


はじめに

人生100年時代　歯を長持ちさせる鉄
ルール

則

本書を手にとってくださり、ありがとうございます。
本書を手にとっていただいた方の中には、日常生活でお

口の健康に不安を抱えている方や歯に興味をお持ちの方な
ど、十人十色だと思いますが、はじめに、私がこの書籍を
出版した背景として、私たちの人生の長寿化と歯を取り巻
く環境からお伝えしたいと思います。

まず、人生の長寿化についてですが、厚生労働省による
と2019年の男性の平均年齢は81.4歳、女性の平均年齢は
87.5歳と、日本は世界を見ても群を抜いています。また、
世界的にも有名なベストセラー『LIFE　SHIFT－100年
時代の人生戦略』リンダ・グラットン／アンドリュー・ス
コット著（東洋経済新報社）によれば、2050年までに日本
の100歳以上の人口は100万人を突破すると言われており、
日本は世界有数の超高齢社会と言っても過言ではありませ
ん。

一方で、歯の寿命はどうでしょうか。なんと、６歳に生
えてくる奥歯の平均寿命は51歳。一番長生きすると言わ
れる犬歯でも60歳となっているのです（2016年歯科疾患実

態調査）。歯の寿命も年々延びているとはいえ、考えてみ
れば、からだの寿命との差は40年もある計算になります。
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これが、裏表紙にもあるように、「100 - 60 = 40」に込め
た意味です。

では、この「空白の40年」の生活をイメージすると、いっ
たいどうなるでしょうか。

高齢者と呼ばれる年齢になると大半の方は何本かの歯を
失っており、失った歯を補う治療をされます。そして治療
をする度に、さらに歯を失って硬い物や歯応えのある物を
制限しなければならなくなります。

年齢を重ねるごとに、どうしても食べたい物が食べられ
なくなってしまう……。

歯を大切にしてきた友人と同じ物が食べづらくなり、
段々と人付き合いを遠慮するようになり、気分が沈みがち
になっていく……。

長生きできるようになっても、食べたい物が思うように
食べられず、食べる楽しみが半減し、家に引きこもりがち
になり、そして自信がなくなってしまう……。

こう考えただけでも、少し気分が沈んでしまうのは、私
だけではないと思います。

本書は、この「人生100年-歯の寿命60年」の差をいか
に埋めるかを考え抜き、歯の寿命100歳を実現するために、
みなさまにぜひ知ってほしい知識を惜しみなくお伝えする
一冊です。

3



では、「人生100年 ‐ 歯の寿命100年」になるとどうな
るでしょうか？
「お仕事を引退された後でセカンドライフを満喫できる」
「食べたい物の噛み心地を思う存分楽しめる」
「噛み合わせがしっかりしているので大好きなスポーツで
もパワーを存分に発揮できる」
「友人とおしゃべりしながら食事をとるのが楽しみになる」
「年齢よりもグッと若さを保てる」
「旅行に行って記念写真を撮るときに自慢の歯を見せて
しっかり笑える」

人生において良いことしかありません。
私は歯科医師として、みなさまが「100 - 100」を達成

できる人生を歩むお手伝いをさせていただきたく思ってい
ます。そこで、からだの寿命と歯の寿命の40年のギャッ
プを埋めるための知識とともに、みなさんにお伝えしたい
本書のポイントを大きく分けて３つご紹介します。

①歯を長持ちさせる鉄則がわかる
本のタイトル通り、いかにご自身の歯を“長持ち”させ

るかについて、予防、治療、補綴の観点から知識を得るこ
とができます。鉄則にかかわるお口の用語を詳しくご紹介
させていただいておりますが、フレーズを覚えられなくて
も全く心配はいりません。本書を、歯科医院のカウンセリ
ングに持っていく辞典としてもご活用いただけたらと思い
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ます。
また、むし歯、歯周病、ブラッシング、歯磨き剤の選び

方、歯に影響を与える習慣など、歯にまつわる疑問点につ
いてお答えします。

②歯と全身の関係がわかる
歯科医院は患者さんの全身の健康も診る時代に変化して

います。
糖尿病や心疾患などの全身状態、フッ化物やタバコなど

の外部環境、顎の骨や筋肉、さらに全身の骨格筋の影響、
心理的な影響など、歯やお口の環境から全身の健康状態の
メッセージを受けとることができる時代です。

人生100年、歯の寿命も100年を目指すうえで、知って
おいていただきたい「医科と歯科の連携」についてのお話
もします。

③歯や健康に対する意識が変わる
歯に関する知識を得られても、実際に行動に起こすこと

はなかなか難しいものですが、「定期健診に行くメリット
がわかったから行ってみよう」「歯ブラシのときに磨く場
所を意識して磨いてみよう」「歯科医院に行くならお薬手
帳は持っていこう」「おやつを食べるときは時間を決めて
食べよう」というように、ほんの少しでもみなさんの意識
が変わるようなアドバイスをまとめています。
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ここで簡単に私のプロフィールもご紹介させてください。
私は歯科医として約10年仕事をしてきました。初めの

５年は大阪大学の第二補
ほ

綴
てつ

科という科に所属していまし
た。補綴というのは、失った一部もしくは全部の歯を人工
物で補うことです。具体的には被せ物や入れ歯、インプラ
ントなどです。補綴ばかり行ってきたからこそ、いかに自
身の天然の歯が大切かよくわかっていますし、歯を補って
長持ちさせることのプロと自負しています。

歯科医になって10年も経つといろいろな変化が見えて
きます。同じ年齢の方でも、新人の頃（2010年頃）に担当
させていただいた患者さんと、2021年現在担当させてい
ただいている患者さんとでは、明らかに元気さ・若々しさ
が違います。

それはひとえに、私たち歯科医院と共にセルフケアをが
んばってくださっているみなさんの意識と行動の変化があ
るからこそなのです。本書でさらに歯とお口の基礎知識や
新常識を得てもらってますます健やかな人生を送っていた
だきたいと思っています。

本書はこれから、
第1章　歯の寿命100歳を目指す。健口寿命を延ばすた 

　　　　   めに
第2章　Q&Aで知る。自分の歯をできるだけ治療せず、 

　　　　   長持ちさせて、予防する方法  「予防の章」

6



第3章　Q&Aで知る。治療した歯をできるだけ長持ちさ 
　　　　   せる方法  「治療の章」

第4章　Q&Aで知る。歯を失ってしまってから、適切に 
　　　　   補綴する方法  「補綴の章」

といった流れで、解説していきます。

まずは歯の寿命を100歳に近づけることを目指します。
その後、お口全体の寿命を100歳にすることを目指します。

みなさんの「100年（からだの寿命） - 100年（お口の寿命）」
を実現する一助になればと思います。

最後までお付き合いいただければ幸いです。

2021年7月
エンパシーデンタルクリニック院長

魚田真弘
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治療が必要な症状ガイド
こんな症状があったら歯科医院へ行きましょう

これからみなさんに、歯とからだ双方の「100歳」を目
指すポイントをお伝えしていきます。当然ながら、お口の
状況はみなさん、さまざまです。なかには「いま歯が痛く
て困っているのに悠長に全部読んでいられないよ！」「私
のこの症状がどんな状態なのか早く知りたい！」と思われ
ている方もおられるかもしれません。

そこで「症状別、歯の状態チェックリスト」を作成しま
した。次の表で当てはまるものがあれば、時間の目安を参
考に、なるべく早く歯科医院に予約を入れてください。可
能性のある病気と該当するページを記載しますので、お時
間のあるときに確認してください。

   赤信号
　毎日お忙しいかもしれませんが、いますぐにでも歯科医院に
行きましょう。放っておくと大変なことになる項目です。
□ 何もしなくてもズキズキする　
　 （大きなむし歯）76、185ページ
□ 放っておいても出血する　 （重度の歯周病）61ページ
□ 歯がぐらぐらする　 （重度の歯周病）61ページ
□ 熱い物がしみる 　（大きなむし歯）66、76ページ
□ 噛んだら痛い　 （重度の歯周病か歯の破折）61、213ページ
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   黄色信号

　以下に該当するなら、なるべく早く歯科医院に行きましょう。
その目安は１週間以内です。
□ 冷たい物がしみる　 （知覚過敏かむし歯）21、76ページ
□ 口から臭いがする　 （むし歯や歯周病）142ページ
□ 食べた後に物がよく挟まる、歯が欠けた  
（むし歯）66ページ

□ 詰め物、被せ物がとれた 
（とれた詰め物、被せ物を放置していていいの？）210ページ

□ 顎からカクカク音がする　 （顎関節症）38ページ
□ 歯ぐきが腫れている気がする　 （歯周病）60ページ
□ 治療中の歯がある　 （治療中の歯を放置）210ページ

   やや黄色信号

　急ぎはしませんが、できれば歯科医院に行きましょう！
目安は１か月以内です。
□ 歯がないところがある 　（第４章）207ページ
□ 半年以上クリーニングを受けていない 
（定期健診）119ページ

□ 歯磨きをしたら出血する 　（歯周病）24、60ページ

＊あくまで可能性の高い病気を掲載しています。実際の病気とは異なる場合がご
ざいます。
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歯の名称

右 左

①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

⑧

①②
③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑧

①②
③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

上の歯

下の歯

第三大臼歯
（親知らず）

第三大臼歯
（親知らず）

中切歯

中切歯

側切歯

側切歯

犬歯

犬歯

第一小臼歯

第一小臼歯

第二小臼歯

第二小臼歯

第一大臼歯

第一大臼歯

第二大臼歯

第二大臼歯

ちゅうせっし

ちゅうせっし

しょうきゅうし

しょうきゅうし

そくせっ   し

そくせっ   し

前歯

小臼歯

大臼歯

小臼歯

大臼歯

前歯




