
～永く健康で居続けるために～

オーラルフレイル
リーフレット

オーラルフレイルを予防もしくは改善するために、毎日３回以上、下記のトレーニングを実
践しましょう!!

おしゃべりをしたり、笑ったり、歌を歌ったり。声を出すことはお口の機能のトレーニングにもなります。
いつもより、意識的に大きな声ではっきりと発音すると効果的です。

毎日の歯磨きや歯間ブラシなどでお口の中を清潔に保ち、さらにこれらのトレーニングを行っ
てお口の働きを健全に保つことがとても重要になります。
また、定期的に歯医者さんでお口の中を診てもらい、お口の変化にいち早く気づいて治療す
ることもオーラルフレイルの予防には効果的です。
より永く健康で居続けられるよう、オーラルフレイル対策に取り組みましょう。

❶飲み込む力をアップする体操「むせ」が気になる人におすすめ

❷唾液腺マッサージ「お口の乾燥」が気になる人におすすめ

鼻から息を吸ってゆっくり口から吐きます
（腹式呼吸）

肩をすぼめるようにしてあげ
力を抜いて戻します

耳下腺への刺激

両頬を膨らませたりすぼめたりします
そのあと左右交互に膨らませます

首を左右に傾けたあと横を向きます
ぐるりと首をまわします

耳たぶの前、上の奥歯あたりを
親指以外の４本の指で後ろから
前に円を描くようにマッサージ
します。

顎下腺への刺激
親指をあごの骨の内側のやわら
かい部分にあて、耳の下からあ
ごの下まで５か所くらいを順番
に押します。

舌下腺への刺激
両手の親指をそろえ、あごの下
を軽くつきあげるように押しま
す。

❸舌の筋肉を鍛える体操「滑舌」が気になる人におすすめ

❹発声トレーニング

舌をベーっと前に出したり
ひっこめたりします

舌の先端で左右の
口角をさわります

お口の中で舌をぐるりと
右回り、左回り

何回かくりかえしましょう
①「パ・パ・パ」「タ・タ・タ」「カ・カ・カ」「ラ・ラ・ラ」
②「パ・タ・カ・ラ」

リズムをつけたり、好きな歌に当てはめて歌ってもいいですね♪

最 後 に …
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オーラルフレイルを予防・改善しよう① オーラルフレイルを予防・改善しよう②

引用：名古屋市健康福祉局健康増進課「チェックして知って予防しようオーラルフレイル」

～永く
健康で居続けるために～



●フレイル
高齢による身体的な衰えだけでなく、それに伴って精神的にもやる気や意欲、活力を失っ
てしまい、心身にわたって虚弱になっていく状態を「フレイル」といいます。

茨城県民における「8020 運動（80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保つこと）」の
達成者は、少しずつ増えていて 2021年では 44.3％の方が達成しています。
さらに、茨城県独自の目標である「6424 運動（64 歳になっても 24 本以上自分の歯
を保つこと）」では、71％もの方が達成しています。

お口の衰えはすぐには気が付かないことが多く、少しずつ緩やかにオーラルフレイルに
なっている可能性があります。
現在のお口の健康状態を知るために、まずはセルフチェックをしてみましょう。
下記のセルフチェック表で、点数が合計３点以上（「オーラルフレイルの危険性あり」）
になった方は、専門的な対応が必要です。

上記の通り、歯を多く残すことができている方が増えている一方で、70 歳以上の方の
多くが、お口の機能について衰えを感じています（下図）。

人口の約3割の方が高齢者（65歳以上）である今、より永く健康で居続けるためには、
6424運動、8020運動のように歯を１本でも多く残していくという取り組みに加えて、
噛むことや飲み込むことなどのお口の機能（食べる・話す・表情を作るなど）の維持・向
上に取り組んでいくことがとても重要です。

●オーラルフレイル

オーラルフレイルの概念図

8020運動・6424運動達成率お口のささいなトラブルを放っておくと、硬く食べづらいものを避けるようになってお
口の機能（食べる・話す・表情を作るなど）が少しずつに衰えていきます。さらに、これ
らの衰えが積み重なって虚弱になっていく状態を「オーラルフレイル」といいます。

オーラルフレイルをそのまま放置しておくと、年齢や病気など多くの要因の影響を考慮し
ても、オーラルフレイルでない人と比べて様々なリスクが高まることが分かっています（図1）。
また、オーラルフレイルの方はオーラル
フレイルでない方と比べて、生存率も下が
る傾向にあることもわかっています（図2）。
オーラルフレイルを防ぐためには、お口
のささいな衰えにできるだけ早く気づき、
適切な対応をとることがとても大切です。

オーラルフレイルの状態を放置しておくのは危険です！

かかりつけの歯科医院にご相談ください !!
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半年前に比べてかたいものが
食べにくくなりましたか？

お茶や汁物等で
むせることはありますか？ 口の渇きが気になりますか？

出典：東京大学高齢社会総合研究機構　田中友視、飯島勝矢

出典：「令和元年国民健康・栄養調査報告」令和２年12月　厚生労働省

オーラルフレイルのセルフチェック表

※歯を失ってしまった場合は義歯等を適切に使って堅いものをしっかり食べることができるよう
　治療することが大切です。

半年前と比べて、堅い物が食べにくくなった
お茶や汁物でむせることがある
義歯を入れている※
口の乾きが気になる
半年前と比べて、外出が少なくなった
さきイカ、たくあんくらいの堅さの食べ物を噛むことができる
１日に２回以上、歯を磨く
１年に１回以上、歯医者に行く

2点
2点
2点
1点
1点

1点
1点
1点

質 問 事 項 はい いいえ

０～２点 オーラルフレイルの危険性は低い
３点 オーラルフレイルの危険性あり
４点以上 オーラルフレイルの危険性が高い

※オーラルフレイルQ&Aより引用　著者：平野浩彦、飯島勝矢、渡邊裕

むせる
食べこぼす

食欲がない
少ししか食べない

やわらかいもの
ばかり食べる

滑舌が悪い
舌が回らない

口が乾く
ニオイが気になる

歯が少ない
あごの力が弱い

口まわりの“ささいな衰え”が積み重なると…

オーラルフレイル
フレイル
病気

健康・元気

図2

新規発症
身体的フレイル 2.4倍
サルコペニア 2.1倍
要介護認定 2.4倍
総死亡リスク 2.1倍

図１

「オーラルフレイル」の人が
抱えるリスク
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Tanaka T, Hirano H, Watanabe Y, Iijima K. et al. 
Oral Frailty as a Risk Factor for Physical Frailty and 
Mortality in Community-Dwelling Elderly. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017.
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点数の合計が 3点以上で「オーラルフレイルの危険性あり」となった方は…

フレイル・オーラルフレイルとは オーラルフレイルの状況 オーラルフレイルのセルフチェック

合計点数が…



●フレイル
高齢による身体的な衰えだけでなく、それに伴って精神的にもやる気や意欲、活力を失っ
てしまい、心身にわたって虚弱になっていく状態を「フレイル」といいます。

茨城県民における「8020 運動（80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保つこと）」の
達成者は、少しずつ増えていて 2021年では 44.3％の方が達成しています。
さらに、茨城県独自の目標である「6424 運動（64 歳になっても 24 本以上自分の歯
を保つこと）」では、71％もの方が達成しています。

お口の衰えはすぐには気が付かないことが多く、少しずつ緩やかにオーラルフレイルに
なっている可能性があります。
現在のお口の健康状態を知るために、まずはセルフチェックをしてみましょう。
下記のセルフチェック表で、点数が合計３点以上（「オーラルフレイルの危険性あり」）
になった方は、専門的な対応が必要です。

上記の通り、歯を多く残すことができている方が増えている一方で、70 歳以上の方の
多くが、お口の機能について衰えを感じています（下図）。

人口の約3割の方が高齢者（65歳以上）である今、より永く健康で居続けるためには、
6424運動、8020運動のように歯を１本でも多く残していくという取り組みに加えて、
噛むことや飲み込むことなどのお口の機能（食べる・話す・表情を作るなど）の維持・向
上に取り組んでいくことがとても重要です。

●オーラルフレイル

オーラルフレイルの概念図

8020運動・6424運動達成率お口のささいなトラブルを放っておくと、硬く食べづらいものを避けるようになってお
口の機能（食べる・話す・表情を作るなど）が少しずつに衰えていきます。さらに、これ
らの衰えが積み重なって虚弱になっていく状態を「オーラルフレイル」といいます。

オーラルフレイルをそのまま放置しておくと、年齢や病気など多くの要因の影響を考慮し
ても、オーラルフレイルでない人と比べて様々なリスクが高まることが分かっています（図1）。
また、オーラルフレイルの方はオーラル
フレイルでない方と比べて、生存率も下が
る傾向にあることもわかっています（図2）。
オーラルフレイルを防ぐためには、お口
のささいな衰えにできるだけ早く気づき、
適切な対応をとることがとても大切です。

オーラルフレイルの状態を放置しておくのは危険です！

かかりつけの歯科医院にご相談ください !!

2001年

26.926.9

55.255.2

32.432.4

63.363.3

38.438.4

55.755.7

41.041.0

56.456.4

44.344.3

71.071.0

2005年

8020達成率（％）
2010年 2015年 2021年

6424達成率（％） 出典：茨城県「県民健康実態調査」

半年前に比べてかたいものが
食べにくくなりましたか？

お茶や汁物等で
むせることはありますか？ 口の渇きが気になりますか？

出典：東京大学高齢社会総合研究機構　田中友視、飯島勝矢

出典：「令和元年国民健康・栄養調査報告」令和２年12月　厚生労働省

オーラルフレイルのセルフチェック表

※歯を失ってしまった場合は義歯等を適切に使って堅いものをしっかり食べることができるよう
　治療することが大切です。

半年前と比べて、堅い物が食べにくくなった
お茶や汁物でむせることがある
義歯を入れている※
口の乾きが気になる
半年前と比べて、外出が少なくなった
さきイカ、たくあんくらいの堅さの食べ物を噛むことができる
１日に２回以上、歯を磨く
１年に１回以上、歯医者に行く

2点
2点
2点
1点
1点

1点
1点
1点

質 問 事 項 はい いいえ

０～２点 オーラルフレイルの危険性は低い
３点 オーラルフレイルの危険性あり
４点以上 オーラルフレイルの危険性が高い

※オーラルフレイルQ&Aより引用　著者：平野浩彦、飯島勝矢、渡邊裕

むせる
食べこぼす

食欲がない
少ししか食べない

やわらかいもの
ばかり食べる

滑舌が悪い
舌が回らない

口が乾く
ニオイが気になる

歯が少ない
あごの力が弱い

口まわりの“ささいな衰え”が積み重なると…

オーラルフレイル
フレイル
病気

健康・元気

図2

新規発症
身体的フレイル 2.4倍
サルコペニア 2.1倍
要介護認定 2.4倍
総死亡リスク 2.1倍

図１

「オーラルフレイル」の人が
抱えるリスク

1.00

0.99

0.98

0.97

0.96
0 250 500 750

追加日数

4年間追跡調査

口腔健常

オーラル
フレイル

10001050

累
積
生
存
率

Tanaka T, Hirano H, Watanabe Y, Iijima K. et al. 
Oral Frailty as a Risk Factor for Physical Frailty and 
Mortality in Community-Dwelling Elderly. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017.

はい
36.6％

はい
25.7％

はい
27.2％

点数の合計が 3点以上で「オーラルフレイルの危険性あり」となった方は…

フレイル・オーラルフレイルとは オーラルフレイルの状況 オーラルフレイルのセルフチェック

合計点数が…



●フレイル
高齢による身体的な衰えだけでなく、それに伴って精神的にもやる気や意欲、活力を失っ
てしまい、心身にわたって虚弱になっていく状態を「フレイル」といいます。

茨城県民における「8020 運動（80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保つこと）」の
達成者は、少しずつ増えていて 2021年では 44.3％の方が達成しています。
さらに、茨城県独自の目標である「6424 運動（64 歳になっても 24 本以上自分の歯
を保つこと）」では、71％もの方が達成しています。

お口の衰えはすぐには気が付かないことが多く、少しずつ緩やかにオーラルフレイルに
なっている可能性があります。
現在のお口の健康状態を知るために、まずはセルフチェックをしてみましょう。
下記のセルフチェック表で、点数が合計３点以上（「オーラルフレイルの危険性あり」）
になった方は、専門的な対応が必要です。

上記の通り、歯を多く残すことができている方が増えている一方で、70 歳以上の方の
多くが、お口の機能について衰えを感じています（下図）。

人口の約3割の方が高齢者（65歳以上）である今、より永く健康で居続けるためには、
6424運動、8020運動のように歯を１本でも多く残していくという取り組みに加えて、
噛むことや飲み込むことなどのお口の機能（食べる・話す・表情を作るなど）の維持・向
上に取り組んでいくことがとても重要です。

●オーラルフレイル

オーラルフレイルの概念図

8020運動・6424運動達成率お口のささいなトラブルを放っておくと、硬く食べづらいものを避けるようになってお
口の機能（食べる・話す・表情を作るなど）が少しずつに衰えていきます。さらに、これ
らの衰えが積み重なって虚弱になっていく状態を「オーラルフレイル」といいます。

オーラルフレイルをそのまま放置しておくと、年齢や病気など多くの要因の影響を考慮し
ても、オーラルフレイルでない人と比べて様々なリスクが高まることが分かっています（図1）。
また、オーラルフレイルの方はオーラル
フレイルでない方と比べて、生存率も下が
る傾向にあることもわかっています（図2）。
オーラルフレイルを防ぐためには、お口
のささいな衰えにできるだけ早く気づき、
適切な対応をとることがとても大切です。

オーラルフレイルの状態を放置しておくのは危険です！

かかりつけの歯科医院にご相談ください !!

2001年

26.926.9

55.255.2

32.432.4

63.363.3

38.438.4

55.755.7

41.041.0

56.456.4

44.344.3

71.071.0

2005年

8020達成率（％）
2010年 2015年 2021年

6424達成率（％） 出典：茨城県「県民健康実態調査」

半年前に比べてかたいものが
食べにくくなりましたか？

お茶や汁物等で
むせることはありますか？ 口の渇きが気になりますか？

出典：東京大学高齢社会総合研究機構　田中友視、飯島勝矢

出典：「令和元年国民健康・栄養調査報告」令和２年12月　厚生労働省

オーラルフレイルのセルフチェック表

※歯を失ってしまった場合は義歯等を適切に使って堅いものをしっかり食べることができるよう
　治療することが大切です。

半年前と比べて、堅い物が食べにくくなった
お茶や汁物でむせることがある
義歯を入れている※
口の乾きが気になる
半年前と比べて、外出が少なくなった
さきイカ、たくあんくらいの堅さの食べ物を噛むことができる
１日に２回以上、歯を磨く
１年に１回以上、歯医者に行く

2点
2点
2点
1点
1点

1点
1点
1点

質 問 事 項 はい いいえ

０～２点 オーラルフレイルの危険性は低い
３点 オーラルフレイルの危険性あり
４点以上 オーラルフレイルの危険性が高い

※オーラルフレイルQ&Aより引用　著者：平野浩彦、飯島勝矢、渡邊裕

むせる
食べこぼす

食欲がない
少ししか食べない

やわらかいもの
ばかり食べる

滑舌が悪い
舌が回らない

口が乾く
ニオイが気になる

歯が少ない
あごの力が弱い

口まわりの“ささいな衰え”が積み重なると…

オーラルフレイル
フレイル
病気

健康・元気

図2

新規発症
身体的フレイル 2.4倍
サルコペニア 2.1倍
要介護認定 2.4倍
総死亡リスク 2.1倍

図１

「オーラルフレイル」の人が
抱えるリスク

1.00

0.99

0.98

0.97

0.96
0 250 500 750

追加日数

4年間追跡調査

口腔健常

オーラル
フレイル

10001050

累
積
生
存
率

Tanaka T, Hirano H, Watanabe Y, Iijima K. et al. 
Oral Frailty as a Risk Factor for Physical Frailty and 
Mortality in Community-Dwelling Elderly. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017.

はい
36.6％

はい
25.7％

はい
27.2％

点数の合計が 3点以上で「オーラルフレイルの危険性あり」となった方は…

フレイル・オーラルフレイルとは オーラルフレイルの状況 オーラルフレイルのセルフチェック

合計点数が…



～永く健康で居続けるために～
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いつもより、意識的に大きな声ではっきりと発音すると効果的です。

毎日の歯磨きや歯間ブラシなどでお口の中を清潔に保ち、さらにこれらのトレーニングを行っ
てお口の働きを健全に保つことがとても重要になります。
また、定期的に歯医者さんでお口の中を診てもらい、お口の変化にいち早く気づいて治療す
ることもオーラルフレイルの予防には効果的です。
より永く健康で居続けられるよう、オーラルフレイル対策に取り組みましょう。

❶飲み込む力をアップする体操「むせ」が気になる人におすすめ

❷唾液腺マッサージ「お口の乾燥」が気になる人におすすめ

鼻から息を吸ってゆっくり口から吐きます
（腹式呼吸）

肩をすぼめるようにしてあげ
力を抜いて戻します

耳下腺への刺激

両頬を膨らませたりすぼめたりします
そのあと左右交互に膨らませます

首を左右に傾けたあと横を向きます
ぐるりと首をまわします

耳たぶの前、上の奥歯あたりを
親指以外の４本の指で後ろから
前に円を描くようにマッサージ
します。

顎下腺への刺激
親指をあごの骨の内側のやわら
かい部分にあて、耳の下からあ
ごの下まで５か所くらいを順番
に押します。

舌下腺への刺激
両手の親指をそろえ、あごの下
を軽くつきあげるように押しま
す。

❸舌の筋肉を鍛える体操「滑舌」が気になる人におすすめ

❹発声トレーニング

舌をベーっと前に出したり
ひっこめたりします

舌の先端で左右の
口角をさわります

お口の中で舌をぐるりと
右回り、左回り

何回かくりかえしましょう
①「パ・パ・パ」「タ・タ・タ」「カ・カ・カ」「ラ・ラ・ラ」
②「パ・タ・カ・ラ」

リズムをつけたり、好きな歌に当てはめて歌ってもいいですね♪

最 後 に …

一般社団法人　茨城県保険医協会
〒300-0038　茨城県土浦市大町12-31 

TEL：029-823-7930　FAX：029-822-1341
URL：https://www.ibaho.jp　E-mail：info@ibaho.jp

一般社団法人

茨城県保険医協会

オーラルフレイルを予防・改善しよう① オーラルフレイルを予防・改善しよう②

引用：名古屋市健康福祉局健康増進課「チェックして知って予防しようオーラルフレイル」

～永く
健康で居続けるために～



～永く健康で居続けるために～

オーラルフレイル
リーフレット

オーラルフレイルを予防もしくは改善するために、毎日３回以上、下記のトレーニングを実
践しましょう!!

おしゃべりをしたり、笑ったり、歌を歌ったり。声を出すことはお口の機能のトレーニングにもなります。
いつもより、意識的に大きな声ではっきりと発音すると効果的です。

毎日の歯磨きや歯間ブラシなどでお口の中を清潔に保ち、さらにこれらのトレーニングを行っ
てお口の働きを健全に保つことがとても重要になります。
また、定期的に歯医者さんでお口の中を診てもらい、お口の変化にいち早く気づいて治療す
ることもオーラルフレイルの予防には効果的です。
より永く健康で居続けられるよう、オーラルフレイル対策に取り組みましょう。

❶飲み込む力をアップする体操「むせ」が気になる人におすすめ

❷唾液腺マッサージ「お口の乾燥」が気になる人におすすめ

鼻から息を吸ってゆっくり口から吐きます
（腹式呼吸）

肩をすぼめるようにしてあげ
力を抜いて戻します

耳下腺への刺激

両頬を膨らませたりすぼめたりします
そのあと左右交互に膨らませます

首を左右に傾けたあと横を向きます
ぐるりと首をまわします

耳たぶの前、上の奥歯あたりを
親指以外の４本の指で後ろから
前に円を描くようにマッサージ
します。

顎下腺への刺激
親指をあごの骨の内側のやわら
かい部分にあて、耳の下からあ
ごの下まで５か所くらいを順番
に押します。

舌下腺への刺激
両手の親指をそろえ、あごの下
を軽くつきあげるように押しま
す。

❸舌の筋肉を鍛える体操「滑舌」が気になる人におすすめ

❹発声トレーニング

舌をベーっと前に出したり
ひっこめたりします

舌の先端で左右の
口角をさわります

お口の中で舌をぐるりと
右回り、左回り

何回かくりかえしましょう
①「パ・パ・パ」「タ・タ・タ」「カ・カ・カ」「ラ・ラ・ラ」
②「パ・タ・カ・ラ」

リズムをつけたり、好きな歌に当てはめて歌ってもいいですね♪

最 後 に …

一般社団法人　茨城県保険医協会
〒300-0038　茨城県土浦市大町12-31 

TEL：029-823-7930　FAX：029-822-1341
URL：https://www.ibaho.jp　E-mail：info@ibaho.jp

一般社団法人

茨城県保険医協会

オーラルフレイルを予防・改善しよう① オーラルフレイルを予防・改善しよう②

引用：名古屋市健康福祉局健康増進課「チェックして知って予防しようオーラルフレイル」

～永く
健康で居続けるために～




