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本日は「いつまでもおいしく食べよう」という内容のお話です。ではまず、先程受付で皆様

にお渡しした袋の中をご覧いただければと思います。その中には、食べにくかったり飲み込み

にくかったりする方が飲み込みやすいようにするものや、水分補給のためのものなどが入って

おります。これらは、参考としてこのあとの話の中にもいくつか出てきますが、サンプルとし

ていただいた物でございますのでお家に帰ってごゆっくり見ていただきたいと思います。

さて、食べるということは摂食、物を飲み込むというのは嚥下といいまして、最近では嚥下

障害とよく言うようになりました。物が食べられないとか、飲み込めないということは嚥下が

うまくできないということです。摂食は食べ物を見るというところから始まって口へ取り込み、

咬んで咽頭を通すという一連の動作のことを言います。（図1）、（図2）

今まで医科では口の中と飲み込むことは別に考えていて、食物が口の中にある期を準備期、

咽頭のところを口腔期という言い方をしていました。日本では二元論といって、医科の部分と

歯科の部分が、両方とも医療だとわかっていてもうまく連携がとれてないところがあります。

今では包括医療といって、この2つをなるべく一緒に考えるようになってきています。例えば入

院している患者さんについては、なるべく早く退院させてあげたいのですが、なかなかそうで

きないのが現状です。その大きな原因の一つとして、食事がうまくできないということがあり

ます。経管医療で鼻からチューブを入れることは自宅ではできませんので、どうしても入院が

長引くことになります。そのために今は口の中、それから物を食べるというところのリハビリ

を重点的にするようになってきています。私は解剖学専門ですので説明の中で何枚か解剖学的

な写真が出てきますが、それはご了承下さい。

脳は、大脳、小脳、延髄などという部分に区別されます。延髄は、ものを考えている所では

なく、咀嚼や、今お話ししました物を飲み込む嚥下、それから呼吸をすることの中枢の所です。

物を咬むとか飲み込むのに別に考えたりはしませんので、自動的に咬んだり飲み込んだりして

いるわけです。物を飲み込む時には呼吸を止めています。咬む筋肉、物を飲み込む筋肉、呼吸

の筋肉というのはそのようなことを瞬間的、反射的にしているのです。喉の奥の方に食べ物が

いくと感覚によって、自動的に一気に飲み込んでしまいます。飲み込もうなどと皆さん思わず

に食べているわけです。このように、呼吸のための、物を飲み込むための、口を開けるための

といったいろいろな筋肉があります。（図3）
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摂食・嚥下を理解する為の解剖

東京歯科大・解剖　井出吉信



下顎骨と喉頭の間に舌骨という骨が筋肉に吊

られた形で存在します。ちょっと舌骨を触って

口を開けてみてください。口を開けると舌骨は

止まっていて舌骨に付着する筋肉が収縮し、閉

じた口を開くわけです。今度は舌骨を触ったま

ま唾を飲み込んで下さい。そうするとこの舌骨

が上がります。今度は、上・下の歯の間を少し

開けたままで、口をほんのちょっと開いて下さ

い。はい、唾を飲み込んで下さい。飲み込めな

いですね。この顎と舌骨を結ぶ筋肉は口を開く

ための筋肉でもあるし、物を飲み込むための筋

肉でもあるので、両方はいっぺんにできず片方

ずつしているのです。ですから物を飲み込む時

には歯と歯がきちんと咬んでいないとうまく飲

み込めないのです。

嚥下の反射は延髄でやっていますので、今ご

説明しました延髄にもし障害があったとしたな

らば、嚥下の反射がなくなってしまうわけです。

延髄より上、例えば大脳の所で障害があると嚥

下の反射はあるのですが、実は微妙にタイミン

グを統合しているので、やはり誤嚥してしまい

ます。嚥下はできるのですが誤嚥をしてしまう

のです。食べ物が気管に入ってしまうケースは、延髄が麻痺した場合に起こることがあります。

例えば脳溢血などで直接延髄が障害されると球麻痺、その上の障害を仮性球麻痺という言い方

をします。延髄の形が白熱電球のような形をしているので、延髄が障害されることを球麻痺と

いう言い方をしているわけです。（図4）

もう一度、口の中の構造を説明させていただくと、これは舌ベラです。舌ベラというとなん

となく平たい感じがしますが、口の中にある時はこのような塊なんですね。耳のお医者さんを

耳鼻咽喉科といいます。耳と鼻と咽喉の咽は咽頭で、喉は喉頭、耳のお医者さんというのは耳

と鼻と咽頭と喉頭を診ています。では咽頭がどこで喉頭がどこかは、なかなかわかりにくいか

もしれませんが、ここに一つ穴が空いてます。この穴のことを耳の管で耳管咽頭口と言います。

何に使っている穴かと言いますと、鼓膜の内と外側の気圧を調節しています。飛行機に乗りま

すと、着陸する態勢に入る前にキャビンアテンダントが飴を配ってくれます。それは、飴をな

める時に口の中に溜まった唾を飲み込むことで、この穴を開くようにするためです。この穴が

開くと気圧を調整します。飛行機が急降下したり上昇すると耳がジーンとなったりします。そ

の時の気圧を調整するための穴なのです。

咽頭は3部分に分けられます。鼻と交通する部分が上咽頭、口の後ろを中咽頭、その下を下咽

頭と言います。喉頭の入口の蓋が喉頭蓋で、喉頭の中にあるのが声帯、喉頭の下に続くのが気
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管です。喉頭はあくまでも肺に空気を送るものですので、ここは空気しか通ってもらっては困

るわけです。咽頭という部分は鼻から空気、口から食べ物という具合に、食べ物と空気が両方

通る所です。ですから時々混線をして食べ物が喉頭に入ってしまったりすることがありますね。

皆さんは元気ですから喉頭に食べ物が少しでも入ると咳き込んでこれを出そうとします。時々

咳き込んで鼻からご飯粒が出てきたりするのは、喉頭に入ろうとしたご飯粒が逆戻りして鼻か

ら出てくるということです。時々ひどい人はうどんが出てきたりとか、そういうことも起こり

得るということなのです。

これは舌ベラです。先ほどお話ししました舌ベラとはこのように丸くなっています。オトガ

イ棘で舌ベラを吊っているのです。ですから意識がなくなったりすると、舌ベラの筋肉が弛緩

します。緩んでしまうと舌が後ろに下がってしまいこれが喉頭蓋という蓋を押してしまうと気

管が閉塞して窒息することになります。人工呼吸の仕方は、必ず首を後ろに曲げてから人工呼

吸をします。なぜ首を後ろに曲げるかというと、そうすることによりまず気道を確保するので

す。ですから最近では消防士の人も救急救命士の資格を取り気管挿管を行っています。病院ま

で運ぶ間に20分間呼吸が停止したら命が危険ですので、まずは呼吸の確保を行うのです。

本日、来られている方は元気でいらっしゃると思いますが、私ももうすぐ60歳なので、前に

比べてちょっとしたことでむせたりするようになりました。飲み込みは多くの筋肉を使うこと

なので、それが衰えてくるということは、飲み込む時のタイミングがほんのちょっとずつずれ

たりすることにつながります。0.45秒だったのが0.47秒になったり、ほんの少しのずれでむせや

すくなります。ですから年を取ってくると病気ではなくても生理的な現象として、どうしても

むせてくるということがあるのです。

では、食べ物を食べる時ですが、口からきた食べ物は咽頭を通って気管の後ろの食道に落ち

てくるのです。喉頭の脇を通って食道にくるのです。消化管内に通したチューブに流動食を投

与する経管栄養という処置があります。鼻から入れていく場合もありますし口から入れる場合

もありますが、まっすぐチューブを入れても絶対喉頭蓋に引っかかりますから、必ずチューブ

を横に入れて、喉頭蓋の横の隙間に通して流していくわけです。その時にチューブに変にくせ

がついていたり、急いで慌ててやったりするとチューブが気管に入ってしまったりすることが

あるのです。それに気がつかずに流し込むと肺の中に流れて肺炎になったり窒息してしまうお

それがあるのです。

最近では栄養士学校でも摂食・嚥下の講義を

して下さいと言われます。昔の栄養士学校では

料理の仕方やカロリー計算などの話を中心にし

ていましたが、この頃では栄養士学校でもやは

り高齢化社会でお年寄りが食べやすい食事と食

べさせ方についても学ぶようです。具体的には、

喉の構造がどのようになっているかという授業

があるので、私たちがそのような講義をします。

（図5）はクリームしぼり器というそうです。授

業の時に学生が、咽頭はこのクリームしぼり器
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と同じだと言うわけです。手でギューとクリー

ムをしぼると、ここが食道になってくるわけで

す。そういうイメージになっていただければい

いのかなと思います。

前から見ると必ず前に気管があります。その

後ろには食道がありますが、上の方では少しず

れています。気管は軟骨が入っています。ビニ

ールガス管がつぶれないように針金が入ってい

るのと同じようにできているのです。食道は通

常閉まっています。なにかここに穴が空いてい

るような気がしますが、皆さんは今何にも食べ

ていませんから食道は閉まっているのです。（図6）

先ほどお話した舌骨はU字形をしています。舌骨はなぜこのような形をしているかというと、

これが喉頭のところを巻いているからです。喉頭蓋の部分にこのU字形の舌骨が、そしてこの中

に喉頭が入っているのです。それで先ほど物を飲み込む時に舌骨に付着する筋肉がグッっと上が

るとお話しました。この筋肉が舌骨を引っ張り喉頭を前へ引きずり出してくれることにより、

後の食道が開いて、そこに食べ物が落ちるわけです。しかし、物を飲み込む瞬間だけ喉頭を前

にもってきます。このタイミングがずれて、水が入ってきた時に食道が開いてくれなかったら

水が溢れて喉頭に入ってしまうわけです。人間の体は、うまくできていて、安全装置がかかっ

ててここに少し壁があるわけです。皆さん方は、水などは飲みやすい飲み物だということで一

気に飲むでしょうが、水は速度が速いですから、水が一気にきた時にこの辺のセンサー感知が

遅れ、タイミングがちょっとでもずれるとむせてしまうのです。

これがつい先ほど後ろから見たいろいろな咽頭の筋肉ですが、この筋肉は、顔にいっている

表情筋という筋肉ともつながってきます。ですから食べるということと飲み込むということは

一連の動作になってくるわけです。

脳梗塞で大脳に障害が起きると過去のデータがわからなくなってしまって、食べ物を見た時

に食べ物だという認識ができなくなり、食べたくもないし食べようとしなくなります。これも

摂食障害なんです。これは医科の部分であります。そして唇のところから咽頭の部分までが実

は全部歯科領域なのです。唇から咽頭までの間ですので、本学では歯はもちろんのこと、顎の

骨のことや、舌ベラのことも勉強します。この歯科領域になっている部分は医科でもあまり理

解しておらず、この辺の連携がうまくできていませんでしたが、最近はこの部分も非常に重要

視されてきました。本学の市川総合病院でも摂食障害について、特にリハビリの分野では、食

べるというリハビリに非常に力を入れるという認識になっています。

それから皆さんは以下の様な点を自分でチェックすることができます。1．口から物をこぼし

ませんか（前はこぼさなかったのにどうもこの頃こぼすようになった）、2．食べ物が口に残り

ませんか、3．飲み込みにくくなったと思いませんか、4．食事時間が延びたと思いませんか、5．

食後に声がかすれませんか、6．食事中にむせませんか、7．食後に咳き込みませんか。この5、

6、7の症状は明らかに誤嚥してしまっているのです。気道に物が入ってしまっているというこ
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とです。ですから、以前に比べてむせやすくなったということは、気道に物が入ったというこ

となのです。ですがその手前の段階の、口から物をこぼすようになったとか、口に物が残るよ

うになったとか、飲み込みにくくなったなどというのは、これはある程度生理的にだんだんと

なることです。例えば入れ歯・義歯を入れた時にも口から物をこぼすようになってしまう、食

べ物が口に残るようになってしまうということがあります。そのようなことがあった時にはこ

れはこれなりのリハビリがあるのです。「入れ歯を入れたら噛めなくなったとか、口から物がこ

ぼれるようになった」という患者さんがおりましたが、入れ歯や義歯は神に代わって作ってい

る人工臓器なのです。例えばリハビリの学校だと義足や義肢などは、必ず入れた時に歩けるわ

けではありません。やはりリハビリをしながら使えるようになっていくわけです。ですから入

れ歯を入れたりする時も、その日は絶対使えません。口からこぼれてしまうという状態から、

食べるというリハビリをすることによってだんだんとこぼさないようになっていくのです。食

べるということも全部一つのリハビリだと思ってやって下さい。

それから食べる時の姿勢や飲む時の姿勢も非常に大切になります。例えば子どもはテレビゲ

ームを寝ころんでしながら飲食しても平気なわけです。しかし皆さん方が病気になって寝たま

ま食べろと言われても食べられないわけです。ある一定の姿勢がないと角度がないと上手に食

べることができないのです。犬などの四つ足動物はこの喉頭が咽頭の方、すなわち上に上がっ

ています。ということは空気の道と食べる道がある程度分離されているので犬はあまり誤嚥し

ません。人間は立つことによってこの喉頭の部分が下がってしまったので咽頭の部分が、非常

に混線してしまうわけです。ですから人はむせやすくなっているということなのです。例えば、

赤ちゃんはずーっとこうお乳を飲んでいます。おまえ息しなくていいのかと思うぐらい、ずー

っと飲み続けるわけです。それは赤ん坊は四つ足動物と同じで喉頭の部分がまだ下がっていな

いため道が分かれているので空気を吸いながらでも飲むことができてしまいます。その代わり

赤ちゃんは空気も一緒に胃の中に入れてしまったりするため、背中を叩いてゲップをさせてか

ら寝かせないといけません。それが立つようになると喉頭が下がってきてしまいます。先程お

話ししましたように、このようにいろいろな姿勢、枕の姿勢なども含め姿勢というのは、食べ

るということにとって非常に大切になってくるわけです。例えば、先ほどお話ししました、気

道の確保のためには首を後ろに曲げておくのですが、首を曲げて上を向いて飲みこむと気道が

開いてるので飲んだものが気道に入ってしまう可能性があります。ですから、浅いコップで飲

んだ方がいいとか、あまり上を向いて飲まない方がいいということです。特にむせやすいよう

な人は姿勢のことも非常に大切になります。それから一口の量があまり多いのはもちろんです

が、あまり少ないのもだめですので、それなりの量というものがでてきます。

さて、ここに入っているものを嚥下食として見た場合、飲み込みやすい食べ物をきちんと作

っておくということがいかに大切なのかがわかります。ですから本当は歯・顎・舌ベラがきち

んとしていることと、この飲み込みやすい食べ物を用意することで非常に嚥下がスムーズにい

くのです。以前、朝のNHKのニュース番組の中でお年寄りの方がベビーフードを買っているの

で、ベビーフードを孫のために買っているのかと思っていましたら、実は奥さんがご主人のた

めに買っていたのです。そのベビーフードがこの嚥下食なのです。嚥下食は飲み込みやすい食

べ物なのです。現在はこの嚥下食が沢山市場に出ています。それが先程のその袋の中にも入っ
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ています。飲み込みやすい食べ物などが、そこ

に入っています。（図7）

では、一番飲み込みやすい食べ物はどういう

物かというと、ゼリーなのです。ゼリーのよう

な物はある一定の塊がありますので、非常に飲

み込みやすいのです。10年ぐらい前ですが、あ

る歯科の先生が脳梗塞で入院していた時に、最

初は経管栄養でチューブを入れていましたが、

元気になったので口から食べて下さいというこ

とになり、刻み食のような物を出されました。

刻み食は胃や腸の消化器系が悪い人にはよいの

ですが、嚥下障害がある人にはとても食べにくいものなのです。その時にたまたまお見舞いに

貰ったブドウが冷やしてあったので、それが一番食べやすかったということです。最初、看護

師さんが、「こんなのは気管に入って大変なことになりますよ」と言っていたようなのですが、

そうではなくてそれが良かったということです。

それでは、お年寄りの方の嚥下食はどういうものがよいのでしょうか？お年寄りなので、人

肌の38℃ぐらいの食べ物、90℃のみそ汁ぐらい熱いもの、0℃ぐらいのもの、この3つではどれ

がよいのでしょうか？普通は何となく刺激があってはいけないから人肌のものがよいような気

がしますけれども、人間のセンサーが感知しやすいようにするにはなるべく温度差が離れてる

方がよいのです。ですから、体温を38℃とすると、40℃ずつぐらい離れた0℃か90℃だというこ

とです。しかし、80℃以上あるみそ汁が口の中でうまく飲み込めなくて止まってしまったら火

傷してしまいます。一方、冷たいものは刺激はありますが、もしそこで止まっても物が小さい

ので凍傷にはなりません。一番食べやすい食べ物は何かといったら、冷たく冷やしたゼリーの

ようなものということになります。それから、飲む時食べる時には、飲もう、あるいは食べよ

うという意識をもつことが大切です。普通私達は何の意識もなしに食べていますが、「あっ、今

から食べよう」とか、「はい、ゴックン」などと言いながらすることが大切です。また、飲み込

むことを繰り返すことも大切です。飲み込んだらもう一回飲む。それは、食べ物が引っ掛かっ

てしまうからです。喉頭蓋に食べ物が貯まってしまったりすると、これが震えるので声は変わ

ってしまいます。私もそのような経験がありますが、食べ物を食べてこの部分が変だなと思う

と、喉頭蓋に食べ物が貯まっていたりするのです。その時には水とかゼリーを飲むと流し込ん

でくれるということがあります。むせやすい人などは、きちんとそのような点を意識して飲食

して下さい。そして、薬の飲み方についてですが、粉薬はむせてしまうという人は、錠剤を飲

むと思います。錠剤が喉に引っ掛かってしまう人のために、先にゼリーを飲んでおいて、それ

に載せて錠剤を流してしまうという目的のゼリーが販売されています。

次は、歯はどこに植わっているかというお話ですが、歯茎と思っている方が多いのではない

でしょうか。しかし、実際は歯は骨に植わっているのです。水が入っている入れ物は水槽、そ

して歯が入っている入れ物は歯槽といいます。さらに、歯槽の周りは歯槽骨と言います。この

辺の骨は歯のための骨なのです。ですから歯がなくなると骨がなくなってしまうわけです。
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それから、子供の時の顎はこのように小さいわけですが、大人になるとこんなに大きくなり

ます。これは目が入っている眼窩という部分ですが、この部分は、1、2歳までの子供は半分よ

り下にあったりします。大人になると目は上になるのです。顎はこれだけ成長してきます。そ

して、歯がなくなると顎がなくなるということになります。歯がなくなると、歯槽骨もなくな

ってしまいます。なぜなら、歯のための骨だからです。ですから、このような顔の人がこのよ

うになってしまうのです。驚きますでしょう。口元が落ちてしまうと本当に歳を取ってしまっ

たという感じになります。ここの縦の口元のシワは一番歳を取った感じになります。それでこ

の場合も摂食障害になってしまうのです。なぜかと言いますと、表情筋という筋肉によって食

べ物の塊をつくり、噛んだら食べ物は必ず舌ベラ側に落ちてくれないと困るわけです。こちら

側に落ちたら困ってしまいます。歯がなくなってしまうとやはりきちんとした嚥下するための

食塊ができなくなってしまうということがあるのです。ですから、そのためには入れ歯を入れ

るとか、あるいはインプラントを埋め込むなど、きちんとしておかなくてはなりません。

もう一つ、首の周りには先ほどお話ししました、物を飲み込むためのこのような筋肉があり

ます。こちらは本学の歯科衛生士ですが、これは普通の姿勢をとっています。それでその時に、

はい、首をこうやって前に、後ろにいきますよ、横に倒しますよ、このように倒しますよ、そ

してこうやって横を向きますよというようにやります。このような筋肉、実はこの後ろの筋肉

や、これは胸鎖乳突筋と言いますが、この筋肉が、口を開いたり食べたりということにも全部

関わり合いを持っています。このような筋肉の運動を知っておいた方がいいということです。

顎には、咬筋という筋肉があります。この内側には、側頭筋という筋肉があります。ここに

筋肉が出っ張っているのがわかります。この筋肉で物を噛むわけです。これは表情筋という表

情を出すための筋肉なのですが、実はこれを裏側から見ると、ここに頬筋という頬の筋肉があ

ります。この筋肉が食べ物を内側すなわち歯のほうに押しつけてくれてるのです。ですから脳

梗塞などで顔面神経が麻痺してしまうと、この部分に食べ物が落ちてしまったり、ここから食

べ物が出てきてしまったりするわけです。

これは先ほどお話ししました舌ベラです。舌ベラの筋肉のおもしろいのは、このように編ま

れているところです。他の筋肉は骨と骨の間にくっついていて一つの筋肉の束になっているの

ですが、舌ベラはこのように中に編み込まれています。ですから、舌ベラは自由に動くわけで

す。というわけで、このような筋肉をよく動かしましょうということになります。先ほどの筋

肉などを意識しながら嚥下体操をやるわけです。これはご飯を食べる前、3分前でも結構ですの

で、一日3回、3セット行ってください。表情筋を動かすことも食べる動作ということになりま

すので、これをしているうちに例えば口から物がこぼれなくなります。なぜなら、この辺の筋

肉を鍛えることになるからです。歳をとってきますと、「ご飯を食べたら付いているとか付いて

いないとか関係なしにティッシュで拭きなさい」と言われるようになります。それは付いている

かいないか、わからなくなってしまう、つまり歳をとってくるとだんだんセンサーが古くなっ

て、感度が悪くなってしまうからなのです。そのような意味でもここを活性化するために動か

すことは、血液の循環も良くなるし表情も豊かになるので、このような体操をやることは非常

に大切だと思います。

次は食べ物のお話です。例えば先ほどお話ししました、ゼリーやプリンなどは非常に食べや
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すい食品です。しかし食べ物ですから当然安全性や栄養状態の確保、脱水予防などという点も

重要になります。そして、味も重要な要素です。例えばヨーグルトは非常に食べやすい食べ物

ですが、中には嫌いな人もいると思います。入院している時に、「ヨーグルトは食べやすいです

よ」と言われても、嫌いなものはやはり嫌だと思います。美味しくなくてはいけない。美味し

いということは、とても大切です。いろいろな人間の欲がありますが、やはり食欲、つまり食

べるということは最後の楽しみになりますから、きちっと最後までおいしく食べられるという

ことが重要です。

一方、このようなものは不適な食べ物と言えます。このような物は誰が見ても飲みやすいの

ですが、先ほどお話ししたように通っていく速度が速いために飲みにくいわけです。あるいは

ボソボソになっていて食塊がつくりにくいもの、それからかけらのようなものもむせてしまい

ます。また、固いものが食べずらいのは当たり前ですが、きな粉など粉っぽいものや酸っぱい

物もむせてしまいます。

それからとろみをつけることもおすすめです。とろみをつけるための製品は、お持ちの袋の

中にも入っていると思います。（図8）例えば、味噌汁を作った時に、カタクリ粉や、その袋の

中に入っているスティック型のトロミクリアなどを入れると、その人の分だけとろみをつける

ことができます。それらを使用することによって、むせやすい人には食べ物が流れる速度を遅

くしてあげられます。ゼラチンを使ってもよいと思います。ところで、ゼラチンと寒天は似て

いるような気がしますが、寒天の方が食べにくいのです。ゼラチンは塊になっていますが、寒

天は食べた時に中でバラけてしまうからです。

では、お持ちの袋から、味が付いているチューブの物を出してみて下さい。（図9）ご自宅へ

帰ったらそれを飲んでみて下さい。これはちょっと甘く感じますが、実は味がついていません。

そしてこれはゼリーのようになっていて90数％、ほとんどが水分でできています。お年寄りが、

むせると嫌だからとか、夜おしっこが近くなるからと言って水を飲まないということが一番よ

くないのです。脱水することが一番悪いので、水分は摂らなければなりません。このような物

ならむせなくなるので、利用してみてください。このように、脱水症状にならないためのもの

や、先ほどお話しした簡単なゼリー飲料や、入れるとある程度とろみがつくものなどが市販さ

れています。
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食べると言うことは、もちろん口から行います。ですから、口の中をきちんと管理しておか

ないと、約一億の細菌が繁殖している状態になります。皆さんの気管の中には、いつでも必ず

少しずつ唾が入ってしまっていますが、元気なうちは、その細菌には負けません。けれども歳

をとってきて体力が落ちてきた時には誤嚥性肺炎で亡くなる可能性がありますので、口の中は

当然きれいにしておかなければなりません。それから、寝たきりになると余計に物が飲み込み

にくくなり、そして咬み合わせがきちんとしていないと、物は飲み込めないのです。ですから

入れ歯はきちんとしておかなくてはいけません。咬み合わせがきちんとしていないと、唾でも

よく飲めないということです。食べるということの基本としては、口の中をきれいに保ちなが

ら、入れ歯など口の中に入っている物もいつもきれいに使いましょうということだと思います。

本学の市川総合病院には医科と連携した、嚥下障害になった時の専門の外来がありますので、

摂食、嚥下でお困りになった時は病院の方にお問い合わせをしていただきたいと思います。本

日はどうもありがとうございました。

質問

今ブリッジの治療をしているのですが、噛みながらつい唇を咬んでしまうことがあります。

顔面の筋肉か何かが緩んでいるのでしょうか？

井出教授

筋肉や神経の動きが悪くなったりして、そのように唇をかんでしまうこともあるのですが、

現在、補綴の治療をしていらっしゃるということですので、その影響もあるかと思います。で

すから、その治療がきちんと終わると、噛み合わせもよくなってくると思います。

質問

歯槽骨が大事だということはよくわかりましたが、自分の歯ではないインプラントでも歯槽

骨は大丈夫なんでしょうか。

井出教授

歯槽骨は歯のための骨であり、歯がなくなると骨もなくなってしまいます。ですから、イン

プラントを入れることによって、その周りの骨もまた必要だなと思うようになり、骨が吸収せ

ず、歯槽骨もなくならないというわけです。
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講演２
歯を丈夫に保つ秘訣

─ 子どものむし歯から歯周病予防まで ─

●
東京歯科大学教授

松久保　隆



通常このような演題では「歯をよく磨きましょう」とか「甘いものを控えましょう」などと

いう話になります。今日はそのような話は一切しないで、最新の情報を皆さまにお伝えします。

特に、小さいお子様をお持ちの方、また40代から60代の方々を対象に、今の歯の状態をいかに

保って、自分のQOL（Quality of Life：人の生活の質）を上げていくためには、どのようにした

らよいかということをお伝えしたいと思います。

まずはじめに、現在、国は健康国家への挑戦ということで、総理大臣が主催する会議で新健

康フロンティア政策を進めています。私達はこの政策に、歯に関しては入らないかもしれない

と思っておりましたが、今年4月に打ち出された政策（図1）には、ここにありますように「歯

の健康力」というものが入っております。

歯について入っているということは、我々歯

科の学生を教えている立場としては、大変心強

いものです。

「歯の健康力」についてですが、例えば、介

護になるための予防という点では、よく噛める

ことが介護予防につながります。それから「女

性の健康力」について、特に重い歯周病がある

と低体重児、あるいは早産のリスクが高まると

いわれています。また、「子どもの健康力」とし

てのむし歯、これは当然です。それから「メタ

ボリック克服力」、これは30回咀嚼による肥満予防が大事であると内科の先生がおっしゃていま

す。また、あまりよく知られていませんが、食べ物の変異性、例えば黒く焦げた魚の皮などは、

炭素が入っていますので、発ガン性の危険が高まります。しかし、それに唾液を30秒ちょっと触

れさせるだけで約9割が消えるとわかっています。このような点から、よく噛むということは、食

べ物がもっている変異性を消去するという働きがあるわけです。あとは、「こころの健康力」。夜、

歯ぎしりをする方は、歯にとってよくないのですが、ストレスの解消になっているということが

脳の研究からもわかっています。それから、「食の選択力」。これは歯を失うと食べられる食品が

限られてしまいます。それから「スポーツ力」。これは噛み合わせを調整したり咬合をきちっと

することによって、運動能力があがることが言

われていますが、図-1にある木は単に一つの枝で

はなく、このようにそれぞれの○○力というも

のの間にも強い関係があるわけです。

では、その中の歯の健康力をあげるためには

という点についてご説明します（図2）。歯の健

康力をあげるためには、生まれてすぐから学齢

期、成人期、高齢期、あとは寝たきり者とあり

ますが、その生涯にわたって積み上げていく必

要があるわけです。まず初めはむし歯予防対策

が学齢期に行われ、それは個人が行うセルフケ
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アです。それから歯科医師によるプロフェッショナルケア、これはあまりご存じないかもしれ

ませんが、歯の病気を予防するには個人で行うケアも大切ですが、歯科医師、歯科医院を利用

することも大変重要なことです。これも後でお示しします。それがOKであれば、今度は歯周病

対策となります。これは成人期、大体40歳くらいから始まるわけですが、これについてもセル

フケアとプロフェッショナルケアが重要です。スライドの図の矢印の太さが違うということは、

セルフケアよりもプロフェッショナルケアがさらに大事ということです。これもOKということ

になれば、続いて口腔ケア、食べる機能の維持ができるということで、最終的には生涯にわた

るQOLの維持を達成することができるということになります。

今日はこのセルフケアの部分についてどんなことがあるのかお話をしたいと思います。私は衛

生学講座にいますので、個々のことよりも集団でものを考えますので、全体的にどうなっている

のかということをお伝えしたいと思います。今日は年齢が結構上の方が多いようですが、私が大

学を卒業したころ、約30年くらい前になりますが、学校に検診に行きます。すると幼稚園児や小

学生はあまり歯の状態がよくありませんでした。特に3歳くらいの子は歯が真っ黒になっていま

した。昭和50年頃は歯科医に朝から並ぶというようなこともあったのです。それがこの20年の間

にとても良い状態になりました。実際にこれだ

けむし歯が多ければお母さんも困りますし、子

どもたちも痛くてたまらないわけです。

昭和62年に3～4歳の子どもの7，8割はむし歯

があったのが、現在は3割以下（図3）です。そ

れも年をとるにつれて増えてはいくのですが、

それでも5歳児の半分はむし歯がない状態にな

るわけです。とにかくこんなに減っているとい

うことです。

それから一人あたりのむし歯の数（図4）で

すが、これは治した歯と未治療の歯、あとむし

歯が原因で抜いた歯になるわけですが、これを見ると今から20年前の12歳は5本もあったものが、

今は1.7本。12歳だけではなくすべての学年でほとんど半分以下になっています。この20年間で
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非常にむし歯が少なくなったことがわかります。これ（図5）は同じく12歳ですが平成8年から

毎年みても1年間にむし歯になっている平均の本数はどんどん減って、東京都では昨年度、平均

1.3本。むし歯になった歯を持っている子どもの割合は全国平均は6割ですが東京は48％。特に東

京の中心ではこれが30％といわれています。これだけむし歯が減っているわけで、現在の50歳

くらいの方が子どもだった頃に比べて信じられないくらい少なくなっています。

では、成人ではどうでしょうか。これは一人あたりの歯を失った本数（図6）です。自分の歯

がずいぶん残ってきているのがわかります。40歳くらいから、このように毎年のように加速度

的に減っていきます。それで、50歳くらいをみると、10本くらい失っていたものが、半分。80

歳をみると25本だったのが20本というようにこの世代の歯を失う本数が急激に減っています。

あとは、20本以上の歯を持っている人（図7）の割合も20年前に比べますと、倍増しています。

60歳代でも4～7割あり、80歳代でも20％を越えているというわけです。7年前から始まった健康

日本21という国民健康運動があります。ここで歯については2010年までの目標値、80歳で20本

以上歯のある人の割合を20％以上にしようということは、すでに達成しています。子どもたち

のむし歯の目標についても達成している部分が多くて歯以外の分野の目標値に比べて、歯科の

分野ではよくなっているというのが非常に特徴的なものです。

その理由（図8）を考えると、まず、歯や口腔についての関心の高まりがあげられます。特に

高齢者で摂食・嚥下の問題など食べる事への関

心、そして、子どもたちのむし歯がこれだけ減

ってくると2、30年前はむし歯の予防などは不

可能だと思われていたのが、今はそれはもう可

能なんだという認識となり、関心が高まってい

るということがあります。それからフッ化物の

応用の普及も、むし歯が減っているということ

に大きな効果を与えています。現在市販の90％

以上の歯磨剤にフッ化物が入っています。フッ

化物というのは子どもたちのむし歯予防のもの

であると誤解されている部分があるのですが、
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歯がある限りフッ化物は大変効果的なものなのです。エナメル質という非常に固い部分は20～

30歳代ではむし歯になることはないのですが、歯の根面になるとそこにも、フッ化物はとても

効果的に働きます。したがって、フッ化物の入った歯磨剤を利用して一日2から3回と歯磨きを

すると今の歯をむし歯にしないために非常に効果的であるのです。これは世界的に認められて

いることであります。次にあげられるのがシュガーレス食品の普及です。これはキシリトール

という甘味料の名前が商品の名前になっているという珍しいケースですが、こういったガムに

特に多いむし歯にならない食品、これが著しく増えたことがあげられます。特に30～40歳の方

が自分が小学生のころにむし歯で痛い思いをしたことがあると自分の子どもには辛い思いをさ

せたくないということで、自分の子どものむし歯予防を一生懸命にしている、そういう背景が

あります。次に健康診断の受診機会が増加しているということがあげられます。今までは、高

等学校までしか歯科検診はありませんでしたが、現在は妊産婦健診、歯周疾患検診というよう

に成人も受診機会があるということです。大人で歯の本数が多く残ってきている原因はこうい

った部分にあります。また歯科医師が歯をすぐに抜くのではなくて長く残す治療をするように

なったこと、歯科医院で予防処置を受ける人が増加したことがあげられます。糖尿病の予防の

ために内科にいって注射を打ってもらう人はいませんが、歯科医院の場合はこの予防処置がで

きるという大きな特徴があります。歯科医院では、むし歯予防のための予防処置、そして、

PMTCというむし歯や歯周病予防のための歯と歯ぐきの間のクリーニングなどをやっています。

このようなことをやっていない歯科医院には患者さんが行かないという時代になってきている

わけです。

さて、次にフッ化物配合歯磨剤のシェアとむし歯の本数をみてみますと、縦軸がフッ化物が

入っている歯磨剤のマーケットシェア（図9）です。シェアが低いところほどむし歯が多くなっ

ています。日本は、20年前はここでしたが今はここまで上がってきていて、これは一昨年度の

12歳の一人平均のむし歯の数（図10）です。全国平均は1.8ぐらいなんですけど、一番多いのは沖

縄県です。こちらにいくと特に低い所があります。これは小、中学校でフッ化物を使ってうが

いをしているところなんですが、約1、去年は0.9ですね。ここでもフッ化物がむし歯予防に効果

的であるということが、はっきりわかると思います。次にシュガーレスの問題です。

ここにいくつかのガムがあります。これは厚労省が行っている特定保健用食品というものです。
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（図11・12）。この手を広げたようなマーク、血圧・コレステロールが高めの人へと書いてありま

す。図13を見ますと、この中で歯についての割合が相当占めているのがわかります。特にシュガ

ーレスのガムが増えています。ガムの中の全体をみるとこの青い部分がシュガーレスという分類

になります（図14）。今から10年前は20～30％であったのが現在では60～70％、ガムの7、8割は

シュガーレスの商品になっています。シュガーレスということはむし歯にならない、場合によっ

ては、少し溶けた歯が治っていくという商品で

す。こういったものは、歯ブラシと歯磨剤とそ

れからこれらのガムです。オーラルケアの商品

に加えてもよいくらいのものだと思います。例

えば、シュガーレスのガムを食後に毎回食べる

ことができたとすると、むし歯は半分くらい減

らすことができます。今はどこのスーパーに行

っても手に入るものですので、ガムといえども

口の中の健康を保つためには重要なものなのだ

という認識を持って頂けたらと思います。代表

的なものに、このようなものがあります（図11）。

ただし、再石灰化を促進するという物質につい

ては、いったんむし歯になって大きく穴の空い

たものを元に戻す力はないとご理解下さ

い。

国際的な日本トゥースフレンドリー協会とい

う機関があるのですが、ここにこのようなカエ

ルみたいなマークがあります。これは物を食べ

たときにでる酸から歯を傘で守っているという

意味のマークです（図15）。日本の商品は厚生

労働省のマークを付けている物が多いです。ト

ゥースフレンドリー協会のマークがついたこれ
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らの商品を食べている時には口の中を守ってく

れているのだなと思って頂ければと思います。

さて、予防のため（図16）にはまず、セルフ

ケア、これはご自身で行うものです。今日いら

した皆さんの中には、フッ化物の入っている歯

磨剤をすでにお使いになっている方もおられる

かと思いますが、一度確認して頂ければと思い

ます。間食を取った場合には、シュガーレスの

ガムを噛んだりするのもよいと思います。また

大人の場合、歯ぐきが下がってきたなと感じた

場合は、ここにある歯間ブラシや、電動歯ブラ

シの利用もよいでしょう。もう一つ重要なこと

として、歯科医院に定期的に予防に行くという

ことです。しかし、歯医者さんによっては、予

防で行ったのに削られてしまったということも

ありますので、かかりつけの信頼できる歯医者

さんを持つことが大切です。次にコミュニティ

ケア（図16）として1歳半、3歳児の健康診査、

これはほとんどの人が受けていると思います。

妊産婦健診というものがあります。これも市町

村で行なわれていて、歯周病があるかどうかの

判断ができますので、これも行かれた方がよい

と思います。他にはフッ化物の洗口を学校で行うことです。特にむし歯の多い地域では重要に

なります。次にプロフェッショナルケアですが、これは歯科医院で行なわれるもので、現在、

歯科衛生士がこのために、3年かけて勉強しています。歯科衛生士が行う場合が多いですが、歯

科医師もこのような内容（図16）で患者さんに対してのプロフェッショナルケアを行っていま

す。PMTCというのはプロフェッショナル、メカニカル、トゥース、クリーニングといって機

械的に歯の表面をきれいすることです。とてもきれいになるので、歯が何年か若がえった感じ

になります。

それからシーラント、フッ化物の歯面塗布、カリエス・リスクテスト、あとは歯周病になり

やすいかどうかのテストなどもあります。こういった検診的なものや、歯磨きでどこを磨いた

らよいかなどが、全部プロフェッショナルケアとして歯科医院がベースで行われています。先

ほど申しましたように、歯科ではむし歯の治療だけではなくこのプロフェッショナルケアが歯

科医院で行われているということが非常に大きな特徴です。一番むし歯になりやすいところが、

この大臼歯の溝のところなんですが、これを上から見るとこんなに深い溝になっています。こ

こが象牙質、ここが一番固いエナメル質で、もしここで甘い物をたくさん食べると早いうちか

らむし歯になってしまいます。シーラント（図17）というのはここにありますように、この部

分にセメントあるいは合成樹脂を付着させて、この形を平らに、ハミガミでもきれいになるよ
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うに、封鎖する方法です。これも保険が適用さ

れていますから特に小さい子どもが永久歯が生

えてきたときに費用もそうかからずにできま

す。かかりつけの歯科医院からすすめられた場

合は、シーラントをした方がよいと思います。

あとはここにあるカリエス・リスク、むし歯リ

スクのテストあるいは歯周病のリスクのテスト

も今は簡単なものが開発されています。

特にお伝えしたいことは、むし歯の原因菌の

ミュータンスというのは、お母さんから子ども

にうつるということです。（図18）それもここに

あるように2歳～3歳の間によくうつっています。

例えば、よくあるものとして、食事を自分のス

プーンであげるような場合、熱いかどうかをお

母さんの口でチェックしてからあげると、お母

さんの口から一回にスプーンを通して約100万個

の菌がお子さんに入ってしまいます。それを何

回もやることで、お子さんにうつってしまうの

です。昔は食べ物をお母さんが噛んでからあげ

ていたということもありましたが、これはもう

完璧にむし歯の菌をうつしているということに

なるのです。ですから、お母さんにむし歯が多

いとその子どもにもむし歯が多いというのは、もちろん食生活の問題もありますが、お母さんが

お子さんにうつしているということも考えられるわけです。したがってもし結婚されて子どもが

できて歯の治療をするという時に、自分の唾液中にむし歯菌が多いかどうかをご夫婦でテストし

てもらうことはとても重要です。また、1歳～3歳くらいのお子さんで非常にひどいむし歯のある

お子さんのほとんどは、ほ乳瓶に酸性の飲料を加えて飲んでいる場合が多いです。コーラを入れ

て飲ませる人はいないと思いますが、よくあるのは、野菜ジュースや100％のオレンジジュース

などです。これらのジュースは酸性です。一度口に入った酸を中性に戻すのは時間がかかります

ので、ほ乳瓶ではこういったものを飲ませないようにして下さい。もう一つ、若い女性でお肌の

ためにビタミンCを寝る前に飲む方がいると思いますが、ビタミンCは酸性度がとても高く歯が溶

けるレベルのPHを1、2時間持続しますので、寝ている間に歯が溶けてしまう危険があります。錠

剤も同じで、唾液の酸性を中和する力よりもはるかに酸性度が強いです。ですから寝る前には飲

まないように気をつけて下さい。

ミュータンスについては育児の段階で口移しを少なくするということが重要です。むし歯の

菌を調べるものとして、最近出ているもの（図19･20）は、妊娠検査テストと似ていて、唾液を

ある処理をしてここに入れておき、15分くらいたつと、ここにラインがでるタイプです。ここ

にラインが出たらむし歯菌が多いということです。昔は二日も培養していていたものですが、
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現在はこういった高度なテクニックを利用したものもがあります。

では、これから自分の口がどんな状態かをご自身で評価していただこうと思います。これは

平均値から評価するわけですが、始めに30歳から40歳くらいの方がいらしたら、この表（図21）

を見てもらいたいと思います。

例えば自分のお子さんが3歳でむし歯がないという場合は、9割の人はむし歯がないというこ

とでこの9割に入っています。1本以上あると、

これは全体の10％ですから、これからむし歯が

おこりやすいということがわかります。例えば、

皆さんのお孫さんに当てはめてみて、統計的に

はむし歯がないことがほとんどにもかかわら

ず、お孫さんにむし歯がある場合にはこれは危

ないなと考えていただけたらと思います。中学

生の場合だとむし歯がないのは全体の7割なん

ですね。で、もし3本以上むし歯がある場合に

は、この子は危ないなという風にいえるわけで

す。もう少したって二十歳以上になった場合は、

むし歯がない人は10％くらいですね。むし歯が

ある人の中でも10本以上治した歯がある人は、

非常に今までにむし歯になりやすい人であった

といえるでしょう。むし歯の数は、だいたい15

本くらいがマックスになっていて、10～15本く

らいが上限だということです。たぶん、ここに

入る方はいらっしゃらないと思うので、次に行

きます。

次は自分の歯の数が何本あるのかということ

です。こんなパーセンタイルという数値を使い

ます（図22）。1、2本ずれることはありますが、

図-19 図-20

図-21

図-22
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ほとんどあたります。これは母子保健手帳で自

分の子どもの身長や体重を見たときに、1歳の

時の身長が、全体のから見たときに真ん中なん

だな、あるいはこのラインを越えていたら太ら

せすぎだなとか、これより下だったら、もっと

食べさせなきゃとか、という判断をするものが

このパーセンタイル曲線というものです。皆さ

んの資料の中にこの図があります。この図（図

23）は東京都の歯科医院に来院した47,000人の

データを使って、横軸に年齢、縦軸に自分の歯

の本数をとったものです。20本のところに線が

ひいてあるわけは、8020を考えて20本以下の場合は、なにか物を食べるのに不自由だろうとい

うことです。今仮に50歳だとして自分の歯が親知らずも入れて、25本残っているという場合は

ちょうどその世代の中で真ん中程度の歯の残り方なんだよということです。ところが、もし50

歳で16本ぐらいだとするとこれは同じ世代で歯が残っていない人から数えると10番目、大変危

ない歯の本数が少ない人なんだということがわかります。55歳の方が25本あった場合、ちょう

ど真ん中あたりですね。今のままの状態で過ごせば10年後には20本くらいになり、さらに80歳

まで生きたとすると8本くらい残ることになります。これは今の状態を続ければということで、

これを10年後に20本にしないための努力をすれば、これは横にいくようになるはずなのです。

ですから皆さんがこの辺であれば、80歳になっても20本残っているということになるのですが、

この下になっている場合は自分自身の力ではなかなか難しいということになるかと思います。

それからもう一つ24本のラインを見ていくと、10年くらいの間に4本くらい平均でなくなって

いくんですね（図24）。そうすると24本自分の歯があれば、これ以下になってしまったら危ない、

従って自分の歯が24本以下になったら、早めに歯科医院を訪れて、自分の歯を保つようにしよう

というのが、このような集団のデータを利用して皆さんにお伝えしたいことのひとつであります。

そしてもう一つ、「高度歯周炎のリスク因子」という、36,000人の検診データから危険のリス

クの度合いをみたものがあります（図25）。歯の清掃状態が悪いと高度歯周炎にかかる危険性は
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約1.8倍になります。それから歯石をとっていないと約1.5倍、喫煙をしていると約1.3倍、味付け

が濃い物を食べると1.3倍、肥満度30以上は1.3倍、また血液検査値によるものなどもあります。

このように今はやりのメタボリックシンドロームの場合は歯周病炎のリスクが高いということ

になります。もし、5つの因子がすべてあると6倍にリスクがあがります。そして、例えば歯科

医院でのPMTCと清掃指導を受けて、次に禁煙をして、栄養と運動して、一つ一つなくしてい

く努力をすると、これを逆に6分の1にすることができるということです。したがって、メタボ

リック解消にと食事の見直しや運動をしたりしながら歯科医院を積極的に利用すると、今ある

高度歯周炎のリスクをさらにぐっと引き下げることができるということです。

次にこれからガムを噛んで頂こうと思います。皆さんにお配りした袋の中に、入っているガ

ムを、2分間自由に噛んでいただきます（図26・27）。すると色が変わっていきます。たぶんこ

のような色になると思うのですが。準備はよろしいでしょうか。では噛み始めて下さい。

噛んでいる間、暇だと思いますので、次のスライド（図28･29）にいきます。このガムは酸性

液では無色で緑色です。噛むと唾液がたくさん出て来て、だんだん中性になっていきます。酸

の色が抜けてしまって赤の色だけが残っていきます。だから噛めば噛むほど、唾液が混和して

色が抜けていくわけです。それで、この色の変わり具合を見て、自分の咀嚼力を判定できるの

です。休まないで一生懸命噛んで下さい。では、2分たちました。皆さん、変色具合を確認して
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下さい。いかがでしたか？これは、唾液がきちんと出ているか、また噛むことによってきちん

と混和されているのかということがわかりますから、もしこのあたりの色の場合はそういった

力が弱いということになります。これは一個100円くらいで、コンビニ等には売っていませんが

インターネットで申し込むことができます。

さて、最終的に、今日皆さんにお伝えしたいのはセルフケアとしてフッ化物というものは重

要ですということです。自分の歯磨剤にフッ化物が入っているかどうかを確認するには、フッ

化ナトリウムというものとモノグロリン酸ナトリウムという表示を確認することです。それか

ら、健診もきちんと受けましょうということです。歯科医院は歯を治すことだけではなく、予

防処置ができるわけです。ある部分は保険がきかないものもあるのですが、歯科医によってこ

のようなプログラムをしている所もあります。したがってある程度治療が終わった段階で、今

ある状態をもっとよくしようということをセルフケアと一緒に歯医者さんを利用して自分の歯

の健康状態を上げようとして頂きたいと思います（図30･31）。以上です。ご質問があればお受

けしたいと思います。ご静聴ありがとうございました。
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質問

冷たい水を飲むと歯がしみるのですが、これはむし歯、または歯周病なのでしょうか。

歯周病用の歯磨き剤を使用しているのですが治りません。

松久保教授

それはおそらく知覚過敏だと思われます。歯の根の部分に熱が伝わりやすい部分があるので、

その上に何かをのせれば治ると思います。

質問

加齢とともに歯が黄色くなってきています。特に歯の下の方、歯ぐきにちかいところが黄色

くなっていっているようです。きれいにする方法はあるのでしょうか？

松久保教授

天然的に象牙質はそのような色をしているので、本来は自然なものであると思います。どう

してもということであれば、その部分を削ってエナメル質と同じ色にすることやホワイトニン

グというその部分を白くするという方法もあります。しかし、このホワイトニングは保険の適

用外になります。

質問

甘い物を食べるとなぜ歯が悪くなるのですか？

松久保教授

詳しく話すと長くなるのですが、甘い物でも先ほどのシュガーレスのものであれば問題ない

のですが、砂糖に関しては、むし歯菌との関係で歯を効率的に溶かしてしまう作用があるので

す。塩漬けとか砂糖漬けという言葉がありますが、他の菌は死んでしまうのですが、このむし

歯菌だけは50％の砂糖の中でも生きていけるのです。ですから、間食として砂糖の入った甘い

物を高頻度に食べるとむし歯になる確率が相当高くなります。
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知人等からの 
紹介10％ 

ホームページ 
2％ 

その他4％ 

ポスター 
31％ 

新聞折込み 
チラシ 
28％ 

回覧板 
25％ 

普通、良くなかった1％ 

大変良かった 
66％ 

良かった 
33％ 

分かりやすかった 
86％ 

普通 
14％ 

ちょうど良かった 
84％ 

短かった 
13％ 

長かった2％ 未回答1％ 

是非出席したい 
65％ 

都合がつけば 
出席したい 
35％ 

第2回 公開講演会アンケート集計

ポスター掲示場所内訳
マンション・団地等 22

千葉病院 12

各コミュニティセンター 5

自治会掲示板・集会所 7

美浜・稲毛図書館 5

稲毛海岸・検見川浜駅 3

学校 2

開業医、放送大学、衛生短大、生涯学習センター1

1.今回の公開講演会を何で知りましたか。（複数回答あり）

2. 今回の公開講演会はいかがでしたか。 3. 講演内容はいかがでしたか。

4. 講演時間はいかがでしたか。 5. またこのような公開講演会に出席
したいと思いますか。
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未回答1％ 
悪い1％ 

良い 85％ 

普通 
13％ 

男 37％ 

女 63％ 

21歳～40歳 
5％ 

41歳～60歳 
31％ 

61歳以上 
64％ 

美浜区（真砂） 
49％ 

美浜区（磯辺） 
24％ 

美浜区（高洲） 
5％ 

美浜区（高浜） 
9％ 

美浜区（その他） 
4％ 

千葉市美浜区以外 
4％ 

千葉市以外5％ 

会社員 
10％ 

公務員2％ 
教職員1％ 

医療関係者7％ 

主婦 43％ 

定年退職者  
25％ 

その他 
12％ 

6. 会場の設備はいかがでしたか。（広さ、音響等）
7. 性別、年齢、お住まいをお聞かせください。

8. 職業等をお聞かせ下さい。

駐車場から会場まで遠すぎる（高齢者には負担）
マイクの音量・反響で聞き取りづらい部分があった。
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9. ご意見・ご要望等がございましたらご記入下さい。

・大変わかりやすく興味深い内容の講演で、とても参考（勉強）になりました。有難うございました。………53人

・このような公開講演会を継続して実施して欲しい。…………………………………………………………15人

・グラフや写真を数多く使ってとてもわかりやすかった。……………………………………………………6人

・写真のシャッター音、フラッシュがとても気になった。……………………………………………………5人

・最初の挨拶は必要ないのではないか。…………………………………………………………………………4人

・おみやげをありがとうございました。…………………………………………………………………………3人

・大学が身近に感じられるようになった。………………………………………………………………………2人

・質問の時間がもう少し欲しかった。……………………………………………………………………………2人

講演①について
・摂食・嚥下障害について非常にわかりやすく関心を深めることができた。
・介護中なので大変参考になった。姿勢も気をつけたい。
・何気なく行われている食べる・飲むのメカニズムがよくわかった。
・千葉病院でも摂食・嚥下の診察をして欲しい。
・嚥下体操をぜひやっていきたい。
・嚥下障害気味の主人においしい食事を作ってあげようと思った。
・一般の人にあのようなスライドを見せてくれて感心した。
・喉のまわりの筋肉の運動により誤嚥は少なくなるのでしょうか？
・もっと長く聞きたかった。
・井出先生の講義を聴講してみたいと思った。

講演②について
・歯に関する統計はとてもよかった。
・歯の定期検診に行こうと思った。
・具体的な歯科予防、ケアーの参考になった。
・キシリトールガムがむし歯予防になることを知りました。
・フッ化物の効果について知らなかった。
・咀嚼力判定ガム、大変よかったです。（多数）
・頂いたグラフ資料がとてもためになった。
・もっと早く知っていれば、子どもたちの口腔衛生状態をよくしてあげられた。
・今後の歯の健康について大変よい情報となった。
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