体の健康は歯から
歯周病が影響する主な病気

歯周病は日本人が歯を失う原因第１位で、その
影響は口の中だけでなく、全身のさまざまな病気
の要因となっていると考えられています。

【特集】

アルツハイマー型認知症

～歯は健康に暮らすための一生の友～

そしゃく

歯を失い、咀嚼ができなくな
り、脳への刺激が減り、認知

動脈硬化

ご えん

誤嚥性肺炎

症が進行することがあります。

歯周病菌の刺激により血管内

歯

健 康 の 源

高齢者など飲み込む力が衰え

に脂肪性沈着物ができ、血液

ると、歯周病菌が食べ物と一

の通り道は細くなり、心筋梗

緒に気管、肺に入り込んで起

塞や脳梗塞を引き起こします。

こります。

歯周病
糖尿病

低体重児・早産

糖尿病と歯周病には双方向的

歯周病菌が血中に入り、胎盤

されています。また、歯周病

のではないかと言われていま

な関係があるという報告多数

を通して胎児に直接感染する

治療による糖尿病改善の報告

す。

もされています。

(

参考：日本歯科医師会ホームページ
日本臨床歯周病学会ホームページ

)

どうして「歯周病」になるの？
主な原因

健康な歯

１．口内の環境によるもの
●歯垢や歯石がある

歯垢
歯石

アルツハイマー型
認知症

●歯並びが悪い
●口呼吸や歯ぎしりをする

心臓疾患
●糖分の高いものをよく食べる
動脈硬化
●喫煙をする

ご えん

誤嚥性肺炎

昨年度8020運動の被表彰者

左から三輪さん、松尾さん、石川さん

歯と口の健康週間
保健センター（☎ 2010）

歯は一生の
友

歯は︑私たちが食事をする

上でなくてはならないもので

す︒虫歯などで歯や歯ぐきが

痛くて︑おいしく食事ができ

なかったことはありませんか︒

また︑入れ歯のかみ合わせが

悪いなどで︑食事をしたくな

いときはありませんか︒歯や

歯ぐきが健康でないと︑おい

しく食事を取れないだけでな

く︑食事を取りたくなくなり︑

充分な栄養が取れなくなりま

す︒

健康な歯で食べることは︑

健康に暮らすための重要な要

素なのです︒

市では︑赤ちゃんがお母さ

んのおなかにいるときからお

じいちゃん︑おばあちゃんに

なるまで︑全世代の皆さんが

丈夫な歯でおいしく食事をし︑

こう くう

健康な暮らしができるよう

﹁土岐市民の歯と口腔の健康

づくり推進条例﹂を制定しま

した︒

歯は健康の源であり︑一生

の友です︒この機会に︑歯と

口の健康について考えてみま

しょう︒

70代男性

若い時に歯を大切にしなかっ

たことを悔やんでいます︒

若い頃は寝る間も惜しんで

働き︑忙しい毎日を過ごして

糖尿病

いました︒そんな日々の中で︑

定期的に仲良しグループで食

事をして︑カラオケに行くこ

とが楽しみでした︒忙しい

日々を送っていたため︑歯磨

きもしっかりせず︑少しくら

い歯が痛くても歯医者に行か

ず︑痛み止めを飲むくらいで

した︒

若い頃︑歯を大切にしなか

ったツケが回り歯周病で多く

の歯が抜け︑噛み合わせが悪

くなり︑食事もおいしくない

し︑人前で大きな口を開ける

こともはばかるようになりま

した︒大好きだった仲良しグ

ループでのカラオケにも参加

しなくなりました︒

今になって︑もっと歯を大

切にしておけば良かったと後

悔しています︒

低体重児・早産

っ
は

６月４日～10日

歯槽骨

歯垢や歯石がたまると歯と歯ぐきの間の溝
（歯周ポケット）
が深くなり、歯ぐきが炎症を起こし歯肉炎になります。その
まま放置すると、歯周病が進行します。

●糖尿病にかかっている
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は
っ
っ
は

歯肉

脳梗塞

２．生活習慣などによるもの

3

歯周病の歯
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健康な歯で歯ッピーな人生
健康な歯を
保つための基本

１．丁寧に歯を磨きましょう。
２．よく噛んで食べましょう。
３．バランスのとれた食生活を送りましょう。
４．定期的に歯科医で健診を受けましょう。
５．禁煙しましょう。

各年代で心がけること
そしゃく

歯の喪失だけでなく、だ液の減少、咀嚼
や物を飲み込む力の低下により、充分に栄
養が取れなくなりがちになります。

平成28年度 歯科疾患実態調査
口や歯の状態、年齢階級別

乳歯は生後６カ月頃から生え始め、３歳
前にそろいます。乳歯の発達は将来の歯の
基礎的な機能を築く上でとても重要です。

15.0

高齢期

10.0

（65歳～）

5.0

青年期

14 24 34 44 54 64 74 84

歳〜

〜 歳

〜 歳

〜 歳

〜 歳

〜 歳

〜 歳

15 25 35 45 55 65 75 85
〜 歳

●

５〜 歳

0

１〜４歳

ポイント
保護者による仕上げ磨きを習慣化し
ましょう。
口腔の機能が発達する大事な時期な
ので、よく噛んで食べる習慣をつけ
ましょう。

（19歳～39歳）

●

喫煙と歯周病
歯周病にかかる危険は１日10
本以上喫煙すると5.4倍に、10年
以上吸っていると4.3倍に上昇し、
また重症化しやすくなります。
禁煙することで、この危険性が
下がっていくことも、研究の結果
解っています。
（参考：日本臨床歯周病学会ホー
ムページ）

乳幼児期

（０歳～５歳）

小学生は、乳歯と永久歯が混在し、歯磨
きが難しい時期です。中学生以降はホルモ
ンバランスの乱れや、生活の変化などによ
り歯肉炎になりやすいです。

●

（40歳～64歳）
各年代ごとの市の取り組み

【マタニティクラス・歯科健診】

○妊娠期

生まれてくる赤ちゃんの歯の健康

4

について指導・妊婦の歯科健診

2020.5 広報とき

○乳幼児期

歯の生え始める時期に仕上げ磨き

【７か月児教室】

などを指導

【１歳６か月児健診・２歳児歯科健

歯科健診・保健指導・講話

診・３歳児健診】

フッ化物塗布など

【保育園・幼稚園歯科指導】

歯磨き指導・園医の講話

○学齢期

【フッ化物洗口】

小学校全校で、フッ化物溶液でう

がいし、虫歯予防

小中学校で歯科健診

【歯科健診・歯科指導】

小中高校で歯科指導

○青年期

歯周病検診・保健指導

【歯周病検診】

歳以上を対象に保健指導・講話

30

【歯周病予防教室】

○壮年期

歯周病検診・保健指導

【歯周病検診】

2020.5 広報とき

プラーク
（歯に付着した細菌の
かたまり）

【歯周病検診】

5

（６歳～18歳）

歯周病検診・保健指導

75

【介護予防教室】

●

学齢期

壮年期

歯肉炎で赤く腫れている

オーラルフレイル予防の講話

（お母さんのおなかの中）

歯肉炎

【ぎふさわやか口腔健診】

ポイント
糖分の多い食べ物や飲み物の取りす
ぎに注意しましょう。
自分で歯を磨く習慣をつけましょう。

歯周病で腫れた歯茎

プラーク

歳以上の方の口腔機能、虫歯、

妊娠期

歯石

●

●

●

歯周病

ポイント
歯と体の健診を受け、歯周病や生活
習慣病の予防に努めましょう。

歯周病検診

ポイント
良質なたんぱく質やカルシウムを
含んだバランスの良い食生活をし
ましょう。
喫煙は歯周病の進行につながりま
す。禁煙しましょう。

仕事などの忙しさから、歯や歯ぐきのケ
アを怠りがちになり、歯周病や、生活習慣
病などを発症しやすい年代です。

○高齢期

食生活の変化やつわりで歯磨きが十分に
できないなどが原因で、虫歯や歯周病が進
行しやすくなります。歯周病が進行すると、
低体重児出産の一因となります。

●

●

歯茎が痛い
腫れている
出血がある

20.0

●

ポイント
定期的に「かかりつけ歯科医」で歯
科健診を受け、予防を心掛けましょ
う。

歯が痛い
しみる

（％）
25.0

ポイント
入れ歯の手入れや、噛み合わせにも
気を付けましょう。
口の周辺の筋肉を鍛える体操（６ｐ
参照）をしましょう。

学校で行ってきた定期健診の機会が少な
くなり、歯周病が急増する年代です。

健康な歯で

いきいき
での健診も欠かしません︒

暮らしてます

私は 歳になりましたが︑

特に好きな食べ物は︑タケ

飯を食べることができます︒

す︒おかげで︑おいしくご

ことが一番の要因であると

磨きを欠かさず続けてきた

れたのは︑小さな頃から歯

夫な歯と︑丈夫な体でいら

さて︑私がこの年まで丈

ノコなど︑歯ごたえがある

思います︒そういう意味で

自分の歯が 本残っていま

ものです︒大好きな日本酒

は︑私に歯磨きを習慣づけ
す︒

てくれた親に感謝していま

とおいしい食事をいただき︑
数年前に市の講座に参加

会話も弾みます︒

さを感じました︒それから

とは素晴らしいことであり︑

なと楽しく会話ができるこ

好きなものを食べ︑みん

はガムを噛んで咀嚼力をア

うれしいことです︒それを

して︑あらためて歯の大切

ップし︑歯や口だけではな

今度は私が子や孫に伝えて

そしゃく

く︑ウォーキングなどをし

転倒する危険性が高くなる

オーラルフレイル予防のためのお口の体操

噛む力や飲み込む力を維持するために、日頃から口周辺の筋肉を鍛える体操を行いましょう。

頬の運動

舌の運動

１．口をとがらせ「ウー」、横に広げて「イー」
を10回繰り返す
２．上を向いて、口を横に広げて「イー」

１．舌を前に出す
２．舌を左右に動かす
３．舌を回して、唇をなめる

にはよく噛んで食べること

ですから︑小さなお子さん

とても大切なことなのです︒

歯やお口のケアが第一歩で︑

ではなく︑乳幼児期からの

には︑永久歯が生えてから

い永久歯を作り上げるため

を作り上げることです︒い

いくためには︑いい永久歯

だきたいです︒

ショナルケアを受けていた

的な歯科健診やプロフェッ

セルフケアに合わせ︑定期

きを中心とする普段からの

向上させるためには︑歯磨

とです︒生きることの質を

ことでなく︑よく生きるこ

切にすべきは︑ただ生きる

楽しく会話をするなど︑大

これからも私たち歯科医

康が︑心身の健康や健康寿

近年では︑歯とお口の健

をさせていただきたいと考

る歯やお口ケアのお手伝い

康を守るため︑その源であ

師会は︑市民の皆さまの健

命の延伸に重要な役割を果

えております︒
ます︒

たしているとも言われてい

ょう︒

上げ磨きをしっかりしまし

を習慣づけ︑親御さんが仕

いつまでも美味しく食べ

人の健康的な暮らしには欠かせません

歯やお口の健康

骨折などをきっかけに、
寝たきりになる
一生いい歯と付き合って

顔の運動

歯と口のための総合サイト！

（81歳・妻木町）

いきたいです︒

歯と口のお役立ち情報を動画で紹介する「日歯8020テレビ」
や歯と口のことなら何でも分かる「テーマパーク8020」など
歯と口に関する情報が満載されています。

両方の頬を膨らませ、
両手で膨らんだ頬をつぶす

https://www.jda.or.jp/

筋肉量が減り、
運動機能が
低下する

て︑全身のケアも心がけて
います︒また︑ カ月に一

日本歯科医師会ホームページ

左右の頬を片方ずつふくらませる

URL

食欲が無くなり、栄養不足になる

勝行さん
松尾

6
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3

秀策さん
鵜飼

28

昨年度の8020運動被表彰者

歯や入れ歯の
調子が悪い
オーラルフレイルは、「Oral（口）
」と「Frailty
（虚弱）」を合わせた造語で、「口の虚弱」という
意味です。口に関するささいな衰えを放置したり、
適切な対応を行わないままにしたりすることで、
食べる機能の障がい、さらには心身の機能低下ま
で繫がる負の連鎖が生じてしまうことに対して警
鐘を鳴らした概念です。

81

度︑かかりつけの歯科医院

土岐歯科医師会会長

オーラルフレイルってなぁ〜に？

