
まず始めにチェックしてみましょう。
口腔機能が低下している1つのサイン
になります。

●自浄作用の低下

口の中には自浄作用があります。唾液の力で歯の表面や舌、粘膜に付いた汚れや細菌を洗い流して清潔に保ちます。高齢者の
口腔内は身体機能が衰えて唾液の分泌量が減っているため、自浄作用が低下してしまいます。
●虫歯や歯周病が多い

加齢により歯茎が下がり歯の根元が露わになると、そこから虫歯になりやすくなります。自浄作用が弱まると、本来は唾液で洗い
流されるはずの細菌が増殖し、歯周病にもかかりやすくなります。免疫力の低下も、虫歯や歯周病菌が増える原因の一つです。
●治療跡や入れ歯が多い

高齢者には、詰めものなどの治療跡が残っていたり、入れ歯を使用している方もいらっしゃいます。詰め物をしていると、その下
で虫歯が進行していたり、入れ歯の使用は、入れ歯と粘膜の隙間に細菌が繁殖しやすくなります。
●味覚が変化する

人は舌の表面にある味蕾（みらい）という小さな器官で味を感じます。自浄作用の低下は、舌の表面に舌苔が付きやすく味を感じ
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高齢者の口腔ケアの重要性
今回は口腔ケアの重要性について紹介します。口腔内を清潔に保つことは健康の維持につながります。ご自身の口腔内の状態や手入れの仕方を見つめ

直してみましょう。

・歯ブラシは鉛筆を持つように持ってみてください（ペングリップ）。余計な

にくくなり、味覚が変化することがあります。また、偏った食生活による栄養不足も味覚障害の原因の一つです。
●口腔内が乾燥する（ドライマウス）

高齢になると、噛む力の低下や服薬の影響で唾液の量が減ります。唾液は口腔内を清潔に保つ役割があるので、ドライマウス
は虫歯や歯周病の進行、雑菌の繁殖による口臭の原因になります。

口腔ケアの効果

・発熱の予防
・誤嚥性肺炎の予防
・認知症の予防
・心臓病の予防
・糖尿病の予防
・総医療費の削減

□ 食べこぼしがある □ 笑わない

□ むせる □ 表情がない

□ うがいが出来ない □ 転びやすい

□ 口臭がある □ 微熱が続く

□ 口が渇く

□ 歯磨きが出来ない、またはしない

□ 話をする機会がない、人と関わらない

高齢者の口腔内で起きている問題

口腔ケアの目的

口腔ケアの最大の目的は、 QOL（クオリ

ティ・オブ・ライフ＝生活の質）を高めるこ
とにあります。 自分の口で食べられること

は、身体と心が健康であるために大切な
ことです。 また、人と楽しく会話ができる

ことも、充実した生活を送るうえではとて
も大切です。思うように食べられ、話すこ
とができるのは当たり前のようで、実はと
ても大切なことです。

①歯ブラシの持ち方

歯ブラシ交換の目安は、約1か月です。

①起きている時

入れ歯は生活をサポートをしてくれる大切な存在で
す。しかし、口にとってみれば異物でしかありませ
ん。口を休ませるためにも、就寝時は必ず入れ歯
は外し正しく保管するようにしましょう。

就寝時に入れ歯を外す3つの理由

力が入りにくく、小回りがきき、毛の先が動くため歯にきちんとあてて磨くこ
とができます。

・高齢者の方がご自身で磨く場合は、普段から慣れている持ち方でも良い
でしょう。 片麻痺の方や握力の低下している方は、歯ブラシを手のひら全
体で握ると、しっかりと持ちやすくなります（パームグリップ）。

②歯磨き粉の使用

・歯の汚れは、歯磨き粉ではなく、歯ブラシの毛先が歯にあたって動くこと
により取り除けます。歯磨き粉をたくさんつけて磨くと、口がさっぱりしてよ
く磨けたような気になり、不十分な歯磨きになってしまいます。歯磨き粉は
小豆1粒分から大豆１粒分が適量です。使わなくても歯垢は取り除けるの
でつけ過ぎには注意しましょう。

・また、多くの歯磨き粉には研磨剤が含まれています。これは歯の表面に
ついた汚れを落ちやすくしますが、歯を傷つけてしまう場合もあります。

歯の根元が露出してしまっている方や歯の質が弱っている方が、研磨剤
入りの歯磨き粉を使ってしまうと、歯を傷つけてむし歯になりやすくなって
しまいます。おすすめは、研磨剤が含まれていない歯磨き粉です。

③磨く力と角度

口腔ケアは口の中だけでなく、体全体の健康に
も関係します。ケアをめんどくさがらずに行い健
康を保ちましょう。また、虫歯などの歯に関するト
ラブルがある方はすぐに歯科を受診しましょう。

一般的に販売している歯磨き粉には研磨剤が含まれ
ています。研磨剤は入れ歯に細かい傷をつけてしまう
ので、使用しないようにしましょう。入れ歯についた細
かい傷は、細菌を繁殖しやすくさせてしまいます。口
腔内に細菌が増えると、口臭の原因や義歯性口内炎
の原因につながることもあります。残っている歯や口
腔内の環境を守っていくためにも、歯磨き粉を使わず
に入れ歯を磨きましょう。

③磨く力と角度

・ブラシが歯茎に触れても痛くないくらいの力で磨きましょう。磨く力が強いと
歯ぐきを傷つけてしまいます。歯と歯ぐきの境目に毛先をあてて、歯ブラシ
の毛先がパラパラとあてた場所で軽やかに動くように意識して磨きましょう。
・基本的に歯ブラシは歯にまっすぐ90度に当て、 歯ブラシの毛先をあてた場
所で10～20回、最低5回以上小刻みに動かします。全面、わき、つま先、か
かとと 歯の形に合わせて、歯ブラシの向きや動かし方を変えてみましょう。

①あごや歯ぐき、粘膜など口腔内を休ませるため
②口腔内の細菌の増殖を抑えるため
③小さな部分入れ歯の場合、誤飲の恐れがあるため

③入れ歯を磨くポイント
③小さな部分入れ歯の場合、誤飲の恐れがあるため

③入れ歯を磨くポイント

入れ歯を磨く際は、入れ歯専用のブラシを利
用しましょう。もし用意できない場合は硬めの
歯ブラシでも代用できます。

②寝ている時

・入れ歯はお食事や会話の際に必要なだけではなく、体のバランスを保ち、転倒防止とし
ても大切な役割を担っています。人間は頭を細い首、背骨、足の裏で支えています。口に
合った入れ歯を入れると、あごの位置が安定します。あごの位置が安定すると頭の位置が
安定し、体のふらつきが減少します。もし転倒しそうになってしまっても、力を入れて噛み合
わせることができれば転ばないように耐えることも出来ます。

・入れ歯を外しておくときには、お水を入れた保管用の容器の中に入れておきます。入れ
歯は乾燥すると破損しやすくなるため、ティッシュにくるんだり、ポケットに入れておいたりす
ることは避けましょう。

④入れ歯の汚れやすい場所

入れ歯を磨く際は、入れ歯をよく観察して、
磨き残しのないよう丁寧にお手入れをしまし
ょう。入れ歯のお手入れの理想は、毎食後
に口から外して行うことです。口を清潔な状
態に保つためにも、食後はできるだけ入れ
歯を外して洗いましょう。

総入れ歯の場合

入れ歯の義歯床である口
の粘膜にあたる内側のくぼ
みや、人工歯と人工歯の間
に特に汚れがたまります。

部分入れ歯

部分入れ歯は、クラスプ
の部分が特に汚れますの
で、丁寧に入れ歯専用ブ
ラシをあてて磨きましょう。

義歯床 クラスプ
（バネ）

磨き残しやすい場所としては、入れ歯の
端の方です。指で触ったとき、ヌルヌル
していない状態になっていれば磨けて
いるという目安になります。

⑤入れ歯の磨き方

※入れ歯は必ず流水
下で行い、歯磨き粉を
付けずに磨きます。

④汚れのたまりやすい場所

歯垢は、歯と歯の間や、歯と歯ぐきの境目につきやすくなります。磨く回数を増やし
たり、歯ブラシのあて方を工夫すれば歯ブラシ1本でも、歯をきれいに磨くことができ
るようになります。

義歯洗浄剤を使っただけでは目に見えない細菌をう
かせているだけで汚れは落とし切れていません。義
歯洗浄剤が入れ歯に付着したまま口の中に入れて
しまうと、歯茎が炎症を起こしてしまう恐れがありま
す。汚れをしっかりと落として歯茎の炎症を防ぐため
にも入れ歯ブラシでしっかりと磨きましょう。

注意点 歯磨き粉は使わない！

STEP1 簡単磨き
STEP2

義歯洗浄剤
STEP3

念入り磨き

まとめ

参考：はじめよう！やってみよう！口腔ケア「http://www.kokucare.jp/about/ 」

流水下で、入れ歯に
ついている食べかす
やヌルヌルとした歯
垢のかたまりなどを
洗い流す。

汚れがある程度取り
除けたら、入れ歯専
用ブラシを使い、ヌル
ヌルがなくなるまで
磨く。

入れ歯の保管用
容器にお水と義歯
洗浄剤を入れて入
れ歯を浸す。

流水下で、入れ歯ブラ
シを使用して、入れ歯
洗浄剤のお薬成分や、
浮き上がったヌルヌル
をしっかり磨いて洗う。

※入れ歯は滑りやすいので、万が一落としてしまっても割れないように、入
れ歯を手に持って磨く時は必ずお水を張った洗面器などを用意しましょう。



（ 2 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 令和元年9月１日

９月には国民の祝日で「敬老の日」があります。
敬老の日は戦後のある出来事がきっかけにあるそ

-良食の系譜-
① 生活学の集体制として良食 うるおい

の概念をテーマとして取り上げました。敬老の日は戦後のある出来事がきっかけにあるそ
うです。昭和22年（1947年）兵庫県多可郡野間谷
村の村長と助役が、お年寄りを大切にし、昔から伝
わる知恵を借りて村作りをしようと「としよりの日」を
提唱しました。ちょうど農作業も一段落し天候も良
い9月を「としよりの日」として敬老会を開きました。
これが全国的に広まったそうです。その過程で「と
しより」という言葉の響きが良くないからと「老人の
日」に名前を変更、さらに国民の祝日にしようと働
きかけもあって昭和39年（1964年）に「敬老の日」
として制定されたそうです。
清水苑で働いている一職員として、入居者の皆さ

んを敬いながら生活をサポートしていければなと思
います。(H.S)

の概念をテーマとして取り上げました。

② 品質の向上 ＝ 生活美感 ＝ 地域
に惨透 微底する 配食 ＝ 広報 周知 ＝
グループ チーム力 食育

③ 食事マナー 食事の力 ― 文化 ―
うるおい トランク

如上の如くたどって参りました。

１．食べる時間に注意しよう！

■夕方以降は

夜間におやつを食べると脂肪の蓄積を促してし
まうのでなるべく身体を動かす日中に食べるよ

間食は、食事（朝食・昼食・夕食）以外に摂取するエネルギー源となる食べ物と飲み物のことで、その種類は、お菓子
・嗜好飲料（ジュースやお酒）・果物・菓子パン・ファストフードなど様々です。間食には、食事だけでは摂取できない
栄養素を補うだけでなく、気分転換や生活にうるおいを与えるなどの役割があります。しかし好きなものを好きなだけ食
べてしまうと、1日に摂取するエネルギーが消費するエネルギーよりも多くなり、肥満につながる可能性あるので、時間
帯・量・内容を考え、1日の栄養素の不足が補えるような間食をとることが大切です。

２．適量を守るポイント 間食は１日200Kcal以下が目安

①エネルギー（kcal）表示を気にしてみる。
②食べる時はあらかじめ小皿に取り分ける。
③無糖の温かい飲み物と一緒にとり、満足感をアップさせる。まうのでなるべく身体を動かす日中に食べるよ

うにしましょう。

■食前の直前は

直前に食べると、肝心の食事が入らなくなって
しまいます。食事の２時間前にはおやつを食べ
終えるようにしましょう。

■おやつの時間は規則的に

おやつの時間は一定の時間に食べる事で食生活
にリズムを作り、消化器への負担を軽減する等
、健康の維持増進に繋がっていきます。

③無糖の温かい飲み物と一緒にとり、満足感をアップさせる。
④ゆっくり噛んで食べる(なるべく歯ごたえのある物を選ぶ)

【果物の間食の適量】
果物80kcal＝手の平に乗るサイズ

みかん：中２個 いちご：中サイズ約15個 桃：大1個
バナナ：中１本 りんご：中1/2個 キウイ：小２個 柿：中１個
【間食に適した食べ物】
ヨーグルト(85ｇ)１個 豆腐100ｇ(56ｋcal ) 茹で卵1個
アーモンド等のナッツ類：25粒程度 チーズ(6Pチーズ：1個
ドライフルーツ(干しブドウ等) ★意識して量をコントロールしましょう

３．栄養素を補給できる３．栄養素を補給できる
間食を選びましょう

間食として楽しみつつ、栄養を補給できるも
のを選べば、1日の栄養バランスを良くするこ
とが出来ます。
３食の食事では不足しがちなカルシウムがとれ
るヨーグルト・チーズ・牛乳・豆乳、ビタミン
や食物繊維がとれる果物・ドライフルーツ・
ナッツ類・茎わかめ・低カロリーゼリー(寒天
ゼリー)がお勧め◎

間食の上手な取り方

【間食として控えたいもの】
○スナック菓子
○クッキーやケーキ等の洋菓子類
○菓子パンやお惣菜パン○菓子パンやお惣菜パン
○チョコレート(カカオ含有量75％はOK)
○カップ麺・インスタントラーメン
○清涼飲料水・ジュース類

間食を摂るなら昼食後３時間
後の午後３時～４時が最適！

①夕食までの間隔がある。
②体脂肪の生成や蓄積を促すホルモン

の分泌が最も少ない。
③エネルギー消費がしやすい。

この時間帯は

食事でとれなった
栄養素を間食で補
いましょう！


