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第1回講習の内容 
 
お口に関する基本知識 その1 
  （歯医者さんとのコミュニケーションを助ける） 
 口腔の解剖、歯の名称 
 主な口腔疾患 
 口腔疾患と全身疾患の関わり 
 
口腔ケアの基本 
 口腔の汚れ 
 口腔ケアの意義 
 義歯の取り扱い 
 
口腔ケアの基本手技の確認 
  （スポンジブラシと歯ブラシの使い方） 



問1 成人の歯の数は全部
で何本ですか？ 





上顎（じょうがく） 

下顎（かがく） 

前歯 



上顎 前歯 

中切歯 

側切歯 

犬歯 臼歯 第１小臼歯 

第2小臼歯 

第１大臼歯 

第2大臼歯 





第1大臼歯 
第2大臼歯 第3大臼歯 

智歯（親知らず） 



特に「半埋伏智歯」と呼ばれる 





MS  19歳 女性  パノラマX線写真 

永久歯の数＝ （前歯3×4）＋（臼歯5×4）＝32本 



右上 左上 

右下 左下 
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歯の呼び方（略号、歯式） ジグモンディ法 
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右下 左下 
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歯はこんな形をしています 



歯の各部の名称（上顎右側中切歯 1 ） 

歯冠 

歯根 

切縁 

歯頚部 

根尖 





歯の各部の名称（下顎第1大臼歯 6 ） 

歯冠 

歯根 

咬合面 

根分岐部 



歯の構造 

エナメル質 

象牙質 

セメント質 

歯髄 











う蝕の重症度 

Co C1 C2 C3 





皮膚 



歯肉 



骨 





皮膚 



歯肉 



骨 



健康な歯周組織 
28歳 男性 

歯周病の状態 
28歳 男性 



健康な歯周組織 
28歳 男性 

歯周病の状態 
28歳 男性 











Actinobacillus actinomycetemcomitans 
Courtesy of Prof. Nishihara  









お口の健康と 
全身の健康 



Benjamin Rush 
（1745-1813） 
 
米国・医師 
Benjamin Franklinと交
流が深く、米国の独立
宣言に署名をした一人。 
 
1818年に出版された書
籍に「長い間リウマチで
苦しんでいた女性患者
の痛んでいた歯を抜歯
したら数日でリウマチが
治癒した」と記載。 

http://www.nara.gov/cgi-bin/starfinder/26277/images.txt?action=3+0+1+7+-1+0+0.+nail.images.thumbs|R%3D233630+AND+LINKDU%3D%22HTTP://MEDIA.NARA.GOV/MEDIA/IMAGES/43/12/43-1135T.GIF%22�








W. D. Miller 
（1853-1907） 
 
米国・ペンシルバニア
大学の細菌学者。 
Robert Kochのもとで
細菌学の教育を受け、
虫歯が細菌によって
起こるという「化学細
菌説」を確立した。 

また、口の中に生息する細菌が、たいていの全身疾患
を引き起こす原因であると考え、骨炎、骨髄炎、消化管
疾患、ジフテリア、結核、梅毒、鵞口瘡などを引き起こす
元凶であると論じた。 





William Hunter 
（1861-1937） 
 
スコットランド生まれの医師。 
ロンドンの病院に勤務してい
る際にMillerの口腔感染が全
身に与える影響の講演を聴
いて強く影響を受ける。 

う蝕や口腔衛生不良、歯周病が全身
疾患を引き起こす主因子 

「口腔敗血症（Oral sepsis）」 
 →「病巣感染（Focal infection）」 

Hunter: Oral sepsis as a cause of disease. Br Med J, 1900 

http://www.electricscotland.com/history/other/images/William Hunter.gif�


「悪い歯で不健康
になりますよ！」 

（Life: January 16, 1939） 



Cecil: Clinical and experimental observations on focal 
infection with an analysis of 200 cases of RA.  
Ann Internal Med, 1938. 

病巣感染説を強く支持していたRussell L. Cecil 
 
156名の関節リウマチの患者の原因として疑われた歯を
抜歯 
 
追跡できた52名のうち、47名に 
リウマチに変化は見られず、 
3名は病状が悪化。 



JAMA: 1952 

「病巣感染が原因と思われていた多くの患者が、
病巣を除去しても症状が治癒していない。また、こ
れらと同じ全身疾患を有する患者の多くは、遠隔
病巣を持っていない。統計的に見ても、病巣と考
えられるものは、病気の者も明らかに健康な者も
同じくらい有している。」 



1900-1950 口腔感染症と全身疾患との
関連に注目が集まる 

1940-1989 病巣感染説から後退 

1989- ふたたび、歯科医学で歯周
病が全身の病気に関係する
かもしれないという可能性が
注目されはじめる 



Mattila KJ et al. Association between dental 
health and acute myocardial infarction. BMJ. 
1989 

心筋梗塞患者は健康な人と比較して口腔健康
状態が不良。 
フィンランドの成人約200名を対象とした研究の
結果。 



冠動脈疾患と歯周病に関する疫学報告（～1998） 

報告者・年 国 対象者数 研究デザイン 関連性 

Mattila（1989） フィンランド 202 ケースコント
ロール 

OR 1.3 

Mattila (1993) フィンランド 100 ケースコント
ロール 

OR 1.4 

DeStefano(1993) 米国 9760 コホート RR 1.2 

Mattila(1995) フィンランド 214 コホート HR 1.2 

Beck(1996) 米国 1147 コホート OR 1.5 

Joshipura(1996) 米国 44119 コホート RR 1.0 

Genco(1997) 米国 1372 コホート OR 2.7 

Garcia(1998) 米国 804 コホート RR 1.5 



歯周病が心臓病を引き起こす可能性 

歯周病原菌の
血管内侵入 

血液凝集作用 
S. Sanguis 
P. Intermedia 
T. Denticola 
サイトカイン産生 

血栓形成 
粥状硬化進行 









歯周病にかかると心疾患を起こしやすい？ 
→米国歯周病学会も認めた 



心疾患をふせぐためにも歯周病を予防しよう 

Bader HI: Floss or die. Dent Today 17(7) 76-82, 1998. 

Floss or Die 
フロスしますか？ 

それとも死にますか？ 





歯周治療を行うと糖尿病が改善！ 

Grossi：J Periodontol,1996 

40歳以上の3人に2人が2型糖尿病になる、世界で一番
糖尿病罹患率の高い集団であるPimaインディアン。糖
尿病を発症したPimaインディアン85名を対象にして歯周
病の治療を行ったところ、歯肉の状態が改善するにつ
れて、血糖コントロールも改善した。 
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糖尿病患者の血糖コントロールに対する歯周病の
治療の効果について 
    コクラン・レビュー 2010 

糖尿病患者に対して歯周病の治療を行うと、糖代謝
に改善があるとするある程度のエビデンスはある。。。 
 
それぞれの研究の対象者数が少なく、検出力が不足。
ほとんどの研究の対象者はコントロール不良の2型糖
尿病患者で、1型糖尿病患者のランダム化比較試験
はほとんどない。 



歯周病が糖尿病の悪化を引き起こす可能性 

TNF-αなど
の炎症性サ
イトカインが
作られる 

歯周病がひどくなって
炎症が持続すると、
TNF-αが増え、血液
中に流れ込む 

血中のTNF-αはイン
スリンの働きを妨げる 

高血糖に 



糖尿病と歯周病との双方向の関係 

糖尿病 歯周病 

糖尿病が存在する 歯周病が悪化 

歯周病が進行 血糖コントロールが悪化 

歯周病を治療 血糖コントロールが改善 





Offenbacher et al: Potential pathogenic 
mechanisms of periodontitis associated 
pregnancy complications. 

Ann Periodontol. 1998 Jul;3(1):233-50. 



歯周病が低体重児出産を引き起こす可能性 

妊婦の子宮筋を収縮 
→早産のリスク 

炎症性サイト
カインが作ら
れる 

血中IL-6, PGE2濃度が上昇 



口腔ケアによって肺炎が予
防できる可能性 

 

Yoneyama el al: Oral Care 
and pneumonia, Lancet 1999. 
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Yoneyama et al: Oral care reduces pneumonia in older patients in nursing homes. 
J Am Geriatr Soc. 2002  



口腔内細菌と呼吸器系疾患との関係 

歯肉縁上および歯肉縁下
プラークにコロニーを形成
する細菌は唾液中に流出
される。また病的な歯周組
織由来のサイトカインは歯
肉溝滲出液から唾液に入
る 

唾液は下部の気管（気管
支）に吸い込まれ、そこで
感染を起こしうる。 

H.influenzae 

IL-6 IL-8 

TNF-α 



Chest 2004 

 口腔ケア群 

 対照群 

 咳反射の閾値 

 咳が出にくい 



Sjögren et al: A systematic review of the preventive effect 
of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract 
infection in elderly people in hospitals and nursing homes: 
effect estimates and methodological quality of randomized 
controlled trials. 
J Am Geriatr Soc. 2008 Nov;56(11):2124-30.  



糖尿病 

冠動脈疾患 
動脈硬化 

呼吸器疾患 

早産・低体重児出産 

お口の健康と全身疾患の関連 

創傷治癒遅延 
末梢血管障害 

TNF-αによる 
耐糖能低下 

口腔細菌の侵入の
減少、咳反射の改善 

口腔内病変からの 
サイトカインの影響？ 

動脈硬化病変から 
歯周病原菌DNA検出 

お口の健康 

喫煙などの共通
の因子の潜在 







口腔ケアのための準備器材 

口腔清掃器材 
 スポンジブラシ 
 歯ブラシ 
 義歯ブラシ 
 歯間ブラシ 
 フロス 
コップ 
 洗浄+うがい 
ガーグルベースン 
グローブ 
バイトブロック 
 開口器 
 ライト付き 
歯科検診器材 
洗口剤、保湿剤 



口腔清掃器材 

口腔清掃器材 
 スポンジブラシ 
 歯ブラシ 
 義歯ブラシ 
 歯間ブラシ 
 フロス 



歯ブラシ 



義歯ブラシ 



歯間ブラシ 



まずは声かけをして体位を整える 

椅子に座る 上体起こし 

ベッドで（側臥位） 



お口の中を確認 
粘膜、歯肉の腫れ、出血、入れ歯による傷。 
歯、舌、口蓋（上あご）の汚れ、乾燥、口臭など 















クラスプ 
（バネの部分） 

クラスプ 
レスト 

（歯の上に置かれる部分） 

レスト 人工歯 

義歯床（ぎししょう） 
（歯ぐきに接する部分） 



両手で左右の金具を同時に持ちはずす 

部分入れ歯  



総入れ歯 

前歯の部分を持ち、後ろを下に下げる 



























義歯の洗浄には歯磨きペーストは使わない 
夜間は外して、水中保管 





コップに水を入れスポンジブラ
シに水を含ませる。この時

ぎゅっとしぼる。 

汚れはこまめにふき取る。 
口に中のお掃除をする 

まずは唇を保湿をし、
開口しやすくする。 









歯ブラシ 



ブラシを1～2mmの幅で20回動かす。 







普通の大きさのブラシでは、７回ブラシの位置を
変えると、一通りのブラッシングができる。 



ブラシによって磨く順序 

系統的ブラッシング 



歯間ブラシの挿入方向 



歯間ブラシの使用法 

 欠損歯、最後臼歯遠心面の清掃 



開口を拒否する人の口腔ケアは・・・ 

なぜ拒否するのか？？ 
 開口障害 
 意識障害 
 認知症   



開口を拒否する人の口腔ケアは・・・ 

・座位をとる 
・リラックスできる環境づくり 
・唇、頬粘膜を圧排する 
・過敏のある場合は脱感作 
・マッサージを先行して行う 
・K-pointを刺激する 



K-point 



バイトブロック 
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