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最新の歯学

オーラルフレイル

は　じ　め　に

　これまでの歯科口腔保健における代表的な健康指標は現
在歯数であった．しかし歯数自体は人の健康に直接影響す
ることはない．実際に人の健康や生活に影響するのは，食
事や会話であって，これに直接影響する摂食嚥下機能や構
音機能である．これら機能に対する歯数の影響は極めて大
きく，これまで歯数と全身の健康との関係は数多く報告さ
れてきた1）．しかし，歯数と健康に関するこれまでの研究は，
全身の状態や生活習慣など歯を喪失する要因が健康に与え
る影響を十分除外できていない．また，歯を失った場合，
再生することはできないため，歯数と健康との関連が明ら
かになっても，歯を喪失した人は口腔の健康を回復する術
がなかった．そのため，これまでの歯科口腔保健の目的は
歯の喪失予防が中心となっていた．
　近年の歯科医療の充実と技術の進歩は目覚ましく，歯を
失う機会は大きく減少している．また歯を失ってもデンタ
ルインプラントなどで補うことができるようになってきた．
これらのことから今後，歯数が人の健康や生活に与える影
響は低下してくると思われる．そのような中，フレイル，
サルコペニア，要介護状態，死亡，認知症など健康寿命を
損なう状態の発生と，口腔機能の低下との関連が数多く報
告されるようになってきた2－4）．これら加齢に伴う口腔機
能の低下はオーラルフレイルと称され，世界的に注目が集
まってきている．

フ　レ　イ　ル

　老化とともに生理的予備能が徐々に低下し，恒常性が失
われていくことは避けることはできない．脳卒中や骨折な
ど疾病や外傷によって健康な状態から要介護状態に突然移
行することはあるが，医療技術の進歩と疾病予防対策が効
果を上げている昨今，多くの高齢者はFrailty（フレイル）
と呼ばれる，健康な状態と要介護状態の中間的な段階をへ
て，徐々に要介護状態に陥ると考えられている（図1）5）．

フレイルとは，高齢期に生理的予備能が低下することでス
トレスに対する脆弱性が亢進し，生活機能障害，要介護状態，
死亡などの転帰に陥りやすい状態で，筋力の低下により転
倒しやすくなるような身体的問題のみならず，認知機能障
害やうつなどの精神・心理的問題，独居や経済的困窮など
の社会的問題を含む概念である（図2）6）．ここでの「ス
トレスに対する脆弱性が亢進する」とは，健康な者は何か
のストレス晒されても，そのストレスがなくなれば，ほぼ
元の状態に戻るが，フレイルの状態にある者はストレスが
なくなっても，完全に元の状態に戻ることができないとい
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うことである．ここでいうストレスとは，病気や怪我とい
った身体的なストレスだけではなく，自身の衰えの自覚や
孤独感，喪失体験や周囲との不調和といった，精神心理的，
社会的なストレスも含まれている．特に高齢者は自身の心
身機能の低下により，様々なストレスに晒される機会が多
い．そのためフレイルの状態にある高齢者はこれら様々な
ストレスに常に晒され，徐々に要介護状態への坂道を下っ
ていくことになる．
　具体的には，フレイルの状態にある者は風邪などで，暫
く外出しないと筋力が落ち，風邪が良くなっても外出する
機会が減ってしまったりする．歯科に関しても歯を失って
硬いものが食べにくくなると，軟らかい物を食べるように
なるが，フレイルの状態にある者は補綴をして歯数が元に
戻っても，そのまま軟らかい食事を継続してしまうことが
多い．つまり20年前は歯を喪失し歯科を受診する者は50歳
代が中心で，補綴を行えば，何もせずに元の食事に戻ったが，
現在，歯を失って歯科を受診する者の多くは70歳以降の高
齢者でフレイルの状態にある者が多く，補綴を行っても元
の状態に戻ることは少ない．
　近年，フレイルは，その病態だけでなく，診断から治療，
介護予防といった観点でも注目されてきている．日本にお
いては要介護認定を受ける原因の多くが認知症や脳血管障
害であるが，メタボリックシンドローム対策など疾病対策
が効果を上げてきている現在では，疾患が原因ではなく，
徐々に介護が必要な状態になっていく人の多くが廃用症候
群，すなわち不活発な生活習慣が原因であるという報告が
なされるようになってきた7）．この不活発な生活習慣の背
景にはフレイルがあると考えられており，これを予防する
ために2018年度からフレイル対策が日本の医療福祉施策の
重点課題となった．
　現在のところ，フレイルの定義，診断基準について，世
界的に議論されているが，最も広く知られているのは
Friedらの（1）体重減少（意図しない年間4.5 kgまたは
5  %以上の体重減少），（2）疲れやすさの自覚（何をする
のも面倒だと週に3－4日以上感じる），（3）日常での活動
量低下，（4）歩行速度の低下，（5）筋力（握力）の低下の
5つの項目のうち3項目以上に該当した場合にフレイルと
する定義である6）．この海外の研究によると，フレイルに
該当した高齢者は，該当しなかった高齢者に比べて，3年
間の転倒の発生が1.3倍，移動能力の低下が1.5倍，日常生
活動作の悪化が2倍，入院の発生が1.3倍，死亡の発生が
2.2倍高いと報告されている．
　自然な老化は，その人の身体や心理，取り巻く生活およ
び社会の環境にあわせて，身体機能のみならず，精神心理，
社会的機能が調和しながら徐々に変化していくもので，そ
のような自然な老化の中で人は周囲との不調和を感じるこ
とはない．一方，フレイルは様々な些細な老化に伴う問題
が相互に影響しあって負の連鎖が生じ，悪循環となって，

要介護状態や死亡といった不幸な転帰に陥りやすい状態と
考えられている．Xueらが提示したフレイルサイクルでは，
特に起点は決まっていないが，例えば食欲の低下による食
事の摂取量の低下が起点となり，タンパク質，エネルギー
の摂取不足，微量栄養素の欠乏といった慢性的栄養不良が
生じ，体重や筋肉量の減少，さらには筋力，代謝，運動能
力（歩行速度など）の低下から，身体活動量が減少し，さ
らに食欲低下，栄養不良へと悪循環して最終的に要介護状
態に陥っていくといったモデルが提唱されている（図3）8）．
つまり見た目では問題ないように見えても，軽度な侵襲や
ストレスに暴露されると，加齢による身体，精神・心理，
社会的な些細な問題が相互に影響しあって，悪循環を加速
させ，日常生活に大きな不具合が生じてくるといったモデ
ルである．このようなフレイルに関連する多くの危険な老
化の中に，滑舌低下，食べこぼし，わずかなむせ，かめな
い食品が増える，口の乾燥など，些細な口の機能低下から
始まるオーラルフレイルがあると考えられている．

オーラルフレイル

　オーラルフレイルは8020運動を基礎とした口腔の健康啓
発運動の新たなスローガンである．これは滑舌の低下，食
べこぼし，わずかなむせ，かめない食品が増えるなど，口
の些細なトラブルから始まるため，早めに気づき対応する
ことが重要とされている．8020運動の達成者は，すでに
5割を超えている（2016年歯科疾患実態調査）9）．さらに
平均寿命が男女とも80歳を超えた現在，自分の歯の数だけ
でなく80歳でも不自由なく快適に食事をとることができ，
口元の容姿に自信をもって，楽しく会話できることが，口
の健康指標であると考えられるようになってきている．こ
ういった状況を踏まえ，高齢者の口腔の健康を支えるには，
自分の歯を維持することに加えて，口腔機能の衰えを軽視
しないことの重要性が注目され，オーラルフレイルという
概念が提案された．オーラルフレイルは，口に関する些細
な衰えを放置したり，適切な処置を行わないままにしたり
することで，口の機能低下，食べる機能の障害，さらには

心身の機能低下までつな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ある．
　具体的には，日常生活における口の些細なトラブル（滑
舌の低下，かめない食品の増加，むせ，口元の容姿や口臭
が気になるなど）を放置（もしくは軽視）してしまうと，
これらの状態は，相互に悪影響し合ってさらに悪化してい
き，食欲や意欲が低下したり，コミュニケーションの機会
が減ったり，食事のバランスが悪くなって，栄養に偏りが
生じたりする．さらに，口腔機能の低下（咬合力の低下，
舌運動機能の低下など）が生じ，低栄養，サルコペニアの
リスクが高まり，最終的に食べる機能の障害を引き起こす．
このような日常生活における口の些細なトラブルは，誰し
もが避けられない老化として捉えることもできる．しかし，
自然な衰えである口の老化とオーラルフレイルの違いは，
オーラルフレイルが食欲や意欲の低下，会話や外出，外食
の減少，さらには活動範囲の狭小化，知的活動の減少，社
会的問題（孤立，閉じこもり），精神心理的問題（うつ，
認知機能の低下）と複合して生じる不自然な衰えであるこ
とにある．つまり口の些細なトラブルは，早期に適切な対
応を行えば元の健康な状態に戻ることができる．反対に放
置してしまうと生理的老化に加え，様々な口の機能の低下，
それに関連する社会的な問題，精神心理的な問題が相互に
悪影響し合って，口の機能の低下が加速度を増して進行す
る．この点が，自然な口の老化とオーラルフレイルとの違
いと考えられている．
　以上のことを踏まえ， 2019年度にオーラルフレイルは
「老化に伴う様々な口腔環境（口腔衛生など），歯数および
口腔機能の変化，さらに心身の予備能力低下も重なり，口
腔の健康障害に対する脆弱性が増加し，最終的に食べる機
能障害へ陥る一連の現象および過程」と定義された10）．オ
ーラルフレイルは，これまで，老化，廃用として解釈され
ていた口の機能低下を可視化したモデルともいえる．また，
2018年に歯科の新病名として採用された口腔機能低下症や，
摂食嚥下機能障害は，オーラルフレイルの概念を構成する
要因として位置付けられている．以前，オーラルフレイル
は口腔機能低下症の前段階ととらえられていたが，2018年
の口腔機能低下症の保険収載以降，オーラルフレイルは口
腔の健康，特に機能に着目した啓発運動のスローガンとさ
れ，病名である口腔機能低下症とは別の次元にあるものと
された（理由は後述）．
　多くの人は，運動機能や栄養状態，生活能力の低下は避
けられないものとあきらめ，自ら活動範囲を狭め，生活習
慣を不活発なものとする．口腔についても，例えばかみに
くいことを自覚しても，軟らかいものばかり食べていれは，
かみにくいことを自覚できなくなるばかりか，機能が使わ
れずさらに低下するという悪循環に陥る．高齢になると社
会的な役割が少なくなり，身体機能の低下も伴って意欲が
低下する．意欲の低下は口腔の健康への関心を低下させ，

定期的な歯科受診を止めたり，セルフケアがおろそかにな
ったりする．これにより歯周病が悪化したり，齲蝕が増加
したりすると，痛みが生じたり，歯を失ったりして，咀嚼
しなくても済むような軟らかく，食べやすい食事を好んで
食べるようになる．咀嚼を必要としない食事は，さらに咀
嚼機能を低下させるだけでなく，味覚，食感，風味などが
損なわれるため，食の楽しみが減り，食欲も減退する．こ
れらは外食への意欲を減退させ，外出頻度が減少するだけ
でなく，家族や知人との交流の機会も減少する．これによ
り人や社会との繋がりが減少し，会話や知的活動の機会が
失われる．そして滑舌の低下，食べこぼし，わずかなむせ，
かめない食品の増加など口の衰えが加速するようになる．
さらに，好物が食べにくくなったり，口の中に痛みがあっ
たりすると，食欲はさらに低下し，必要な量の食事が摂れ
なくなり，栄養のバランスも悪くなるなど栄養状態が悪化
する11）．このような状態が長期間続くと，必要な栄養素が
枯渇し，筋肉など身体の組成や機能を保つことが困難にな
ってきて，最終的に要介護状態となり，さらに重度化して
在宅療養が困難になって，死のリスク高まっていくという
悪循環に陥っていく（図4）．

ところ，年齢，性別，手段的日常生活動作，ボディマス指数，
認知機能，うつ傾向，居住形態，既往歴，服薬数を調整し
てもオーラルフレイル該当者は2年間の身体的フレイル，
サルコペニアの発生はそれぞれ，2.41倍，2.13倍，また45
カ月間の要介護認定，死亡の発生はそれぞれ2.35倍，2.09
倍であったとの結果が得られた（図6）2）．これらの結果は，
口腔の機能低下が，これらすべての発生に関連しているこ
とを示唆したことになる．つまり身体のフレイルがその発
生に関与していることが報告されている要介護状態や死亡
の発生との関連だけでなく，身体のフレイル自体の発生，
さらにはサルコペニアの発生に関しても，オーラルフレイ
ルが関連していることを示唆したのである．これらの結果
は全身のフレイルや，身体能力の低下に先立って，オーラ
ルフレイルが生じていることを示唆しているだけでなく，
フレイル，サルコペニア，要介護状態，死へと進行していく
なかでも，オーラルフレイルが影響している可能性も示唆
している．このことからオーラルフレイル対策は健康な時
やフレイルの状態にある時だけでなく，要介護状態から死
に至るまで重要であることを含めるため，口腔機能低下症

の前段階であるということは強調しなくなったのである10）．

オーラルフレイルへの対応

　オーラルフレイルの判定にある「かたいものが食べにく
い」，「お茶や汁物でむせる」の2つの主観的評価の低下の
背景には，精神心理的な問題や身体機能の低下があり，こ
れらに配慮した対応が必要との報告がある13－15）．そのため
歯科医療だけの対応では限界があることから，地域包括ケ
アシステムのなかで，住民間，行政を含めた多職種と連携
した精神心理，社会的支援が必要となる．オーラルフレイ
ルは初期の段階では，適切な対応をとれば元の健康な状態
に戻れる状態であり，高齢者自ら自分事として，その対応
策を生活の中に取り入れ，生活環境や人との繋がり，社会
の中での自らの役割を模索しながらその予防と改善に取り
組むものである．生活の中で対応していかなければ，容易
に元の状態に戻ってしまうだけでなく，加齢に伴い生じて
くる様々な問題が悪影響しあって自立した生活が営めない
状態に陥る可能性が高くなる．
　平成30年度診療報酬改定は，団塊の世代が75歳以上とな
る2025年とそれ以降の社会・経済の変化や技術革新への対
応に向けて，質が高く効率的な医療提供体制の整備ととも
に，新しいニーズにも対応できる質の高い医療の実現を目
指して行われた．歯科の診療報酬改定では口腔疾患の重症
化予防，口腔機能低下への対応，生活の質に配慮した歯科
医療の推進を目的として，ライフステージに応じた口腔機
能管理の推進が打ち出された．その中で口腔機能発達不全
を認める小児と口腔機能の低下を認める高齢者の口腔機能
管理の評価の新設，口腔機能に関する検査の導入等が行わ
れた．
　注目すべきは，歯科診療報酬でこれまで評価されてこな
かった，機能評価が拡充されたこと，継続的な管理を評価
することが明記されたことである．歯科の診療報酬はこれ
まで，形態回復に対する評価が主体であったことから，歯
周病以外で継続管理が評価されることはなかったが，口腔

機能発達不全症や口腔機能低下症が新たに病名に加わった
ことで，発達期にある小児や口腔機能低下のリスクが高い
高齢者が継続して歯科を受診する目的が新たに加わったこ
とになる．これは歯科診療の新たな役割を示したものであ
り，これまでのう蝕，欠損補綴といった治癒で終了してい
た歯科診療と全く別の役割が与えられたことでもある．
　高齢者といっても健康な者，フレイルの状態にある者，
要介護状態も軽度から重度までさまざまな状態の者がいる
（図7）．つまりオーラルフレイルへの対応も高齢者の状態
によって変わっていくはずである．健康な高齢者に対して
は，補綴，保存，インプラントといった一般的治療で，形態，
機能，審美回復を行なえば元の健康な生活に戻すことがで
きる．しかし，老化による緩やかな坂道を下り始めた，さ
さいな口の機能の低下が生じてきた高齢者に対しては，フ
レイルや生活習慣病対策といった視点をもって，口腔機能
の低下予防を通じて介護予防を患者とともに意識し開始し
なければならない．また口腔の健康を通して患者が必要と
している食事を支援するといった視点も必要となってくる．
これは単に栄養の質とか量といった問題に介入するだけで
なく，外食や会話といった人と人とが繋がっていくために
必要な機能を維持し，意欲的な生活を支援することも歯科
が介入する目的になる．そのため，栄養関連職種との連携
は不可欠になってくる．
　口腔機能の低下が徐々に顕在化し，後戻りしにくくなっ
てくると，歯科の治療計画は患者の口腔や全身の状態だけ
でなく，取り巻く社会や生活の状況の今後を予測し，それ
に配慮したものとしなければならない．ここからはかかり
つけ歯科医としての技量が試される時期でもある．誰にで
も口腔機能を維持することができなくなってくる時は必ず
訪れる，口腔機能管理の中で，その低下の状況を把握しな
がら，全身，生活などの変化も予測した対応を行っていく
必要がある．この時期の介入の目的は，単にQOLや栄養
状態の維持，誤嚥の予防というだけでなく，歯周病の管理
も含め要介護状態，生活習慣病，認知症の発生，重度化を
予防することも含まれてくる．そのための知識と地域の医

療や福祉と連携は必須であり，それら関連職種とのコミュ
ニケーションやネットワークづくりといったスキルが必要
となってくる．
　次の口腔機能だけでなく心身の機能も低下し始めた段階
では疾病や要介護状態の重度化を遅らせるためのリハビリ
テーションと，今後生じてくる様々な機能低下を見据えた
口腔内環境の整備が必要となってくる．そしていずれ訪れ
る終末期にソフトランディングさせるための経路を模索す
る時期でもある．また要介護状態や認知症，低栄養，感染
リスクといった問題も増大するため，診療室や訪問診療だ
けでは，口腔の健康を維持することは困難になってくる．
そのため多職種の理解を得て，連携し継続的な支援体制を
構築していく必要がある．よって医療，介護との連携は必
須となり，それらをマネージメントする知識と人脈，スキ
ルが必要となってくる．
　終末期では積極的な補綴，保存治療を行うことは少なく
なるが，経口摂取継続への支援，肺炎や口腔内の感染症へ
の対応など今まで以上に口腔の安静をはかるための高度な
知識と技術が必要となる．またケアの必要性は増加するた
め，本人とその人をとりまく人々とコミュニケーションを
はかって，理解を得て皆で支えていく体制を構築し，本人
家族と寄り添い前を向いて進んでいかなければならない．

お　わ　り　に

　歯科は子供から大人，要介護高齢者，看取りにいたるま
で幅広い年齢層，状態の患者を診る特異な診療科である．
そのため，歯科医師，歯科衛生士は患者の状況を一時点で
とらえるのではなく，患者のパーソナリティや家族の状況，
これまでの経緯や今後の経過も含め患者との歴史の中で，
患者家族と寄り添いともに歩んでいくことができる．今後
も高齢化が進む日本において，持続可能な社会を実現する
ためには，歯科が最も身近なかかりつけ医，家庭医として
の役割を果たし，健康寿命の延伸，在宅療養の推進に貢献
していく必要がある．そのためには歯の形態回復を主体と

図１　フレイルと加齢との関係（荒井秀典：フレイル
　　ハンドブック引用改変）

図２　フレイルの多面性（Fried, L.  P.  et al.  J Gerontol
　　A Biol Sci Med Sci 56, M146-156）

　このような意欲の低下，栄養状態の悪化，筋肉の減少を
経て，最終的に生活機能障害に至るといった栄養（食／歯
科口腔）から見た虚弱型フローが，平成25年度の老人保健
健康増進等事業の研究班より提唱された（図5）12）．この
概念図の中で口腔の機能低下はオーラルフレイルと表現さ
れ，平成27年 3月に日本歯科医師会が開催した「健康寿命
延伸のための歯科医療・口腔保健　世界会議2015」の中で
紹介され，「8020運動」に加えたオーラルヘルスプロモー
ションとして啓発活動が行われることになった．
　そして飯島らが千葉県柏市在住の高齢者2,011人を対象
に行った45カ月間の縦断調査（柏スタディ 2012年開始）
によって，フレイル，サルコペニア，要介護，死亡の発生
について，6つの口腔の指標のどれにも該当しなかった者
と3つ以上該当したオーラルフレイル該当者とを比較した

したこれまでの「治療中心型」の歯科治療だけでなく，全
身的な疾患の状況などもふまえ，多職種と連携しつつ患者
個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復（獲得）をめざ
す治療，管理，連携型の歯科治療への転換を行っていかな
ければならない（図8）16）．
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は　じ　め　に

　これまでの歯科口腔保健における代表的な健康指標は現
在歯数であった．しかし歯数自体は人の健康に直接影響す
ることはない．実際に人の健康や生活に影響するのは，食
事や会話であって，これに直接影響する摂食嚥下機能や構
音機能である．これら機能に対する歯数の影響は極めて大
きく，これまで歯数と全身の健康との関係は数多く報告さ
れてきた1）．しかし，歯数と健康に関するこれまでの研究は，
全身の状態や生活習慣など歯を喪失する要因が健康に与え
る影響を十分除外できていない．また，歯を失った場合，
再生することはできないため，歯数と健康との関連が明ら
かになっても，歯を喪失した人は口腔の健康を回復する術
がなかった．そのため，これまでの歯科口腔保健の目的は
歯の喪失予防が中心となっていた．
　近年の歯科医療の充実と技術の進歩は目覚ましく，歯を
失う機会は大きく減少している．また歯を失ってもデンタ
ルインプラントなどで補うことができるようになってきた．
これらのことから今後，歯数が人の健康や生活に与える影
響は低下してくると思われる．そのような中，フレイル，
サルコペニア，要介護状態，死亡，認知症など健康寿命を
損なう状態の発生と，口腔機能の低下との関連が数多く報
告されるようになってきた2－4）．これら加齢に伴う口腔機
能の低下はオーラルフレイルと称され，世界的に注目が集
まってきている．

フ　レ　イ　ル

　老化とともに生理的予備能が徐々に低下し，恒常性が失
われていくことは避けることはできない．脳卒中や骨折な
ど疾病や外傷によって健康な状態から要介護状態に突然移
行することはあるが，医療技術の進歩と疾病予防対策が効
果を上げている昨今，多くの高齢者はFrailty（フレイル）
と呼ばれる，健康な状態と要介護状態の中間的な段階をへ
て，徐々に要介護状態に陥ると考えられている（図1）5）．

フレイルとは，高齢期に生理的予備能が低下することでス
トレスに対する脆弱性が亢進し，生活機能障害，要介護状態，
死亡などの転帰に陥りやすい状態で，筋力の低下により転
倒しやすくなるような身体的問題のみならず，認知機能障
害やうつなどの精神・心理的問題，独居や経済的困窮など
の社会的問題を含む概念である（図2）6）．ここでの「ス
トレスに対する脆弱性が亢進する」とは，健康な者は何か
のストレス晒されても，そのストレスがなくなれば，ほぼ
元の状態に戻るが，フレイルの状態にある者はストレスが
なくなっても，完全に元の状態に戻ることができないとい

うことである．ここでいうストレスとは，病気や怪我とい
った身体的なストレスだけではなく，自身の衰えの自覚や
孤独感，喪失体験や周囲との不調和といった，精神心理的，
社会的なストレスも含まれている．特に高齢者は自身の心
身機能の低下により，様々なストレスに晒される機会が多
い．そのためフレイルの状態にある高齢者はこれら様々な
ストレスに常に晒され，徐々に要介護状態への坂道を下っ
ていくことになる．
　具体的には，フレイルの状態にある者は風邪などで，暫
く外出しないと筋力が落ち，風邪が良くなっても外出する
機会が減ってしまったりする．歯科に関しても歯を失って
硬いものが食べにくくなると，軟らかい物を食べるように
なるが，フレイルの状態にある者は補綴をして歯数が元に
戻っても，そのまま軟らかい食事を継続してしまうことが
多い．つまり20年前は歯を喪失し歯科を受診する者は50歳
代が中心で，補綴を行えば，何もせずに元の食事に戻ったが，
現在，歯を失って歯科を受診する者の多くは70歳以降の高
齢者でフレイルの状態にある者が多く，補綴を行っても元
の状態に戻ることは少ない．
　近年，フレイルは，その病態だけでなく，診断から治療，
介護予防といった観点でも注目されてきている．日本にお
いては要介護認定を受ける原因の多くが認知症や脳血管障
害であるが，メタボリックシンドローム対策など疾病対策
が効果を上げてきている現在では，疾患が原因ではなく，
徐々に介護が必要な状態になっていく人の多くが廃用症候
群，すなわち不活発な生活習慣が原因であるという報告が
なされるようになってきた7）．この不活発な生活習慣の背
景にはフレイルがあると考えられており，これを予防する
ために2018年度からフレイル対策が日本の医療福祉施策の
重点課題となった．
　現在のところ，フレイルの定義，診断基準について，世
界的に議論されているが，最も広く知られているのは
Friedらの（1）体重減少（意図しない年間4.5 kgまたは
5  %以上の体重減少），（2）疲れやすさの自覚（何をする
のも面倒だと週に3－4日以上感じる），（3）日常での活動
量低下，（4）歩行速度の低下，（5）筋力（握力）の低下の
5つの項目のうち3項目以上に該当した場合にフレイルと
する定義である6）．この海外の研究によると，フレイルに
該当した高齢者は，該当しなかった高齢者に比べて，3年
間の転倒の発生が1.3倍，移動能力の低下が1.5倍，日常生
活動作の悪化が2倍，入院の発生が1.3倍，死亡の発生が
2.2倍高いと報告されている．
　自然な老化は，その人の身体や心理，取り巻く生活およ
び社会の環境にあわせて，身体機能のみならず，精神心理，
社会的機能が調和しながら徐々に変化していくもので，そ
のような自然な老化の中で人は周囲との不調和を感じるこ
とはない．一方，フレイルは様々な些細な老化に伴う問題
が相互に影響しあって負の連鎖が生じ，悪循環となって，

要介護状態や死亡といった不幸な転帰に陥りやすい状態と
考えられている．Xueらが提示したフレイルサイクルでは，
特に起点は決まっていないが，例えば食欲の低下による食
事の摂取量の低下が起点となり，タンパク質，エネルギー
の摂取不足，微量栄養素の欠乏といった慢性的栄養不良が
生じ，体重や筋肉量の減少，さらには筋力，代謝，運動能
力（歩行速度など）の低下から，身体活動量が減少し，さ
らに食欲低下，栄養不良へと悪循環して最終的に要介護状
態に陥っていくといったモデルが提唱されている（図3）8）．
つまり見た目では問題ないように見えても，軽度な侵襲や
ストレスに暴露されると，加齢による身体，精神・心理，
社会的な些細な問題が相互に影響しあって，悪循環を加速
させ，日常生活に大きな不具合が生じてくるといったモデ
ルである．このようなフレイルに関連する多くの危険な老
化の中に，滑舌低下，食べこぼし，わずかなむせ，かめな
い食品が増える，口の乾燥など，些細な口の機能低下から
始まるオーラルフレイルがあると考えられている．

オーラルフレイル

　オーラルフレイルは8020運動を基礎とした口腔の健康啓
発運動の新たなスローガンである．これは滑舌の低下，食
べこぼし，わずかなむせ，かめない食品が増えるなど，口
の些細なトラブルから始まるため，早めに気づき対応する
ことが重要とされている．8020運動の達成者は，すでに
5割を超えている（2016年歯科疾患実態調査）9）．さらに
平均寿命が男女とも80歳を超えた現在，自分の歯の数だけ
でなく80歳でも不自由なく快適に食事をとることができ，
口元の容姿に自信をもって，楽しく会話できることが，口
の健康指標であると考えられるようになってきている．こ
ういった状況を踏まえ，高齢者の口腔の健康を支えるには，
自分の歯を維持することに加えて，口腔機能の衰えを軽視
しないことの重要性が注目され，オーラルフレイルという
概念が提案された．オーラルフレイルは，口に関する些細
な衰えを放置したり，適切な処置を行わないままにしたり
することで，口の機能低下，食べる機能の障害，さらには

心身の機能低下までつな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ある．
　具体的には，日常生活における口の些細なトラブル（滑
舌の低下，かめない食品の増加，むせ，口元の容姿や口臭
が気になるなど）を放置（もしくは軽視）してしまうと，
これらの状態は，相互に悪影響し合ってさらに悪化してい
き，食欲や意欲が低下したり，コミュニケーションの機会
が減ったり，食事のバランスが悪くなって，栄養に偏りが
生じたりする．さらに，口腔機能の低下（咬合力の低下，
舌運動機能の低下など）が生じ，低栄養，サルコペニアの
リスクが高まり，最終的に食べる機能の障害を引き起こす．
このような日常生活における口の些細なトラブルは，誰し
もが避けられない老化として捉えることもできる．しかし，
自然な衰えである口の老化とオーラルフレイルの違いは，
オーラルフレイルが食欲や意欲の低下，会話や外出，外食
の減少，さらには活動範囲の狭小化，知的活動の減少，社
会的問題（孤立，閉じこもり），精神心理的問題（うつ，
認知機能の低下）と複合して生じる不自然な衰えであるこ
とにある．つまり口の些細なトラブルは，早期に適切な対
応を行えば元の健康な状態に戻ることができる．反対に放
置してしまうと生理的老化に加え，様々な口の機能の低下，
それに関連する社会的な問題，精神心理的な問題が相互に
悪影響し合って，口の機能の低下が加速度を増して進行す
る．この点が，自然な口の老化とオーラルフレイルとの違
いと考えられている．
　以上のことを踏まえ， 2019年度にオーラルフレイルは
「老化に伴う様々な口腔環境（口腔衛生など），歯数および
口腔機能の変化，さらに心身の予備能力低下も重なり，口
腔の健康障害に対する脆弱性が増加し，最終的に食べる機
能障害へ陥る一連の現象および過程」と定義された10）．オ
ーラルフレイルは，これまで，老化，廃用として解釈され
ていた口の機能低下を可視化したモデルともいえる．また，
2018年に歯科の新病名として採用された口腔機能低下症や，
摂食嚥下機能障害は，オーラルフレイルの概念を構成する
要因として位置付けられている．以前，オーラルフレイル
は口腔機能低下症の前段階ととらえられていたが，2018年
の口腔機能低下症の保険収載以降，オーラルフレイルは口
腔の健康，特に機能に着目した啓発運動のスローガンとさ
れ，病名である口腔機能低下症とは別の次元にあるものと
された（理由は後述）．
　多くの人は，運動機能や栄養状態，生活能力の低下は避
けられないものとあきらめ，自ら活動範囲を狭め，生活習
慣を不活発なものとする．口腔についても，例えばかみに
くいことを自覚しても，軟らかいものばかり食べていれは，
かみにくいことを自覚できなくなるばかりか，機能が使わ
れずさらに低下するという悪循環に陥る．高齢になると社
会的な役割が少なくなり，身体機能の低下も伴って意欲が
低下する．意欲の低下は口腔の健康への関心を低下させ，

定期的な歯科受診を止めたり，セルフケアがおろそかにな
ったりする．これにより歯周病が悪化したり，齲蝕が増加
したりすると，痛みが生じたり，歯を失ったりして，咀嚼
しなくても済むような軟らかく，食べやすい食事を好んで
食べるようになる．咀嚼を必要としない食事は，さらに咀
嚼機能を低下させるだけでなく，味覚，食感，風味などが
損なわれるため，食の楽しみが減り，食欲も減退する．こ
れらは外食への意欲を減退させ，外出頻度が減少するだけ
でなく，家族や知人との交流の機会も減少する．これによ
り人や社会との繋がりが減少し，会話や知的活動の機会が
失われる．そして滑舌の低下，食べこぼし，わずかなむせ，
かめない食品の増加など口の衰えが加速するようになる．
さらに，好物が食べにくくなったり，口の中に痛みがあっ
たりすると，食欲はさらに低下し，必要な量の食事が摂れ
なくなり，栄養のバランスも悪くなるなど栄養状態が悪化
する11）．このような状態が長期間続くと，必要な栄養素が
枯渇し，筋肉など身体の組成や機能を保つことが困難にな
ってきて，最終的に要介護状態となり，さらに重度化して
在宅療養が困難になって，死のリスク高まっていくという
悪循環に陥っていく（図4）．

ところ，年齢，性別，手段的日常生活動作，ボディマス指数，
認知機能，うつ傾向，居住形態，既往歴，服薬数を調整し
てもオーラルフレイル該当者は2年間の身体的フレイル，
サルコペニアの発生はそれぞれ，2.41倍，2.13倍，また45
カ月間の要介護認定，死亡の発生はそれぞれ2.35倍，2.09
倍であったとの結果が得られた（図6）2）．これらの結果は，
口腔の機能低下が，これらすべての発生に関連しているこ
とを示唆したことになる．つまり身体のフレイルがその発
生に関与していることが報告されている要介護状態や死亡
の発生との関連だけでなく，身体のフレイル自体の発生，
さらにはサルコペニアの発生に関しても，オーラルフレイ
ルが関連していることを示唆したのである．これらの結果
は全身のフレイルや，身体能力の低下に先立って，オーラ
ルフレイルが生じていることを示唆しているだけでなく，
フレイル，サルコペニア，要介護状態，死へと進行していく
なかでも，オーラルフレイルが影響している可能性も示唆
している．このことからオーラルフレイル対策は健康な時
やフレイルの状態にある時だけでなく，要介護状態から死
に至るまで重要であることを含めるため，口腔機能低下症

の前段階であるということは強調しなくなったのである10）．

オーラルフレイルへの対応

　オーラルフレイルの判定にある「かたいものが食べにく
い」，「お茶や汁物でむせる」の2つの主観的評価の低下の
背景には，精神心理的な問題や身体機能の低下があり，こ
れらに配慮した対応が必要との報告がある13－15）．そのため
歯科医療だけの対応では限界があることから，地域包括ケ
アシステムのなかで，住民間，行政を含めた多職種と連携
した精神心理，社会的支援が必要となる．オーラルフレイ
ルは初期の段階では，適切な対応をとれば元の健康な状態
に戻れる状態であり，高齢者自ら自分事として，その対応
策を生活の中に取り入れ，生活環境や人との繋がり，社会
の中での自らの役割を模索しながらその予防と改善に取り
組むものである．生活の中で対応していかなければ，容易
に元の状態に戻ってしまうだけでなく，加齢に伴い生じて
くる様々な問題が悪影響しあって自立した生活が営めない
状態に陥る可能性が高くなる．
　平成30年度診療報酬改定は，団塊の世代が75歳以上とな
る2025年とそれ以降の社会・経済の変化や技術革新への対
応に向けて，質が高く効率的な医療提供体制の整備ととも
に，新しいニーズにも対応できる質の高い医療の実現を目
指して行われた．歯科の診療報酬改定では口腔疾患の重症
化予防，口腔機能低下への対応，生活の質に配慮した歯科
医療の推進を目的として，ライフステージに応じた口腔機
能管理の推進が打ち出された．その中で口腔機能発達不全
を認める小児と口腔機能の低下を認める高齢者の口腔機能
管理の評価の新設，口腔機能に関する検査の導入等が行わ
れた．
　注目すべきは，歯科診療報酬でこれまで評価されてこな
かった，機能評価が拡充されたこと，継続的な管理を評価
することが明記されたことである．歯科の診療報酬はこれ
まで，形態回復に対する評価が主体であったことから，歯
周病以外で継続管理が評価されることはなかったが，口腔

機能発達不全症や口腔機能低下症が新たに病名に加わった
ことで，発達期にある小児や口腔機能低下のリスクが高い
高齢者が継続して歯科を受診する目的が新たに加わったこ
とになる．これは歯科診療の新たな役割を示したものであ
り，これまでのう蝕，欠損補綴といった治癒で終了してい
た歯科診療と全く別の役割が与えられたことでもある．
　高齢者といっても健康な者，フレイルの状態にある者，
要介護状態も軽度から重度までさまざまな状態の者がいる
（図7）．つまりオーラルフレイルへの対応も高齢者の状態
によって変わっていくはずである．健康な高齢者に対して
は，補綴，保存，インプラントといった一般的治療で，形態，
機能，審美回復を行なえば元の健康な生活に戻すことがで
きる．しかし，老化による緩やかな坂道を下り始めた，さ
さいな口の機能の低下が生じてきた高齢者に対しては，フ
レイルや生活習慣病対策といった視点をもって，口腔機能
の低下予防を通じて介護予防を患者とともに意識し開始し
なければならない．また口腔の健康を通して患者が必要と
している食事を支援するといった視点も必要となってくる．
これは単に栄養の質とか量といった問題に介入するだけで
なく，外食や会話といった人と人とが繋がっていくために
必要な機能を維持し，意欲的な生活を支援することも歯科
が介入する目的になる．そのため，栄養関連職種との連携
は不可欠になってくる．
　口腔機能の低下が徐々に顕在化し，後戻りしにくくなっ
てくると，歯科の治療計画は患者の口腔や全身の状態だけ
でなく，取り巻く社会や生活の状況の今後を予測し，それ
に配慮したものとしなければならない．ここからはかかり
つけ歯科医としての技量が試される時期でもある．誰にで
も口腔機能を維持することができなくなってくる時は必ず
訪れる，口腔機能管理の中で，その低下の状況を把握しな
がら，全身，生活などの変化も予測した対応を行っていく
必要がある．この時期の介入の目的は，単にQOLや栄養
状態の維持，誤嚥の予防というだけでなく，歯周病の管理
も含め要介護状態，生活習慣病，認知症の発生，重度化を
予防することも含まれてくる．そのための知識と地域の医

療や福祉と連携は必須であり，それら関連職種とのコミュ
ニケーションやネットワークづくりといったスキルが必要
となってくる．
　次の口腔機能だけでなく心身の機能も低下し始めた段階
では疾病や要介護状態の重度化を遅らせるためのリハビリ
テーションと，今後生じてくる様々な機能低下を見据えた
口腔内環境の整備が必要となってくる．そしていずれ訪れ
る終末期にソフトランディングさせるための経路を模索す
る時期でもある．また要介護状態や認知症，低栄養，感染
リスクといった問題も増大するため，診療室や訪問診療だ
けでは，口腔の健康を維持することは困難になってくる．
そのため多職種の理解を得て，連携し継続的な支援体制を
構築していく必要がある．よって医療，介護との連携は必
須となり，それらをマネージメントする知識と人脈，スキ
ルが必要となってくる．
　終末期では積極的な補綴，保存治療を行うことは少なく
なるが，経口摂取継続への支援，肺炎や口腔内の感染症へ
の対応など今まで以上に口腔の安静をはかるための高度な
知識と技術が必要となる．またケアの必要性は増加するた
め，本人とその人をとりまく人々とコミュニケーションを
はかって，理解を得て皆で支えていく体制を構築し，本人
家族と寄り添い前を向いて進んでいかなければならない．

お　わ　り　に

　歯科は子供から大人，要介護高齢者，看取りにいたるま
で幅広い年齢層，状態の患者を診る特異な診療科である．
そのため，歯科医師，歯科衛生士は患者の状況を一時点で
とらえるのではなく，患者のパーソナリティや家族の状況，
これまでの経緯や今後の経過も含め患者との歴史の中で，
患者家族と寄り添いともに歩んでいくことができる．今後
も高齢化が進む日本において，持続可能な社会を実現する
ためには，歯科が最も身近なかかりつけ医，家庭医として
の役割を果たし，健康寿命の延伸，在宅療養の推進に貢献
していく必要がある．そのためには歯の形態回復を主体と

図３　フレイリティサイクル（Xue QL et al : J Gerontol
　　A Biol Sci Med Sci 2008 ; 63 : 984-990引用改変）

　このような意欲の低下，栄養状態の悪化，筋肉の減少を
経て，最終的に生活機能障害に至るといった栄養（食／歯
科口腔）から見た虚弱型フローが，平成25年度の老人保健
健康増進等事業の研究班より提唱された（図5）12）．この
概念図の中で口腔の機能低下はオーラルフレイルと表現さ
れ，平成27年 3月に日本歯科医師会が開催した「健康寿命
延伸のための歯科医療・口腔保健　世界会議2015」の中で
紹介され，「8020運動」に加えたオーラルヘルスプロモー
ションとして啓発活動が行われることになった．
　そして飯島らが千葉県柏市在住の高齢者2,011人を対象
に行った45カ月間の縦断調査（柏スタディ 2012年開始）
によって，フレイル，サルコペニア，要介護，死亡の発生
について，6つの口腔の指標のどれにも該当しなかった者
と3つ以上該当したオーラルフレイル該当者とを比較した

したこれまでの「治療中心型」の歯科治療だけでなく，全
身的な疾患の状況などもふまえ，多職種と連携しつつ患者
個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復（獲得）をめざ
す治療，管理，連携型の歯科治療への転換を行っていかな
ければならない（図8）16）．
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は　じ　め　に

　これまでの歯科口腔保健における代表的な健康指標は現
在歯数であった．しかし歯数自体は人の健康に直接影響す
ることはない．実際に人の健康や生活に影響するのは，食
事や会話であって，これに直接影響する摂食嚥下機能や構
音機能である．これら機能に対する歯数の影響は極めて大
きく，これまで歯数と全身の健康との関係は数多く報告さ
れてきた1）．しかし，歯数と健康に関するこれまでの研究は，
全身の状態や生活習慣など歯を喪失する要因が健康に与え
る影響を十分除外できていない．また，歯を失った場合，
再生することはできないため，歯数と健康との関連が明ら
かになっても，歯を喪失した人は口腔の健康を回復する術
がなかった．そのため，これまでの歯科口腔保健の目的は
歯の喪失予防が中心となっていた．
　近年の歯科医療の充実と技術の進歩は目覚ましく，歯を
失う機会は大きく減少している．また歯を失ってもデンタ
ルインプラントなどで補うことができるようになってきた．
これらのことから今後，歯数が人の健康や生活に与える影
響は低下してくると思われる．そのような中，フレイル，
サルコペニア，要介護状態，死亡，認知症など健康寿命を
損なう状態の発生と，口腔機能の低下との関連が数多く報
告されるようになってきた2－4）．これら加齢に伴う口腔機
能の低下はオーラルフレイルと称され，世界的に注目が集
まってきている．

フ　レ　イ　ル

　老化とともに生理的予備能が徐々に低下し，恒常性が失
われていくことは避けることはできない．脳卒中や骨折な
ど疾病や外傷によって健康な状態から要介護状態に突然移
行することはあるが，医療技術の進歩と疾病予防対策が効
果を上げている昨今，多くの高齢者はFrailty（フレイル）
と呼ばれる，健康な状態と要介護状態の中間的な段階をへ
て，徐々に要介護状態に陥ると考えられている（図1）5）．

フレイルとは，高齢期に生理的予備能が低下することでス
トレスに対する脆弱性が亢進し，生活機能障害，要介護状態，
死亡などの転帰に陥りやすい状態で，筋力の低下により転
倒しやすくなるような身体的問題のみならず，認知機能障
害やうつなどの精神・心理的問題，独居や経済的困窮など
の社会的問題を含む概念である（図2）6）．ここでの「ス
トレスに対する脆弱性が亢進する」とは，健康な者は何か
のストレス晒されても，そのストレスがなくなれば，ほぼ
元の状態に戻るが，フレイルの状態にある者はストレスが
なくなっても，完全に元の状態に戻ることができないとい

うことである．ここでいうストレスとは，病気や怪我とい
った身体的なストレスだけではなく，自身の衰えの自覚や
孤独感，喪失体験や周囲との不調和といった，精神心理的，
社会的なストレスも含まれている．特に高齢者は自身の心
身機能の低下により，様々なストレスに晒される機会が多
い．そのためフレイルの状態にある高齢者はこれら様々な
ストレスに常に晒され，徐々に要介護状態への坂道を下っ
ていくことになる．
　具体的には，フレイルの状態にある者は風邪などで，暫
く外出しないと筋力が落ち，風邪が良くなっても外出する
機会が減ってしまったりする．歯科に関しても歯を失って
硬いものが食べにくくなると，軟らかい物を食べるように
なるが，フレイルの状態にある者は補綴をして歯数が元に
戻っても，そのまま軟らかい食事を継続してしまうことが
多い．つまり20年前は歯を喪失し歯科を受診する者は50歳
代が中心で，補綴を行えば，何もせずに元の食事に戻ったが，
現在，歯を失って歯科を受診する者の多くは70歳以降の高
齢者でフレイルの状態にある者が多く，補綴を行っても元
の状態に戻ることは少ない．
　近年，フレイルは，その病態だけでなく，診断から治療，
介護予防といった観点でも注目されてきている．日本にお
いては要介護認定を受ける原因の多くが認知症や脳血管障
害であるが，メタボリックシンドローム対策など疾病対策
が効果を上げてきている現在では，疾患が原因ではなく，
徐々に介護が必要な状態になっていく人の多くが廃用症候
群，すなわち不活発な生活習慣が原因であるという報告が
なされるようになってきた7）．この不活発な生活習慣の背
景にはフレイルがあると考えられており，これを予防する
ために2018年度からフレイル対策が日本の医療福祉施策の
重点課題となった．
　現在のところ，フレイルの定義，診断基準について，世
界的に議論されているが，最も広く知られているのは
Friedらの（1）体重減少（意図しない年間4.5 kgまたは
5  %以上の体重減少），（2）疲れやすさの自覚（何をする
のも面倒だと週に3－4日以上感じる），（3）日常での活動
量低下，（4）歩行速度の低下，（5）筋力（握力）の低下の
5つの項目のうち3項目以上に該当した場合にフレイルと
する定義である6）．この海外の研究によると，フレイルに
該当した高齢者は，該当しなかった高齢者に比べて，3年
間の転倒の発生が1.3倍，移動能力の低下が1.5倍，日常生
活動作の悪化が2倍，入院の発生が1.3倍，死亡の発生が
2.2倍高いと報告されている．
　自然な老化は，その人の身体や心理，取り巻く生活およ
び社会の環境にあわせて，身体機能のみならず，精神心理，
社会的機能が調和しながら徐々に変化していくもので，そ
のような自然な老化の中で人は周囲との不調和を感じるこ
とはない．一方，フレイルは様々な些細な老化に伴う問題
が相互に影響しあって負の連鎖が生じ，悪循環となって，

要介護状態や死亡といった不幸な転帰に陥りやすい状態と
考えられている．Xueらが提示したフレイルサイクルでは，
特に起点は決まっていないが，例えば食欲の低下による食
事の摂取量の低下が起点となり，タンパク質，エネルギー
の摂取不足，微量栄養素の欠乏といった慢性的栄養不良が
生じ，体重や筋肉量の減少，さらには筋力，代謝，運動能
力（歩行速度など）の低下から，身体活動量が減少し，さ
らに食欲低下，栄養不良へと悪循環して最終的に要介護状
態に陥っていくといったモデルが提唱されている（図3）8）．
つまり見た目では問題ないように見えても，軽度な侵襲や
ストレスに暴露されると，加齢による身体，精神・心理，
社会的な些細な問題が相互に影響しあって，悪循環を加速
させ，日常生活に大きな不具合が生じてくるといったモデ
ルである．このようなフレイルに関連する多くの危険な老
化の中に，滑舌低下，食べこぼし，わずかなむせ，かめな
い食品が増える，口の乾燥など，些細な口の機能低下から
始まるオーラルフレイルがあると考えられている．

オーラルフレイル

　オーラルフレイルは8020運動を基礎とした口腔の健康啓
発運動の新たなスローガンである．これは滑舌の低下，食
べこぼし，わずかなむせ，かめない食品が増えるなど，口
の些細なトラブルから始まるため，早めに気づき対応する
ことが重要とされている．8020運動の達成者は，すでに
5割を超えている（2016年歯科疾患実態調査）9）．さらに
平均寿命が男女とも80歳を超えた現在，自分の歯の数だけ
でなく80歳でも不自由なく快適に食事をとることができ，
口元の容姿に自信をもって，楽しく会話できることが，口
の健康指標であると考えられるようになってきている．こ
ういった状況を踏まえ，高齢者の口腔の健康を支えるには，
自分の歯を維持することに加えて，口腔機能の衰えを軽視
しないことの重要性が注目され，オーラルフレイルという
概念が提案された．オーラルフレイルは，口に関する些細
な衰えを放置したり，適切な処置を行わないままにしたり
することで，口の機能低下，食べる機能の障害，さらには

心身の機能低下までつな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ある．
　具体的には，日常生活における口の些細なトラブル（滑
舌の低下，かめない食品の増加，むせ，口元の容姿や口臭
が気になるなど）を放置（もしくは軽視）してしまうと，
これらの状態は，相互に悪影響し合ってさらに悪化してい
き，食欲や意欲が低下したり，コミュニケーションの機会
が減ったり，食事のバランスが悪くなって，栄養に偏りが
生じたりする．さらに，口腔機能の低下（咬合力の低下，
舌運動機能の低下など）が生じ，低栄養，サルコペニアの
リスクが高まり，最終的に食べる機能の障害を引き起こす．
このような日常生活における口の些細なトラブルは，誰し
もが避けられない老化として捉えることもできる．しかし，
自然な衰えである口の老化とオーラルフレイルの違いは，
オーラルフレイルが食欲や意欲の低下，会話や外出，外食
の減少，さらには活動範囲の狭小化，知的活動の減少，社
会的問題（孤立，閉じこもり），精神心理的問題（うつ，
認知機能の低下）と複合して生じる不自然な衰えであるこ
とにある．つまり口の些細なトラブルは，早期に適切な対
応を行えば元の健康な状態に戻ることができる．反対に放
置してしまうと生理的老化に加え，様々な口の機能の低下，
それに関連する社会的な問題，精神心理的な問題が相互に
悪影響し合って，口の機能の低下が加速度を増して進行す
る．この点が，自然な口の老化とオーラルフレイルとの違
いと考えられている．
　以上のことを踏まえ， 2019年度にオーラルフレイルは
「老化に伴う様々な口腔環境（口腔衛生など），歯数および
口腔機能の変化，さらに心身の予備能力低下も重なり，口
腔の健康障害に対する脆弱性が増加し，最終的に食べる機
能障害へ陥る一連の現象および過程」と定義された10）．オ
ーラルフレイルは，これまで，老化，廃用として解釈され
ていた口の機能低下を可視化したモデルともいえる．また，
2018年に歯科の新病名として採用された口腔機能低下症や，
摂食嚥下機能障害は，オーラルフレイルの概念を構成する
要因として位置付けられている．以前，オーラルフレイル
は口腔機能低下症の前段階ととらえられていたが，2018年
の口腔機能低下症の保険収載以降，オーラルフレイルは口
腔の健康，特に機能に着目した啓発運動のスローガンとさ
れ，病名である口腔機能低下症とは別の次元にあるものと
された（理由は後述）．
　多くの人は，運動機能や栄養状態，生活能力の低下は避
けられないものとあきらめ，自ら活動範囲を狭め，生活習
慣を不活発なものとする．口腔についても，例えばかみに
くいことを自覚しても，軟らかいものばかり食べていれは，
かみにくいことを自覚できなくなるばかりか，機能が使わ
れずさらに低下するという悪循環に陥る．高齢になると社
会的な役割が少なくなり，身体機能の低下も伴って意欲が
低下する．意欲の低下は口腔の健康への関心を低下させ，

定期的な歯科受診を止めたり，セルフケアがおろそかにな
ったりする．これにより歯周病が悪化したり，齲蝕が増加
したりすると，痛みが生じたり，歯を失ったりして，咀嚼
しなくても済むような軟らかく，食べやすい食事を好んで
食べるようになる．咀嚼を必要としない食事は，さらに咀
嚼機能を低下させるだけでなく，味覚，食感，風味などが
損なわれるため，食の楽しみが減り，食欲も減退する．こ
れらは外食への意欲を減退させ，外出頻度が減少するだけ
でなく，家族や知人との交流の機会も減少する．これによ
り人や社会との繋がりが減少し，会話や知的活動の機会が
失われる．そして滑舌の低下，食べこぼし，わずかなむせ，
かめない食品の増加など口の衰えが加速するようになる．
さらに，好物が食べにくくなったり，口の中に痛みがあっ
たりすると，食欲はさらに低下し，必要な量の食事が摂れ
なくなり，栄養のバランスも悪くなるなど栄養状態が悪化
する11）．このような状態が長期間続くと，必要な栄養素が
枯渇し，筋肉など身体の組成や機能を保つことが困難にな
ってきて，最終的に要介護状態となり，さらに重度化して
在宅療養が困難になって，死のリスク高まっていくという
悪循環に陥っていく（図4）．

ところ，年齢，性別，手段的日常生活動作，ボディマス指数，
認知機能，うつ傾向，居住形態，既往歴，服薬数を調整し
てもオーラルフレイル該当者は2年間の身体的フレイル，
サルコペニアの発生はそれぞれ，2.41倍，2.13倍，また45
カ月間の要介護認定，死亡の発生はそれぞれ2.35倍，2.09
倍であったとの結果が得られた（図6）2）．これらの結果は，
口腔の機能低下が，これらすべての発生に関連しているこ
とを示唆したことになる．つまり身体のフレイルがその発
生に関与していることが報告されている要介護状態や死亡
の発生との関連だけでなく，身体のフレイル自体の発生，
さらにはサルコペニアの発生に関しても，オーラルフレイ
ルが関連していることを示唆したのである．これらの結果
は全身のフレイルや，身体能力の低下に先立って，オーラ
ルフレイルが生じていることを示唆しているだけでなく，
フレイル，サルコペニア，要介護状態，死へと進行していく
なかでも，オーラルフレイルが影響している可能性も示唆
している．このことからオーラルフレイル対策は健康な時
やフレイルの状態にある時だけでなく，要介護状態から死
に至るまで重要であることを含めるため，口腔機能低下症

の前段階であるということは強調しなくなったのである10）．

オーラルフレイルへの対応

　オーラルフレイルの判定にある「かたいものが食べにく
い」，「お茶や汁物でむせる」の2つの主観的評価の低下の
背景には，精神心理的な問題や身体機能の低下があり，こ
れらに配慮した対応が必要との報告がある13－15）．そのため
歯科医療だけの対応では限界があることから，地域包括ケ
アシステムのなかで，住民間，行政を含めた多職種と連携
した精神心理，社会的支援が必要となる．オーラルフレイ
ルは初期の段階では，適切な対応をとれば元の健康な状態
に戻れる状態であり，高齢者自ら自分事として，その対応
策を生活の中に取り入れ，生活環境や人との繋がり，社会
の中での自らの役割を模索しながらその予防と改善に取り
組むものである．生活の中で対応していかなければ，容易
に元の状態に戻ってしまうだけでなく，加齢に伴い生じて
くる様々な問題が悪影響しあって自立した生活が営めない
状態に陥る可能性が高くなる．
　平成30年度診療報酬改定は，団塊の世代が75歳以上とな
る2025年とそれ以降の社会・経済の変化や技術革新への対
応に向けて，質が高く効率的な医療提供体制の整備ととも
に，新しいニーズにも対応できる質の高い医療の実現を目
指して行われた．歯科の診療報酬改定では口腔疾患の重症
化予防，口腔機能低下への対応，生活の質に配慮した歯科
医療の推進を目的として，ライフステージに応じた口腔機
能管理の推進が打ち出された．その中で口腔機能発達不全
を認める小児と口腔機能の低下を認める高齢者の口腔機能
管理の評価の新設，口腔機能に関する検査の導入等が行わ
れた．
　注目すべきは，歯科診療報酬でこれまで評価されてこな
かった，機能評価が拡充されたこと，継続的な管理を評価
することが明記されたことである．歯科の診療報酬はこれ
まで，形態回復に対する評価が主体であったことから，歯
周病以外で継続管理が評価されることはなかったが，口腔

機能発達不全症や口腔機能低下症が新たに病名に加わった
ことで，発達期にある小児や口腔機能低下のリスクが高い
高齢者が継続して歯科を受診する目的が新たに加わったこ
とになる．これは歯科診療の新たな役割を示したものであ
り，これまでのう蝕，欠損補綴といった治癒で終了してい
た歯科診療と全く別の役割が与えられたことでもある．
　高齢者といっても健康な者，フレイルの状態にある者，
要介護状態も軽度から重度までさまざまな状態の者がいる
（図7）．つまりオーラルフレイルへの対応も高齢者の状態
によって変わっていくはずである．健康な高齢者に対して
は，補綴，保存，インプラントといった一般的治療で，形態，
機能，審美回復を行なえば元の健康な生活に戻すことがで
きる．しかし，老化による緩やかな坂道を下り始めた，さ
さいな口の機能の低下が生じてきた高齢者に対しては，フ
レイルや生活習慣病対策といった視点をもって，口腔機能
の低下予防を通じて介護予防を患者とともに意識し開始し
なければならない．また口腔の健康を通して患者が必要と
している食事を支援するといった視点も必要となってくる．
これは単に栄養の質とか量といった問題に介入するだけで
なく，外食や会話といった人と人とが繋がっていくために
必要な機能を維持し，意欲的な生活を支援することも歯科
が介入する目的になる．そのため，栄養関連職種との連携
は不可欠になってくる．
　口腔機能の低下が徐々に顕在化し，後戻りしにくくなっ
てくると，歯科の治療計画は患者の口腔や全身の状態だけ
でなく，取り巻く社会や生活の状況の今後を予測し，それ
に配慮したものとしなければならない．ここからはかかり
つけ歯科医としての技量が試される時期でもある．誰にで
も口腔機能を維持することができなくなってくる時は必ず
訪れる，口腔機能管理の中で，その低下の状況を把握しな
がら，全身，生活などの変化も予測した対応を行っていく
必要がある．この時期の介入の目的は，単にQOLや栄養
状態の維持，誤嚥の予防というだけでなく，歯周病の管理
も含め要介護状態，生活習慣病，認知症の発生，重度化を
予防することも含まれてくる．そのための知識と地域の医

療や福祉と連携は必須であり，それら関連職種とのコミュ
ニケーションやネットワークづくりといったスキルが必要
となってくる．
　次の口腔機能だけでなく心身の機能も低下し始めた段階
では疾病や要介護状態の重度化を遅らせるためのリハビリ
テーションと，今後生じてくる様々な機能低下を見据えた
口腔内環境の整備が必要となってくる．そしていずれ訪れ
る終末期にソフトランディングさせるための経路を模索す
る時期でもある．また要介護状態や認知症，低栄養，感染
リスクといった問題も増大するため，診療室や訪問診療だ
けでは，口腔の健康を維持することは困難になってくる．
そのため多職種の理解を得て，連携し継続的な支援体制を
構築していく必要がある．よって医療，介護との連携は必
須となり，それらをマネージメントする知識と人脈，スキ
ルが必要となってくる．
　終末期では積極的な補綴，保存治療を行うことは少なく
なるが，経口摂取継続への支援，肺炎や口腔内の感染症へ
の対応など今まで以上に口腔の安静をはかるための高度な
知識と技術が必要となる．またケアの必要性は増加するた
め，本人とその人をとりまく人々とコミュニケーションを
はかって，理解を得て皆で支えていく体制を構築し，本人
家族と寄り添い前を向いて進んでいかなければならない．

お　わ　り　に

　歯科は子供から大人，要介護高齢者，看取りにいたるま
で幅広い年齢層，状態の患者を診る特異な診療科である．
そのため，歯科医師，歯科衛生士は患者の状況を一時点で
とらえるのではなく，患者のパーソナリティや家族の状況，
これまでの経緯や今後の経過も含め患者との歴史の中で，
患者家族と寄り添いともに歩んでいくことができる．今後
も高齢化が進む日本において，持続可能な社会を実現する
ためには，歯科が最も身近なかかりつけ医，家庭医として
の役割を果たし，健康寿命の延伸，在宅療養の推進に貢献
していく必要がある．そのためには歯の形態回復を主体と

図４　フレイリティサイクル（オーラルフレイルによる悪循環）

　このような意欲の低下，栄養状態の悪化，筋肉の減少を
経て，最終的に生活機能障害に至るといった栄養（食／歯
科口腔）から見た虚弱型フローが，平成25年度の老人保健
健康増進等事業の研究班より提唱された（図5）12）．この
概念図の中で口腔の機能低下はオーラルフレイルと表現さ
れ，平成27年 3月に日本歯科医師会が開催した「健康寿命
延伸のための歯科医療・口腔保健　世界会議2015」の中で
紹介され，「8020運動」に加えたオーラルヘルスプロモー
ションとして啓発活動が行われることになった．
　そして飯島らが千葉県柏市在住の高齢者2,011人を対象
に行った45カ月間の縦断調査（柏スタディ 2012年開始）
によって，フレイル，サルコペニア，要介護，死亡の発生
について，6つの口腔の指標のどれにも該当しなかった者
と3つ以上該当したオーラルフレイル該当者とを比較した

したこれまでの「治療中心型」の歯科治療だけでなく，全
身的な疾患の状況などもふまえ，多職種と連携しつつ患者
個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復（獲得）をめざ
す治療，管理，連携型の歯科治療への転換を行っていかな
ければならない（図8）16）．

参　考　文　献

1）　Watanabe, Y. Okada, K. Kondo, M. Matsushita, T. 
Nakazawa, S .  Yamazaki ,  Y.：Oral health for 
achieving longevity.  Geriatr Gerontol Int 20, 526－538, 
2020. 

2）　Tanaka, T. Takahashi, K. Hirano, H. Kikutani, T. 
Watanabe, Y. Ohara, Y. Furuya, H. Tetsuo, T. 
Akishita, M. Iijima, K.：Oral Frailty as a Risk Factor 
f o r  P h y s i c a l  F r a i l t y  a n d  M o r t a l i t y  i n  
Community-Dwelling Elderly.  J Gerontol A Biol Sci 
Med Sci 73, 1661－1667, 2018. 

3）　Watanabe, Y. Arai, H. Hirano, H. Morishita, S. Ohara, 
Y. Edahiro, A. Murakami, M. Shimada, H. Kikutani, 
T .  Suzuki ,  T.：Oral funct ion as an indexing 
parameter for mild cognitive impairment in older 
adults. Geriatr Gerontol Int 18, 790－798, 2018. 

4）　Watanabe, Y. Hirano, H. Arai, H. Morishita, S. Ohara, 
Y. Edahiro, A. Murakami, M. Shimada, H. Kikutani, 
T. Suzuki, T.：Relationship Between Frailty and 
Oral Function in Community-Dwelling Elderly 
Adults. J Am Geriatr Soc 65, 66－76, 2017. 

5）　荒井秀典 編集.  フレイルハンドブック－ポケット版－.  
ライフ・サイエンス, 1－96 , 2016. 

6）　Fried, L. P. Tangen, C. M. Walston, J. Newman, A. B. 
Hirsch, C. Gottdiener, J. Seeman, T. Tracy, R. Kop, 
W. J. Burke, G. McBurnie, M. A. Cardiovascular 
Health Study Collaborative Research, Group：Frailty 
in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol 
A Biol Sci Med Sci 56, M146－156, 2001. 

7）　大分県杵築市.  高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
平成28年度介護度別疾患分類.  https://www. city. 
kitsuki. lg. jp/material/files/group/17/5982. pdf , 
2016. （令和2年12月 9日参照）

8）　Xue, Q. L., Bandeen-Roche, K., Varadhan, R., Zhou,J.& 
Fried,L.P. Initial manifestations of frailty criteria and 

the development of frailty phenotype in the Women's 
Health and Aging Study II. J Gerontol A Biol Sci 
Med Sci 63, 984－990, 2008. 

9）　厚生労働省：平成28年歯科疾患実態調査.  https://
www. mhlw. go. jp/toukei/list/62－28. html ，2016. （令
和2年12月 9日参照）

10）　日本歯科医師会：歯科診療所における オーラルフレ
イル対応マニュアル2019年版.  2019. （令和2年12月9日
参照）

11）　本川佳子：「歯科衛生士が知っておきたい多職種連携
のためのUp to Date」　高齢期の栄養ケア　歯科と栄
養の連携.  老年歯科医学 34, 81－85，2019. 

12）　鈴木隆雄：平成25年度老人保健増進等事業「食（栄養）
および口腔機能に着目した加齢症候群の概念の確立
と介護予防（虚弱化予防）から要介護状態に至る口
腔ケアの包括的対策の構築に関する調査研究事業報
告書. 2013. 

13）　Mikami, Y. Watanabe, Y. Motokawa, K. Shirobe, M. 
Motohashi, Y. Edahiro, A. Nakajima, J.  Osuka, Y. 
Inagaki, H. Fujiwara, Y. Shinkai, S. Awata, S.：
Association between decrease in frequency of going 
out and oral function in older adults living in major 
urban areas. Geriatr Gerontol Int 19, 792－797, 2019. 

14）　Murakami, M. Watanabe, Y. Edahiro, A. Ohara, Y. 
Obuchi, S. Kawai, H. Kim, H. Fujiwara, Y. Ihara, K. 
Murakami, M. Hirano, H.：Factors related to 
dissociation between objective and subjective 
masticatory function in Japanese community－
dwelling elderly adults. J Oral Rehabil 45, 598－604, 
2018. 

15）　Takagi, D. Watanabe, Y. Edahiro, A. Ohara, Y. 
Murakami, M. Murakami, K. Hironaka, S. Taniguchi, 
Y. Kitamura, A. Shinkai, S. Hirano, H.：Factors 
affecting masticatory function of community-dwelling 
older people: Investigation of the differences in the 
relevant factors for subjective and objective 
assessment. Gerodontology 34, 357－364, 2017. 

16）　厚生労働省. 歯科治療の需要の将来予想（イメージ）. 
第4回 歯科医師の資質向上等に関する検討会
https://www. mhlw. go. jp/fi le/05-Shingikai-
10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000165542. pdf ，
2018.（令和2年12月10日参照） 



－8－

渡　邊　　　裕　ほか113

は　じ　め　に

　これまでの歯科口腔保健における代表的な健康指標は現
在歯数であった．しかし歯数自体は人の健康に直接影響す
ることはない．実際に人の健康や生活に影響するのは，食
事や会話であって，これに直接影響する摂食嚥下機能や構
音機能である．これら機能に対する歯数の影響は極めて大
きく，これまで歯数と全身の健康との関係は数多く報告さ
れてきた1）．しかし，歯数と健康に関するこれまでの研究は，
全身の状態や生活習慣など歯を喪失する要因が健康に与え
る影響を十分除外できていない．また，歯を失った場合，
再生することはできないため，歯数と健康との関連が明ら
かになっても，歯を喪失した人は口腔の健康を回復する術
がなかった．そのため，これまでの歯科口腔保健の目的は
歯の喪失予防が中心となっていた．
　近年の歯科医療の充実と技術の進歩は目覚ましく，歯を
失う機会は大きく減少している．また歯を失ってもデンタ
ルインプラントなどで補うことができるようになってきた．
これらのことから今後，歯数が人の健康や生活に与える影
響は低下してくると思われる．そのような中，フレイル，
サルコペニア，要介護状態，死亡，認知症など健康寿命を
損なう状態の発生と，口腔機能の低下との関連が数多く報
告されるようになってきた2－4）．これら加齢に伴う口腔機
能の低下はオーラルフレイルと称され，世界的に注目が集
まってきている．

フ　レ　イ　ル

　老化とともに生理的予備能が徐々に低下し，恒常性が失
われていくことは避けることはできない．脳卒中や骨折な
ど疾病や外傷によって健康な状態から要介護状態に突然移
行することはあるが，医療技術の進歩と疾病予防対策が効
果を上げている昨今，多くの高齢者はFrailty（フレイル）
と呼ばれる，健康な状態と要介護状態の中間的な段階をへ
て，徐々に要介護状態に陥ると考えられている（図1）5）．

フレイルとは，高齢期に生理的予備能が低下することでス
トレスに対する脆弱性が亢進し，生活機能障害，要介護状態，
死亡などの転帰に陥りやすい状態で，筋力の低下により転
倒しやすくなるような身体的問題のみならず，認知機能障
害やうつなどの精神・心理的問題，独居や経済的困窮など
の社会的問題を含む概念である（図2）6）．ここでの「ス
トレスに対する脆弱性が亢進する」とは，健康な者は何か
のストレス晒されても，そのストレスがなくなれば，ほぼ
元の状態に戻るが，フレイルの状態にある者はストレスが
なくなっても，完全に元の状態に戻ることができないとい

うことである．ここでいうストレスとは，病気や怪我とい
った身体的なストレスだけではなく，自身の衰えの自覚や
孤独感，喪失体験や周囲との不調和といった，精神心理的，
社会的なストレスも含まれている．特に高齢者は自身の心
身機能の低下により，様々なストレスに晒される機会が多
い．そのためフレイルの状態にある高齢者はこれら様々な
ストレスに常に晒され，徐々に要介護状態への坂道を下っ
ていくことになる．
　具体的には，フレイルの状態にある者は風邪などで，暫
く外出しないと筋力が落ち，風邪が良くなっても外出する
機会が減ってしまったりする．歯科に関しても歯を失って
硬いものが食べにくくなると，軟らかい物を食べるように
なるが，フレイルの状態にある者は補綴をして歯数が元に
戻っても，そのまま軟らかい食事を継続してしまうことが
多い．つまり20年前は歯を喪失し歯科を受診する者は50歳
代が中心で，補綴を行えば，何もせずに元の食事に戻ったが，
現在，歯を失って歯科を受診する者の多くは70歳以降の高
齢者でフレイルの状態にある者が多く，補綴を行っても元
の状態に戻ることは少ない．
　近年，フレイルは，その病態だけでなく，診断から治療，
介護予防といった観点でも注目されてきている．日本にお
いては要介護認定を受ける原因の多くが認知症や脳血管障
害であるが，メタボリックシンドローム対策など疾病対策
が効果を上げてきている現在では，疾患が原因ではなく，
徐々に介護が必要な状態になっていく人の多くが廃用症候
群，すなわち不活発な生活習慣が原因であるという報告が
なされるようになってきた7）．この不活発な生活習慣の背
景にはフレイルがあると考えられており，これを予防する
ために2018年度からフレイル対策が日本の医療福祉施策の
重点課題となった．
　現在のところ，フレイルの定義，診断基準について，世
界的に議論されているが，最も広く知られているのは
Friedらの（1）体重減少（意図しない年間4.5 kgまたは
5  %以上の体重減少），（2）疲れやすさの自覚（何をする
のも面倒だと週に3－4日以上感じる），（3）日常での活動
量低下，（4）歩行速度の低下，（5）筋力（握力）の低下の
5つの項目のうち3項目以上に該当した場合にフレイルと
する定義である6）．この海外の研究によると，フレイルに
該当した高齢者は，該当しなかった高齢者に比べて，3年
間の転倒の発生が1.3倍，移動能力の低下が1.5倍，日常生
活動作の悪化が2倍，入院の発生が1.3倍，死亡の発生が
2.2倍高いと報告されている．
　自然な老化は，その人の身体や心理，取り巻く生活およ
び社会の環境にあわせて，身体機能のみならず，精神心理，
社会的機能が調和しながら徐々に変化していくもので，そ
のような自然な老化の中で人は周囲との不調和を感じるこ
とはない．一方，フレイルは様々な些細な老化に伴う問題
が相互に影響しあって負の連鎖が生じ，悪循環となって，

要介護状態や死亡といった不幸な転帰に陥りやすい状態と
考えられている．Xueらが提示したフレイルサイクルでは，
特に起点は決まっていないが，例えば食欲の低下による食
事の摂取量の低下が起点となり，タンパク質，エネルギー
の摂取不足，微量栄養素の欠乏といった慢性的栄養不良が
生じ，体重や筋肉量の減少，さらには筋力，代謝，運動能
力（歩行速度など）の低下から，身体活動量が減少し，さ
らに食欲低下，栄養不良へと悪循環して最終的に要介護状
態に陥っていくといったモデルが提唱されている（図3）8）．
つまり見た目では問題ないように見えても，軽度な侵襲や
ストレスに暴露されると，加齢による身体，精神・心理，
社会的な些細な問題が相互に影響しあって，悪循環を加速
させ，日常生活に大きな不具合が生じてくるといったモデ
ルである．このようなフレイルに関連する多くの危険な老
化の中に，滑舌低下，食べこぼし，わずかなむせ，かめな
い食品が増える，口の乾燥など，些細な口の機能低下から
始まるオーラルフレイルがあると考えられている．

オーラルフレイル

　オーラルフレイルは8020運動を基礎とした口腔の健康啓
発運動の新たなスローガンである．これは滑舌の低下，食
べこぼし，わずかなむせ，かめない食品が増えるなど，口
の些細なトラブルから始まるため，早めに気づき対応する
ことが重要とされている．8020運動の達成者は，すでに
5割を超えている（2016年歯科疾患実態調査）9）．さらに
平均寿命が男女とも80歳を超えた現在，自分の歯の数だけ
でなく80歳でも不自由なく快適に食事をとることができ，
口元の容姿に自信をもって，楽しく会話できることが，口
の健康指標であると考えられるようになってきている．こ
ういった状況を踏まえ，高齢者の口腔の健康を支えるには，
自分の歯を維持することに加えて，口腔機能の衰えを軽視
しないことの重要性が注目され，オーラルフレイルという
概念が提案された．オーラルフレイルは，口に関する些細
な衰えを放置したり，適切な処置を行わないままにしたり
することで，口の機能低下，食べる機能の障害，さらには

心身の機能低下までつな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ある．
　具体的には，日常生活における口の些細なトラブル（滑
舌の低下，かめない食品の増加，むせ，口元の容姿や口臭
が気になるなど）を放置（もしくは軽視）してしまうと，
これらの状態は，相互に悪影響し合ってさらに悪化してい
き，食欲や意欲が低下したり，コミュニケーションの機会
が減ったり，食事のバランスが悪くなって，栄養に偏りが
生じたりする．さらに，口腔機能の低下（咬合力の低下，
舌運動機能の低下など）が生じ，低栄養，サルコペニアの
リスクが高まり，最終的に食べる機能の障害を引き起こす．
このような日常生活における口の些細なトラブルは，誰し
もが避けられない老化として捉えることもできる．しかし，
自然な衰えである口の老化とオーラルフレイルの違いは，
オーラルフレイルが食欲や意欲の低下，会話や外出，外食
の減少，さらには活動範囲の狭小化，知的活動の減少，社
会的問題（孤立，閉じこもり），精神心理的問題（うつ，
認知機能の低下）と複合して生じる不自然な衰えであるこ
とにある．つまり口の些細なトラブルは，早期に適切な対
応を行えば元の健康な状態に戻ることができる．反対に放
置してしまうと生理的老化に加え，様々な口の機能の低下，
それに関連する社会的な問題，精神心理的な問題が相互に
悪影響し合って，口の機能の低下が加速度を増して進行す
る．この点が，自然な口の老化とオーラルフレイルとの違
いと考えられている．
　以上のことを踏まえ， 2019年度にオーラルフレイルは
「老化に伴う様々な口腔環境（口腔衛生など），歯数および
口腔機能の変化，さらに心身の予備能力低下も重なり，口
腔の健康障害に対する脆弱性が増加し，最終的に食べる機
能障害へ陥る一連の現象および過程」と定義された10）．オ
ーラルフレイルは，これまで，老化，廃用として解釈され
ていた口の機能低下を可視化したモデルともいえる．また，
2018年に歯科の新病名として採用された口腔機能低下症や，
摂食嚥下機能障害は，オーラルフレイルの概念を構成する
要因として位置付けられている．以前，オーラルフレイル
は口腔機能低下症の前段階ととらえられていたが，2018年
の口腔機能低下症の保険収載以降，オーラルフレイルは口
腔の健康，特に機能に着目した啓発運動のスローガンとさ
れ，病名である口腔機能低下症とは別の次元にあるものと
された（理由は後述）．
　多くの人は，運動機能や栄養状態，生活能力の低下は避
けられないものとあきらめ，自ら活動範囲を狭め，生活習
慣を不活発なものとする．口腔についても，例えばかみに
くいことを自覚しても，軟らかいものばかり食べていれは，
かみにくいことを自覚できなくなるばかりか，機能が使わ
れずさらに低下するという悪循環に陥る．高齢になると社
会的な役割が少なくなり，身体機能の低下も伴って意欲が
低下する．意欲の低下は口腔の健康への関心を低下させ，

定期的な歯科受診を止めたり，セルフケアがおろそかにな
ったりする．これにより歯周病が悪化したり，齲蝕が増加
したりすると，痛みが生じたり，歯を失ったりして，咀嚼
しなくても済むような軟らかく，食べやすい食事を好んで
食べるようになる．咀嚼を必要としない食事は，さらに咀
嚼機能を低下させるだけでなく，味覚，食感，風味などが
損なわれるため，食の楽しみが減り，食欲も減退する．こ
れらは外食への意欲を減退させ，外出頻度が減少するだけ
でなく，家族や知人との交流の機会も減少する．これによ
り人や社会との繋がりが減少し，会話や知的活動の機会が
失われる．そして滑舌の低下，食べこぼし，わずかなむせ，
かめない食品の増加など口の衰えが加速するようになる．
さらに，好物が食べにくくなったり，口の中に痛みがあっ
たりすると，食欲はさらに低下し，必要な量の食事が摂れ
なくなり，栄養のバランスも悪くなるなど栄養状態が悪化
する11）．このような状態が長期間続くと，必要な栄養素が
枯渇し，筋肉など身体の組成や機能を保つことが困難にな
ってきて，最終的に要介護状態となり，さらに重度化して
在宅療養が困難になって，死のリスク高まっていくという
悪循環に陥っていく（図4）．

ところ，年齢，性別，手段的日常生活動作，ボディマス指数，
認知機能，うつ傾向，居住形態，既往歴，服薬数を調整し
てもオーラルフレイル該当者は2年間の身体的フレイル，
サルコペニアの発生はそれぞれ，2.41倍，2.13倍，また45
カ月間の要介護認定，死亡の発生はそれぞれ2.35倍，2.09
倍であったとの結果が得られた（図6）2）．これらの結果は，
口腔の機能低下が，これらすべての発生に関連しているこ
とを示唆したことになる．つまり身体のフレイルがその発
生に関与していることが報告されている要介護状態や死亡
の発生との関連だけでなく，身体のフレイル自体の発生，
さらにはサルコペニアの発生に関しても，オーラルフレイ
ルが関連していることを示唆したのである．これらの結果
は全身のフレイルや，身体能力の低下に先立って，オーラ
ルフレイルが生じていることを示唆しているだけでなく，
フレイル，サルコペニア，要介護状態，死へと進行していく
なかでも，オーラルフレイルが影響している可能性も示唆
している．このことからオーラルフレイル対策は健康な時
やフレイルの状態にある時だけでなく，要介護状態から死
に至るまで重要であることを含めるため，口腔機能低下症

の前段階であるということは強調しなくなったのである10）．

オーラルフレイルへの対応

　オーラルフレイルの判定にある「かたいものが食べにく
い」，「お茶や汁物でむせる」の2つの主観的評価の低下の
背景には，精神心理的な問題や身体機能の低下があり，こ
れらに配慮した対応が必要との報告がある13－15）．そのため
歯科医療だけの対応では限界があることから，地域包括ケ
アシステムのなかで，住民間，行政を含めた多職種と連携
した精神心理，社会的支援が必要となる．オーラルフレイ
ルは初期の段階では，適切な対応をとれば元の健康な状態
に戻れる状態であり，高齢者自ら自分事として，その対応
策を生活の中に取り入れ，生活環境や人との繋がり，社会
の中での自らの役割を模索しながらその予防と改善に取り
組むものである．生活の中で対応していかなければ，容易
に元の状態に戻ってしまうだけでなく，加齢に伴い生じて
くる様々な問題が悪影響しあって自立した生活が営めない
状態に陥る可能性が高くなる．
　平成30年度診療報酬改定は，団塊の世代が75歳以上とな
る2025年とそれ以降の社会・経済の変化や技術革新への対
応に向けて，質が高く効率的な医療提供体制の整備ととも
に，新しいニーズにも対応できる質の高い医療の実現を目
指して行われた．歯科の診療報酬改定では口腔疾患の重症
化予防，口腔機能低下への対応，生活の質に配慮した歯科
医療の推進を目的として，ライフステージに応じた口腔機
能管理の推進が打ち出された．その中で口腔機能発達不全
を認める小児と口腔機能の低下を認める高齢者の口腔機能
管理の評価の新設，口腔機能に関する検査の導入等が行わ
れた．
　注目すべきは，歯科診療報酬でこれまで評価されてこな
かった，機能評価が拡充されたこと，継続的な管理を評価
することが明記されたことである．歯科の診療報酬はこれ
まで，形態回復に対する評価が主体であったことから，歯
周病以外で継続管理が評価されることはなかったが，口腔

機能発達不全症や口腔機能低下症が新たに病名に加わった
ことで，発達期にある小児や口腔機能低下のリスクが高い
高齢者が継続して歯科を受診する目的が新たに加わったこ
とになる．これは歯科診療の新たな役割を示したものであ
り，これまでのう蝕，欠損補綴といった治癒で終了してい
た歯科診療と全く別の役割が与えられたことでもある．
　高齢者といっても健康な者，フレイルの状態にある者，
要介護状態も軽度から重度までさまざまな状態の者がいる
（図7）．つまりオーラルフレイルへの対応も高齢者の状態
によって変わっていくはずである．健康な高齢者に対して
は，補綴，保存，インプラントといった一般的治療で，形態，
機能，審美回復を行なえば元の健康な生活に戻すことがで
きる．しかし，老化による緩やかな坂道を下り始めた，さ
さいな口の機能の低下が生じてきた高齢者に対しては，フ
レイルや生活習慣病対策といった視点をもって，口腔機能
の低下予防を通じて介護予防を患者とともに意識し開始し
なければならない．また口腔の健康を通して患者が必要と
している食事を支援するといった視点も必要となってくる．
これは単に栄養の質とか量といった問題に介入するだけで
なく，外食や会話といった人と人とが繋がっていくために
必要な機能を維持し，意欲的な生活を支援することも歯科
が介入する目的になる．そのため，栄養関連職種との連携
は不可欠になってくる．
　口腔機能の低下が徐々に顕在化し，後戻りしにくくなっ
てくると，歯科の治療計画は患者の口腔や全身の状態だけ
でなく，取り巻く社会や生活の状況の今後を予測し，それ
に配慮したものとしなければならない．ここからはかかり
つけ歯科医としての技量が試される時期でもある．誰にで
も口腔機能を維持することができなくなってくる時は必ず
訪れる，口腔機能管理の中で，その低下の状況を把握しな
がら，全身，生活などの変化も予測した対応を行っていく
必要がある．この時期の介入の目的は，単にQOLや栄養
状態の維持，誤嚥の予防というだけでなく，歯周病の管理
も含め要介護状態，生活習慣病，認知症の発生，重度化を
予防することも含まれてくる．そのための知識と地域の医

療や福祉と連携は必須であり，それら関連職種とのコミュ
ニケーションやネットワークづくりといったスキルが必要
となってくる．
　次の口腔機能だけでなく心身の機能も低下し始めた段階
では疾病や要介護状態の重度化を遅らせるためのリハビリ
テーションと，今後生じてくる様々な機能低下を見据えた
口腔内環境の整備が必要となってくる．そしていずれ訪れ
る終末期にソフトランディングさせるための経路を模索す
る時期でもある．また要介護状態や認知症，低栄養，感染
リスクといった問題も増大するため，診療室や訪問診療だ
けでは，口腔の健康を維持することは困難になってくる．
そのため多職種の理解を得て，連携し継続的な支援体制を
構築していく必要がある．よって医療，介護との連携は必
須となり，それらをマネージメントする知識と人脈，スキ
ルが必要となってくる．
　終末期では積極的な補綴，保存治療を行うことは少なく
なるが，経口摂取継続への支援，肺炎や口腔内の感染症へ
の対応など今まで以上に口腔の安静をはかるための高度な
知識と技術が必要となる．またケアの必要性は増加するた
め，本人とその人をとりまく人々とコミュニケーションを
はかって，理解を得て皆で支えていく体制を構築し，本人
家族と寄り添い前を向いて進んでいかなければならない．

お　わ　り　に

　歯科は子供から大人，要介護高齢者，看取りにいたるま
で幅広い年齢層，状態の患者を診る特異な診療科である．
そのため，歯科医師，歯科衛生士は患者の状況を一時点で
とらえるのではなく，患者のパーソナリティや家族の状況，
これまでの経緯や今後の経過も含め患者との歴史の中で，
患者家族と寄り添いともに歩んでいくことができる．今後
も高齢化が進む日本において，持続可能な社会を実現する
ためには，歯科が最も身近なかかりつけ医，家庭医として
の役割を果たし，健康寿命の延伸，在宅療養の推進に貢献
していく必要がある．そのためには歯の形態回復を主体と

図６　オーラルフレイルと死亡等リスクに関する研究（Tanaka, T. et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 73, 1661-1667）

図５　オーラルフレイル概念図（日本歯科医師会.  歯科診療所
における オーラルフレイル対応マニュアル2019年版）（日
本歯科医師会HPより）

　このような意欲の低下，栄養状態の悪化，筋肉の減少を
経て，最終的に生活機能障害に至るといった栄養（食／歯
科口腔）から見た虚弱型フローが，平成25年度の老人保健
健康増進等事業の研究班より提唱された（図5）12）．この
概念図の中で口腔の機能低下はオーラルフレイルと表現さ
れ，平成27年 3月に日本歯科医師会が開催した「健康寿命
延伸のための歯科医療・口腔保健　世界会議2015」の中で
紹介され，「8020運動」に加えたオーラルヘルスプロモー
ションとして啓発活動が行われることになった．
　そして飯島らが千葉県柏市在住の高齢者2,011人を対象
に行った45カ月間の縦断調査（柏スタディ 2012年開始）
によって，フレイル，サルコペニア，要介護，死亡の発生
について，6つの口腔の指標のどれにも該当しなかった者
と3つ以上該当したオーラルフレイル該当者とを比較した

したこれまでの「治療中心型」の歯科治療だけでなく，全
身的な疾患の状況などもふまえ，多職種と連携しつつ患者
個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復（獲得）をめざ
す治療，管理，連携型の歯科治療への転換を行っていかな
ければならない（図8）16）．
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は　じ　め　に

　これまでの歯科口腔保健における代表的な健康指標は現
在歯数であった．しかし歯数自体は人の健康に直接影響す
ることはない．実際に人の健康や生活に影響するのは，食
事や会話であって，これに直接影響する摂食嚥下機能や構
音機能である．これら機能に対する歯数の影響は極めて大
きく，これまで歯数と全身の健康との関係は数多く報告さ
れてきた1）．しかし，歯数と健康に関するこれまでの研究は，
全身の状態や生活習慣など歯を喪失する要因が健康に与え
る影響を十分除外できていない．また，歯を失った場合，
再生することはできないため，歯数と健康との関連が明ら
かになっても，歯を喪失した人は口腔の健康を回復する術
がなかった．そのため，これまでの歯科口腔保健の目的は
歯の喪失予防が中心となっていた．
　近年の歯科医療の充実と技術の進歩は目覚ましく，歯を
失う機会は大きく減少している．また歯を失ってもデンタ
ルインプラントなどで補うことができるようになってきた．
これらのことから今後，歯数が人の健康や生活に与える影
響は低下してくると思われる．そのような中，フレイル，
サルコペニア，要介護状態，死亡，認知症など健康寿命を
損なう状態の発生と，口腔機能の低下との関連が数多く報
告されるようになってきた2－4）．これら加齢に伴う口腔機
能の低下はオーラルフレイルと称され，世界的に注目が集
まってきている．

フ　レ　イ　ル

　老化とともに生理的予備能が徐々に低下し，恒常性が失
われていくことは避けることはできない．脳卒中や骨折な
ど疾病や外傷によって健康な状態から要介護状態に突然移
行することはあるが，医療技術の進歩と疾病予防対策が効
果を上げている昨今，多くの高齢者はFrailty（フレイル）
と呼ばれる，健康な状態と要介護状態の中間的な段階をへ
て，徐々に要介護状態に陥ると考えられている（図1）5）．

フレイルとは，高齢期に生理的予備能が低下することでス
トレスに対する脆弱性が亢進し，生活機能障害，要介護状態，
死亡などの転帰に陥りやすい状態で，筋力の低下により転
倒しやすくなるような身体的問題のみならず，認知機能障
害やうつなどの精神・心理的問題，独居や経済的困窮など
の社会的問題を含む概念である（図2）6）．ここでの「ス
トレスに対する脆弱性が亢進する」とは，健康な者は何か
のストレス晒されても，そのストレスがなくなれば，ほぼ
元の状態に戻るが，フレイルの状態にある者はストレスが
なくなっても，完全に元の状態に戻ることができないとい

うことである．ここでいうストレスとは，病気や怪我とい
った身体的なストレスだけではなく，自身の衰えの自覚や
孤独感，喪失体験や周囲との不調和といった，精神心理的，
社会的なストレスも含まれている．特に高齢者は自身の心
身機能の低下により，様々なストレスに晒される機会が多
い．そのためフレイルの状態にある高齢者はこれら様々な
ストレスに常に晒され，徐々に要介護状態への坂道を下っ
ていくことになる．
　具体的には，フレイルの状態にある者は風邪などで，暫
く外出しないと筋力が落ち，風邪が良くなっても外出する
機会が減ってしまったりする．歯科に関しても歯を失って
硬いものが食べにくくなると，軟らかい物を食べるように
なるが，フレイルの状態にある者は補綴をして歯数が元に
戻っても，そのまま軟らかい食事を継続してしまうことが
多い．つまり20年前は歯を喪失し歯科を受診する者は50歳
代が中心で，補綴を行えば，何もせずに元の食事に戻ったが，
現在，歯を失って歯科を受診する者の多くは70歳以降の高
齢者でフレイルの状態にある者が多く，補綴を行っても元
の状態に戻ることは少ない．
　近年，フレイルは，その病態だけでなく，診断から治療，
介護予防といった観点でも注目されてきている．日本にお
いては要介護認定を受ける原因の多くが認知症や脳血管障
害であるが，メタボリックシンドローム対策など疾病対策
が効果を上げてきている現在では，疾患が原因ではなく，
徐々に介護が必要な状態になっていく人の多くが廃用症候
群，すなわち不活発な生活習慣が原因であるという報告が
なされるようになってきた7）．この不活発な生活習慣の背
景にはフレイルがあると考えられており，これを予防する
ために2018年度からフレイル対策が日本の医療福祉施策の
重点課題となった．
　現在のところ，フレイルの定義，診断基準について，世
界的に議論されているが，最も広く知られているのは
Friedらの（1）体重減少（意図しない年間4.5 kgまたは
5  %以上の体重減少），（2）疲れやすさの自覚（何をする
のも面倒だと週に3－4日以上感じる），（3）日常での活動
量低下，（4）歩行速度の低下，（5）筋力（握力）の低下の
5つの項目のうち3項目以上に該当した場合にフレイルと
する定義である6）．この海外の研究によると，フレイルに
該当した高齢者は，該当しなかった高齢者に比べて，3年
間の転倒の発生が1.3倍，移動能力の低下が1.5倍，日常生
活動作の悪化が2倍，入院の発生が1.3倍，死亡の発生が
2.2倍高いと報告されている．
　自然な老化は，その人の身体や心理，取り巻く生活およ
び社会の環境にあわせて，身体機能のみならず，精神心理，
社会的機能が調和しながら徐々に変化していくもので，そ
のような自然な老化の中で人は周囲との不調和を感じるこ
とはない．一方，フレイルは様々な些細な老化に伴う問題
が相互に影響しあって負の連鎖が生じ，悪循環となって，

要介護状態や死亡といった不幸な転帰に陥りやすい状態と
考えられている．Xueらが提示したフレイルサイクルでは，
特に起点は決まっていないが，例えば食欲の低下による食
事の摂取量の低下が起点となり，タンパク質，エネルギー
の摂取不足，微量栄養素の欠乏といった慢性的栄養不良が
生じ，体重や筋肉量の減少，さらには筋力，代謝，運動能
力（歩行速度など）の低下から，身体活動量が減少し，さ
らに食欲低下，栄養不良へと悪循環して最終的に要介護状
態に陥っていくといったモデルが提唱されている（図3）8）．
つまり見た目では問題ないように見えても，軽度な侵襲や
ストレスに暴露されると，加齢による身体，精神・心理，
社会的な些細な問題が相互に影響しあって，悪循環を加速
させ，日常生活に大きな不具合が生じてくるといったモデ
ルである．このようなフレイルに関連する多くの危険な老
化の中に，滑舌低下，食べこぼし，わずかなむせ，かめな
い食品が増える，口の乾燥など，些細な口の機能低下から
始まるオーラルフレイルがあると考えられている．

オーラルフレイル

　オーラルフレイルは8020運動を基礎とした口腔の健康啓
発運動の新たなスローガンである．これは滑舌の低下，食
べこぼし，わずかなむせ，かめない食品が増えるなど，口
の些細なトラブルから始まるため，早めに気づき対応する
ことが重要とされている．8020運動の達成者は，すでに
5割を超えている（2016年歯科疾患実態調査）9）．さらに
平均寿命が男女とも80歳を超えた現在，自分の歯の数だけ
でなく80歳でも不自由なく快適に食事をとることができ，
口元の容姿に自信をもって，楽しく会話できることが，口
の健康指標であると考えられるようになってきている．こ
ういった状況を踏まえ，高齢者の口腔の健康を支えるには，
自分の歯を維持することに加えて，口腔機能の衰えを軽視
しないことの重要性が注目され，オーラルフレイルという
概念が提案された．オーラルフレイルは，口に関する些細
な衰えを放置したり，適切な処置を行わないままにしたり
することで，口の機能低下，食べる機能の障害，さらには

心身の機能低下までつな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ある．
　具体的には，日常生活における口の些細なトラブル（滑
舌の低下，かめない食品の増加，むせ，口元の容姿や口臭
が気になるなど）を放置（もしくは軽視）してしまうと，
これらの状態は，相互に悪影響し合ってさらに悪化してい
き，食欲や意欲が低下したり，コミュニケーションの機会
が減ったり，食事のバランスが悪くなって，栄養に偏りが
生じたりする．さらに，口腔機能の低下（咬合力の低下，
舌運動機能の低下など）が生じ，低栄養，サルコペニアの
リスクが高まり，最終的に食べる機能の障害を引き起こす．
このような日常生活における口の些細なトラブルは，誰し
もが避けられない老化として捉えることもできる．しかし，
自然な衰えである口の老化とオーラルフレイルの違いは，
オーラルフレイルが食欲や意欲の低下，会話や外出，外食
の減少，さらには活動範囲の狭小化，知的活動の減少，社
会的問題（孤立，閉じこもり），精神心理的問題（うつ，
認知機能の低下）と複合して生じる不自然な衰えであるこ
とにある．つまり口の些細なトラブルは，早期に適切な対
応を行えば元の健康な状態に戻ることができる．反対に放
置してしまうと生理的老化に加え，様々な口の機能の低下，
それに関連する社会的な問題，精神心理的な問題が相互に
悪影響し合って，口の機能の低下が加速度を増して進行す
る．この点が，自然な口の老化とオーラルフレイルとの違
いと考えられている．
　以上のことを踏まえ， 2019年度にオーラルフレイルは
「老化に伴う様々な口腔環境（口腔衛生など），歯数および
口腔機能の変化，さらに心身の予備能力低下も重なり，口
腔の健康障害に対する脆弱性が増加し，最終的に食べる機
能障害へ陥る一連の現象および過程」と定義された10）．オ
ーラルフレイルは，これまで，老化，廃用として解釈され
ていた口の機能低下を可視化したモデルともいえる．また，
2018年に歯科の新病名として採用された口腔機能低下症や，
摂食嚥下機能障害は，オーラルフレイルの概念を構成する
要因として位置付けられている．以前，オーラルフレイル
は口腔機能低下症の前段階ととらえられていたが，2018年
の口腔機能低下症の保険収載以降，オーラルフレイルは口
腔の健康，特に機能に着目した啓発運動のスローガンとさ
れ，病名である口腔機能低下症とは別の次元にあるものと
された（理由は後述）．
　多くの人は，運動機能や栄養状態，生活能力の低下は避
けられないものとあきらめ，自ら活動範囲を狭め，生活習
慣を不活発なものとする．口腔についても，例えばかみに
くいことを自覚しても，軟らかいものばかり食べていれは，
かみにくいことを自覚できなくなるばかりか，機能が使わ
れずさらに低下するという悪循環に陥る．高齢になると社
会的な役割が少なくなり，身体機能の低下も伴って意欲が
低下する．意欲の低下は口腔の健康への関心を低下させ，

定期的な歯科受診を止めたり，セルフケアがおろそかにな
ったりする．これにより歯周病が悪化したり，齲蝕が増加
したりすると，痛みが生じたり，歯を失ったりして，咀嚼
しなくても済むような軟らかく，食べやすい食事を好んで
食べるようになる．咀嚼を必要としない食事は，さらに咀
嚼機能を低下させるだけでなく，味覚，食感，風味などが
損なわれるため，食の楽しみが減り，食欲も減退する．こ
れらは外食への意欲を減退させ，外出頻度が減少するだけ
でなく，家族や知人との交流の機会も減少する．これによ
り人や社会との繋がりが減少し，会話や知的活動の機会が
失われる．そして滑舌の低下，食べこぼし，わずかなむせ，
かめない食品の増加など口の衰えが加速するようになる．
さらに，好物が食べにくくなったり，口の中に痛みがあっ
たりすると，食欲はさらに低下し，必要な量の食事が摂れ
なくなり，栄養のバランスも悪くなるなど栄養状態が悪化
する11）．このような状態が長期間続くと，必要な栄養素が
枯渇し，筋肉など身体の組成や機能を保つことが困難にな
ってきて，最終的に要介護状態となり，さらに重度化して
在宅療養が困難になって，死のリスク高まっていくという
悪循環に陥っていく（図4）．

ところ，年齢，性別，手段的日常生活動作，ボディマス指数，
認知機能，うつ傾向，居住形態，既往歴，服薬数を調整し
てもオーラルフレイル該当者は2年間の身体的フレイル，
サルコペニアの発生はそれぞれ，2.41倍，2.13倍，また45
カ月間の要介護認定，死亡の発生はそれぞれ2.35倍，2.09
倍であったとの結果が得られた（図6）2）．これらの結果は，
口腔の機能低下が，これらすべての発生に関連しているこ
とを示唆したことになる．つまり身体のフレイルがその発
生に関与していることが報告されている要介護状態や死亡
の発生との関連だけでなく，身体のフレイル自体の発生，
さらにはサルコペニアの発生に関しても，オーラルフレイ
ルが関連していることを示唆したのである．これらの結果
は全身のフレイルや，身体能力の低下に先立って，オーラ
ルフレイルが生じていることを示唆しているだけでなく，
フレイル，サルコペニア，要介護状態，死へと進行していく
なかでも，オーラルフレイルが影響している可能性も示唆
している．このことからオーラルフレイル対策は健康な時
やフレイルの状態にある時だけでなく，要介護状態から死
に至るまで重要であることを含めるため，口腔機能低下症

の前段階であるということは強調しなくなったのである10）．

オーラルフレイルへの対応

　オーラルフレイルの判定にある「かたいものが食べにく
い」，「お茶や汁物でむせる」の2つの主観的評価の低下の
背景には，精神心理的な問題や身体機能の低下があり，こ
れらに配慮した対応が必要との報告がある13－15）．そのため
歯科医療だけの対応では限界があることから，地域包括ケ
アシステムのなかで，住民間，行政を含めた多職種と連携
した精神心理，社会的支援が必要となる．オーラルフレイ
ルは初期の段階では，適切な対応をとれば元の健康な状態
に戻れる状態であり，高齢者自ら自分事として，その対応
策を生活の中に取り入れ，生活環境や人との繋がり，社会
の中での自らの役割を模索しながらその予防と改善に取り
組むものである．生活の中で対応していかなければ，容易
に元の状態に戻ってしまうだけでなく，加齢に伴い生じて
くる様々な問題が悪影響しあって自立した生活が営めない
状態に陥る可能性が高くなる．
　平成30年度診療報酬改定は，団塊の世代が75歳以上とな
る2025年とそれ以降の社会・経済の変化や技術革新への対
応に向けて，質が高く効率的な医療提供体制の整備ととも
に，新しいニーズにも対応できる質の高い医療の実現を目
指して行われた．歯科の診療報酬改定では口腔疾患の重症
化予防，口腔機能低下への対応，生活の質に配慮した歯科
医療の推進を目的として，ライフステージに応じた口腔機
能管理の推進が打ち出された．その中で口腔機能発達不全
を認める小児と口腔機能の低下を認める高齢者の口腔機能
管理の評価の新設，口腔機能に関する検査の導入等が行わ
れた．
　注目すべきは，歯科診療報酬でこれまで評価されてこな
かった，機能評価が拡充されたこと，継続的な管理を評価
することが明記されたことである．歯科の診療報酬はこれ
まで，形態回復に対する評価が主体であったことから，歯
周病以外で継続管理が評価されることはなかったが，口腔

機能発達不全症や口腔機能低下症が新たに病名に加わった
ことで，発達期にある小児や口腔機能低下のリスクが高い
高齢者が継続して歯科を受診する目的が新たに加わったこ
とになる．これは歯科診療の新たな役割を示したものであ
り，これまでのう蝕，欠損補綴といった治癒で終了してい
た歯科診療と全く別の役割が与えられたことでもある．
　高齢者といっても健康な者，フレイルの状態にある者，
要介護状態も軽度から重度までさまざまな状態の者がいる
（図7）．つまりオーラルフレイルへの対応も高齢者の状態
によって変わっていくはずである．健康な高齢者に対して
は，補綴，保存，インプラントといった一般的治療で，形態，
機能，審美回復を行なえば元の健康な生活に戻すことがで
きる．しかし，老化による緩やかな坂道を下り始めた，さ
さいな口の機能の低下が生じてきた高齢者に対しては，フ
レイルや生活習慣病対策といった視点をもって，口腔機能
の低下予防を通じて介護予防を患者とともに意識し開始し
なければならない．また口腔の健康を通して患者が必要と
している食事を支援するといった視点も必要となってくる．
これは単に栄養の質とか量といった問題に介入するだけで
なく，外食や会話といった人と人とが繋がっていくために
必要な機能を維持し，意欲的な生活を支援することも歯科
が介入する目的になる．そのため，栄養関連職種との連携
は不可欠になってくる．
　口腔機能の低下が徐々に顕在化し，後戻りしにくくなっ
てくると，歯科の治療計画は患者の口腔や全身の状態だけ
でなく，取り巻く社会や生活の状況の今後を予測し，それ
に配慮したものとしなければならない．ここからはかかり
つけ歯科医としての技量が試される時期でもある．誰にで
も口腔機能を維持することができなくなってくる時は必ず
訪れる，口腔機能管理の中で，その低下の状況を把握しな
がら，全身，生活などの変化も予測した対応を行っていく
必要がある．この時期の介入の目的は，単にQOLや栄養
状態の維持，誤嚥の予防というだけでなく，歯周病の管理
も含め要介護状態，生活習慣病，認知症の発生，重度化を
予防することも含まれてくる．そのための知識と地域の医

療や福祉と連携は必須であり，それら関連職種とのコミュ
ニケーションやネットワークづくりといったスキルが必要
となってくる．
　次の口腔機能だけでなく心身の機能も低下し始めた段階
では疾病や要介護状態の重度化を遅らせるためのリハビリ
テーションと，今後生じてくる様々な機能低下を見据えた
口腔内環境の整備が必要となってくる．そしていずれ訪れ
る終末期にソフトランディングさせるための経路を模索す
る時期でもある．また要介護状態や認知症，低栄養，感染
リスクといった問題も増大するため，診療室や訪問診療だ
けでは，口腔の健康を維持することは困難になってくる．
そのため多職種の理解を得て，連携し継続的な支援体制を
構築していく必要がある．よって医療，介護との連携は必
須となり，それらをマネージメントする知識と人脈，スキ
ルが必要となってくる．
　終末期では積極的な補綴，保存治療を行うことは少なく
なるが，経口摂取継続への支援，肺炎や口腔内の感染症へ
の対応など今まで以上に口腔の安静をはかるための高度な
知識と技術が必要となる．またケアの必要性は増加するた
め，本人とその人をとりまく人々とコミュニケーションを
はかって，理解を得て皆で支えていく体制を構築し，本人
家族と寄り添い前を向いて進んでいかなければならない．

お　わ　り　に

　歯科は子供から大人，要介護高齢者，看取りにいたるま
で幅広い年齢層，状態の患者を診る特異な診療科である．
そのため，歯科医師，歯科衛生士は患者の状況を一時点で
とらえるのではなく，患者のパーソナリティや家族の状況，
これまでの経緯や今後の経過も含め患者との歴史の中で，
患者家族と寄り添いともに歩んでいくことができる．今後
も高齢化が進む日本において，持続可能な社会を実現する
ためには，歯科が最も身近なかかりつけ医，家庭医として
の役割を果たし，健康寿命の延伸，在宅療養の推進に貢献
していく必要がある．そのためには歯の形態回復を主体と　このような意欲の低下，栄養状態の悪化，筋肉の減少を

経て，最終的に生活機能障害に至るといった栄養（食／歯
科口腔）から見た虚弱型フローが，平成25年度の老人保健
健康増進等事業の研究班より提唱された（図5）12）．この
概念図の中で口腔の機能低下はオーラルフレイルと表現さ
れ，平成27年 3月に日本歯科医師会が開催した「健康寿命
延伸のための歯科医療・口腔保健　世界会議2015」の中で
紹介され，「8020運動」に加えたオーラルヘルスプロモー
ションとして啓発活動が行われることになった．
　そして飯島らが千葉県柏市在住の高齢者2,011人を対象
に行った45カ月間の縦断調査（柏スタディ 2012年開始）
によって，フレイル，サルコペニア，要介護，死亡の発生
について，6つの口腔の指標のどれにも該当しなかった者
と3つ以上該当したオーラルフレイル該当者とを比較した

図７　高齢者の状態別オーラルフレイルへの対応

図８　歯科治療の需要の将来予想（イメージ）：治療中心型から
治療・管理・連携型の歯科医療への転換（厚生労働省HP
より）

したこれまでの「治療中心型」の歯科治療だけでなく，全
身的な疾患の状況などもふまえ，多職種と連携しつつ患者
個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復（獲得）をめざ
す治療，管理，連携型の歯科治療への転換を行っていかな
ければならない（図8）16）．
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は　じ　め　に

　これまでの歯科口腔保健における代表的な健康指標は現
在歯数であった．しかし歯数自体は人の健康に直接影響す
ることはない．実際に人の健康や生活に影響するのは，食
事や会話であって，これに直接影響する摂食嚥下機能や構
音機能である．これら機能に対する歯数の影響は極めて大
きく，これまで歯数と全身の健康との関係は数多く報告さ
れてきた1）．しかし，歯数と健康に関するこれまでの研究は，
全身の状態や生活習慣など歯を喪失する要因が健康に与え
る影響を十分除外できていない．また，歯を失った場合，
再生することはできないため，歯数と健康との関連が明ら
かになっても，歯を喪失した人は口腔の健康を回復する術
がなかった．そのため，これまでの歯科口腔保健の目的は
歯の喪失予防が中心となっていた．
　近年の歯科医療の充実と技術の進歩は目覚ましく，歯を
失う機会は大きく減少している．また歯を失ってもデンタ
ルインプラントなどで補うことができるようになってきた．
これらのことから今後，歯数が人の健康や生活に与える影
響は低下してくると思われる．そのような中，フレイル，
サルコペニア，要介護状態，死亡，認知症など健康寿命を
損なう状態の発生と，口腔機能の低下との関連が数多く報
告されるようになってきた2－4）．これら加齢に伴う口腔機
能の低下はオーラルフレイルと称され，世界的に注目が集
まってきている．

フ　レ　イ　ル

　老化とともに生理的予備能が徐々に低下し，恒常性が失
われていくことは避けることはできない．脳卒中や骨折な
ど疾病や外傷によって健康な状態から要介護状態に突然移
行することはあるが，医療技術の進歩と疾病予防対策が効
果を上げている昨今，多くの高齢者はFrailty（フレイル）
と呼ばれる，健康な状態と要介護状態の中間的な段階をへ
て，徐々に要介護状態に陥ると考えられている（図1）5）．

フレイルとは，高齢期に生理的予備能が低下することでス
トレスに対する脆弱性が亢進し，生活機能障害，要介護状態，
死亡などの転帰に陥りやすい状態で，筋力の低下により転
倒しやすくなるような身体的問題のみならず，認知機能障
害やうつなどの精神・心理的問題，独居や経済的困窮など
の社会的問題を含む概念である（図2）6）．ここでの「ス
トレスに対する脆弱性が亢進する」とは，健康な者は何か
のストレス晒されても，そのストレスがなくなれば，ほぼ
元の状態に戻るが，フレイルの状態にある者はストレスが
なくなっても，完全に元の状態に戻ることができないとい

うことである．ここでいうストレスとは，病気や怪我とい
った身体的なストレスだけではなく，自身の衰えの自覚や
孤独感，喪失体験や周囲との不調和といった，精神心理的，
社会的なストレスも含まれている．特に高齢者は自身の心
身機能の低下により，様々なストレスに晒される機会が多
い．そのためフレイルの状態にある高齢者はこれら様々な
ストレスに常に晒され，徐々に要介護状態への坂道を下っ
ていくことになる．
　具体的には，フレイルの状態にある者は風邪などで，暫
く外出しないと筋力が落ち，風邪が良くなっても外出する
機会が減ってしまったりする．歯科に関しても歯を失って
硬いものが食べにくくなると，軟らかい物を食べるように
なるが，フレイルの状態にある者は補綴をして歯数が元に
戻っても，そのまま軟らかい食事を継続してしまうことが
多い．つまり20年前は歯を喪失し歯科を受診する者は50歳
代が中心で，補綴を行えば，何もせずに元の食事に戻ったが，
現在，歯を失って歯科を受診する者の多くは70歳以降の高
齢者でフレイルの状態にある者が多く，補綴を行っても元
の状態に戻ることは少ない．
　近年，フレイルは，その病態だけでなく，診断から治療，
介護予防といった観点でも注目されてきている．日本にお
いては要介護認定を受ける原因の多くが認知症や脳血管障
害であるが，メタボリックシンドローム対策など疾病対策
が効果を上げてきている現在では，疾患が原因ではなく，
徐々に介護が必要な状態になっていく人の多くが廃用症候
群，すなわち不活発な生活習慣が原因であるという報告が
なされるようになってきた7）．この不活発な生活習慣の背
景にはフレイルがあると考えられており，これを予防する
ために2018年度からフレイル対策が日本の医療福祉施策の
重点課題となった．
　現在のところ，フレイルの定義，診断基準について，世
界的に議論されているが，最も広く知られているのは
Friedらの（1）体重減少（意図しない年間4.5 kgまたは
5  %以上の体重減少），（2）疲れやすさの自覚（何をする
のも面倒だと週に3－4日以上感じる），（3）日常での活動
量低下，（4）歩行速度の低下，（5）筋力（握力）の低下の
5つの項目のうち3項目以上に該当した場合にフレイルと
する定義である6）．この海外の研究によると，フレイルに
該当した高齢者は，該当しなかった高齢者に比べて，3年
間の転倒の発生が1.3倍，移動能力の低下が1.5倍，日常生
活動作の悪化が2倍，入院の発生が1.3倍，死亡の発生が
2.2倍高いと報告されている．
　自然な老化は，その人の身体や心理，取り巻く生活およ
び社会の環境にあわせて，身体機能のみならず，精神心理，
社会的機能が調和しながら徐々に変化していくもので，そ
のような自然な老化の中で人は周囲との不調和を感じるこ
とはない．一方，フレイルは様々な些細な老化に伴う問題
が相互に影響しあって負の連鎖が生じ，悪循環となって，

要介護状態や死亡といった不幸な転帰に陥りやすい状態と
考えられている．Xueらが提示したフレイルサイクルでは，
特に起点は決まっていないが，例えば食欲の低下による食
事の摂取量の低下が起点となり，タンパク質，エネルギー
の摂取不足，微量栄養素の欠乏といった慢性的栄養不良が
生じ，体重や筋肉量の減少，さらには筋力，代謝，運動能
力（歩行速度など）の低下から，身体活動量が減少し，さ
らに食欲低下，栄養不良へと悪循環して最終的に要介護状
態に陥っていくといったモデルが提唱されている（図3）8）．
つまり見た目では問題ないように見えても，軽度な侵襲や
ストレスに暴露されると，加齢による身体，精神・心理，
社会的な些細な問題が相互に影響しあって，悪循環を加速
させ，日常生活に大きな不具合が生じてくるといったモデ
ルである．このようなフレイルに関連する多くの危険な老
化の中に，滑舌低下，食べこぼし，わずかなむせ，かめな
い食品が増える，口の乾燥など，些細な口の機能低下から
始まるオーラルフレイルがあると考えられている．

オーラルフレイル

　オーラルフレイルは8020運動を基礎とした口腔の健康啓
発運動の新たなスローガンである．これは滑舌の低下，食
べこぼし，わずかなむせ，かめない食品が増えるなど，口
の些細なトラブルから始まるため，早めに気づき対応する
ことが重要とされている．8020運動の達成者は，すでに
5割を超えている（2016年歯科疾患実態調査）9）．さらに
平均寿命が男女とも80歳を超えた現在，自分の歯の数だけ
でなく80歳でも不自由なく快適に食事をとることができ，
口元の容姿に自信をもって，楽しく会話できることが，口
の健康指標であると考えられるようになってきている．こ
ういった状況を踏まえ，高齢者の口腔の健康を支えるには，
自分の歯を維持することに加えて，口腔機能の衰えを軽視
しないことの重要性が注目され，オーラルフレイルという
概念が提案された．オーラルフレイルは，口に関する些細
な衰えを放置したり，適切な処置を行わないままにしたり
することで，口の機能低下，食べる機能の障害，さらには

心身の機能低下までつな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ある．
　具体的には，日常生活における口の些細なトラブル（滑
舌の低下，かめない食品の増加，むせ，口元の容姿や口臭
が気になるなど）を放置（もしくは軽視）してしまうと，
これらの状態は，相互に悪影響し合ってさらに悪化してい
き，食欲や意欲が低下したり，コミュニケーションの機会
が減ったり，食事のバランスが悪くなって，栄養に偏りが
生じたりする．さらに，口腔機能の低下（咬合力の低下，
舌運動機能の低下など）が生じ，低栄養，サルコペニアの
リスクが高まり，最終的に食べる機能の障害を引き起こす．
このような日常生活における口の些細なトラブルは，誰し
もが避けられない老化として捉えることもできる．しかし，
自然な衰えである口の老化とオーラルフレイルの違いは，
オーラルフレイルが食欲や意欲の低下，会話や外出，外食
の減少，さらには活動範囲の狭小化，知的活動の減少，社
会的問題（孤立，閉じこもり），精神心理的問題（うつ，
認知機能の低下）と複合して生じる不自然な衰えであるこ
とにある．つまり口の些細なトラブルは，早期に適切な対
応を行えば元の健康な状態に戻ることができる．反対に放
置してしまうと生理的老化に加え，様々な口の機能の低下，
それに関連する社会的な問題，精神心理的な問題が相互に
悪影響し合って，口の機能の低下が加速度を増して進行す
る．この点が，自然な口の老化とオーラルフレイルとの違
いと考えられている．
　以上のことを踏まえ， 2019年度にオーラルフレイルは
「老化に伴う様々な口腔環境（口腔衛生など），歯数および
口腔機能の変化，さらに心身の予備能力低下も重なり，口
腔の健康障害に対する脆弱性が増加し，最終的に食べる機
能障害へ陥る一連の現象および過程」と定義された10）．オ
ーラルフレイルは，これまで，老化，廃用として解釈され
ていた口の機能低下を可視化したモデルともいえる．また，
2018年に歯科の新病名として採用された口腔機能低下症や，
摂食嚥下機能障害は，オーラルフレイルの概念を構成する
要因として位置付けられている．以前，オーラルフレイル
は口腔機能低下症の前段階ととらえられていたが，2018年
の口腔機能低下症の保険収載以降，オーラルフレイルは口
腔の健康，特に機能に着目した啓発運動のスローガンとさ
れ，病名である口腔機能低下症とは別の次元にあるものと
された（理由は後述）．
　多くの人は，運動機能や栄養状態，生活能力の低下は避
けられないものとあきらめ，自ら活動範囲を狭め，生活習
慣を不活発なものとする．口腔についても，例えばかみに
くいことを自覚しても，軟らかいものばかり食べていれは，
かみにくいことを自覚できなくなるばかりか，機能が使わ
れずさらに低下するという悪循環に陥る．高齢になると社
会的な役割が少なくなり，身体機能の低下も伴って意欲が
低下する．意欲の低下は口腔の健康への関心を低下させ，

定期的な歯科受診を止めたり，セルフケアがおろそかにな
ったりする．これにより歯周病が悪化したり，齲蝕が増加
したりすると，痛みが生じたり，歯を失ったりして，咀嚼
しなくても済むような軟らかく，食べやすい食事を好んで
食べるようになる．咀嚼を必要としない食事は，さらに咀
嚼機能を低下させるだけでなく，味覚，食感，風味などが
損なわれるため，食の楽しみが減り，食欲も減退する．こ
れらは外食への意欲を減退させ，外出頻度が減少するだけ
でなく，家族や知人との交流の機会も減少する．これによ
り人や社会との繋がりが減少し，会話や知的活動の機会が
失われる．そして滑舌の低下，食べこぼし，わずかなむせ，
かめない食品の増加など口の衰えが加速するようになる．
さらに，好物が食べにくくなったり，口の中に痛みがあっ
たりすると，食欲はさらに低下し，必要な量の食事が摂れ
なくなり，栄養のバランスも悪くなるなど栄養状態が悪化
する11）．このような状態が長期間続くと，必要な栄養素が
枯渇し，筋肉など身体の組成や機能を保つことが困難にな
ってきて，最終的に要介護状態となり，さらに重度化して
在宅療養が困難になって，死のリスク高まっていくという
悪循環に陥っていく（図4）．

ところ，年齢，性別，手段的日常生活動作，ボディマス指数，
認知機能，うつ傾向，居住形態，既往歴，服薬数を調整し
てもオーラルフレイル該当者は2年間の身体的フレイル，
サルコペニアの発生はそれぞれ，2.41倍，2.13倍，また45
カ月間の要介護認定，死亡の発生はそれぞれ2.35倍，2.09
倍であったとの結果が得られた（図6）2）．これらの結果は，
口腔の機能低下が，これらすべての発生に関連しているこ
とを示唆したことになる．つまり身体のフレイルがその発
生に関与していることが報告されている要介護状態や死亡
の発生との関連だけでなく，身体のフレイル自体の発生，
さらにはサルコペニアの発生に関しても，オーラルフレイ
ルが関連していることを示唆したのである．これらの結果
は全身のフレイルや，身体能力の低下に先立って，オーラ
ルフレイルが生じていることを示唆しているだけでなく，
フレイル，サルコペニア，要介護状態，死へと進行していく
なかでも，オーラルフレイルが影響している可能性も示唆
している．このことからオーラルフレイル対策は健康な時
やフレイルの状態にある時だけでなく，要介護状態から死
に至るまで重要であることを含めるため，口腔機能低下症

の前段階であるということは強調しなくなったのである10）．

オーラルフレイルへの対応

　オーラルフレイルの判定にある「かたいものが食べにく
い」，「お茶や汁物でむせる」の2つの主観的評価の低下の
背景には，精神心理的な問題や身体機能の低下があり，こ
れらに配慮した対応が必要との報告がある13－15）．そのため
歯科医療だけの対応では限界があることから，地域包括ケ
アシステムのなかで，住民間，行政を含めた多職種と連携
した精神心理，社会的支援が必要となる．オーラルフレイ
ルは初期の段階では，適切な対応をとれば元の健康な状態
に戻れる状態であり，高齢者自ら自分事として，その対応
策を生活の中に取り入れ，生活環境や人との繋がり，社会
の中での自らの役割を模索しながらその予防と改善に取り
組むものである．生活の中で対応していかなければ，容易
に元の状態に戻ってしまうだけでなく，加齢に伴い生じて
くる様々な問題が悪影響しあって自立した生活が営めない
状態に陥る可能性が高くなる．
　平成30年度診療報酬改定は，団塊の世代が75歳以上とな
る2025年とそれ以降の社会・経済の変化や技術革新への対
応に向けて，質が高く効率的な医療提供体制の整備ととも
に，新しいニーズにも対応できる質の高い医療の実現を目
指して行われた．歯科の診療報酬改定では口腔疾患の重症
化予防，口腔機能低下への対応，生活の質に配慮した歯科
医療の推進を目的として，ライフステージに応じた口腔機
能管理の推進が打ち出された．その中で口腔機能発達不全
を認める小児と口腔機能の低下を認める高齢者の口腔機能
管理の評価の新設，口腔機能に関する検査の導入等が行わ
れた．
　注目すべきは，歯科診療報酬でこれまで評価されてこな
かった，機能評価が拡充されたこと，継続的な管理を評価
することが明記されたことである．歯科の診療報酬はこれ
まで，形態回復に対する評価が主体であったことから，歯
周病以外で継続管理が評価されることはなかったが，口腔

機能発達不全症や口腔機能低下症が新たに病名に加わった
ことで，発達期にある小児や口腔機能低下のリスクが高い
高齢者が継続して歯科を受診する目的が新たに加わったこ
とになる．これは歯科診療の新たな役割を示したものであ
り，これまでのう蝕，欠損補綴といった治癒で終了してい
た歯科診療と全く別の役割が与えられたことでもある．
　高齢者といっても健康な者，フレイルの状態にある者，
要介護状態も軽度から重度までさまざまな状態の者がいる
（図7）．つまりオーラルフレイルへの対応も高齢者の状態
によって変わっていくはずである．健康な高齢者に対して
は，補綴，保存，インプラントといった一般的治療で，形態，
機能，審美回復を行なえば元の健康な生活に戻すことがで
きる．しかし，老化による緩やかな坂道を下り始めた，さ
さいな口の機能の低下が生じてきた高齢者に対しては，フ
レイルや生活習慣病対策といった視点をもって，口腔機能
の低下予防を通じて介護予防を患者とともに意識し開始し
なければならない．また口腔の健康を通して患者が必要と
している食事を支援するといった視点も必要となってくる．
これは単に栄養の質とか量といった問題に介入するだけで
なく，外食や会話といった人と人とが繋がっていくために
必要な機能を維持し，意欲的な生活を支援することも歯科
が介入する目的になる．そのため，栄養関連職種との連携
は不可欠になってくる．
　口腔機能の低下が徐々に顕在化し，後戻りしにくくなっ
てくると，歯科の治療計画は患者の口腔や全身の状態だけ
でなく，取り巻く社会や生活の状況の今後を予測し，それ
に配慮したものとしなければならない．ここからはかかり
つけ歯科医としての技量が試される時期でもある．誰にで
も口腔機能を維持することができなくなってくる時は必ず
訪れる，口腔機能管理の中で，その低下の状況を把握しな
がら，全身，生活などの変化も予測した対応を行っていく
必要がある．この時期の介入の目的は，単にQOLや栄養
状態の維持，誤嚥の予防というだけでなく，歯周病の管理
も含め要介護状態，生活習慣病，認知症の発生，重度化を
予防することも含まれてくる．そのための知識と地域の医

療や福祉と連携は必須であり，それら関連職種とのコミュ
ニケーションやネットワークづくりといったスキルが必要
となってくる．
　次の口腔機能だけでなく心身の機能も低下し始めた段階
では疾病や要介護状態の重度化を遅らせるためのリハビリ
テーションと，今後生じてくる様々な機能低下を見据えた
口腔内環境の整備が必要となってくる．そしていずれ訪れ
る終末期にソフトランディングさせるための経路を模索す
る時期でもある．また要介護状態や認知症，低栄養，感染
リスクといった問題も増大するため，診療室や訪問診療だ
けでは，口腔の健康を維持することは困難になってくる．
そのため多職種の理解を得て，連携し継続的な支援体制を
構築していく必要がある．よって医療，介護との連携は必
須となり，それらをマネージメントする知識と人脈，スキ
ルが必要となってくる．
　終末期では積極的な補綴，保存治療を行うことは少なく
なるが，経口摂取継続への支援，肺炎や口腔内の感染症へ
の対応など今まで以上に口腔の安静をはかるための高度な
知識と技術が必要となる．またケアの必要性は増加するた
め，本人とその人をとりまく人々とコミュニケーションを
はかって，理解を得て皆で支えていく体制を構築し，本人
家族と寄り添い前を向いて進んでいかなければならない．

お　わ　り　に

　歯科は子供から大人，要介護高齢者，看取りにいたるま
で幅広い年齢層，状態の患者を診る特異な診療科である．
そのため，歯科医師，歯科衛生士は患者の状況を一時点で
とらえるのではなく，患者のパーソナリティや家族の状況，
これまでの経緯や今後の経過も含め患者との歴史の中で，
患者家族と寄り添いともに歩んでいくことができる．今後
も高齢化が進む日本において，持続可能な社会を実現する
ためには，歯科が最も身近なかかりつけ医，家庭医として
の役割を果たし，健康寿命の延伸，在宅療養の推進に貢献
していく必要がある．そのためには歯の形態回復を主体と　このような意欲の低下，栄養状態の悪化，筋肉の減少を

経て，最終的に生活機能障害に至るといった栄養（食／歯
科口腔）から見た虚弱型フローが，平成25年度の老人保健
健康増進等事業の研究班より提唱された（図5）12）．この
概念図の中で口腔の機能低下はオーラルフレイルと表現さ
れ，平成27年 3月に日本歯科医師会が開催した「健康寿命
延伸のための歯科医療・口腔保健　世界会議2015」の中で
紹介され，「8020運動」に加えたオーラルヘルスプロモー
ションとして啓発活動が行われることになった．
　そして飯島らが千葉県柏市在住の高齢者2,011人を対象
に行った45カ月間の縦断調査（柏スタディ 2012年開始）
によって，フレイル，サルコペニア，要介護，死亡の発生
について，6つの口腔の指標のどれにも該当しなかった者
と3つ以上該当したオーラルフレイル該当者とを比較した

したこれまでの「治療中心型」の歯科治療だけでなく，全
身的な疾患の状況などもふまえ，多職種と連携しつつ患者
個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復（獲得）をめざ
す治療，管理，連携型の歯科治療への転換を行っていかな
ければならない（図8）16）．
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