 (分担執筆) : 第3章 口腔機能発達不全への対応事例, 85-87, 田村
文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2021, ISBN
978-4-263-44615-7.
11. 高島良代 (分担執筆) : 第2章 口腔機能発達不全に立ち向かうためのトピック,
70-77, 田村文誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京,

2021, ISBN 978-4-263-44615-7.
12. 尾関麻衣子 (分担執筆) : 第3章 口腔機能発達不全への対応事例, 50-65, 田村文
誉, 子どもとその口腔の診かた, １版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2021, ISBN
978-4-263-44615-7.
13. 1) 菊谷 武 (分担執筆・監修) : 第1章 口腔ケアの必要性, 2-19, 菊谷 武, 基
礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN 978-4-78091414-6.
2) 菊谷 武 (分担執筆・監修) : 第4章 さまざまな患者へのケア, 56-61, 菊谷
武, 基礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN 978-47809-1414-6.
3) 菊谷 武 (分担執筆・監修) : 第4章 さまざまな患者へのケア, 81-90, 菊谷
武, 基礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN 978-47809-1414-6.
4) 菊谷 武 (分担執筆・監修) : 第4章 さまざまな患者へのケア, 213-217, 菊
谷 武, 基礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN
978-4-7809-1414-6.
14. 1) 田村文誉 (分担執筆) : 第3章 口腔ケアの基本技術, 38-55, 菊谷 武, 基礎
から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN 978-4-78091414-6.
2) 田村文誉 (分担執筆) : 第4章 さまざまな患者へのケア, 107-113, 菊谷 武,
基礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN 978-47809-1414-6.
3) 田村文誉 (分担執筆) : Column チームアプローチと口腔ケア, 18-19, 菊谷
武, 基礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN 978-47809-1414-6.
4) 田村文誉 (分担執筆) : Column 食品を活用した口腔ケア, 45-45, 菊谷 武,
基礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN 978-47809-1414-6.
5) 田村文誉 (分担執筆) : Column キシリトール（ガム、タブレット）の利用,
53-53, 菊谷 武, 基礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京,
2021, ISBN 978-4-7809-1414-6.
6) 田村文誉 (分担執筆) : Column 重度の嚥下障害が回復した例, 54-55, 菊谷
武, 基礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN 978-47809-1414-6.
15. 有友たかね (分担執筆) : Column 院内における口腔ケア教育, 199-201, 菊谷
武, 基礎から学ぶ口腔ケア, 3版, 株式会社学研プラス, 東京, 2021, ISBN 978-47809-1414-6.
16. 田村文誉 (分担執筆) : 第2章 妊娠期に必要な栄養の基礎知識, 103-112, 杉山
隆、瀧本秀美, はじめてとりくむ妊娠期・授乳期の栄養ケア, １版, 医歯薬出版株
式会社, 東京, 2021
17. 戸原 雄 (分担執筆) : 摂食・嚥下障害の評価, 73-83, 柳沢信夫、鈴木隆雄、角
保徳, 高齢者の食事と栄養,口腔ケア, 1版, 長寿科学振興財団, 東京, 2020, ISBN
978-4-9908157-5-2.

18. 水上美樹 (分担執筆) : 2章 ４口腔の機能, 22-27, 一般社団法人 全国歯科衛生
士教育協議会, 歯科予防処置論・歯科保健指導論, 2版, 医歯薬出版株式会社, 東
京, 2020, ISBN 978-4-263-42863-4.
19. 水上美樹 (分担執筆・編集) : Ⅳ編3章口腔咽頭吸引, 152-153, 一般社団法人 全
国歯科衛生士教育協議会, 高齢者歯科, 2版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2020,
ISBN 978-4-263-42835.
20. 尾関麻衣子 (共著) , 歯科と栄養が出会うとき, 1版, 医歯薬出版株式会社, 東京,
2020, ISBN 978-4-263-44600-3.
21. 尾関麻衣子 (共著) , 食事療法 はじめの一歩シリーズ「誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごは
ん-誤嚥を防いで安全でおいしい食事を！」, 1版, 女子栄養大学出版部, 東京,
2021, ISBN 978-4-78951-890-1 .
22. 1) 高島良代 (分担執筆) : 各職種の専門分野を把握しよう, 30-30, 菊谷武, 在宅
口腔衛生管理スタートブック, 1版, クインテッセンス出版, 東京, 2020, ISBN
978-4-7812-0750-6.
2) 高島良代 (分担執筆) : コミュニケーションがとりづらいのは障害が関係して
いるのかもしれない, 59-61, 菊谷武, 在宅口腔衛生管理スタートブック, 1版, ク
インテッセンス出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-7812-0750-6.
23. 菊谷 武 (共著・監修) : , 食事療法 はじめの一歩シリーズ「誤嚥性肺炎を防ぐ
安心ごはん-誤嚥を防いで安全でおいしい食事を！」, 1版, 女子栄養大学出版部,
東京, 2021, ISBN 978-4-78951-890-1 .
24. 菊谷 武 (共著・監修) : , 歯科と栄養が出会うとき, １版, 医歯薬出版株式会
社, 東京, 2020, ISBN 978-4-263-44600-3.
25. 菊谷 武 (共著・監修) : , シニアの筋トレ・口トレ・骨体操, 3版, NHK出版, 東
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16) 戸原 雄: 高齢者の嚥下を口腔ケア, 武蔵野市寄付講座, 東京 (2020年10月30
日)．
17) 田村文誉: 在宅で療養している小児の現状と求められる歯科的対応, 山形県歯科医
師会, オンライン (2020年11月7日)．
18) 田村文誉: 乳幼児期の口腔発達 について ～安全に食べる・食べさせるために, 令
和２年度「こどもの嚥下研修会」埼玉県本庄保健所主催, 埼玉県本庄市 早稲田リ
サーチパーク (2020年11月9日)．
19) 田村文誉: 小児在宅歯科医療を途切らせてはいけない 2020年春・小児在宅歯科医
療研究会メンバーの想い, 令和２年度 第2回多摩小児在宅歯科医療連携ネット（た
ましょうしネット） オンラインセミナー , オンライン (2020年11月19日)．
20) 戸原 雄 : 高齢者の摂食嚥下機能支援, 町田市歯科医師会摂食嚥下研修会, 東京
(2020年9月10日､10月10日､11月14日)．
21) 水上美樹: 摂食嚥下訓練、問題解決過程の実践, 令和2年 日本歯科衛生士会認定
歯科衛生士セミナー, 東京 (2021年1月9日)．
22) 田中祐子，水上美樹，柴田由美，木村有子: 摂食嚥下訓練, 公益社団法人日本歯科
衛生士会認定歯科衛生士セミナー 摂食嚥下リハビリテーションコース, 東京
(2021年1月9日～2月20日)．
23) 田中祐子，水上美樹，佐藤陽子，柴田享子: 問題解決過程の実践, 公益社団法人日
本歯科衛生士会認定歯科衛生士セミナー 摂食嚥下リハビリテーションコース, 東
京 (2021年1月9日～2月20日)．
24) 高橋賢晃: 食事外部観察評価, 認定歯科衛生士セミナー, 公益社団法人日本歯科衛
生士会ホームページ受講者の会員ページ (2021年1月9日～2月20日)．
25) 高橋賢晃: 「摂食嚥下障害のゴール設定とリハビリテーション計画立案のためのポ
イント―基礎編―」
「摂食嚥下障害のゴール設定とリハビリテーション計画立案のためのポイント―症
例を通じての実践編―」, 在宅歯科診療普及研修会 , Zoomおよび山梨県歯科医師
会館 (2021年1月24日、1月31日)．
26) 有友たかね: 歯科衛生士に学ぶ在宅での口腔ケア, 神奈川県医師会 在宅医療ト
レーニングセンター, 神奈川県 (2021年1月27日)．
27) 有友たかね: 認知症への口腔ケア, 公益社団法人船橋歯科医師会令和元年度口腔保
健支援事業口腔ケア実技講習会, 船橋市 (2021年2月26日)．

