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１．若田恭介、高橋祐介、永田一真、富井啓介：間質性肺炎患者における骨格筋量減少の有
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１８．小松寛、松尾貴央、東別府直紀：急性期病院における舌圧を用いた嚥下機能評価の検

討 第１報 嚥下機能の変化値と舌圧の関連から．第 23 回日本摂食嚥下リハビリテー

ション学会，千葉，2017/9/16-17 
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