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●好きな食べ物を2つあげてください
●10年前に好きだった食べ物を2つ思い出して下さい



10年前は野菜、果物、焼き肉がは
いっていたけども、今はカレーラ
イスと焼きそばの方
⇒いつの間にか、気づかないうち
に味よりも栄養よりも、食べやす
い食材、料理を食べる炭水化物偏
重食になっているかもしれません



歯がぬけたままの状態、歯がぐらぐら動いている、大きな
むし歯がある方
（本人はかんでいるつもりでも、実際はかめていない）
⇒食品の選択的行動の変化（いつのまにかきづかないうち
に）
軟性食材である糖質偏重食（炭水化物：ご飯、パン、麺
類などの過剰摂取）となり丸のみによる食速度増加、過
食、栄養の偏り、肥満

生活習慣病
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歯の数・噛むことと健康
の関係について

ここからのお話は



イメージして下さい。何かが起こりそう！？
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歯の数と脳梗塞との関係

歯が24本以下の人は
25本以上残っている人と比べ
て脳梗塞になる危険性が
1.6倍高い

（40～75歳の男性4万人を12年間追跡調査）



歯がほとんどない人は20本以上ある人に
比べて認知症の発症リスクが1.9倍高い
アルツハイマー型認知症患者では、歯が
抜け始める時期が健康な人より20年早い
という調査結果も
（逆にいえば歯が20本以上あれば歯がほとんどない人より認
知症のリスクが約半分ということになる）

（65歳以上の4425名を4年間追跡調査）

歯の数と認知症の発症の関係



歯の数・義歯使用の有無と転倒リスクの関係
歯が19本以下で義歯を使っていない人は
20本以上ある人に比べて転倒リスクが
2.5倍高い （65歳以上の1763名を3年間追跡調査）

75歳以上の高齢者では、不慮の事
故による死因の2/3以上が転倒によ
るもので、その転倒の半分以上は
歩行中に起こっている



咀嚼機能と運動機能との関係

立位保持能力の指標となる「開眼片足立ち時間」
が長い（バランス能力が高い）

重心の揺れが少なく歩幅が増加し
（膝とつま先がよく上がる）、
また歩行速度（走る速度）も増加する

転倒予防効果がある

頭蓋骨に顎関節を介してぶら下がっている下顎骨が、噛む
ことで固定されると、頭部が安定し揺れが少なくなります
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噛む（咀嚼機能の保持）こと
で大きな筋力を発揮しやすい

結論として筋力・バランス能力・歩行速度が
優れる

咀嚼機能と運動機能との関係
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咀嚼機能の維持は健康寿命の延伸に
重要



つぶやき
最近は柔らかい食べ物が氾濫しているので、噛めな
くてもいろんな美味しい物が食べれるから、歯が無
くなっても入れ歯をしない高齢者が多いなー！（要
介護者だと家族や職員がはずしてしまう）
でも噛む事と運動機能の関係を考えたら、更に
は転倒予防の効果まであるなら、食事の時には使
わなくてもリハビリや歩行訓練、散歩の時など
に入れ歯をすると役に立つんじゃないかなー
完全な寝たきりでなければ運動機能向上の為に義
歯を役立てればいいんじゃないかなー



噛むことで脳
の活性化



スタンフォード大学医学部の研究では

マウスを2つのグループに分け、一方には
固形のエサ、もう一方には粉末状にした
エサを与えると、粉末のほうは海馬（大
脳辺縁系の1部で記憶や学習能力に関わる
脳の器官）の神経新生細胞が約２５％減
少。噛まないことで脳に弊害が起こる
事がわかった。



噛めば噛むほど、脳が広範囲で活性化
生きる気力がわいてくる！
過剰な食欲は抑制できる（過食予防）

認知症予防の面でも重要

噛んだ刺激が三叉神経を通って脳の中枢まで届き、前頭前野、
運動野、感覚野、海馬など、脳が広範囲にわたり活性化する
歯を喪失していても、口の中の粘膜などのセンサーが代理をし
てくれるため、入れ歯でも噛むことが重要



公衆衛生学会より

寝たきり予防として、歩行機能の
維持・増進とそしゃく能力の確保
が重要
そしゃく能力の低下は累積生存
率の低下をもたらす



ホンマでっか！？



24本以下の人は脳
梗塞リスクが1.6倍

ほとんど無い人は
20本以上ある人よ
り認知症リスクが
1.9倍

19本以下の人は20本
以上ある人より転倒
リスクが2.5倍

重度の歯周病で
HbA1Cや血糖値が悪化

歯周病は狭心症、心筋
梗塞や心内膜炎のリス
ク因子



定期的に歯科を受診することは健康寿命や生活
の質の向上に貢献できる



虫歯について

ここからのお話しは
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•歯ぐきが下がり、根元から虫歯に
なりやすい

•神経の部屋が小さくなってきているので、
痛みがでるころにはかなり悪化している！

•過去に虫歯になった部分はまた虫歯になり
やすい

痛くなくても、はずれなくてもすくなくとも
半年に1度は歯科受診を！

大人の虫歯に注意
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① チョコレートを１枚食べる

② チョコレートを３枚食べる

どちらがむしばになりやすい
でしょう？

Ｑ＆Ａ



Ｑ＆Ａ
① 甘いものを１０分間でたく

さん食べる
② 甘いものを２０分間で少し

食べる

むしばになりやすいのは？？



大切なのは時間です

長時間かけて甘いお菓子
などをだらだら食べることは
むしばの大敵





歯周病について

ここからのお話しは



イメージして下さい。なりたくないなー。全身の健康にも何
か悪影響を及ぼすのでは！
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歯周病の進行過程



歯が28本全部そろっていて歯周ポケットが6ミリある場合、口
の中に72㎠（手のひらサイズ）の潰瘍、炎症面があり、ここ
から歯周病原菌やその内毒素、炎症性物質が血流に乗って全
身に運ばれて行きます



口腔保健と全身の健康について
全身と口腔の関連性は、近年、
肺炎以外にもさまざまな疾患
で明らかにされています。例
えば、歯周病は動脈硬化の
危険因子として確立されてお
り、歯周病を放置すれば脳
梗塞や心筋梗塞などのリス
クが高まります。また糖尿
病と歯周病は相互に悪影響
を及ぼしあいます。
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歯周病は虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症）のリ
スク因子となる

（東京大学 公衆衛生学教室）

歯周病の治療により歯肉や歯槽骨を健全に維持す
ることは脳血管疾患の発症を減少させる

（対象患者723024人）

心疾患、脳血管疾患と歯周病の関係
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糖尿病と歯周病の関係
•重度の歯周病を放置すると糖尿病が発症する可能性
がある

•重度の歯周病を放置するとHbA1cが悪化する可能性が
ある

•重度の歯周病は糖尿病の合併症を悪化させる可能性
がある

•歯周病治療によってHbA1cは統計学的に0.36%は改善
する
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①歯肉に隠れていない部分の歯
石やプラークの除去。
②歯周ポケット深部に付着、沈
着している歯石・ プラーク等
を除去し、炎症を引き起こす細
菌の毒素を除去して歯根の表面
を綺麗にする治療。
（③外科治療）

④歯周病安定期治療や毎月
のメンテナンス

歯周病の治療
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スケーリング（歯ぐきの境より上の歯石の除去）
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SRP（歯周ポケット奥深くの歯石の除去）
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歯肉の内側深くに隠れている歯石を除去
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ご希望により外科治療も
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セルフケアの歯磨きも歯周病の重要な治療



歯間ブラシは歯周病対策の強力なツール



隙間の大きさによって数種類の歯間ブラ
シを使用するとより効果的



ワンタフトブラシは歯周病対策の協力なツール



義歯を清潔にするのは時間がかかります



近年ほぼ毎月、お口のケア、歯石・歯垢
（プラーク）・色素沈着の除去で歯科受
診される方が非常に増加しています。
いつまでもご自身の歯でおいしく食事が
出来るように、また口臭予防のエチケッ
トのために、そして健康のために、痛く
なくても、はずれなくても、少なくとも
半年に1度は、できれば毎月のように気
軽に歯科を受診することをお勧めします



ここからは最近の知見を
お話しします



人は〇〇から老いる



人は「くち」から老いる
オーラルフレイル（口腔機能の低下）
東京大学の高齢社会総合研究機構が高齢期に
おける虚弱化の原因を追求する大規模調査か
ら２０１５年に導きだされ提唱した概念

高齢期の虚弱化の
原因は口にあり





口のトラブルは虚弱のサイン
ちょっとした滑舌の悪さや食べこぼし、飲み物にむせ
るといった口周りのトラブルは高齢者の体が弱っ
ていく最も早いサイン。（見逃さない事が大切！）
「歯の本数」「たべこぼし」「むせ」「かむ力」「食
事の量」等々の項目が、全身の筋肉量や筋力の低下、
運動機能の低下などと強く関連しています。

軽微な口の弱りは全身の虚弱の『上流』にあたります。
ささいなトラブルだからこそ、その段階から、機能の
維持・回復の為の手を打つことがもとめられます。



虚弱化の第1段階
•歯の喪失

•口周りの健康への関心の低下

•活動量の低下

•社会生活の拡がりの低下



虚弱化の第2段階（オーラルフレイル）

•滑舌の低下
•たべこぼし、むせ
•噛めないものが増える

•食欲の低下
•食品の偏り

この段階で
十分な対策
を行う事が
大切！
まだ間に合
う！！



虚弱化の第3段階
•噛む力の低下
•舌の動きの悪化
•食べる量の低下

•筋肉量の低下
•低栄養
•代謝の低下



虚弱化の第4段階
•のみこみ障害
•かむ機能の不全

•虚弱
•運動・栄養障害

•要介護



五つの対策
•歯の健康を維持する
•よく噛む（必要に応じて義歯
を！）

•舌を鍛える
•口周りを鍛える
•飲み込む機能を維持する



舌を鍛える（べろはたから体操）
飲み込みを支える舌の筋力をアップして
低位舌を防ぐ！

「べろはたから」という言葉を1日２０回繰り返し
ます。声は出さなくてOKです。「べ」は思いっきり
舌を真下に突き出したり戻したりすることで、舌を持ち上
げる筋肉が鍛えられます。「ろ」と「ら」は舌を滑らかに
動かすための訓練です。「た」と「か」は食べ物をのどの
奥に送る筋肉を鍛えます。早ければ数日で効果を実感
できるひとも。



天才アインシュタインは全
く研究されていない50年以
上前から「人は口から老い
るという事を知り「べろは
たから」体操を行ってい
た」
というのは作り話ですが
「アインシュタイン体操」
と呼ぶと記憶の片隅に残り、
ふと思い出した時、「べろ
はたから」体操を行って、
舌を鍛えていただければと
思います。



口周りを鍛える（リップトレーニング）
口を閉じる筋肉を鍛え、ドライマウスを防ぐ！

左右の口角を斜め後方に引き上げるように「イー」
と発音し、前歯が見える口の形を5秒間キープして笑
顔をつくります。次に口を強くすぼめて前に突き出
しながら「ウー」と発音し、同じく5秒間キープ。10
回を1セットとし、朝晩行うことで口の筋力低下を防
ぎます。



ここからのお話は

嚥下（飲み込むこと）について



飲み込む（嚥下）機能を維持する

のどのフタ
気道の
入り口

舌
食物



気づいていますか？飲み込
む機能の低下に

簡易自己診断



ごっくんテスト その１

３０秒間で何回 唾液を
飲み込めますか？

２回以下は機能が非常に
低下している



ごっくんテスト その２
よかったら家でしてみて下さい

３０ｍｌの水を一気に飲
めますか？

５秒以内にむせなく飲め
れば正常



人差し指テスト
人差し指をのどぼとけの上に置き、
唾液を飲み込みます。その時のどぼ
とけが人差し指の上に上がればOK。
上がらない場合は、筋肉が弱ってい
る可能性があり、誤嚥のリスクが高
まります。



飲み込む機能が低下している方は窒息の
リスクも高い



飲み込む機能が低下している方は窒息の
リスクも高い



飲み込む機能の維持



飲み込む機能の維持



飲み込む機能の維持



最後に誤嚥性肺炎に関する話を少しだけ

日本人の死亡原因の第3位は肺炎です。肺炎で
死亡する人の95％が65歳以上の高齢者になり
ます。
高齢者の肺炎の70％以上が誤嚥に関係
していると言われています。
高齢になるほど、肺炎における誤嚥性
肺炎の占める割合が高くなります。





口腔ケアの誤嚥性肺炎に対する効果



高齢になるほど口腔衛生
の不良や歯と口の機能の
低下がリスク因子

歯周病はリスク因子

歯周病はリスク因子

1番の原因は糖尿病
性腎症 重度の歯周
病は糖尿病の合併症
を悪化させる



歯と口の健康が、生活の質や健康に
大きく関わっている事をご理解して
いただけましたら幸いです。
しっかり噛んで、しっかり食べ、虚
弱化を防ぎ、人生を大いに楽
しんで下さい

ご静聴ありがとうございました
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