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「お口の健康は長寿の秘訣」 

生き生きライフは歯と口の健康から 
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歯周病とは？ 
治療法と予防 
全身疾患との関係 
唾液の話 
アンチエージング（抗加齢）＝長寿（長生き） 

 
  
 

 

今日お話しすること 



歯周病＝Silent Disease  
       ＜沈黙の病気＞ 

    歯周病は骨の病気！ 
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温度：お口の中は、たえず３７度Ｃ前後であり 
湿度：いつも唾液、歯肉溝液によって湿度が保たれている 
栄養：歯と歯のあいだや、根元の部分にのこる、食物 
    の食べ残しや、唾液、歯肉溝液などを栄養とし 
    細菌が生息するための3条件がそろっている 
 
細菌数：約３００種以上、誰でも数千億以上いて、 
      口腔清掃が悪いと１兆個以上います   
  

 



正常な骨 
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重度な骨吸収 



歯周病の自覚症状 

歯肉がむずがゆい  硬い物が食べられない 

歯が前より長くなった 

口臭がある 水がしみる 歯肉が腫れる 

歯肉が赤い 

★ 歯をみがくと歯肉から出血する 

歯肉を押すと膿が出る 
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口の中の細菌の数は？ 
  デンタル プラークは、歯の周りに

つく白い垢（あか）で、歯垢といわ
れている。 

 300～400種類の細菌で、体の中
で最も多い細菌数である。 

 歯垢は１００％細菌の塊である。 

 

 よく磨く人：1000～2000億 

 あまり磨かない： 4000～6000億 

 ほとんど磨かない人：1兆以上 
 

 

 

 



歯垢の中の歯周病菌を見てみましょう 
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壊死をおこした組織が融解したり，剝離（はくり）したあとに，臓器の表面にでき
た組織欠損部をいう 

http://kotobank.jp/word/%E5%A3%8A%E6%AD%BB?dic=sekaidaihyakka
http://kotobank.jp/word/%E7%B5%84%E7%B9%94
http://kotobank.jp/word/%E8%9E%8D%E8%A7%A3
http://kotobank.jp/word/%E8%87%93%E5%99%A8
http://kotobank.jp/word/%E8%A1%A8%E9%9D%A2
http://kotobank.jp/word/%E6%AC%A0%E6%90%8D
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歯間ブラシの使い方(補助清掃器具) 

■歯間ブラシ ■部分みがき専用の歯ブラシ 



舌背全体に厚く付着した舌苔 

舌クリーナー 



   奥歯の噛みあわせが 
   あるか、ないかが重要 
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初診時 58歳 男性 

 右下4,5,8 左下6は歯根ハセツにて抜歯 

 





治療前と治療後の奥歯の比較 





全身疾患への影響があることが      
   わかってきました 
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    糖尿病との歯周病 
 お互いに影響しあう関係 
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歯の治療後のTNFー＠とHBA1Cの変化 



 心筋梗塞、狭心症と歯周病 
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     認知症との関係 
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1. アルツハイマー型認知症は、脳に萎縮が見られるのが特徴の病気
です 
 

2. ＣＴ検査で、残っている歯が少ない人ほど脳の萎縮が進んでいる 
 

3. アルツハイマー型認知症の人のほうが、健康な人より残っている歯
が少なかったの。噛むことが脳を活性化することもわかってきてい
ます 
 

4. 噛むことで刺激が歯根膜から脳へ伝わり、アセチルコリン（学習能
力に深く関わる伝達物質）を増やす 
 

5. この伝達物質の量が減るとアルツハイマー型認知症を引きおこす
原因になると考えられている 
 

6. 歯周病を予防して歯を保つことは、アルツハイマー型認知症を防ぐ
ことにも影響しています 

残存歯数と認知症の関係 





   肺炎 
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 肺炎で死亡する人の94.4%は65歳以上の高齢者 

 高齢者の肺炎の70%以上が誤嚥と関係がある 

 歯周病細菌が影響し、口腔ケアで予防ができる 



日本の死因 順位（H20年） 
 
１位 悪性新生物 
２位 心疾患 
３位 脳血管疾患 

４位 肺炎   
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 平成２４年では肺炎が３位となる 

 
１位 悪性新生物 
２位 心疾患 

３位 肺炎   超高齢化社会のため、増加傾向 



      誤嚥性肺炎 
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 細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる 
 

 高齢者に多く発症し、再発を繰り返す特徴 
 

 再発を繰り返し、耐性菌が発生して、抗生物質治
療に抵抗性がおき、多くの高齢者が死亡する 



  口腔ケアは誤嚥性肺炎を予防する 
 特別養護老人ホームで専門的口腔ケアを行う人と行わない人にわけて、2

年間にわたり追跡調査。 

 専門的口腔ケアを行った人は、行わなかった人にくらべ、肺炎にかかった人

数、肺炎による死亡者数、発熱者数が統計学的に明らかに低いという結果

が得られた。 
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      嚥下と誤嚥 
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食べる 
「摂食（せっしゅく）」「咀嚼（そしゃく）」「嚥下（えんげ）」からなりたっ
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食べ物をどのように食べるかを脳で判断して、適量を口まで運ぶ
ことを「摂食」、食べ物をかみくだくことを「咀嚼」、食べ物を飲みこ
むことを「嚥下」といいます。食べ物はこのような口の一連の運動
で胃に送りこまれます。 





 人は、１日に「ごっくん」を何回ぐらい 
  しているのか？（嚥下の頻度） 

嚥下の頻度：健康成人約６００回／日 

 食事中：約１１０回/時間 

 食事以外の時：約２５回/時間 

 寝ている時：約６回/時間 

   （Mansson et al.1975） 
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のどぼとけ」は年をとるとともに下
の方に下がっていきます。 
これは加齢による筋肉の衰えです。 

物を飲み込むとき、のど仏の上に
付いている筋肉がのど仏を上に
引き上げて、 

これにより食道の入り口が大きく
あき、気道は逆に封鎖されて食べ
物がのどを通っていきます。 
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          正常な嚥下   
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           嚥下異常 



   あなたの嚥下は大丈夫？ 
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  反復唾液嚥下テスト（RSST） 
 
 喉仏に指の腹を当てて調べると、 
  飲み込んだ(嚥下)時に喉仏が 
  上下するのでわかります。  
 
 座った状態で、３０秒間「ゴックン」 
 と飲み込み(嚥下)をして、 
 何回できるかを調べます。 
 

 高齢者では，30秒間に３回できれば正常です。 
  
 回数が２回以下、喉仏の上下移動がスムーズ にいかない 
 場合は、飲み込みがうまくいかない嚥下障害の疑いがあります。 
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頭部挙上訓練（head raising exercise） 
 

 平らな床に仰向けに寝て、肩を上げずに頭だけを上げ、足
の親指を見つめます 

 ３０～６０秒を目安に頑張り、同じ時間休みます 
  （１日３回ほど ） 
 

 舌骨上筋群、喉頭挙上筋群の
筋力強化をはかる 

 首を介補者に支えてもらいなが
ら、行ってください 

 



      肥満と歯周病 
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   肥満の人に歯周病が多く発症する 
 

 肥満の人は内臓細胞に腫瘍壊死因子（TNF-α）が多く発現 
 

 この腫瘍壊死因子は破骨細胞を活性化させるため、歯の周り
の骨の吸収がおきやすくなる 
 

 故に、肥満になると歯周病になり易く、そもそもたくさん炭水化
物などの糖類もたくさん摂取しているため糖尿病にかかるリス
クも高く 
 

 さらに歯周病が糖尿病を悪化させるため、とんでもない負のス
パイラルが始まってしまいます 

 
 





   カロリー制限が健康に与える影響 
 

アカゲザル76頭に制限なく好きなだけ食べさせる群 
カロリーを30%減らした食餌を与える群 
 （1989年に開始され、研究は20年に及んだ） 
 
 

結果 
 制限なしに自由に食餌をとった群で、生存しているのは約半数で、

37%（14匹）が糖尿病やがん、心疾患、脳萎縮など加齢と関連の
深い病気で死んだ。 
 

 カロリーを制限した群では80%が生存しており、加齢に関連する
病気で死んだのは13%（5匹）で、制限なしのグループの3分の1
にとどまった。 
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 朝食はコーヒー、ジュース、ミルク、オリーブ油を摂取され 
  昼食はミルクとクッキー2個だけ 

 

 夕食は茶碗半分ほどのご飯、たっぷりの野菜、それにヒレ肉
か魚で１日1300キロ・カロリーに制限 
 

 日野原重明先生の健康法は、運動と粗食とご本人がおっ
しゃっています 

「珍美の食に対するとも、八九分にてやむべし。 
            十分に飽き満つるは後の禍なり」  貝原益軒 
  



 
唾液は抗酸化物質の宝庫 

 
アンチエージング（抗加齢） 

の万能選手 
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        唾液の量 
１日に出る唾液の量は１．５～２リットル、大きいペットボ
トル１本分分泌 
 

生涯の唾液の量はドラムカン２００缶分、約４万リットル 
 

                 唾液の働き 
 唾液は消化を助けたり、食べ物を飲み込む潤滑作用など 
 

 抗菌物質、ＥＧＦというタンパク質の一種が含まれていて、ＥＧＦには皮膚、
髪、爪、口、胃の粘膜、血管などが傷ついた時に修復してくれる 

 

 唾液には老化を防ぐ成分も含まれているそうです。ラクトフェリン、コエンザ
イムＱ10という成分が含まれている 
 

 老化の原因として考えられる物質として活性酸素があり、この錆つく成分
を唾液のラクトフェリンやコエンザイムＱ10などの抗酸化物質が消去してく
れる 
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唾液の量を増やす簡単トレーニング 
 
顔の周りの筋肉、特に口の周りの筋肉を鍛えると 

唾液の分泌量が増えて、同時に顔のたるみ、しわも
改善することができるトレーニングです。 
 





耳下腺マッサージ 顎下腺マッサージ 舌下腺マッサージ 

唾液腺マッサージ 





できるだけ大きく口を開け、舌を 

「べー」とできるだけ長く出しま
しょう 

上の唇なめましょ
う 

舌の体操をしましょう 



「あー」 んー 

口の開閉体操で
す 

ゆっくりと、できるだけ大きく口を 

開けましょう。（あごの下を意識し
て、 

力強く・声を出しましょう。） 

しっかりと口を閉じて、口の両端に
力を 

入れながら、奥歯を強く噛みしめて、 

舌を上あごに押し付けましょう。 



舌を左右を頬の内側に強く押し付けるよう
する。 

（自分の指で口の中の舌先を頬の上から押
さえ、 

それに抵抗する運動：左右10秒間×5回） 

舌の体操をしましょう。（応用
編） 



唾液を増やすサプリメント 
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コエンザイム Q10 

 口内乾燥症の患者を対象とした研究の結果、 
  コエンザイムQ10には唾液分泌を促進する効果が 
  あった 

 強力な抗酸化物質で、細胞の錆び化の除去作用を
持っている 

 癌を破壊するT細胞の増加を助ける効果がある 
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 イワシやサバなどの青魚や牛肉などの食品に含ま
れる 
 

 私たちが健康的に生きていく上で、必要不可欠な物
質 CoQ10は加齢などにより減少し、不足しやすく、 
健康維持や老化対策のためには 
 

 目安として１日３０～６０ミリグラムが摂取が推奨され
ている 
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長寿への秘訣 
 
2002年に700人を対象に行われたある調査では 
 
１長寿ホルモンのDHEA（デヒドロエピアンドステロン）のレベル 
 が高い人ほど長生きする 
 
２ 唾液分泌量が多いほどDHEAが多いことがわかった 
 

３ ストレスが多いとストレスホルモンが分泌が増え、高血糖、メタボ
を促進、歯周病も進行 
 

４ 歌をことでストレスホルモンが減少する、 結果として長寿ホルモ
ンの分泌を活発化する 
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昨年「Science」という科学雑誌に、「Happy People Live Longer」という論文が発表
され、長期間の調査で、初めて科学的に実証されました。 
 
  
 

 「幸せな人は、幸せでない人に比べて、寿命 
が約10年も長い」 
           
 

これからの超高齢化社会を生きる智慧として、「幸せに生きる」 「ポジティブに生
きる」「よく噛んで、唾液を十分にし」 「健康に生きる」を日常生活で心がけ、心の
あり方を変え、結果として体の健康が得られていくことが、長寿の秘訣と言えるで
はないでしょうか。 

     人生のために良い選択 
 

http://www.sciencemag.org/content/331/6017/542.summary


    成人歯科健康診査 
 町田市歯科医師会会員の診療所で実施 
 
 
   歯周病 虫歯 噛みあわせ等の検診 
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ご清聴ありがとうございました 
 

www.3dct-implant.jp 

http://www.3dct-implant.jp/
http://www.3dct-implant.jp/
http://www.3dct-implant.jp/
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脊椎（ 頸椎 胸椎 腰椎 ） 

頭の重さ 約5kg 
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