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NEW

NEW

2021年10月1日

養成校教員様向けWEBサイトOPEN！

「ためし読み」から「見本申請」まで
ワンタッチでご利用いただけます！

https ://gakken-mesh.jp/school/pt-ot-st

日本初の臨床的標準評価と対応マニュアルが登場！

MTPSSE

第1巻

高齢者の発話と嚥下の
運動機能向上プログラム：

総論

■定価：5,060円
（10%税込） ■A4判
■ISBN978-4-7809-1371-2

NEW

■128ページ

嚥下障害に密接にかかわり，同時性がある
ディサースリアを含めた臨床的標準評価と対
応マニュアル（治療・予防）．
エビデンスに基づく日本初のテキストが 3 冊
同時発売！

編／西尾 正輝
日本言語聴覚士協会

審議員（元理事）

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会評議員
日本音声言語医学会評議員
日本ディサースリア臨床研究会会長
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１

高齢者の発話と嚥下の運動機能向上
プログラム（MTPSSE）の特徴

発話障害と嚥下障害に対するハイブリッド・アプローチである

発話障害（ディサースリア）

本章では，高齢者の発話と嚥下の運動機能向上プ

グ評価する上で，ディサースリアは嚥下障害における口

ログラム（Movement Therapy Program for Speech &

腔期障害の有無を推察する極めて鋭敏な予測因子となる

Swallowing in the Elderly： M T P S S E ）の特徴につ

と報告している．これは，発声発語器官と嚥下器官が声

いて解説する
（表 1）
．

道を共有していることによる．

エムティーピーダブルエスイー

発話運動に関与する末梢の器官（顔面下部，下顎，口腔，

ディサースリアと嚥下障害の類似性は，障害構造から

発話障害（ディサースリア）

Part

嚥下障害

1
ハイブリッド・アプローチ
高齢者の発話と嚥下の運動機能向上プログラム
（Movement Therapy Program for
Speech & Swallowing in the Elderly：MTPSSE）

神経筋疾患

■ 図3

発話障害（ディサースリア）と嚥下障害の
障害構造を一括して示す

■ 図4

発話と嚥下のハイブリッド・アプローチ

咽頭，喉頭など）の多くは，嚥下運動にも関わっている

も説明することができる．図 2 に，両者の障害構造を

という解剖学的特性を有している 1，2）．発声発語器官と

示した．障害構造からみると，ディサースリアと嚥下障

嚥下器官が共有している部位は，喉頭および声道にまと

害の原因疾患はほぼ同一であり，それによってそれぞれ

ら類似する．したがって，こうした両障害を共起する発

なお，MTPSSE は，『お口の元気力アップ運動』とし

めることができる．すなわち，上気道である．こうした

発声発語器官と嚥下器官の運動機能が障害されるが，上

声発語・嚥下器官の運動機能にアプローチすることで発

て一般人向けにわかりやすく簡易化して修正されてい

発声発語器官と嚥下器官の重複性については，西尾 2）が

述の通り発声発語器官と嚥下器官はほぼ重複しているた

系統発生学的観点から詳述している．

話障害（ディサースリア）と嚥下障害の両面で同時並行的

る 8，9）．嚥下機能を向上させる目的のみで MTPSSE を

め，両者の障害構造は，図 3 のように一括して示すこ

に効果を得る機能的治療システムが求められる．こうし

クライアントに指導する際には，『お口の元気力アップ

従来からディサースリアと嚥下障害が合併する割合は

とができる．すなわち，同一の原因疾患に起因してほぼ

た点に着目し，ハイブリッド・アプローチとして完成さ

運動』という名称を用いた方がわかりやすい．

高いとされてきたが 3 〜 5），両障害が合併する割合が高

重複し合った発声発語・嚥下器官の運動機能が障害され

せたものが MTPSSE である（図 4）．

い理由として，発話運動と嚥下運動がこのように多数の

た結果として，発話障害
（ディサースリア）
と嚥下障害が

器官を共有しているという解剖学的論拠があげられる．

発現する．

こうした両運動が共有する解剖学的特性は，リハビリ

このように，ディサースリアと嚥下障害は，両障害の

テーションの観点からみると，両障害の原因となってい

合併率の高さの原因となっている発声発語器官と嚥下器

る運動機能障害の治療を行うことによって，両者に対し

官の解剖学的重複性に着目すると，障害構造では自ずか

て同時に効果的な結果を得ることができることを示唆す
6）

るものである．西尾ら はディサースリアと嚥下障害の
こうした解剖学的特性に着目して，両障害に対して同時
にリハビリテーションを施行したところ，両者が同時並
行的に改善する臨床経過を報告している
（図 1）
．
また，Logemann ら 7）は，嚥下障害をスクリーニン

■ 表1

本章で解説する MTPSSE の特徴
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■ 図1

3．訓練・治療プログラムであると同時にセルフケアプ
ログラムである
4．マニュアル化・規格化されている

6（良好）
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単語明瞭度
嚥下障害の重症度

75

1．発話障害と嚥下障害に対するハイブリッド・アプロー
チである

ディサースリアと嚥下障害が同時並行的に
改善することを示した西尾ら（1995）の
臨床経過

ディサースリア

嚥下障害

発話障害（ディサースリア）

嚥下障害

発声発語器官の運動機能障害

嚥下器官の運動機能障害

6．ディサースリアと嚥下障害の治療の分類体系における
MTPSSE の位置づけ
7．国際生活機能分類における MTPSSE の位置づけ
8．共同収縮する関連筋群をユニットとしてとらえてア
プローチする
9．チューブトレーニングテクニックを導入している
10．廉価な用具だけで実施可能である
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2

嚥下障害

発声発語・嚥下器官の運動機能障害

Part 1

高齢者の発話と嚥下の運動機能向上プログラム（MTPSSE）の特徴

神経筋疾患

■ 図2

神経筋疾患

ディサースリアと嚥下障害の障害構造を
並列して示す

2

予防的アプローチであると同時に治療的アプローチである

MTPSSE は予防的アプローチであると同時に治療的

の領域を確立し成果を得るには，「介護予防・生活支援

アプローチである．
したがって，急性期リハビリテーショ

サービス事業」における訪問型ならびに通所型短期集中

ン，回復期リハビリテーション，生活期（維持期）リハビ

予防サービスや，さらに従来から介護予防サービスの一

リテーションばかりでなく，介護予防分野においても活

環として位置づけられてきた介護予防通所リハビリテー

用されることを期待して開発されたものである．
概して，

ション，介護予防訪問リハビリテーションにおいて，言

健常（自立），プレフレイル期，フレイル期であれば予防

語聴覚士などのリハビリテーション専門職員等を介して

的アプローチとして，障害期であれば治療的アプローチ
として用いるのが妥当である
（図 5）．
ただし，フレイル期に対しては，予防的アプローチと

MTPSSE が積極的に活用されることを切に期待したい．
また介護保険法改正に伴い，従来の介護予防事業の一
次予防事業と二次予防事業の区別はなくなり，「介護予

同時に治療的アプローチの側面も含み，実質的には両

防・日常生活支援総合事業」における「一般介護予防事業」

者が併存していると解釈する必要があることが少なく

として再編されて取り組まれることになった．この「一

ない．特に，フレイル期に伴い何らかの老人性嚥下機

般介護予防事業」の中に地域における介護予防の取り組

能低下（presbyphagia），加齢性（老人性）音声機能低下

みを機能強化するために新設された「地域リハビリテー

（presbyphonia），老人性発話機能低下
（presbyarthria）

ション活動支援事業（2017 年 4 月施行）」において，言

を認めた場合，その機能の改善という解釈では治療的ア

語聴覚士などのリハビリテーション専門職員等を介して

プローチとなろうが，予備能を高めて機能障害に陥るの
を防ぐという解釈からは予防的アプローチとなる．した

MTPSSE が活用されることを切に期待したい．
具体的には，①通所と訪問を通して介護職員等に

がって，図 5 に示した MTPSSE の活用範囲は概則的な

MTPSSE の実施に関する助言などを行う，②地域ケア

ものと理解していただきたい．

会議において MTPSSE の適切な導入・運用を促して個々

2015 年の介護保険法改正により創設された「介護予

人の介護予防ケアマネジメント力を向上させるべく努め

防・日常生活支援総合事業」は，「介護予防・生活支援サー

る，③地域包括支援センターと連携をはかって住民運営

ビス事業」と「一般介護予防事業」に分けられたが，著者
が提案してきた
「予防的摂食嚥下リハビリテーション」

試し読みする

の通いの場に参与して MTPSSE を適切に指導する，と

いった活動が期待される．さらに，「地域介護予防活動
Part １

高齢者の発話と嚥下の運動機能向上プログラム（MTPSSE）の特徴
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摂食・嚥下障害とディサースリア，サルコペニア，
オーラルフレイルまで対応！
言語聴覚士養成校様向け臨床治療手技の集大成ガイドが 3 冊同時発売！

MTPSSE
高齢者の発話と嚥下の
運動機能向上プログラム：

第2巻

可動域拡大運動プログラム
編／西尾 正輝
■定価：6,160円
（10%税込） ■A4判
■ISBN978-4-7809-1395-8

■272ページ

試し読みする

MTPSSE
高齢者の発話と嚥下の
運動機能向上プログラム：

NEW

第3巻

レジスタンス運動プログラム
編／西尾 正輝
■定価：6,380円
（10%税込） ■A4判
■ISBN978-4-7809-1397-2

■320ページ

試し読みする

NEW
3

耳鼻咽喉科疾患をビジュアルで理解する．

耳鼻咽喉科疾患
ビジュアルブック
監修： 落合慈之
編集： 中尾一成
■定価：3,960円
（10％税込）■B5判 ■368ページ■
ISBN978-4-7809-1288-3 ■2018年9月発行

圧倒的な収録疾患数と豊富なビジュアル
で，医療現場に即した疾患知識と治療の流
れの学習に最適．
外科治療・放射線治療・化学療法にも対応．

4

第

2版

ST養成校様
2021年度ご採用第1位！

収録動画100分超！ 現場がわかる実践書

摂食嚥下

ビジュアル
リハビリテーション

ST養成校様
2021年度ご採用第3位！

編集： 稲川利光
■価格：3,630円
（10％税込）■B5判 ■212ページ■
ISBN978-4-7809-1253-1 ■2017年3月発行

摂食嚥下リハの実践に必要な「解剖」や

VF・

VE の「知識」と，フィジカルアセスメント，
スクリーニング，間接・直接訓練，口腔ケアな
どの「技術」をこの 1 冊で完全レクチャー！

Web

動画付き
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ビジュアルでリハビリテーションを理解する．

リハビリテーション
ビジュアルブック
監修： 落合慈之
編集： 稲川利光

第

2版

ST養成校様
2021年度ご採用第2位！

■定価：3,740円（10％税込）
■B5判 ■576ページ
■ISBN978-4-7809-1193-0 ■2016年8月発行

疾患・障害の概念や評価・アプローチの方
法など，リハビリテーションの理解と実践
を写真・イラスト・図表で導く大定番テキ
スト！

試し読みする
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PT・OT養成校様
2021年度 ご採用 第１位！

脳神経疾患

ビジュアルブック

PT養成校様
2021年度 ご採用 第3位！

監修： 落合慈之
編集： 吉沢利弘／森田明夫
■定価：3,300円（10％税込）
■B5判 ■320ページ
■ISBN978-4-7809-1009-4 ■2009年10月発行

文章だけではわかりにくい箇所を視覚的に
表現！原因→症状・臨床所見→検査・分類
→診断→治療という流れをサマリーマップ
で明解に解説します。

試し読みする

精神神経疾患

ビジュアルブック

OT養成校様
2021年度 ご採用 第3位！

監修： 落合慈之
編集： 秋山剛
■定価：3,960円（10％税込）
■B5判 ■326ページ
■ISBN978-4-7809-1160-2 ■2015年8月発行

各疾患の所見のイラスト図解が初学者に大
好評！総論で「精神医学の基本」を学び、
各論で「各疾患の治療までの流れ」の理解
を導きます。

試し読みする

こちらも人気です！ビジュアルブックシリーズ
● 耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック第2版

● 循環器疾患ビジュアルブック第２版

● 糖尿病・内分泌疾患ビジュアルブック第２版

● 眼科疾患ビジュアルブック

● 整形外科疾患ビジュアルブック第2版

● 腎・泌尿器疾患ビジュアルブック第２版

● 婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック第２版

● 消化器疾患ビジュアルブック第２版
● 新版

皮膚科疾患ビジュアルブック

● 呼吸器疾患ビジュアルブック
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系統的学習を導くロングセラーテキスト

絵でわかる

言語障害

― 言葉のメカニズムから対応まで ―
著：毛束真知子
■定価：2,420円（10％税込）■B5判 ■168ページ■
ISBN978-4-7809-1088-9 ■2013年8月発行

言語障害の基礎知識からコミュニケーショ
ンの実践まで全ページイラストつきでわか
りやすく解説！何が障害の原因なのか，ど
う向き合えばよいのかがわかる．
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第

2版

PT・OT養成校様
2021年度 ご採用 第２位！

好評により改訂第3版！ALSとBLSの深い実践理解をやさしく紐解く．
改訂 第3版

BLS：

Web

動画付き

写真と動画でわかる
一次救命処置
監修：小林正直 監修：石見 拓
編著：特定非営利活動法人大阪ライフサポート協会
■価格：2,970円（10％税込） ■AB判
■ISBN978-4-7809-1242-5 ■2017年1月発行

視覚的材料を効果的に活用した一時救命処置
ガイドの決定版！実践的な内容をビジュアル
で学べる動画と写真が好評の 1 冊．

改訂 第3版

ALS：

Web

動画付き

写真と動画でわかる
二次救命処置
監修：小林正直 監修：石見 拓
編著：特定非営利活動法人大阪ライフサポート協会
■価格：2,970円（10％税込） ■AB判
■ISBN978-4-7809-1243-2 ■2017年3月発行

視覚的材料を効果的に活用した二次救命処置
ガイドの決定版！

２冊そろえて学習するこ

とで救急医療現場の実際の流れがわかる！
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書いて 考えて 気づける！

医療安全トレーニングブック
ベーシック編（ISBN 978-4-7809-1430-6）
ステップアップ編（ISBN 978-4-7809-1444-3）NEW
編著：石川雅彦 編著：斉藤奈緒美
● 定価：各2,860円
（10％税込）

● B5判

試し読みする

Basic&Practice

医療安全
編集：小林美亜

● B5判，
216頁
● ISBN

改訂第2版

● 定価：2,640円
（10％税込）

978-4-7809-1327-9

試し読みする

5日間で学ぶ

医療安全 超入門
監修：日本医療マネジメント学会
● 定価：1,540円
（10％税込）
● ISBN 978-4-05-153000-6
● A5判，
120頁

基礎から学ぶ口腔ケア
改訂第３版
編集：菊谷

武

● B5判，
240頁
● ISBN

10

● 定価：3,080円
（10％税込）

978-4-7809-1414-6

解剖と病態がつぎつぎつながる！

バイタルサイン

編著：橋本さとみ
● 定価：2,860円
（10％税込）
● ISBN 978-4-7809-1450-4
● AB判

NEW
試し読みする

基礎と臨床がつながる
バイタルサイン

血圧・脈拍・体温・呼吸・意識・ＳｐＯ２
監修：藤野 智子 編集：三浦 英恵／村田 洋章
● 定価：2,640円
（10％税込）
● ISBN 978-4-7809-1135-0
● AB判

一目でわかる！

脳のMRI 正常解剖と機能
監修：石藏礼一

● AB判，
84頁
● ISBN

編・著：野﨑園子，安藤久美子

● 定価：4,180円
（10％税込）

978-4-7809-0889-3

脳卒中リハビリガイド
生活の質を高める１０５のコツ
監修：田口 芳雄

● AB判，
176頁
● ISBN

第2版

● 定価：3,740円
（10％税込）

978-4-7809-1133-6

気になるテキストは
実際に手にとってご覧ください！

採用検討用のお見本を無料でお届けします！
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2021年度

ST

養成校様 ご採用テキスト BEST3

1位

2位
耳鼻咽喉科疾患
ビジュアルブック
第２版

PT

1位

2位

3位

3位

2位
リハビリテーション
ビジュアルブック
第2版

脳神経疾患
ビジュアルブック

絵でわかる 言語障害
─言葉のメカニズムから
第2版
対応まで─

第2版

1位

絵でわかる 言語障害
─言葉のメカニズムから
第2版
対応まで─

リハビリテーション
ビジュアルブック
第２版

リハビリテーション
ビジュアルブック

OT

3位

絵でわかる 言語障害
─言葉のメカニズムから
第2版
対応まで─

精神神経疾患
ビジュアルブック

ご注文は貴校お出入りの書店様まで！
※本書記載の情報は2021年9月現在のものであり予告なく変更となる場合があります
※本書記載の内容や商品画像の転用ならびに，
無断複製・加工・公衆送信を禁じます．
〈お問い合わせ〉学研メディカル秀潤社 〒141-8414東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル17階
TEL：03-6431-1234 FAX：03-6431-1790 Mail: med-hanbai@gakken.co.jp

