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することのないスナック菓子やラムネなどを利用者様のテーブルの上に用意し、食べて頂き
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体の他の部分と同じように口の中

くなります。

 

【歯と歯肉】

歯がもろくなる、歯と歯肉の境目がすり減る、歯肉が下がる

→露出した歯の根にむし歯ができやすくなる、歯肉が下がった箇所への歯垢・歯石の付着や義歯の刺激などで

炎症が起こりやすくなる、義歯の安定が悪くなる

 

【唾液腺】

萎縮して、唾液の分泌量が少なくなる

→口腔内が乾燥する、自浄作用の低下によって口の中が汚れやすくなる、口臭が強くなる、口の中で食べ物が

まとまりにくくなる

 

【味蕾

 舌の表面や口腔内の粘膜にある味蕾

 →味を感じにくくなる

 

このような変化があることを踏まえて、口腔機能を維持するためには、口

ケアには、歯ブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロス・

口腔ケアと、唾液の分泌促進や舌・

➀器質的口腔ケア

毎日、食後や就寝前に歯や口・舌の清掃を行います。ブリッジ・部分義歯・総

れに応じた清掃方法と配慮が必要です。

②機能的口腔ケア

舌や頬などの口の機能を維持するために体操を行い

す、

 

「食べる」「話す」「表情を表す」などの口腔機能を維持し、身体的、精神的、社会的に健康な生活を

めにも口腔ケアの実施と定期的な歯科受診をおすすめします。
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毎日、食後や就寝前に歯や口・舌の清掃を行います。ブリッジ・部分義歯・総

れに応じた清掃方法と配慮が必要です。

②機能的口腔ケア 

舌や頬などの口の機能を維持するために体操を行い

口の周りをなめるように舌を回す、頬・顎の下をマッサージするなど。

「食べる」「話す」「表情を表す」などの口腔機能を維持し、身体的、精神的、社会的に健康な生活を

めにも口腔ケアの実施と定期的な歯科受診をおすすめします。

                                     

〒634

Tel：0744

入所 100 床（

口腔機能を維持するために

体の他の部分と同じように口の中(口腔

歯がもろくなる、歯と歯肉の境目がすり減る、歯肉が下がる

→露出した歯の根にむし歯ができやすくなる、歯肉が下がった箇所への歯垢・歯石の付着や義歯の刺激などで

炎症が起こりやすくなる、義歯の安定が悪くなる

萎縮して、唾液の分泌量が少なくなる

→口腔内が乾燥する、自浄作用の低下によって口の中が汚れやすくなる、口臭が強くなる、口の中で食べ物が

 

味を感じる器官)】 

舌の表面や口腔内の粘膜にある味蕾(

。 

このような変化があることを踏まえて、口腔機能を維持するためには、口

ケアには、歯ブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロス・

口腔ケアと、唾液の分泌促進や舌・口唇・頬などの機能を賦活するために行う機能的口腔ケアがあります

毎日、食後や就寝前に歯や口・舌の清掃を行います。ブリッジ・部分義歯・総

れに応じた清掃方法と配慮が必要です。

舌や頬などの口の機能を維持するために体操を行い

口の周りをなめるように舌を回す、頬・顎の下をマッサージするなど。

「食べる」「話す」「表情を表す」などの口腔機能を維持し、身体的、精神的、社会的に健康な生活を

めにも口腔ケアの実施と定期的な歯科受診をおすすめします。

                          

 

634-0832 

0744-26-2288

床（全床認知症専門棟）

口腔機能を維持するために

口腔)にも加齢による変化がみられ、それによって様々な問題が起こりやす

歯がもろくなる、歯と歯肉の境目がすり減る、歯肉が下がる

→露出した歯の根にむし歯ができやすくなる、歯肉が下がった箇所への歯垢・歯石の付着や義歯の刺激などで

炎症が起こりやすくなる、義歯の安定が悪くなる

萎縮して、唾液の分泌量が少なくなる。 

→口腔内が乾燥する、自浄作用の低下によって口の中が汚れやすくなる、口臭が強くなる、口の中で食べ物が

(みらい)の数が減少する

このような変化があることを踏まえて、口腔機能を維持するためには、口

ケアには、歯ブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロス・

口唇・頬などの機能を賦活するために行う機能的口腔ケアがあります

毎日、食後や就寝前に歯や口・舌の清掃を行います。ブリッジ・部分義歯・総

れに応じた清掃方法と配慮が必要です。 

舌や頬などの口の機能を維持するために体操を行い

口の周りをなめるように舌を回す、頬・顎の下をマッサージするなど。

「食べる」「話す」「表情を表す」などの口腔機能を維持し、身体的、精神的、社会的に健康な生活を

めにも口腔ケアの実施と定期的な歯科受診をおすすめします。

                          

 奈良県橿原

2288  Fax

認知症専門棟）

口腔機能を維持するために

にも加齢による変化がみられ、それによって様々な問題が起こりやす

歯がもろくなる、歯と歯肉の境目がすり減る、歯肉が下がる

→露出した歯の根にむし歯ができやすくなる、歯肉が下がった箇所への歯垢・歯石の付着や義歯の刺激などで

炎症が起こりやすくなる、義歯の安定が悪くなる。 

→口腔内が乾燥する、自浄作用の低下によって口の中が汚れやすくなる、口臭が強くなる、口の中で食べ物が

の数が減少する

このような変化があることを踏まえて、口腔機能を維持するためには、口

ケアには、歯ブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロス・歯磨剤などを使って歯や口を清潔に保つために行う器質的

口唇・頬などの機能を賦活するために行う機能的口腔ケアがあります

毎日、食後や就寝前に歯や口・舌の清掃を行います。ブリッジ・部分義歯・総

舌や頬などの口の機能を維持するために体操を行います。唇を横に引く、頬を膨らます、舌を上下左右に動か

口の周りをなめるように舌を回す、頬・顎の下をマッサージするなど。

「食べる」「話す」「表情を表す」などの口腔機能を維持し、身体的、精神的、社会的に健康な生活を

めにも口腔ケアの実施と定期的な歯科受診をおすすめします。

                            
リハビリ室

言語聴覚士

奈良県橿原市五井町

Fax：0744-26

認知症専門棟） 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

口腔機能を維持するために

にも加齢による変化がみられ、それによって様々な問題が起こりやす

歯がもろくなる、歯と歯肉の境目がすり減る、歯肉が下がる。 

→露出した歯の根にむし歯ができやすくなる、歯肉が下がった箇所への歯垢・歯石の付着や義歯の刺激などで

→口腔内が乾燥する、自浄作用の低下によって口の中が汚れやすくなる、口臭が強くなる、口の中で食べ物が

の数が減少する。 

このような変化があることを踏まえて、口腔機能を維持するためには、口

歯磨剤などを使って歯や口を清潔に保つために行う器質的

口唇・頬などの機能を賦活するために行う機能的口腔ケアがあります

毎日、食後や就寝前に歯や口・舌の清掃を行います。ブリッジ・部分義歯・総

ます。唇を横に引く、頬を膨らます、舌を上下左右に動か

口の周りをなめるように舌を回す、頬・顎の下をマッサージするなど。

「食べる」「話す」「表情を表す」などの口腔機能を維持し、身体的、精神的、社会的に健康な生活を

めにも口腔ケアの実施と定期的な歯科受診をおすすめします。 

リハビリ室  

言語聴覚士 

市五井町 247 

26-2277 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 40

口腔機能を維持するために 

にも加齢による変化がみられ、それによって様々な問題が起こりやす

→露出した歯の根にむし歯ができやすくなる、歯肉が下がった箇所への歯垢・歯石の付着や義歯の刺激などで

→口腔内が乾燥する、自浄作用の低下によって口の中が汚れやすくなる、口臭が強くなる、口の中で食べ物が

このような変化があることを踏まえて、口腔機能を維持するためには、口腔ケアを行うことが大切です。口腔

歯磨剤などを使って歯や口を清潔に保つために行う器質的

口唇・頬などの機能を賦活するために行う機能的口腔ケアがあります

毎日、食後や就寝前に歯や口・舌の清掃を行います。ブリッジ・部分義歯・総義歯を使用している方はそれぞ

ます。唇を横に引く、頬を膨らます、舌を上下左右に動か

口の周りをなめるように舌を回す、頬・顎の下をマッサージするなど。 

「食べる」「話す」「表情を表す」などの口腔機能を維持し、身体的、精神的、社会的に健康な生活を
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にも加齢による変化がみられ、それによって様々な問題が起こりやす

→露出した歯の根にむし歯ができやすくなる、歯肉が下がった箇所への歯垢・歯石の付着や義歯の刺激などで

→口腔内が乾燥する、自浄作用の低下によって口の中が汚れやすくなる、口臭が強くなる、口の中で食べ物が

腔ケアを行うことが大切です。口腔

歯磨剤などを使って歯や口を清潔に保つために行う器質的

口唇・頬などの機能を賦活するために行う機能的口腔ケアがあります

義歯を使用している方はそれぞ

ます。唇を横に引く、頬を膨らます、舌を上下左右に動か

「食べる」「話す」「表情を表す」などの口腔機能を維持し、身体的、精神的、社会的に健康な生活を

 

にも加齢による変化がみられ、それによって様々な問題が起こりやす

→露出した歯の根にむし歯ができやすくなる、歯肉が下がった箇所への歯垢・歯石の付着や義歯の刺激などで

→口腔内が乾燥する、自浄作用の低下によって口の中が汚れやすくなる、口臭が強くなる、口の中で食べ物が

腔ケアを行うことが大切です。口腔

歯磨剤などを使って歯や口を清潔に保つために行う器質的

口唇・頬などの機能を賦活するために行う機能的口腔ケアがあります 

義歯を使用している方はそれぞ

ます。唇を横に引く、頬を膨らます、舌を上下左右に動か

「食べる」「話す」「表情を表す」などの口腔機能を維持し、身体的、精神的、社会的に健康な生活をおくるた

にも加齢による変化がみられ、それによって様々な問題が起こりやす

→露出した歯の根にむし歯ができやすくなる、歯肉が下がった箇所への歯垢・歯石の付着や義歯の刺激などで

→口腔内が乾燥する、自浄作用の低下によって口の中が汚れやすくなる、口臭が強くなる、口の中で食べ物が

腔ケアを行うことが大切です。口腔

歯磨剤などを使って歯や口を清潔に保つために行う器質的

 

義歯を使用している方はそれぞ

ます。唇を横に引く、頬を膨らます、舌を上下左右に動か

おくるた


