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症例から学ぶ摂食嚥下リハの理論と実践

JCHO湯布院病院 リハビリテーション科

言語聴覚士 木村暢夫

－オーラルフレイル編－

リハオンデマンド LIVEセミナー
2022年12月16日（金）20:00～ 本日の内容

１．社会的背景

３．オーラルフレイルにおける口腔機能

４．症 例

５．本日のまとめ

質疑応答

２．オーラルフレイルについて

高齢化の推移と将来推計

65歳以上の
人口割合：29.1％

（2021年９月15日現在推計：総務省統計局）

内閣府 令和３年度版 高齢白書（概要版）

健康寿命延伸プランの概要

令和2年度厚生労働白書より 一部改変
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

厚生労働省

→運動量の低下
→身体機能の低下
→筋力の衰え

外出自粛

→しゃべる機会の減少
→認知機能の衰え

三密の回避

→サロンの休止
→楽しみや笑いの減少

集いの場所の減少

新しい生活様式がもたらす在宅高齢者の健康リスク

フレイル

社会とのつながりを失うことがフレイルの最初の入り口です

東京大学高齢社会総合研究機構：飯島勝矢：作図

フレイル・ドミノ
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大分県版フレイルチェックシート

大分県ホームページより 公益社団法人 日本歯科医師会ホームページより

オーラルフレイル

東京都健康長寿り医療センター研究ホームページより

「老化に伴う様々な口腔の状態（歯数・口腔衛生・口腔機能等）
の変化に、口腔健康への関心の低下や心身の予備能力低下も重
なり、口腔の脆弱性が増加し、食べる機能障害へ陥り、さらにはフレ
イルに影響を与え、心身の機能低下にまで繋がる一連の現象及び
過程」

オーラルフレイル

（厚生労働省e-ヘルスネット）

※オーラルフレイルは「オーラル」と「フレイル」から成る造語で日本で考案された概念です。

オーラルフレイルの負の連鎖

口腔機能の低下や摂食嚥下機能の障害、さらには心身機能の低下にまで繋がる
“負の連鎖に陥らないように”
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オーラルフレイルを放っておくと危険！

出典：公益社団法人日本歯科医師会「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」

老化のサイン
口腔機能の低下

フレイル

オーラルフレイルの概念

出典：公益社団法人日本歯科医師会「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」

オーラルフレイルの概念

出典：公益社団法人日本歯科医師会「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」

・生活範囲の狭まりによる活動量低下

・精神面の不安定さ

口腔機能管理に関する自己関心度の低下

歯周病や残存歯数の低下のリスクUP
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オーラルフレイルの概念

出典：公益社団法人日本歯科医師会「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」

誤った口腔に関する健康観

による食習慣の変化

加齢による機能低下に気づ
かない

潜在的な機能低下が進む

オーラルフレイルの概念

出典：公益社団法人日本歯科医師会「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」

口腔機能の低下が顕在化

栄養障害、

口腔機能低下症

口腔機能低下の重症化予防

口腔機能の維持・回復

オーラルフレイルの概念

出典：公益社団法人日本歯科医師会「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」

摂食嚥下機能低下

咀嚼機能不全

要介護状態、

運動・栄養障害

摂食嚥下機能障害の診断

オーラルフレイルの概念

出典：公益社団法人日本歯科医師会「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」

特に前段階

（第1、第2レベル）‼

高齢者が自分事として

予防と改善に取り組むこ
とが重要。
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一般社団法人 日本老年歯科医学会

口腔機能低下症の概念図 オーラルフレイルと口腔機能低下症

「口腔機能低下症の検査と診断 －改訂に向けた中間報告－」
一般社団法人日本老年歯科医学会学術委員会，老年歯科医学，2018 

オーラルフレイルは、わずかなむせや食べこぼし、滑舌の 低下と
いった口腔機能が低下した状態を示すものであり、国民の啓発に用い
る用語（キャッチフレーズ）である。 一方、口腔機能低下症は、検
査結果に基づく疾患名である。
従って、オーラルフレイルと口腔機能低下症はオーバー ラップされ

る部分が多く、区別されるものではない。口腔機能低下症とオーラル
フレイルは、どちらも重要な概念であり、 オーラルフレイルの用語を
用いて国民へ口腔機能に関心を持つことの重要性を啓発していくこと
が重要である。その結果、 国民がオーラルフレイルであると感じたら、
歯科医院を訪れ て口腔機能低下症の検査を受ける、ということが一般
的になることが望まれる。

サンスターホームページより引用一部改変：www.care-news.jp/news/HQJ6T

オーラルフレイルスクリーニング問診票

（東京大学高齢者社会総合機構 田中友規 飯島勝矢作表）

合計の点数が

0～2点 危険性低い

３点 危険性あり

4点以上 危険性高い

合計点数が3点以上
の方は専門的な対応
口腔機能の評価が必
要です。

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

口腔機能低下症の評価項目（客観的評価）

①口腔衛生状態不良

②口腔乾燥

③咬合力低下

④舌口唇運動機能低下

⑤低舌圧

⑥咀嚼機能低下

⑦嚥下機能低下

7つの下位症状のうち

3項目以上該当すると

「口腔機能低下症」

と診断されます。
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１．主観評価

基本チェックリスト（１３，１４，１５）

口腔関連QOL尺度、咀嚼能力自己評価、嚥下スクリーニング質問項目

２．観察評価

リンシング、ｶﾞｰｸﾞﾘﾝｸﾞ、頬のふくらまし、食事時の観察、会話・表情、口
腔内の状態

３．客観評価

口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇運動機能低下、
低舌圧、咀嚼機能低下、その他の口腔嚥下機能評価

オーラルフレイルにおける口腔機能評価 オーラルフレイルにおける口腔機能評価

１．主観評価
①基本チェックリスト

②口腔関連QOL尺度

GOHAI (General [Geriatric] Oral Health 
Assessment Index) 口腔に関連した包括的な
健康関連QOLを測定する尺度です。過去3か月間
の口腔に起因する問題（疼痛、咀嚼、会話等）の
発生頻度を問う12の質問項目から構成されている。

公益社団法人日本歯科医師会「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」より引用

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

１．主観評価

③咀嚼能力自己評価

④嚥下スクリーニング質問項目

嚥下スクリーニングツール質問紙（ＥＡＴ‐１０）

嚥下障害に関連する症状の有無を効率よく確認できる方
法で潜在的・軽度の嚥下障害のスクリーニングに有効と
されている。

日常生活における食品の硬さを5段階に分け。普段
の食事で嚙み切れる食品のうち最も硬いものを答え
てもらい、どの程度咀嚼可能かで判定する。

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

２．観察評価

①リンシング、ガーリング

②頬の膨らまし
口腔機能を反映

ぶくぶくうがい（リンシング）、がらがらうがい（ガーリング）
は姿勢保持、呼吸機能、口輪筋頬筋、舌‐咽頭の様々な協調運動。

③食事時の観察

④会話・表情

むせ、食べこぼしの有無

表情筋の動きや口角の非対称性

⑤口腔内の状態
OHAT日本語版（簡便な口腔スクリーニングツール）



2022/12/16

8

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

３．客観評価
①口腔衛生不良状態の評価

TCIが５０％以上の場合を口腔衛生状態不良
と評価する。

舌の表面を9分割して、視診に
よって、各エリアの舌苔の付着
程度を3段階（０，１，２）で
評価する。

公益社団法人日本歯科医師会「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」より引用一部改変

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

３．客観評価
②口腔乾燥（口腔粘膜湿潤度の評価）

口腔水分計（ムーカスⓇ株
式会社ライフ）を使用し、
舌上の水分量を測定する。

測定値 27.0未満の場合

口腔乾燥ありと評価する。

公益社団法人日本歯科医師会「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」より引用一部改変

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

３．客観評価
③咬合力の評価（咬合力検査）

咬合圧は感圧シート（デンタルプレスケールⓇⅡ/株式会社ジーシー）と
専用の解析シートを用いて評価をする。

③残存歯数：咬合力の測定ができない場合の代替方法

残根や動揺の著しい歯を除いた自身の歯の残存数が20本未満
の場合は咬合力低下と評価する。

公益社団法人日本歯科医師会「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」より引用一部改変

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

３．客観評価
④舌口唇運動機能（オーラルディアドコキネシス）
「パ」「タ」「カ」の音節をそれぞれ５秒間の間にどれだけたくさん発音できるかを計測し
し1秒間当たりの発音回数を算出する。

「パ」「タ」「カ」の発音が１秒間に6回未満の場合、舌口唇運動機能低下の疑いあり

口唇閉鎖運動 舌先運動 舌後方部の挙上運動

公益社団法人日本歯科医師会「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」より引用一部改変



2022/12/16

9

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

３．客観評価
⑤舌圧（低舌圧の評価）
舌圧測定器（JMS舌圧測定器/株式会社ジェイ・エム・エス）を用いて、舌を口蓋
に挙上する力を測定する。

舌圧測定の結果が30ｋPa未満で低舌圧と評価する
公益社団法人日本歯科医師会「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」より引用一部改変

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

３．客観評価
⑥咀嚼機能低下

咀嚼機能の検査

③咀嚼力判定ガム

60回※（約1分間）
噛むだけで咀嚼能力
が確認できる

①グルコース溶出量で判定する
咀嚼能力スコア表

②専用のグミゼリーを
30回咀嚼し粉砕さ
れた状態を視覚的
に評価

公益社団法人日本歯科医師会「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」より引用一部改変

オーラルフレイルにおける口腔機能評価

３．客観評価

⑦嚥下機能

反復唾液嚥下テスト（repetitive saliva swallowing test）：RSST

方法：喉頭隆起と舌骨を指腹で触診しながら空嚥下を30秒間繰り返し

てもらう．座位で行うが，急性期などの場合はﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ位でもよい．

甲状軟骨が指を十分に乗り越えた場合のみ1回と数える．

判定：３回／30秒未満を陽性：嚥下障害、開始困難、 誤嚥が疑われる。

意義：随意的な嚥下の繰り返し能力，喉頭の挙上，嚥下

反射惹起性スクリーニング，誤嚥との相関もあり，

摂食開始の指標となる．
（小口・他、2000）

セルフケアでできること

口腔機能の維持・改善

口腔内を清潔に保つ

オーラルフレイルの対策

https://www.bing.com/images/search?q=%e5%9a%a5%e4%b8%8b%e8%a9%95%e4%be%a1&view=detailv2&&id=5DE88C65825268E1C38E6413095B4CC0EF48DAAF&selectedIndex=66&ccid=Ab+4B26U&simid=608015212496882558&thid=OIP.M01bfb8076e9422b651d8063d5aec9793o0
https://www.bing.com/images/search?q=%e5%9a%a5%e4%b8%8b%e8%a9%95%e4%be%a1&view=detailv2&&id=5DE88C65825268E1C38E6413095B4CC0EF48DAAF&selectedIndex=66&ccid=Ab+4B26U&simid=608015212496882558&thid=OIP.M01bfb8076e9422b651d8063d5aec9793o0
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①就寝中の唾液誤嚥に要注意！

「食事中の誤嚥」<「就寝中の唾液誤嚥」

唾液中の口腔内細菌

約１億個／１ｍｌ

健常な成人で0.01ml～0.2ml程度、

嚥下機能が正常であっても就寝中に

唾液を誤嚥してしまう。

口腔内を清潔に保つ

唾液中の細菌数 推移イメージ

口腔内を清潔に保つ

舌尖挙上訓練／舌巧緻性訓練
食物残渣、送り込み不良、嚥下反射惹起不良、他

＜舌尖挙上訓練＞
1. 口を開けたまま、舌尖を持ち上

げる。
2. １～数秒保持
3. そのまま唾液嚥下
4. １０回程度（１セット）

＜舌巧緻性訓練＞

• 歯の数を数える。

舌尖で一側の大臼歯から反対側の大臼歯まで一本ずつ触る。
（内側、先端、外側など）

口腔機能の維持・改善

舌背挙上訓練
舌の上の食物残渣、舌苔、食べこぼし、他・・

1. ｽﾌﾟｰﾝの背や指を舌にのせる。

2. 挙上運動（抵抗して挙上してもらう）

3. １～数秒保持

4. １０回程度（１セット）

口腔機能の維持・改善
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サンスター・オーラルフレイルケア・プロジェクトはじまる！ (sunstar.com)

口腔機能の維持・改善

発声、発音のトレーニング

唇 ※「ぱ・ぱ・ぱ・・・」（２０回）

舌（前）※「た・た・た・・・」（２０回）

舌（後）※「か・か・か・・・」（２０回）

「ぱ・た・か・・・」 （１０回）

「い・え・あ・お・う」 （１０回）

「１・２・３・・・９・１０」 （５回）

「１・２・３・４・・９・１０」 （５回）

※口唇舌の動きを意識したことばを中心に
→巧緻性と協調性を鍛える

口腔機能の維持・改善

無意味音節

※口唇舌の動きを意識したことばを中心に→巧緻性と協調性を鍛える

口腔機能の維持・改善

早口言葉
嚥下体操セット（浜松市リハビリテーション病院）

口腔機能の維持・改善

https://jp.sunstar.com/oral-frail/#check
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気軽にできるさまざまな対策

サンスター・オーラルフレイルケア・プロジェクトはじまる！ (sunstar.com)

口腔機能の維持・改善 気軽にできる ネットで検索

「HAGUKI CHECKER(ハグキ

チェッカー)」サービス開始
｜ニュースリリース | ライオン株

式会社 (lion.co.jp)

サンスター・オーラルフレイルケ

ア・プロジェクトはじまる！

(sunstar.com)

口腔機能の維持・改善

歯科口腔相談事業から

食・口腔機能

栄養

運動、社会活動など

身体活動
就労、余暇活動、
ボランティア

社会参加

①食事
（たんぱく質、バランス）

②歯科口腔の管理
③よく噛んで食べよう

①お友達や家族とご飯
②前向きな社会参加

①よく歩こう
②ちょっと頑張って筋トレ
③口トレ（口唇、舌、頬）

健康長寿のための「3つの柱」

https://jp.sunstar.com/oral-frail/#check
https://www.lion.co.jp/ja/company/press/2019/2970
https://www.lion.co.jp/ja/company/press/2019/2970
https://jp.sunstar.com/oral-frail/#check
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 フレイル予防に重要なのは「栄養（食・口腔機能）」、「身体活動」、
「社会参加」の3つの柱であり、特にオーラルフレイルへの早期介入と
対応が鍵となる。

 この三位一体の関係性において社会や人とのつながりが非常に重要とな
り、コロナ禍の今、特に「コミュニケーション」を大事にし、人との交
流や助け合いができる環境づくりが必要不可欠。

 食べるということは人間の最も基本的な生命維持機能であるだけでなく、
食文化としての楽しみ、QOL、健康長寿に大きく関わる。

 オーラルフレイルを介護予防の段階から保健・医療・介護に携わる多く
の専門職スタッフのチームで支援していくことが重要。

 地域の充実した支援体制構築に向け頑張っていきましょう‼

まとめ

ご清聴ありがとうございました。

■摂食嚥下リハの理論と実践 -脳血管障害編-

2022年9月22日（木）20:00～21:00

■摂食嚥下リハの理論と実践 -がんリハ編-

2022年10月6日（木）20:00～21:00

■摂食嚥下リハの理論と実践 -認知症編-

2022年11月10日（木）20:00～21:00

■摂食嚥下リハの理論と実践 -オーラルフレイル編-

2022年12月16日（金）20:00～21:00


