
（論文・著書）

経腸栄養に用いられる製剤および食品： 中鎖脂肪酸

吉村芳弘

PDNオンラインレクチャー

http://www.peg.or.jp/lecture/enteral_nutrition/04-07-03.html 2016.4

あなたのギモンがスッキリ解決！　高齢者の栄養ケアQ&A55

吉村芳弘

Nutrition Care 2016年春季特集号 2016.4.1

回復期のリハビリテーション栄養管理

吉村芳弘

日本静脈経腸栄養学会雑誌 31(4): 959-966, 2016.7

知っておきたい医療最前線　第3回サルコペニア

吉村芳弘

CLINIC BAMBOO 2016.9

事例1　熊本リハビリテーション病院における中鎖脂肪酸の活用

吉村芳弘

低栄養と中鎖脂肪酸 2016.10

サルコペニア

吉村芳弘

日本リハビリテーション医学会用語辞典 2016.11.29

【連載執筆・監修】その患者、じつはフレイル？ もしかしてサルコペニア？

高齢者の食と栄養と嚥下障害を支える

吉村芳弘

Nutrition Care　9(11)-10(3), 2016 毎月連載

ESPEN生涯学習教育プログラムLLLのすすめ－NST専門療法士の先にあるもの

吉村芳弘

臨床栄養 130(1), 2017. 1

栄養ケアで防ごう！　フレイル・サルコペニアと低栄養

吉村芳弘

Nutrition Care 10(1), 2017.1

Report　第2回アジア・フレイル・サルコペニア学会／

第3回日本サルコペニア・フレイル研究会研究発表会

吉村芳弘

臨床栄養 130(2), 2017. 2

老嚥・オーラルフレイル・サルコペニア・認知症―

吉村芳弘

高齢者の摂食嚥下サポート. 新興医学出版社 2017.2.1

私のオススメ！この生涯学習－中堅以上の医師がLow performerにならないために

吉村芳弘

菊池郡市医師会誌　菊医NEWS 29.2

総論　サルコペニアの病態と栄養管理　サルコペニアの概念と診断、治療について

業績目録（平成28年4月～平成29年3月）

医 局



吉村芳弘

栄養経営エキスパート　2(2): 18-23, 2017.3

解説1　回復期リハビリテーションにおけるサルコペニアの病態と対応　

疾患別の対応とリハ栄養の展望・課題

吉村芳弘

栄養経営エキスパート　2(2): 24-31, 2017.3

監修　急性期から慢性期までの患者QOLの向上を求めて　サルコペニアの病態と栄養管理の意義

吉村芳弘

栄養経営エキスパート　2(2), 2017.3

Interventions for treating sarcopenia: a systematic review and meta-analysis of randomized 

controlled studies

Yoshimura Y, Wakabayashi H, Yamada M, Kim H, Harada A, Arai H

JAMDA, 2017, in press 2017.03.27

リハ栄養のピットホール：　量から質へ、食事の内容を見直そう　

少量で良好な結果につながる「リハ栄養食」の工夫

吉村芳弘、嶋津さゆり

ヘルスケア・レストラン:84, 2017.3

かかりつけ医に求められるフレイル対策と栄養管理

吉村芳弘

かかりつけ医の在宅なう　2017　Winter No.4　 2017.3.1

「フレイル」予防でいきいきシニアライフ

吉村芳弘

菊陽町広報　きくよう　2017.3

Poor　oral status is associated with rehabilitation outcome in order people.

Shiraishi A, Yoshimura Y, Wakabayashi H, Tsuji Y.

Geriatr Gerontol Int. 2017 Apr; 17(4): 598-604. Epub 2016 May 6

Severely decreased muscle mass among older patients hospitalized in a long-term care ward in Japan.

Yamanouchi A, Yoshimura Y, Matsumoto Y, Jeong S.

J Nutr Sci Vitaminol. 62(4): 229-234, 2016

Dysphagia is associated with functional decline during acute-care hospitalization of older patients.

Matsuo H, Yoshimura Y, Ishizaki N, Ueno T.

Geriatr Gerontol Int. 2016 Dec 1. doi: 10.1111/ggi.12941. 

Prevalence of stroke-related sarcopenia and its association with poor oral status in post-acute 

stroke patients: Implications for oral sarcopenia

Shiraishi A, Yoshimura Y, Wakabayashi H, Tsuji Y

Clinical　Nutrition, 2016, doi.org/10.1016/j.clnu.2016.12.002

急性期病院高齢患者における摂食嚥下障害スクリーニング質問紙票EAT-10で評価した嚥下障害と

低栄養の関連

松尾晴代、吉村芳弘、石崎直樹、上野 剛

日本静脈経腸栄養学会雑誌 31(5): 1141-1146, 2016

在宅高齢者の口腔障害、栄養障害、嚥下障害の実態とスクリーニングツールの重要性

白石 愛、吉村芳弘、嶋津さゆり、辻 友里

栄養 2(1), 32-24, 2017.3

脊髄損傷者の治療・リハ・社会復帰における問題点と改善策：現場からの指摘 

脊損患者の治療と生活の問題点

井口哲弘、武居光雄、田代桂一、山鹿眞紀夫



日本脊髄障害学会誌

日常生活機能評価の急性期退院時点数と回復期入院時点数の違い

－熊本総卒中地域連携パス参加の回復期リハ10病院における調査

徳永 誠、三宮克彦、渡邊 進、寺崎修司、平田好文、山鹿眞紀夫、橋本洋一郎

Journal of Clinical Rehabilitation 25(3), 2016.3

高齢脳卒中患者のFIM利得調査における選択バイアスの課題

徳永 誠、寺崎修司、三宮克彦、渡邊 進、山鹿眞紀夫、鬼木泰博、平田好文、川野眞一、

江上 寛、金澤親良、白石昭司、橋本洋一郎

Journal of Clinical Rehabilitation 25(11), 2016.11

Methods for Comparing Functional Independence Measure Improvement Degree for Stroke Patients 

between Rehabilitation Hospitals

Makoto Tokunaga, Shuji Mika, Keiichi Tashiro, Makio Yamaga, Yoiciro Hashimoto,

Rhoji Nakanishi, and Hiroaki Yamanaga

Internatinal Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 5(2), 2017.3

（学会発表）

回復期リハにおけるサルコペニアとリスク因子

吉村芳弘

第53回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016/06/09

軟性股装具に付帯した股関節進展補助バンドが歩容に与える影響

冨口若菜、大串 幹、小山雄二郎、水田博志

第53回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016/06/09

Sarcopenia: High prevalence and adverse effects on rehabilitation outcomes in post-acute 

stroke patients.

吉村芳弘、嶋津さゆり、白石 愛

38th ESPEN Congress (European Society of Parentaral and Enteral Nutrition)  

Denmark 2016/09/19

Dietary enhanced medium-chain triglycerides facilitates functional recovery of dysphagia in 

post-acute stroke patients: a propensity score matching analysis

吉村芳弘、嶋津さゆり、白石 愛、高山留美

38th ESPEN Congress (European Society of Parentaral and Enteral Nutrition)  

Denmark 2016/09/19

退院後のリハ導入

吉村芳弘

第6回日本リハビリテーション栄養研究会学術集会　公開カンファレンス　2016/10/22

サルコペニア

吉村芳弘

第3回日本サルコペニア・フレイル学会　優秀演題　2016/11/06

脳卒中のサルコペニアは機能的予後の独立した予測因子である

吉村芳弘

第32回日本静脈経腸栄養学会　要望演題　2017/02/25

熊本県高齢者の運転機能～バランス能力に着目して～

穴山博基、大串 幹、冨口若菜、小山雄二郎、芳田なおみ、嶋村梨沙、水田博志

第53回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016/06/09

生体肝移植術後のリハビリテーションと運動負荷の関係



児玉 了、大串 幹、冨口若菜、小山雄二郎、水田博志

第53回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016/06/09

肩関節障害に対する新しい治療装具

大串 幹、冨口若菜、小山雄二郎

第53回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016/06/09

転移性植骨腫瘍患者へのリハビリテーションについて現状と課題について

小山雄二郎、大串 幹、冨口若菜、水田博志

第53回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016/06/09

Poor oral Status is associated with sarcopenia in post-acute-stroke patients.

白石 愛、吉村芳弘、辻 友里、嶋津さゆり、備瀬隆広

38th ESPEN Congress (European Society of Parentaral and Enteral Nutrition)  

Denmark 2016/9/18

急性期高齢者の口腔問題は低栄養、嚥下障害と関連する

片桐美幸、吉村芳弘、小川和昭、大埜間勉、加藤健宏

第6回日本リハビリテーション栄養研究会学術集会　2016/10/22

急性期高齢者のEAT-10で検出された  入院時の嚥下障害リスクは入院中の

身体機能低下の独立した予測因子である

松尾晴代、石崎直樹、上野 剛、吉村芳弘

第32回日本静脈経腸栄養学会　フェローシップ応募者セッション　2017/02/23

脳卒中回復期の口腔問題とサルコペニアとの関連－オーラルサルコペニアの新提言

白石 愛、吉村芳弘、嶋津さゆり、辻 友里、備瀬隆広

第32回日本静脈経腸栄養学会　フェローシップ応募者セッション　2017/02/23

中鎖脂肪強化ライスは脳卒中後嚥下障害治療に有効であるー

傾向スコア疑似ランダム化retrospective study

嶋津さゆり、上野いずみ、工藤 舞、備瀬隆広、平野宏一、辻 友里、白石 愛、吉村芳弘

第32回日本静脈経腸栄養学会　フェローシップ応募者セッション　2017/02/23

外科入院高齢患者の口腔問題は加齢、低栄養、日常生活自立度と関連する

片桐美幸、吉村芳弘、小川和昭、大埜間勉、加藤健宏

第32回日本静脈経腸栄養学会　一般演題　2017/02/23

リハサポートによる回復期脳卒中リハビリテーション高齢者の短期的体組成の改善

工藤舞、吉村芳弘、嶋津さゆり、上野いずみ

第32回日本静脈経腸栄養学会　一般演題　2017/02/23

寝たきり入院高齢者における基礎代謝量の検討

山内杏奈、松本由美、吉村芳弘

第32回日本静脈経腸栄養学会　一般演題　2017/02/24

リハビリテーション直後に蛋白脂質強化牛乳を使用した糖尿病患者の一症例

永岡せい子、日野良美、吉村芳弘

第32回日本静脈経腸栄養学会　一般演題　2017/02/25

（講演）

サルコペニア道場

吉村芳弘

臨床運動障害研究会 京都 2016/05/22

フレイルとサルコペニア

吉村芳弘



第9回ChiLDセミナー 福岡 2016/06/02

リハビリテーション栄養とは

吉村芳弘

谷田病院 院内勉強会 熊本 2016/06/06

あなたの患者さん、サルコペニアではないですか？－臨床におけるサルコペニアの診断と治療：リハ栄養

吉村芳弘

富山県栄養士会 富山 2016/06/18

あなたの患者さん、サルコペニアではないですか？-在宅で役立つアミノ酸とリハ栄養の考え方

吉村芳弘

第4回日本在宅栄養管理学会学術集会 ランチョンセミナー 神戸 2016/06/26

あなたの患者さん、サルコペニアではないですか？-臨床におけるサルコペニアの診断と治療：リハ栄養

吉村芳弘

浜松市医師会浜松医療センター 講演会 浜松 2016/06/30

リハビリテーション栄養

吉村芳弘

日本臨床栄養士研究会　山口 2016/07/02

食と嚥下とリハ栄養

吉村芳弘

第28回兵庫県理学療法学術大会 公開講演 神戸 2016/07/03

リハビリテーション栄養のコンセプトから実践へ

吉村芳弘

明治ニュートリションセミナー　福岡 2016/07/23

予防しよう！ロコモティブシンドローム（ロコモ）

冨口若菜

高齢者のロコモ予防及び天草宝島体操研修会 2016/07/26

あなたの患者さん、サルコペニアではないですか？

吉村芳弘

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　神奈川 2016/07/29

あなたの患者さん、サルコペニアではないですか？－多職種によるリハ栄養－

吉村芳弘

第4回長崎リハビリテーション栄養セミナー　特別講演 長崎 2016/08/27

あなたはサルコペニアではないですか？ーアミノ酸と筋肉の深い関係

吉村芳弘

第23回腎不全対策キャンペーン講演会　特別講演　名古屋 2016/08/28

その入所者さん、サルコペニアではないですか？－老健で役立つリハ栄養－

吉村芳弘

第27回全国介護老人保健施設大会　ランチョンセミナー 大阪 2016/09/15

サルコペニアとリハビリテーション栄養

吉村芳弘

済生会みすみ病院　院内勉強会　熊本 2016/10/14

サルコペニアとフレイルの栄養管理

吉村芳弘

北海道栄養士会　特別講演　札幌 2016/10/23

リハ栄養とサルコペニア

吉村芳弘

新潟県栄養士会生涯教育実務研修　特別講演 新潟 2016/10/29



Clinical management of sarcopenia in convalescent stage of older patients

吉村芳弘

2nd Asian Conference for Frailty and Sarcopenia. Symposium speaker. Nagoya 2016/11/04

サルコペニアとリハビリテーション栄養

吉村芳弘

宮崎江南病院　院内勉強会　宮崎 2016/11/11

リハビリテーション栄養入門

吉村芳弘

国立長寿医療研究センター高齢者医療。在宅医療総合看護研修　講師　愛知 2016/11/16

脳血管疾患に伴うコミュニケーション障害とその病態

齊藤智子

平成28年度熊本県介護職員定着支援事業研修会　熊本　2016/11/19

世界一知りたいMCTの最新知識

吉村芳弘

第20回日本病態栄養学会　ランチョンセミナー　京都 2017/01/14

「フレイル」予防で生き生きシニアライフ

吉村芳弘

菊陽町健康づくり講演会　公開講演　熊本 2017/01/21

今話題の栄養素、中鎖脂肪酸を知っていますか？

吉村芳弘

メディケアフーズ展2017　東京 2017/01/25

サルコペニアの診断・治療とリハビリテーション栄養

吉村芳弘

第25回京滋NST研究会　特別講演　京都 2017/01/28

サルコペニアと回復期リハビリテーション栄養

吉村芳弘

大分県回復期リハビリテーション病棟連絡協議会 第14回研修会 特別講演　大分 2017/02/04

サルコペニアの予防・治療とリハビリテーション栄養

吉村芳弘

第15回 広島リハビリテーション研究会　　特別講演　広島 2017/02/13

あなたの患者さん、サルコペニアではないですか?―臨床で役立つリハ栄養の実践―

吉村芳弘

愛知県厚生連リハビリテーション研究会　特別講演　名古屋 2017/02/18

栄養障害の病態生理

吉村芳弘

JSPEN2017 臨床栄養セミナー岡山　2017/02/24

あなたの患者さん、サルコペニアではないですか?―急性期から必要なサルコペニアマネジメント―

吉村芳弘

名古屋掖済会病院NST講演会　名古屋 2017/03/10

サルコペニアの診断・治療と回復期のリハ栄養

吉村芳弘

第44回 山口県回復期リハビリテーション病棟研究会　特別講演　山口 2017/03/11

サルコペニアの診断・治療とリハビリテーション栄養

吉村芳弘

徳山医師会病院　講演会　山口 2017/03/12

あなたの患者さん、サルコペニアではないですか?―リハ栄養実践のすすめ―



吉村芳弘

朝日歯科大学村上記念病院NST特別講演会　岐阜 2017/03/15

がん悪液質とリハ栄養

吉村芳弘

第2回 愛媛県がんのリハビリテーション講演会　2017/03/27

（取材）

リハ栄養取材「栄養管理でリハビリ強化」

吉村芳弘、栄養管理部

日本経済新聞 （2016年9月25日掲載）　2016/08/31

パワーライス　リハ栄養

吉村芳弘、NST

毎日新聞　（全国版2017年1月21日掲載） 2016/11/14

フレイル、サルコペニア、低栄養

吉村芳弘

西日本新聞　（2017年3月26日掲載） 2017/03/08

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

予防しよう！ロコモティブシンドローム（ロコモ）

冨口若菜



（論文・著書）

入門講座　症例を担当するということ・7　家族を活かす

社会・家庭環境の変化による家族の負担に着目して

大倉　俊

理学療法ジャーナル　50(9), 2016.9

歩行アシストが回復期心臓リハビリテーション対象患者の歩行に及ぼす効果

村上賢治、河﨑靖範、山﨑慎介、松山公三郎

研究紀要青葉Seiyo 8(2), 2016（平成29年3月31日）

（学会発表）

外傷による重度両側性顔面神経麻痺から社会復帰を果たした症例

篠原康平

第39回日本顔面神経麻痺学会 2016/05/26

タンデムスタンスにおける手指先位置の相違が姿勢制御戦略に及ぼす影響

河津弘二

第51回日本理学療法学術大会 2016/05/27

脳血管障害患者における予後予測シート作成の試み

長野文彦

第51回日本理学療法学術大会 2016/05/28

長下肢装具を作製した回復期重度脳卒中片麻痺患者の歩行と自宅復帰可否に影響する

因子の検討

新堀晃史

第51回日本理学療法学術大会 2016/05/28

重症心身障がい児・者と家族の在宅支援～家族参加型リハを行って～

髙岡理好

第6回全国訪問リハ学会in東京　2016/6/17

歩行自立判定の検証　～当院の歩行自立判定基準表とF＆Sを用いて～

上田美穂

第161回熊本リハビリテーション研究会 2016/07/16

退院後ADLが低下した症例の特徴についての検討

小原卓己

第161回熊本リハビリテーション研究会 2016/07/16

心臓リハビリテーションを個別に施行した高齢心疾患患者の身体的特徴

河﨑靖範

第22回日本心臓リハビリテーション学会 2016/07/17

What should we do in the neuropsychological rehabilitation of convalescence stage?

尾関　誠

The 31st International Congress of Psychology(第31回国際心理学会議） 2016/07/25

脳卒中下肢装具アルゴリズムの検証と展望

駒水可奈恵

第32回日本義肢装具学会学術大会　2016/10/15

リハビリテーション部



身体組成値に着目した起立-着席運動の効果検証

長野文彦

リハビリテーション・ケア合同研究大会 茨城2016 2016/10/29

介護予防・日常生活支援総合事業に向けた取り組みと今後の課題

千馬直子

リハビリテーション・ケア合同研究大会 茨城2016 2016/10/29

通所リハにおけるグラウンド・ゴルフ実践練習を活用した社会参加への取り組み

西田千佳

リハビリテーション・ケア合同研究大会 茨城2016 2016/10/29

介護予防・日常生活支援総合事業に向けた取り組みと今後の課題

千馬直子

第162回熊本リハビリテーション研究会　2016/12/10

通所リハにおけるグラウンド・ゴルフ実践練習を活用した社会参加への取り組み

西田千佳

第162回熊本リハビリテーション研究会　2016/12/10

高齢脳血管障害患者の起立-着席運動の実施回数に関連する因子の調査

長野文彦

回復期リハビリテーション病棟協会 第29回研究大会in広島 2017/02/10

起立‐着席運動の実施回数と歩行獲得の関連性

三賀山史朗

回復期リハビリテーション病棟協会 第29回研究大会in広島 2017/02/10

重度摂食嚥下障害患者に対する起立・着席運動の効果

池田昌弘

回復期リハビリテーション病棟協会 第29回研究大会ｉｎ広島 2017/02/10

身体組成値に着目した起立-着席運動の効果検証

長野文彦

第20回熊本県理学療法士学会 2017/02/26

脳卒中下肢装具アルゴリズムの検証と今後の展望

駒水可奈恵

第20回熊本県理学療法士学会 2017/02/26

歩行自立判定の検証　～当院の歩行自立判定基準表とF＆Sを用いて～

上田美穂

第20回熊本県理学療法士学会 2017/02/26

退院後ADLが低下した症例の特徴についての検討

小原卓己

第20回熊本県理学療法士学会 2017/02/26

高齢大腿骨頚部骨折患者の年代別リハ効果

田上美沙

第20回熊本県理学療法士学会 2017/02/26

通所リハにおけるグラウンド・ゴルフ実践練習を活用した社会参加への取り組み

西田千佳

第20回熊本県理学療法士学会 2017/02/26

身体組成値に着目した起立-着席運動の効果検証

長野文彦

第163回熊本リハビリテーション研究会 2017/03/11

脳卒中下肢装具アルゴリズムの検証と今後の展望



駒水可奈恵

第163回熊本リハビリテーション研究会 2017/03/11

（講演）

集団起立訓練とロコモ

槌田義美

NST実地修練 2016/06/07

高齢者の理学療法

槌田義美

熊本県理学療法士協会 新人教育研修会 2016/08/14

内部障害の理学療法

河﨑靖範

熊本県理学療法士協会 新人教育研修会 2016/08/14

高齢者の理学療法

槌田義美

熊本県理学療法士協会 新人教育研修会 2016/09/24

内部障害の理学療法

河﨑靖範

熊本県理学療法士協会 新人教育研修会 2016/09/24

集団起立訓練とロコモ

槌田義美

NST実地修練 2016/11/01

当院で取り組む回復期リハの強み

槌田義美

第2回熊本県回復期リハ機能強化事業研修会 2017/01/28

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

身体組成値に着目した起立-着席運動の効果検証

長野文彦

脳卒中下肢装具アルゴリズムの検証と展望

駒水可奈恵



（学会発表）

整形外科手術における手術前浣腸廃止後の影響についての検証

村山大介、松野由美、植山佳奈

第47回日本看護学会　急性期看護　2016/07/15

経口摂取移行時における看護師の食事介助の現状

福島良子、吉橋宏美、山崎美佳

第47回日本看護学会　慢性期看護学術大会　2016/11/10

回復期病棟における患者個々の安全な移乗動作に向けての取り組み

井上佳代子、岩下正美、森川真妃

日本リハビリテーション看護学会　第28回学術大会　2016/11/26

熊本地震　その時、回復期病棟はどうしたのか？　　

震災を通して感じた回復期リハビリテーション病棟の役割

田尻秀幸

回復期リハビリテーション病棟協会第29回研究大会in広島　2017/02/10

病棟看護師が実践した退院支援の効果について

冨田清美

平成28年度熊本県看護研究学会　2017/3/12

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

整形外科手術における手術前浣腸廃止後の影響についての検証

村山大介、松野由美、植山佳奈

経口摂取移行時における看護師の食事介助の現状

　　 吉橋宏美、山崎美佳、福島良子　　

看護部



（論文・著書）

リハ栄養　食が細くなったらパワーアップごはん

嶋津さゆり

栄養と料理　2016年7, 8, 9, 10, 11, 12月号

実践2　回復期リハビリテーションにおけるサルコペニアの栄養管理と食事

サルコペニアに対応した治療食と在宅復帰に向けた栄養指導のあり方

嶋津さゆり

栄養経営エキスパート　2(2): 67-74, 2017.3

（学会発表）

中鎖脂肪強化ライスは脳卒中後嚥下障害治療に有効であるー

傾向スコア疑似ランダム化retrospective study

嶋津さゆり、上野いずみ、工藤 舞、備瀬隆広、平野宏一、辻 友里、白石 愛、吉村芳弘

第32回日本静脈経腸栄養学会　フェローシップ応募者セッション　2017/02/23

リハサポートによる回復期脳卒中リハビリテーション高齢者の短期的体組成の改善

工藤舞、吉村芳弘、嶋津さゆり、上野いずみ

第32回日本静脈経腸栄養学会　一般演題　2017/02/23

（講演）

回復期リハ病棟における栄養管理

嶋津さゆり

秋田県栄養士会研修会 2016/07/20

リハ栄養実践講座

嶋津さゆり

日本リハビリテーション栄養研究会 2016/09/10

熊本地震　その時どう動いて何かおこったか？

嶋津さゆり

熊本県回復期リハ病棟研究会 2016/09/15

パワーライスについて

嶋津さゆり

日清オイリオ社内研修会 2016/10/08

サルコペニア予防とリハ栄養

嶋津さゆり

北海道栄養士会 2016/10/23

リハ栄養について

嶋津さゆり

北九州リハ栄養研究会 2017/01/21

リハ栄養トピックス

嶋津さゆり

日本リハビリテーション栄養研究会九州支部研修会 2017/03/25

栄養管理科



（取材）

リハ栄養取材「栄養管理でリハビリ強化」

栄養管理部

日本経済新聞 （2016年9月25日掲載）　2016/08/31

パワーライスについて

嶋津さゆり

毎日新聞 2016/11/14

パワーライスについて 

嶋津さゆり

シルバー産業新聞社 2016/12/14

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

熊本県医療福祉調理師研修会を立ち上げて

野口勝也



（論文・著書）

Poor　oral status is associated with rehabilitation outcome in order people.

Shiraishi A, Yoshimura Y, Wakabayashi H, Tsuji Y.

Geriatr Gerontol Int. 2017 Apr; 17(4): 598-604. Epub 2016 May 6

Q5義歯にカビのような黒いものが付着しています。どうしたらいいですか？

白石　愛

絶対知りたい義歯のこと. 医歯薬出版. P105-107, 2016.9.1

Prevalence of stroke-related sarcopenia and its association with poor oral status in post-acute 

stroke patients : Implication for oral sarcopenia

Shiraishi A, Yoshimura Y, Wakabayashi H, Tsuji Y

Clinical　Nutrition, 2016, doi.org/10.1016/j.clnu.2016.12.002

診察時にできるオーラルフレイルに対する口腔ケアと訓練

白石　愛

高齢者の摂食嚥下サポート. 新興医学出版社 2017.2.1

その患者、じつはフレイル？もしかしてサルコペニア？高齢者の食と栄養と嚥下障害を支える

オーラルフレイル

白石　愛

Nutrition　Care 10(2): 186-190, 2017.2

在宅高齢者の口腔障害、栄養障害、嚥下障害の実態とスクリーニングツールの重要性

白石 愛、吉村芳弘、嶋津さゆり、辻 友里

栄養 2(1), 32-24, 2017.3

（学会発表）

在宅の栄養状態、口腔機能の諸問題と早期スクリーニングの重要性

白石　愛

日本栄養アセスメント研究会 2016/06/11

Poor oral Status is associated with sarcopenia in post-acute-stroke patients.

白石 愛、吉村芳弘、辻友里、嶋津さゆり、備瀬隆広

38th ESPEN Congress (European Society of Parentaral and Enteral Nutrition)  

Denmark 2016/09/18

脳卒中回復期の口腔問題とサルコペニアとの関連－オーラルサルコペニアの新提言

白石 愛、吉村芳弘、嶋津さゆり、辻 友里、備瀬隆広

日本静脈経腸栄養学会学術集会　フェローシップ応募者セッション 2017/02/23

（講演）

口腔機能が支えるADL

白石　愛

有明摂食嚥下リハビリテーション研究会　2016/06/03

口から始まるリハ栄養～口腔が支えるADL

白石　愛

リハ栄養フォーラム福岡　2016/06/04

歯科診療部



口はカラダを元気にする～いつまでも美味しく、楽しく、元気に

白石　愛

熊本労災病院　2017/02/20



（学会発表）

熊本地震発生後の取り組みと今後の課題～日常を取り戻すために～

　 猪野真博

日本通所ケア研究大会　2016/11/12

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

介護保険利用者に対する就労支援の取り組み　～障害者総合支援事業所との連携～

　 橋本紘樹

（学会発表）

事業所内保育所から認可保育園移行への取り組み～子ども子育て支援新制度を活用して～

　 古荘明里

日本医療マネジメント学会第19回熊本支部学術集会　2017/03/18

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

事業所内保育所から認可保育園移行への取り組み～子ども子育て支援新制度を活用して～

　 古荘明里

事務部

居宅介護

通所リハ


