噛める人はなぜ
死ぬまで健康で
長生きできるのか?
16P 総力特集PART1 最 新 デ ン タ ル ・ サ イ エ ン ス

長生きしたい
人は
今日から実践
してください

歯がすべてなくなっても「噛める義歯」で寝たきり老人が甦る!
口腔ケアアイテム「くるリーナブラシ」で病気が一気に改善される!
歯科医療現場で次々起きている「回復症例」を緊急レポート

歯科医の間で
話題の本
『噛み合わせが
人生を変える』
最新報告
13

口の中の衛生状態を改善し、噛む機能を回復すると、寝たきり

老人が歩き出す──こんな耳を疑ってしまうような事例は、
歯科医の間では「当たり前」になりつつある。噛んで飲み込む

機能の重要性をレポートした『噛み合わせが人生を変える』
がく こう ごう

（日本顎 咬 合 学会著）のエッセンスに最新臨床例を加え、
「奇跡の歯科医療」の最新事情を報告する。

支えられても歩けなかった

歳・男性のＡさんは脳梗塞

特徴に着目し、高齢者用に応用

しゃべることもできなかった。

受けていたが、食べることも、

続いていた。自宅で妻の介護を

伸びてきた。表情にも笑みが

丸くなっていた背筋もまっすぐ

えられれば歩けるようになり、

すると、２か月後には脇を支

したのだ。

家族は何とか口から食べさせた
戻ってきた。

で倒れ、３年間寝たきり状態が

い一心で、大分県で開業する河
を食べてもらうと、
『おいしい』

「咀嚼能力を試すためにりんご
という言葉が出たのです。来院

原英雄・歯科河原英雄医院院長

して初めて発した言葉でした」

の元を訪れた。
来院当初のＡさんは両脇を支

４か月後、Ａさんは介助なし

（河原院長）

えられても歩行ができず、表情
はぼんやりとし、口元が半開き
で舌がのぞいていた。義歯（入

りにつかまりながら自力で階段

た。足取りもしっかりし、手す

れ歯）が合っていなかったため、 で診察所内を歩けるようになっ
満足に噛めなかった。
河原院長の治療は食物を噛め
る義歯を作ることから始まった。 を降りることもできた──。

力を回復させることでした。そ

に必要なのは、咀嚼のための筋

「薬も点滴も使わず、ただ噛め

な答えが返ってきた。

は、次のような極めてシンプル

なぜ起きたのか。河原院長から

この奇跡的ともいえる回復は、

のために口を開閉する口腔リハ

「噛むことを忘れていたＡさん

ビリを行ない、家庭では介護食
るようにしただけなのです」

「噛む」は人間の尊厳

を利用して、食べる訓練をして
もらいました」
（河原院長）

介護保険で、ほぼ寝たきり状

その効果はすぐに現われた。
Ａさんは治療を受けるたびに生

態の要介護４と５に認定された
歳以上の高齢者は約１１３万

気を取り戻し、通院６～７回で

が、これからの医療・介護の課

して寝たきり高齢者を減らすか

因となるのは明らかだ。いかに

護費用や医療費を押し上げる要

療過程はＡさんと共通している

レーニングを開始した。その治

り、同時にガムによる咀嚼ト

が、河原院長は義歯につかない

子供の噛む訓練用のものだった

グ」
を開始した。
このガムは元々

復させるべく「ガムトレーニン

療用のガムでさらに噛む力を回

という。噛めず、食べられず、

かけは「アロハシャツ」だった。 院長が挨拶しても無反応だった

が、介助なしで歩き出したきっ

話せず、飲み込めずのＣさんに

は能面のように無表情で、河原

で診察室に入ってきた。その顔

支えられておぼつかない足取り

身の回りのことができず、夫に

されている。こうした増加が介

人が寝たきり老人になると推定

も増加し、 年後には２３０万

団塊世代の高齢化と共にこの数

人（２０１２年の厚労省統計）
。

噛めるようになった。同時に医

題といわれる所以だ。

ロハシャツをプレゼントし、本

「１か月後の診察時に、私のア

どに取り組んでいる。

機能の改善、アレルギー治療な

岡県で開業し、口腔機能や呼吸

大学病院の総合診療科を経て福

さんの“最初の一歩”を促した

のです。カラフルなシャツがＢ

活性化し、お洒落心が出てきた

反応だったのに噛むことで脳が

士も驚きました。何を見ても無

一彰・みらいクリニック院長だ。 したのです。これには私も介護

人に着せた途端、一人で歩き出

れるほどになったという。

りを途中で休むことなく続けら

後には夫婦で片道約１㌔の山登

身的な協力もあり、なんと半年

べられるようになった。夫の献

週間で、普通の食事を噛んで食

を行なった。すると、わずか３

義歯を作り、ガムトレーニング

噛める機能の回復がもたらす

のでしょう」
（河原院長）
や内視鏡での胃ろう造設を安易

のメカニズムが次第に明らかに

ぜ起こるのか。最近の研究でそ

目覚ましいリハビリ効果は、な
また、自力歩行ができない状

なっている。歯学博士で日本顎

にしがちです。しかし、口から
食べる方が治癒力も上がり、人

態から、山登りをするほど活気

は軽い認知症があり、介護施設
に入所していた。最初の診察時
には、介護士に支えられてやっ
と歩ける状態だった。Ａさんと
同様、義歯が合わず噛むことが
できなかった。新しい義歯を作

「噛むと脳の血液量が増えるこ

滝歯科医院院長が解説する。

咬合学会理事長の渡辺隆史・小

を取り戻した例もある。
の後遺症でほとんど歩けず、引

歳の女性Ｃさんは脳梗塞

間の尊厳を保てますし、医療費

その一人、 歳の男性Ｂさん

いる。

ましい回復を見せた人が何人も

Ａさん以外にも噛むことで目覚

ないのだ。河原院長の患者には、 きこもりの生活が続いていた。

な「奇跡」は、決して珍しくは

歯科医療現場では冒頭のよう

もかかりません」
（今井院長）

寝たきりから山登りへ

ると、管理がしやすい経鼻栄養

こう話すのは、内科医の今井

医療は、
その切り札になりうる」

「噛める義歯」で寝たきり老人が歩き出した!

「噛める機能を回復させる歯科

第１部
「今の医療は、食べられなくな
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Ａさん（81歳男性）の場合
目がうつろで表情が乏しく

さらにガムトレーニングで
表情にも輝きが戻った

リンゴを食べられるようになり

脇を支えられて
歩けるように

65
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しかし、噛めない義歯（右）から
噛める義歯に交換すると
そしてついに介助なしで
歩けるようになったのである！

咬合・咀嚼の刺激が脳に伝わり、記憶・運動能力が劇的に回復する
84

脳梗塞で倒れ、
３年間寝たきりだったＡさん。食べることも
しゃべることもできなかったが、噛める義歯の装着と口腔
リハビリによって、
４か月後には自力で歩けるようになった

とが多くの実験で確かめられて
います。ガムを噛むことで脳の

４か月で起き上がった
寝たきり状態の高齢者を元気

それだけで目に力が甦ったとい
刺激で女性の目が輝き出した。

かけながら口腔ケアを行なうと、 やさしく刺激していった。その
の信頼感も大きく影響していま

「歯科衛生士に寄せる患者さん

顔が戻り、会話をするように

りで無表情だった患者さんに笑

ケアを行なっただけで、寝たき

週１回の専門的な口腔ケアをし、 す。歯科衛生士の専門的な口腔

なった例はたくさんあります。

日常的な口腔ケアを担当看護師

う。その後、義歯を入れ、口腔ケ

してもらった。並行して噛める

きし、笑顔が出るようになった。 に指導して、鼻のチューブを外

口腔内の刺激が脳を覚醒させた

にさせるもう一つの方法がある。 アを行なうたびに表情は生き生

血流が増え、働きが活発になり、

義歯を入れると、４か月後には
のです」
（塩田院長）

記憶力や認知機能にいい影響を
やがて、自分の意思でデイ
ベッド上で体を起こし、寿司を

それが口の中の衛生状態や機能
サービスに通い始めたという。
食べられるまで回復した。

を改善する口腔ケアだ。
高知県で長年高齢者の歯科治
えてくれて、帰るときには笑顔

「私が家に立ち寄ると笑顔で迎
で手を振って見送ってくれまし

噛んで飲み込むことは、歯を
使い、頬を使い、舌を使い、筋
療に取り組んできた塩田勉・塩

与えたのだと考えられます」

肉をコントロールするといった

た。食事を口から摂取すること

る（前㌻図）
。最近の研究では、
になり、外出することもなく薄

男性は脳梗塞のために半身麻痺

共に訪問診療した時のことだ。

精いっぱいだった。彼女は死人の

た食事を夫の介助で食べるのが

女性は、
ミキサーでドロドロにし

脳梗塞で寝たきりだった 代

とを確信しました」
（塩田院長）

て、食べよう、歩こうという前

ここが活性化するとやる気が出
もほとんど反応がない。ところ

だった。塩田院長が話しかけて
着し、
普通の食事が食べられるよ

かし、
口腔ケアを始めて義歯を装

宅で介護している。母親は８年

一龍斎さんは 歳の母親を自

噛める義歯をつくるのは歯科
医のもっとも大切な役割の一つ
だ。しかし、現実は噛めない義
歯で食事も満足にできず、食べ
ることを諦めている高齢者は想
像以上に多い。だが、諦めるこ
とはない。噛めない義歯でも調
整すれば、噛める義歯に変身さ
せることができるのだ。
河原院長が歯科医向けの研修
会で実演した総義歯調整では、
１時間程の時間で、噛めない義
歯が、リンゴやピーナツを噛め
るように生まれ変わった。
義歯の持ち主は、固いものが
噛めないと訴える 代女性。義
歯はきちんと装着できるのだが、
ものを噛むと動いてしまうため、
歯ごたえのあるものが食べられ
ない。義歯の噛み合わせ
（咬合）
が安定しないのが原因だった。
河原院長は、まず、女性に義
歯を装着したまま、咬合状態を
正確に記録するバイトワックス

や舌のリハビリで、アイスク

の一龍斎春水さん（ 歳）は嬉

リームを味わって、ごっくんと

というシートで噛み合わせをチ
ェック。さらに、義歯を外して
咬合器という器械に乗せ、咬合
紙という薄い紙を挟んで調整し、
もっとも安定した咬合ポイント
を見つける作業を行なった。微
妙な違いで咬合が変わってしま
うため、慎重さと繊細さが要求
される作業だ。
約１時間で調整が終了。調整
した義歯を装着した女性はリン
ゴを口にし、前歯で噛み切り、
奥歯で噛みつぶして食べること
ができた。さらにピーナツ、巻
き寿司、骨付きチキンもしっか
り噛んで食べられた。女性の顔
に、満面の笑みがこぼれた。

させることができるのだ。
で、痰の吸引も必要な状態だ。

胃ろうをつけ、現在も寝たきり

にさらに咽頭ケアが加わった。

腔ケアを行なっていたが、そこ

の筋肉を鍛えたことで、アイス

り入れ、口や嚥下（飲み込み）
咽頭ケアは口腔内から喉まで

なったのです」
（一龍斎さん）

クリームを食べられるように
それ以外にも、頬を揉んだり、

清掃・刺激をして痰を出す力を
長くないといわれてきた。

引き出し、飲み込みやすくする

口の内側に指を入れてマッサー

方法だ。一般に口腔・咽頭ケア

ジすることも試みた。舌をス

ます。しかし、食べることはで

と言われ、両方を同時に行なう

プーンでつついて刺激すること
も始めた。すると、母親の表情

その口腔・咽頭ケアで活躍す

ことが多い。

になり、わずか１日で痰が絡ま

科医師の指導で朝と夜の２回、

なくなり、夜中の吸引が激減し

が急速に変わってきたという。
口の中の細菌が肺に入るために

喉などを刺激しながら丁寧に清

「唾をゴックンと飲み込むよう
起こる誤嚥性肺炎を予防すれば

述）だ。これで舌、左右の頬、
高齢者の死亡率が下がることを、 掃すると、飲み込む機能を回復

母親の口腔ケアを行なってきた。 るのが、「くるリーナブラシ」（後

一龍斎さんは訪問看護師と歯

きませんでした」

「母は歯がほとんどそろってい

急搬送され、そのたびに余命は

えん げ

アニメ『宇宙戦艦ヤマト』の

発熱や骨折でこれまで何度も救

「咽頭ケアと舌のリハビリを取

森雪役で知られる声優で講談師

いたからだ。１回 分ほどの口

前に脳梗塞で倒れ、要介護５に。 かかりつけの歯科医から聞いて

「 ７年間も口から食べられな

１時間で義歯を変身させる歯科医の名人芸

非常に高度な機能が必要になる。 田歯科院長は、病床で生きる意
欲を失った患者が、口腔ケアと

噛むと歯の歯根膜から三叉神経

たのです。食べることが、人間

で、元気な頃の自分を取り戻し

塩田院長が忘れられないのは
性を回復する大きな力になるこ

数多く経験している。

に刺激が伝わり、大脳の感覚野、 噛める義歯で、劇的に甦る例を
運動野、記憶を司る海馬、思考
など高度な判断をする前頭前野
代後半の男性を歯科衛生士と

特に、大脳皮質の下部、基底核

ようにやつれた顔をしていた。
し

が活性化することもわかってい

することがわかってきたという。 暗い部屋の布団に座ったまま一

にある線条体という部分を刺激

りと痩せ、無表情で目もうつろ

「線条体は意欲と関わっていて、 日中過ごしていた。顔はげっそ

向きの気持ちが出てくるので

歳のパーキンソン病の女

ふっくらして生気が甦ったという。

うになると、
笑顔が出始め、
顔も

が、ベテラン歯科衛生士が話し

代女性の場合
性のケースはさらに驚異的だ。
彼女は要介護５で寝返りも打て
ず、 摂 食 障 害 の た め 鼻 か ら
塩田院長は口腔ケアから開始

チューブで栄養補給をしていた。
した。歯科衛生士が濡らした歯
ブラシをゆっくりと口内に入れ、
歯ぐきだけでなく頬や舌なども

胃ろう患者に再び「食べる喜び」を与える口腔・咽頭ケア

塩田院長の最初の訪問診療時には、
ほとんどベッドで過
ごしていた 代の女性。頬はこけ、目には生気がなく、う
つろな目を天井に向けていた。ところが、歯科衛生士の
口腔ケアと噛める義歯の装着で、普通の食事が摂れる
ようになると、笑顔が出て、会話をするようになった。

す」
（渡辺理事長）

70

しそうにこう話す。

いちりゅうさいはるみ

奇跡の「くるリーナブラシ」で
舌と喉が生まれ変わる

第2部

86

飲み込んだのです」

70
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黒岩恭子氏

70
かった母が、たった１週間の口

61
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一龍斎春水さん
（写真上の右）
と母親の秀さん。最初は無表
情だったが（右下）、咽頭ケア
を始めて１か月もすると、秀さん
は視線を動かせるようになり、
笑みもこぼれるように（ 左下 ）

70

❶

も口から食べられる」という内

民講座に参加した。
「胃ろうで
も軽くマッサージやストレッチ

ではなく、頬の内側、唇の内側
なった 歳の男性がいた。

不明の病で口から食べられなく

容に心惹かれたからだ。そこに
に舌にも保湿剤を塗り、表、裏、 襲われ、２～３日後には呼吸困

を行ないながらケアする。最後

も左右に動くようになり、ぼん

てきたという。動かなかった首

意識もしっかりし、目に力が出

した咽頭ケアや舌のリハビリが

した。これが契機となり、前述

院長に声をかけ、母親の相談を

龍斎さんはすぐさま会場で黒岩

自分の母親の姿と重なった。一

で、胃ろうの穴のただれも治り、 るまでに回復したというのだ。

咽頭ケア・舌のリハビリで歩け

意識がなく寝たきりの少年が、

医療ミスで中枢神経が損傷し、

可能になる口を作る」ことが歯

黒岩院長は「死ぬまで飲食が

ではないという。

痰がごっそり取れることもまれ

付いていた、長さが３㌢以上の

る原因のひとつだ。咽頭に張り

込みがうまくいかなかったりす

むせたり息苦しくなったり飲み

れた唾液が取れる。それらが、

びっくりするほど大量の痰や汚

を使って咽頭ケアを行なうと、

黒岩院長がくるリーナブラシ

リーズの中の 本である、柔ら

行ない、くるリーナブラシシ

始めた。唾液を飲み込む訓練を

て、唾液の分泌を促すことから

しながら、頬の内側に指を入れ

そこで、舌に触れないように

なかった。

最初はくるリーナブラシも使え

が舌に触れると嘔吐するため、

れ、その後胃ろうをつけた。物

栄養補給のためのチューブを入

て集中治療室に入院し、鼻から

難に陥った。気管切開を行なっ

彼は突然のめまいと吐き気に

黒岩院長も専門家として出席し
縁を清掃する（次㌻囲み）
。

やりしていた視線が、音のする
始まった。しかも、黒岩院長自

海道から沖縄まで全国を飛び

科医の使命との信念を持ち、北
は嚥下ができるようになり、義

アを行なった。５か月後、男性

かいモアブラシを使った口腔ケ

黒岩院長の話は衝撃的だった。

ていた。

方に向くようにもなった。
ら自宅を訪問し、ケアやリハビ
リの方法を指導してくれること
回って口腔・咽頭ケア、リハビ

黒岩院長が開発した「 くる

い形状を追求して先端を丸くし、 施設、家庭を訪れていますが、

リの普及に取り組んでいる。

になったという。

1

口の周囲の筋肉を鍛えたこと

実感できる出来事でした」

たのです」
（同前）

75

「口と脳が直結していることを
人間の回復力のすごさを母か
ら学んだと一龍斎さんは話す。

３㌢以上の痰がとれる

毛先を軟らかくした球状の歯ブ

「私は毎週休診日に全国の病院、

けとなったのが、神奈川県で開

れる口を作ってもらいたい”と

ラシだ。上下前後の汚れが取れ、 らっても食べられない。食べら

リーナブラシ」は１９９９年に

業する歯科医師の黒岩恭子・村
乾燥した口腔内や舌の清掃が楽

発売された。口腔ケアがしやす

田歯科医院院長との出会いだ。
いう訴えがこの 数年増えてい

彼女が咽頭ケアを知るきっか

黒岩院長は口腔・咽頭ケアの第
にできるのが特徴だ。

“患者さんに歯科治療をしても

一人者で、前述したくるリーナ
ら飲食できるための歯科医療の

ブラシの開発者でもある。口か
前に保湿剤を口腔内に塗り、口

口腔内の状態にもよるが、事
す」
（黒岩院長）

声に応えなければならないので

ます。歯科医として、これらの

下へ……

もう少し奥の頬を押
しながら、上から……

下へ……

舌の上面を掃くように清掃する

円を描くように

下に押す

舌の側面を清掃し、側面を押す

側面を下から上に
めくりあげるように

舌の先をくすぐる
感じで 清 掃する

歯を入れて口から食べられるよ

きやすくする方法も教えた。

ため、頬、舌、唇を刺激して動
数か月後、Ｋさんの頬の硬さ

で取り組むことで、回復を諦め

ど他の医療職と歯科医がチーム

「医師、看護師、言語聴覚士な

周辺症状が収まり、穏やかに

なった。それと同時に幻覚等の

唾液が上手に飲み込めるように

義歯を入れて普通の食事が摂

なっていった。
れるようになると、
「花見に行
きたい」と話すほど元気になっ
また、多発性脳梗塞と認知症

たという。
の 歳女性は、寝ている時以外
の全身状態が良くなるだけでな

腔リハビリをすることで、患者

をモグモグ動かしている状態

は舌が口腔内で激しく動き、口

ンソン病と脳梗塞を患い、認知

な動きがなくなり、２～３日で
パン粥が食べられるようになり、
日目には笑顔を見せ、呼びか
中では、幻覚や暴言もあった。

なったという。

けにはっきりと答えるように

族とヘルパーに口腔ケアと口腔

られた。そのため、介護する家

が目立ち、口の機能の低下が見

口の中を診ると、口腔内の汚れ

訪問した黒岩院長がＫさんの

岩院長）

必ず元気になっていきます」（黒

から飲食できるようになれば、

栄養補給をしている人でも、口

す。やむを得ず胃ろうや点滴で

療で高齢者は生き生きと甦りま

だれが唇から流れ出て、頬が硬

ここにある。

する「健口長寿」社会の未来が

0

口の中が健康になって長生き
くなって動きにくくなっていた

た、顔の左側に麻痺があり、よ

リハビリの方法を指導した。ま

で地獄のような日々だったという。 「口腔リハビリや噛める歯科治

介護している娘にとっては、まる

症の症状も出始めていた。家の

修理をしただけで舌と口の異常

だった。ところが、義歯の改造
歳の女性Ｋさんは、パーキ

減るからだ。

く、介護している家族の負担も

問診療だ。口腔・咽頭ケアや口

を入れているのが、地域での訪

院だけではなく、黒岩院長が力

全身管理が必要なリハビリ病

（黒岩院長）

回復する可能性があるのです」

ていたような重症の患者さんが

ろうに頼ったままだったはずだ。 が取れ、左側の麻痺が軽減し、

なわなければ、長期にわたり胃

うになった。口腔リハビリを行

彼女が治療した患者に、原因

幻覚や暴言が収まった

の中を潤してから使う。毛の部

10

重要性を早くから提唱し、実
践してきたパイオニアでもある。 分を水で濡らし、唇全体を毛先

口に近い頬を毛 先で
押しながら、上から……

18
写真提供／『なぜ「黒岩恭子の口腔ケア＆口腔リハビリ」
は食べられる口になるのか』
（ デンタルダイヤモンド社刊）
くるリーナブラシは８シリーズが発売されている
イラスト／田中未樹
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10

舌の裏を先に向かっ
て掃くように清掃する

で軽く刺激してから、口の中に

❹

ゆっくりと奥のほう
まで毛先を入れる

舌の側面・
先端・裏を
清掃する

84

ブラシが汚れるたびに水で振
り洗いし、保湿剤をつけ直す

ブラシを入れる。歯茎や歯だけ

❸

昨年５月、一龍斎さんは神奈

舌の上面を
清掃する

川県の市民会館で行なわれた市

❷

ブラシを歯の外 側に沿っ
て口の中にすべり込ませる

口の中から
頬を刺激し、
汚れをとる

唇 全 体を毛 先
で軽く刺激する

口の中に
ブラシを
入れる

手で先を曲げて水で湿ら
せ、指で軽く絞って余分な
水分を取り、保湿剤をつける

（ 右 ）84歳の女性はパーキンソン病と脳梗塞を患い、
認 知 症 の 症 状も。顔 の 左 側に麻 痺があり、よだれが
流れ出ていた。義 歯 の 修 理 改 造を行ない、柔らかい
モアブラシで口腔ケアと口腔リハビリを施すと、麻 痺
が 軽 減し、１年 後には下 写 真 のように笑 顔が 見られ
るようになった。
（ 左 ）8 3 歳の女 性は多 発 性 脳 梗 塞と
認 知 症を患い、寝ている時 以 外はずっと口をモグモ
グと動かしている状 態 。表 情もうつろだった。しかし、
義歯を修理改造し、口腔ケアを行なうと、口の異常な
動きが消え、笑顔が戻り、落ち着きを取り戻したという

くるリーナブラシの使用法

参加し、口腔ケアを行なってい

施設は、歯科医がチーム医療に

続けられれば、結果的に医療費

食べるという身近な行為を生涯

垣添忠生

合う義歯でしっかり噛めている

日本対がん協会会長

おかげで、 歳の今でもいたっ

がん治療は口腔ケアで治療成績を上げられる
人間の健康長寿にとって、よ

のことに国民の皆さんは気付く

の抑制に大きく貢献します。そ

予防医療の観点からも、定期

ることが多いのです。

く噛んで食べることは大変重要
て健康です。１日１万歩歩き、

を肺がんで亡くしました。亡く

登山、居合いなどで、日々筋力

職としての歯科技工士や歯科衛

なる前日、自宅で妻の好物のあ

です。なぜなら、生活習慣病、

べきです。

長年がん治療に携わってきて

ら鍋を用意し、妻は「美味しい、

認知症、誤嚥性肺炎などの予防

的に口腔ケアを受けることができ

いえることは、がんは予防が重

生士の待遇改善も大切だし、噛

を鍛えています。

力が低下すると、記憶力や運動

要だということです。口腔ケア

私は 年に 年連れ添った妻

能力の低下、肥満、さらには心

はがん予防と密接な関係があり、 むことの大切さを国民全体がよ

る体制の構築が重要です。専門

臓病や糖尿病、がんなどのリス

がん治療に口腔ケアを取り入れ

防歯科医療を社会に根付かせる

く理解する必要があります。予

んな体験から、最後まで食べる

美味しい」と食べてくれた。そ

本残す

ると治療成績が上がるという

歳で

「８０２０」運動があります。

ことは人間の尊厳にもつながる

ことだと確信しています。

歯の健康を保ち、よく噛んで

ための制度改正も必要でしょう。

日本では入院が長期化する高

看護師だけの力では不十分。歯

要です。このためには、医師や

ぐことも、高齢者の回復には重

ています。

衛生士による口腔ケアを行なっ

による噛める義歯の調整、歯科

れば、日本の寝たきり高齢者は

リができるシステムを構築でき

ことを大切にする「口のリハビ

守り、諦めないで口から食べる

は、最後まで人としての尊厳を

長崎リハビリテーション病院

いる病院はまだまだ少ない。歯

こういったシステムを作って

るのです。

技術を提供して初めて実現でき

で、専門職がそれぞれの知識と

師と歯科衛生士の参加が不可欠

覚士などのチームの中に歯科医

学療法士、作業療法士、言語聴

す。

常に重要なことを痛感していま

にも、
「噛める歯科医療」が非

からこそ「寝たきり」の患者を

怠慢に他ならないからです。だ

かせきり」を意味し、医療者の

「寝たきり」という言葉は「寝

の患者さんは１人もいません。

私たちの病院には、寝たきり

寝たきりを予防するには、早

リ」医療を基本姿勢にしていま

科と医科が連携し、口のリハビ

栗原正紀

医学界の重鎮が語る﹁歯科医療のすごい力﹂

「口の健康」がもたらす
効果に医師も大注目

齢者は寝たきりになることが多

科医や歯科衛生士による口腔ケ

長崎リハビリテーション病院院長

いのです。また、誤嚥性肺炎に

アや口腔機能の回復が不可欠で

患者を「寝かせきり」にしないための「噛める歯科医療」

なる高齢者も多い。入院して

す。

激減するはずです。

ベッドに寝てばかりいると、使

いうちからリハビリテーション

す。それを実現するため、医科

口のリハビリには、医師、理

わない筋肉が衰えて廃用症候群

（以下、リハビリ）を開始する

と歯科が連携を取って、歯科医

になりやすくなり、それが寝た

必要があります。また、誤嚥性

生むことはできない。そのため

肺炎を予防し、低栄養状態を防

きりの一因となります。

40

治療に真面目に取り組んでいる

自分の歯を

クも高まります。

につながるからです。逆に噛む

73

日本人の現状は 歳で 本です。 データもあります。実際、がん

20
13

私も残った歯は少ないけれど、

80
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取材・文／油井香代子
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❖くりはら・まさき／1952年生
まれ。長崎大学医学部卒業。
専門は脳神経外科。長崎大学
脳神経外科講師、近森リハビ
リテーション病院院長などを経
て、長崎リハビリテーション病
院院長。長崎大学工学部・医
学部非常勤講師。日本リハビリ
テーション病院・施設協会会長

❖かきぞえ・ただお／1941年生ま
れ。東京大学医学部卒業。専門
は泌尿器科。国立がんセンター
院長、総長などを経て、2007年か
ら日本対がん協会会長、国立が
んセンター名誉総長。著書に
『妻
を看取る日』
（ 新潮社）
など多数
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一つだが、昔から、歯周病と糖

糖尿病は寿命を縮める原因の

る。

短くなることが裏付けられてい

口腔ケア・義歯装着で甦った
高齢者たちの〝奇跡的〟な回復例は、
決して〝奇跡〟ではない

㌻からの「パート１」で示

尿病には密接な関係があること

さらに、よく噛むと血糖値を

がよく知られている。歯周病を

下げる効果があることもわかっ

した通り、噛んで食べるという

かし、これらが文字通りの“奇

てきた。
「咀嚼と肥満の関連性

人間本来の機能を取り戻すこと

跡”でないことは、数多くの研

に関する研究」
（厚労省研究班）

治すと血糖値も改善し、血糖値

究や調査が裏付けている。

に関わった日本歯科衛生学会の

が下がると歯周病もよくなるこ

「噛む」ことが長生きの秘訣で

武井典子会長の実験では、よく

で、寝たきりの高齢者が起き上

あることを示すのが、厚労省が

噛む「多咀嚼者」は少ない量で

がり、
歩き出すという“奇跡的”

行なった「口腔保健と全身的な

満腹感が得られ、食べる量が減

とが多い。

健康状態の関係について」のプ

な臨床例は枚挙に暇がない。し

ロジェクト研究だ（グラフ１）
。

る上、血糖値が上がりにくいと

（グラフ２）
。
きる」人を咀嚼良好者というが、 いう結果が出ている

「何でも噛んで食べることがで

この実験は 回以上噛んだ場

合と、それよりも少ない通常の

その割合は 歳代で ・２％だ

が、 歳代で ・２％に減少す

78

50

50
59

を失って噛めない人は、寿命も

響を及ぼす。この調査では、歯

精神活動、病気にまで大きな影

全身の運動機能や知能の発達、

く噛むと歯の歯周組織である歯

量が少ないことがわかった。よ

のインスリンの分泌量、ピーク

べたもの。よく噛んだ方が食後

る。咀嚼は食べるだけではなく、 噛み方を比較して、血糖値を調

70

前半20ページから続く
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よく噛むと
なぜ太らないのか

「噛めると長生き」
を
裏付ける７つの根拠

根膜や咀嚼筋からの刺激が、脳
の神経に伝わり、食欲を抑制し

東京都老人総合研究所で行

リテーションともいえるのだ。

フ４）
。若者３人（

～

歳）

て満腹感をもたらす効果があり、 なった咀嚼テストがある（グラ
それが食べ過ぎを防ぎ、肥満予
33

と高齢者７人（ ～ 歳）にガ

85 28

４２５人を４年間にわたって追

ムを噛んでもらい、脳血流量の
両側の顔面・顎・口腔・咽頭の
運動感覚領域部分で、若者では
％程度、高齢者では ％程度

向にあることが示されている。

や運動などの能力が低下する傾

残っている歯が少ないほど記憶

３）
。他にも同様の調査があり、

いうことがわかった（グラフ

倍も認知症のリスクが高まると

めなくなった人は、最大１・９

ことが確認されている。大脳辺

８〜 ％程度血流量が増加する

の感覚を司る脳の運動野などで

すると、顔面、顎、口腔、咽頭

の検査では、ガムを噛んで咀嚼

撮影）を使って血流を調べた別

れた。ＰＥＴ（陽電子放射断層

の脳血流量が増えたことが示さ

跡調査した結果、歯を失って噛

つまり、噛む力を維持すれば、

た行動、記憶、感情、感覚を甦

し、病気や老化などで衰えてい

激が伝わり、それが脳を活性化

と口に関係する三叉神経へと刺

ズムもわかってきている。噛む

いると言われるが、そのメカニ

欠かせない。口と脳は直結して

認知症予防には脳の活性化が

パーキンソン病のような症状が

と嚥下障害や歩行障害、認知症、

管が詰まって起こる。多発する

を占め、脳の深い場所の細い血

は日本人の脳梗塞の約３分の１

だ（グラフ５）
。ラクナ梗塞と

ナ梗塞が起きやすいという調査

ほど、脳梗塞の一種であるラク

データもある。失った歯が多い

にも歯が重要であることを示す

噛むことは運動能力とも深い

現われることもある。
関係がある。 歳以上の愛知県
在住者１７６３人を３年間追跡
調査したものだ（ グラフ６）
。
それによると、歯がほとんどな
く、義歯を使っていない人は、
歯が 本以上ある人に比べて、
転倒するリスクが２・５倍高く
なるという。それに対して、歯
がないが義歯を使用している人
は１・３６倍と低くなり、義歯
装着をすれば、転倒リスクがか
なり低くなることがわかる。た
とえ歯をすべて失っても、義歯
を装着すれば、体のバランスや
全身の力も回復するということ
だ。
噛むことが健康にいいことは
医療費から見ても明らかだ。歯
が残っている人ほど月額医療費
が少ないという統計もある（グ
ラフ７）
。全国各地の自治体な
どで行なわれた調査では、残存
歯数が 本以上の人の方がそれ
以下よりも医療費が低く抑えら

高齢社会の切り札となりうる
「噛める」医療は、歯科医の医
療技術によるところが大きい。
そのために必要なのが、総合的
な診療能力だ。専門分野だけで
なく、歯周病や義歯、虫歯治療
など基本的な治療にも精通し、
正確な診断、治療ができる歯科
医が増えれば、元気な高齢者が
増えることにつながる。
現在、多くの歯科大学では、
総合歯科診療部を設けて、総合
歯科医の育成を行なっている。
たとえば、東北大学病院の総合
歯科診療部や千葉大学総合医療
教育研修センターなどだ。各専
門診療科と連携しながら、それ
ぞれの専門科の歯科医が診療に
あたる。大学病院などの総合診
療科の歯科版と言っていいだろ
う。
また、総合歯科医を診療科の
一つとして認定しようという動

いる。医療費が低いことは、健

だ。歯科総合医としての研修を

めた「歯科総合医」認定医制度

きもある。明海大学歯学部が始

康度が高いことと関係する。残

れている。

の。日本初の試みとして注目さ

積み、技術レベルや臨床経験に
応じて資格を取得するというも

ながることがわかる。

れる。口の健康は予防医療につ

る病気にかかりにくいと考えら

存歯が多い人は医療を必要とす

れていることが明らかになって

「噛める医療」の
可能性を広げる
「歯科総合医」
認定医制度

らせる効果があると考えられて

れるのが脳梗塞だ。脳梗塞予防

寝たきりの最大の原因といわ

ることが裏付けられた。

囲の血流が増えて、活性化され

28

いる。噛むことは、脳のリハビ

脳の血流量が
３割増しに

ことになる。

縁系、小脳など、大脳の広い範

20

厚労省研究班が 歳の高齢者４

との因果関係を示す研究もある。 変化を調べたところ、脳の左右

高齢化で増加している認知症

防にもつながるわけだ。
59

認知症予防にもつながるという

38

65

65

178
179

20

20

「５７０１」だった
ジョージ・ワシントン
歳で 本の歯を残す試みが
「８０２０運動」
。現在の日本人の
残存歯数は ～ 歳で ・１本だ
が、加齢とともに次第に減少し、
歳以上になると８・４本にまで
減ってしまう（厚労省「平成 年
歯科疾患実態調査」
）
。
この「８０２０」に対して、「５
７０１」
、つまり 歳で歯が１本
という可哀想な偉人がかつてアメ

リカにいた。米国初代大統領の
ジョージ・ワシントン（１７３２
─１７９９）だ。
歯科河原英雄医院の河原英雄院
長が、彼の口の中の悲惨な状態を
説明する。
「当時は口腔ケアの習慣がなく、
口腔内が不衛生だったのでしょう、
大統領就任時の 歳の時には、ワ
シントンの歯は左下の前歯１本し
か残っていませんでした。そのた
め、彼は動物の骨に死んだ人の歯
を植え込んで作った「義歯」を装
着していました。
若い頃のワシントンは精悍な顔を
していたと推測されますが、歯を
失った頃の肖像画は、眼にも力が
なく、元気を失っているように見え

日本顎咬合学会が作成した「噛み合わせのセルフチェックシート」を
使えば、自分で噛み合わせの異常に気づくことができる。
６つの設問
に答え、合計点を確認してほしい。

ある

0点

3点

5点

2

口が思うように開かなかったり、顎がス
ムーズに動かないことがありますか？

0点

3点

5点

3

噛み合わせの高さに不満を感じた
ことがありますか？

0点

3点

5点

4

自分の歯並びが気になることがあ
りますか？

0点

3点

5点

5

歯ぎしりや歯を強く噛みしめるくせ
がありますか？

0点

3点

5点

6

左右どちらか一方で噛むクセがあ
りますか？

0点

3点

5点

ることで、どれだけ老化が進んで
いるかを知る目安。一方の唾液年
齢は、唾液分泌量、唾液内のカン
ジダ菌、コエンザイムＱ の量を

口腔内にいったん発生したバイ
オフィルムを除去するには、残念
ながら素人には太刀打ちできない。
歯科医師による口腔ケアを受ける
ようにしよう。

バイオフィルムは歯垢（プラー
ク）として歯周ポケットなどに
しっかりと張り付いているため、
簡単には除去できないのが厄介だ。
さらに体の免疫系に対しても強力
なバリアがあって、抗菌剤も侵入
できない。歯垢の中には５００種
類以上もの細菌が存在するという。
また、バイオフィルムは体に悪
影響を与える毒素を出して歯ぐき
に炎症を引き起こす。それが歯周
病だ。口腔内のバイオフィルムは
口の中だけにとどまらず、血管の
中にも侵入し、全身を巡る。肺に
入れば、誤嚥性肺炎の原因となる。

口の中で繁殖するヌルヌルの「バイオフィルム」

口腔内にはたくさんの細菌や真
菌が住み着いている。これらが集
団をつくってヌルヌルした糊状の
層となったものがバイオフィルム
（細菌叢）だ。掃除をしないと台
所の流しや浴室ですぐ発生する、
ヌルヌルして不快なアレである。

によって増殖する。
コエンザイムＱ は、体内で合成
される酵素の一種で各臓器に存在す
る。近年では抗酸化物質としてア

る免疫力低下や口腔内の汚れなど

向がある。カンジダ菌は老化によ

筋力の低下などにより左右され、
一般的には年をとると減少する傾

年齢」もきっと若返るはずだ。

サプリメントなどで補えば、
「唾液

とともに衰えていき、 代がピーク
で高齢になるほど少なくなるので、

あなたの合計点

士・小川八郎氏らとともに、試行
錯誤しながら２か月半かかって、
一文字号専用の入れ歯を作り上げ

に足を引っ掛け、転倒。腸捻転を
起こして死んでしまった。
現在、上野動物園の資料室には
一文字号の剥製が保管されている。
入れ歯は上下 本の銅合金製で、 もちろん、入れ歯も装着されたま
いわゆる「金歯」
。入れ歯を装着
まだ。

た。

したとたん、一文字号は青草の束
を食んだ。ニンジンなどの固い餌
も入れ歯でしっかり噛めるように
なり、すっかり元気を取り戻し、
動物園スタッフも安堵した。
しかし、幸せは長くは続かな
かった。一文字号はヤギを追い回
しているうちに、勢いあまって柵

点

盧溝橋事件で日本軍の弾薬運搬
に活躍し、軍功動物として栄誉を
与えられた「一文字号」という名
前のロバがいた。終戦後は上野動
物園に引き取られ、子供たちの人
気者に。ところが、高齢（人間で
いうと ～ 歳）になると、２本
の歯を残して上の顎の歯がほとん
ど抜けてしまった。一文字号は草
が食べられず、死を待つばかりに
衰弱していった。
そこで、動物園スタッフは一計
を案じた。最後に好物のニンジン
を食べさせたいと、入れ歯づくり
を石上健次・東京医科歯科大学助
教授（当時）に依頼したのだ。石
上氏はのちに宮内庁病院の御典歯
科医師として、昭和天皇の歯を診
るほどの名医だった。
もちろん石上氏にロバの入れ歯
を作った経験はない。というより、
そんなものを作った人は過去に誰
もいなかった。石上氏は歯科技工

入れ歯で
元気になった
上野動物園のロバ

古い木製義歯といわれている。奥
歯の部分がすり減っていることか
ら、実際に使われていたと推測さ
れる。仏姫の顎の形、歯茎、歯に
合わせて精密に作られており、当
時の「歯科技工士」のレベルの高
さを物語っている。
時代が下って江戸時代にも、精
巧な木製の総義歯が作られており、
日本は入れ歯技術では当時から世
界一だったといえそうだ。その職
人魂は、現在の歯科技工士にも
脈々と受け継がれている。

噛み合わせの位置が定まらないと
感じたことはありますか？

現代の歯科治療は、欧米から移
入された近代医療に基づいている
が、日本にはそれ以前から、優れ
た入れ歯作成技術があったといわ
れている。
現在の和歌山市にある願成寺の
尼僧・仏姫が１５３８年に 歳で
亡くなった。じつは彼女が使用し
ていた柘植の木で作った総入れ歯
が今も残されており、日本で最も

日本最古の木製総入れ歯

セルフチェックシート

測定して算出する。
「ドライマウ
ス外来」がある大学病院などで測

コエンザイムＱ で「唾液年齢」が若返る

ます。口元やその周辺にも締まり
がありません。歯磨きの習慣がな
かったワシントン大統領は、噛めな
い、話せない、笑えないという三重
苦の状態だったと思われます」

噛み合わせの異常を見つける

う言葉があるのはご存じだろうか。 定できる。
ンチエイジングの点からも注目され
血管年齢は血管の硬さを測定す
唾液量はストレスや生活習慣病、 ている。体内での合成能力は年齢

「血管年齢」という言葉が最近よ
く使われるが、
「唾液年齢」とい

少し
ある

180
提供／公益社団法人東京動物園協会
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９点以上
噛み合わせに大き
な問 題が考えられ
ます。一日でも早く
歯科医院を受診さ
れることをおす す
めします。
６～８点
噛み合わせに問題
がある可能性があ
ります。歯科医院を
受 診されることを
おすすめします。
０～５点
今のところ、噛み合
わせに特に問題はな
いようです。ただし、
健康な噛み合わせを
保つために、歯科医
師による定期的な検
査をおすすめします。
※このチェック表ですべての
噛み合わせの異常が発見で
きるわけではありません。ま
た、チェック表で9点以上にな
った場合でも必ずしも治療
が必要とは限りません。あくま
で目安としてご活用ください。

1

11

ほとんど
ない

20

90

23

10

74

20

45

最新１か月についてお尋ねします
10

噛めないつらさは
現代人と一緒です
27

10

80

誰にでも
「歯」
に悩みがある
提供／神奈川県歯科医師会歯の博物館

歴史上の偉人も動物も
49

57

57

80

85

歯がある人も義歯の人も「噛んで食べる喜び」を死ぬまで味わうために使いたい

口の健康をサポートする
「超便利商品」
カタログ

義歯性口内炎を引き起こすカンジダ菌を99.9％除去

酵素入りポリデント（108錠）オープン価格
部分入れ歯用ポリデント（108錠）オープン価格

少し硬めのガムで噛む力を鍛える

ＤＡＹ-ＵＰ

（28粒）
オーラルガム〈かむトレーニング〉
680円 ライオン歯科材

飲食等の影響で顎が小さく、歯並びの悪い子供の咀嚼トレーニ
ング用に開発された歯科用ガム。通常のガムより硬めで、適度
なかみ応えがある。高齢患者の機能回復トレーニングに使用す
る歯科医師が増えている
※お買い求めは歯科医院にご相談ください

口内の細菌を繁殖させる口呼吸を予防する

Mパタカラ

グラクソ・スミスクライン

カビの一種であるカンジダ菌は義歯性口内炎を引き起こすリスクが
ある。ポリデントは、
わずか5分でカンジダ菌を99.9％除菌する。
また、
部分入れ歯用ポリデントは部分入れ歯の金具を傷めにくくなっている

「噛む」
「飲み込む」力が弱い人のための
「美味しい介護食」

やさしい献立

全58品、各120〜230円 キユーピー

咀嚼・嚥下能力が低下した高齢者用の「美味しい介護食」。固さや
粘度の違いで
「容易にかめる」
「歯ぐきでつぶせる」
「舌でつぶせる」
「かまなくてよい」の４区分がある。口から食べる楽しみを味わえる

6648円（大人用） 株式会社パタカラ

歯周病や虫歯、口内炎、扁桃炎、誤嚥性肺炎などの原因になる口呼
吸を予防するために開発された表情筋トレーニング器具。本体を唇の
間にはめこんで3分間口をつぐむ動作を１日3～4回繰り返す。取っ手
を動かすと表情筋のストレッチ運動になり、
さらに高い効果が生まれる

●
❶

●
❷

味を変えずに食事を楽しめる入れ歯安定剤

新ポリグリップ 無添加
780円（40㌘） グラクソ・スミスクライン

●
❸

新ポリグリップ無添加は、
だ液などの水分で粘着性を
発揮し、入れ歯と歯ぐきをピタッと安定させ、入れ歯と
歯ぐきの間に細かい食片をはさまりにくくする。色素・
香料無添加で味をほとんど変えずに食事を楽しめる

●
❹

歯槽膿漏の出血を予防する
薬用ハミガキ

装着方法

※価格はすべて税抜き

183

⒈ 装着前に本体を流水でよく洗う
⒉ 本体を指でつまんでつぶす
（写真❶）
⒊ 軽く口を開いて本体の口唇保持部を片側ずつ歯と唇の間に装着
（写真❷）
⒋ 上唇と下唇の間に本体が入っていることを鏡で確認する
（写真❸）
⒌ 歯を噛みしめずに唇の力だけで本体を閉じ続ける
（写真❹）

カムテクト（115㌘）

オープン価格 グラクソ・スミスクライン

歯ぐきからの出血は歯槽膿漏のサインの１つ。カムテクト
は殺菌・抗炎症成分とエクストラファインパウダー
（清掃
剤）
を配合し、毎日のハミガキでバクテリアの巣である歯
垢を除去。殺菌・抗炎症作用で、歯肉炎・歯槽膿漏を防ぐ

舌苔をからめ取り
細菌を減少させる舌ブラシ

NEW W-1 NEXT
680円

SHIKIEN

口腔内で大きな面積を占める舌の汚れ
（舌苔）
を除去し、唾液の分泌を促すこ
とで、口腔内細菌を減少させる。表裏が
あり、右図のように凸面を舌の表面にあ
て、奥から手前に向かって磨く。凹面は
舌の側面で使用。ヘッド部は抗菌仕様

182

「口ぽかん」だと口腔内が乾燥して免疫力が低下、感染症リスクも上昇

口呼吸から鼻呼吸に戻す
「あいうべ体操」

う

べ

「いー」
と口を大きく横に開く。前歯が
見えて頬の筋肉が両耳の脇に寄るく
らい、横にグッと開く

「うー」
と口を強く前に突き出す。唇を
尖らせて前方へ突き出すことで、口の
周りの筋肉が収縮し、より広範囲の
筋肉を鍛えることができる

「べー」と舌を突き出して下に伸ば
す。舌根（舌の付け根）
が少し痛むく
らいまでやったほうが効果的
「あー」
と口を大きく開く。口が楕円形
に開くようにイメージし、喉の奥が見え
るまで大きく開ける

い
あ

リニック院長によれば、最近は

内科医の今井一彰・みらいク

腔内が乾燥し、細菌が繁殖しや

口呼吸だと、唾液が蒸発して口

口呼吸になってしまうという。

口を閉じた状態を維持できず、

すくなる。すると感染症にも罹

口をぽかんと開けた「口呼吸」

「舌の正しい位置は、
硬口蓋
（口

りやすくなり、免疫力の低下に

の人が増えているという。

腔の上側）に舌の表面全体が

これだと口腔内の容積が最少に

が「あいうべ体操」だ。特別な

そこで今井院長が開発したの

べったりとついている状態です。 もつながる。

なり、上下の歯もしっかりと噛

み合わさります。私たちの体は、 器具もテクニックもいらないた

「べ」の動作を順にくり返すだ

は簡単で、
上記の「あ」
「い」
「う」

このように口腔内の空間を狭め、 め、誰でも簡単にできる。方法

唾液の蒸発を防ぐことで潤いを

１日 セットを目安に毎日続

けだ。

保ち、免疫を保護する仕組みに

しかし、多くの人は舌の先が

なっています。

前歯の先端に当たっています

けることが大切だ。所要時間は

セットで３～４分ほど。声は

てきているためです。咀嚼筋だ

をしっかり、大きく動かすのが

いが、普段しゃべるときより口

出しても出さなくてもかまわな

これらの筋肉の衰えによって、 ポイントだ。

けでなく口輪筋、舌筋が衰えて

（左図参照）
。舌の位置が下がっ

30
いる証拠です」

30
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モデル／森田爽亜矢

