（前ページより続く）
効率の良い歯の磨き方は、ＣＭでやっているよ
うに、歯と歯肉に間に歯ブラシを45度にあてて、
歯周ポケットに毛先を入れるイメージで細かく小
刻みに動かす（バス法）やり方です。音がでない
くらいがいいと言われます。歯磨きをするときは
鏡を見ることをお勧めしています。歯ブラシがよ
くあたっていないこともあります。小刻みは難し
いのですが、汚れが落ちやすいのです。力の入れ
すぎはだめです。ペンを持つようにするのは力が
入らないようにするためです。
歯間ブラシは、針金にナイロンの毛がついてい
るので、直角に入れます。いろいろな大きさがあ
りますが、大きすぎないものがいいです。スト
レートタイプとＬ字タイプがありますが、スト
レートは前歯、Ｌは奥歯がやり易いですが、歯間
ブラシは曲がるので。消耗しやすいので頻繁に替
えたほうがいいです。（一部略）

開催日時
6月1日

(木)

11:00～18:00
6月3日

(土)

１5:00～16:00
6月7日

(水)

14:00～15:30
6月10日

(土)

13:30～15:00
6月17日

(土)

13:30～15:00
6月24日

(土)

13:30～15:00
6月26日

(月)

13:30～15:00
6月27日

(火)

歯磨き粉ですが、一般的なものは泡がでて、研磨
剤が入っています。こういうものは、鏡を見てもど
こを磨いているかわからないし、つばが出て長く磨
けないのです。ドライマウスになるという報告もあ
ります。水をつけて磨くだけで十分だと思います。
保湿剤は唾液の分泌量が減った方にお勧めします。
ジェル、液体、スプレーがあります。口の中を掃除
したあとに、保湿剤を使います。
スポンジブラシは自分でブクブクができない方の清
掃、保湿、マッサージ等で使います
義歯ブラシは、硬い毛と柔らかい毛があって、入れ
歯が磨きやすいようにできています。
最後に、みなさんとご一緒に、嚥下体操と唾液腺
マッサージをやりたいと思います。
きょうは、ありがとうございました。

テーマ（参加条件等）

主催・問い合わせ

足もみ健康法(リフレクソロジー) ～感じよう！あなたの身
体～
30分 2000円 ～ (予約優先)（毎月第1木曜日）

中村
080-650７-1959

鉄ちゃん、集合！ 私は乗り鉄、あなたは、撮り鉄？
中学生以下100円、大人３00円（毎月第１土曜日）

みたか・みんなの広場 鈴木
☎080-1022-2281

みたかオレンジカフェ 認知症、高齢者介護なんでも相談
茶菓代100円（毎月第1水曜日）

みたか・認知症家族支援の会
石村 ☎080-6627-3551

般若心経カフェ：インドでお釈迦さまが始められた仏教を
中心に
仏教全般を考えます。（毎月第２土曜日500円）

みたか・みんなの広場 なりきよ
☎080-1362-5359

タロット占い：自分自身を見つめ、あしたの自分に進むた
めに
3,000円/30分（毎月第３土曜日、前日までに予約）

日本ﾀﾛｯﾄｶｰﾄﾞ占術協会 副会長
ミスティ・ローザ
☎080-1362-5359（なりきよ）

茶話会「病気とともに生きる」（毎月第4土曜日）
病気となかよくするじょうずな生活法

HumannLoop"人の輪 " 竹内
☎090-7632-7251

リレートーク 「地域に広げよう！見守りの輪」
香川 卓見さん（大沢地域包括支援センター）

みたか・みんなの広場 なりきよ
☎080-1362-5359

夕どきオレンジカフェ・みたか 認知症、高齢者介護なんで
も相談茶菓代100円（毎月第４火曜日）

みたか・認知症家族支援の会
石村 ☎080-6627-3551

毎週火曜日

マッサージ教室（外反母趾対策）
主催者までお問い合わせください。

篠山(しのやま）
090ｰ9694-5884

毎週土曜日
10時

ノルディックウォーキング（参加無料）
主催者までお問い合わせください。

なりきよ(みたか・みんなの広場）
☎080-1362-5359

19:00～21:00

三鷹市民の集いの場

2017年6月
第37号

みたか・みんなの広場運営協議会
三鷹市下連雀４－５－1９
http://minnannohiroba.web.fc2.com/
☎080－1362－5359 なりきよ

デイサービスと保育園との交流
国府田 祥二さん
三鷹市高齢者センターけやき苑所長
○けやき苑さんは、保育園との交流会をおやりと
聞いていますが。
野崎保育園との交流会は、ここが始まってすぐ
に始めました。もう、20数年前になりますね。
けやき苑ができた当時の施設長も地域に溶け込ん
だ施設にしたいという気持ちがあったし、私自身
もそうでしたから、それでは、と取り組むことに
しました。
ここはもっときれいだったので(笑)、野崎保育園
の子供たちが、大沢公園に散歩に行くのにちょう
ど途中ですから休憩されたり、散歩のご老人もベ
ンチのお座りになって、お休みにされたりしてい
たんです。
ある時、園児がトイレを貸してください、と来
られたのをきっかけに、どうぞどうぞということ
にりました。夏場は暑くてたいへんでしょうから、
よかったら帰りにはここで水分補給とトイレに
寄ってゆっくり帰ったらいかがですか、という感
じで始まったのです。そして、せっかくですから、
うちのお年寄りと交流していきませんか、という
ことになり、当時の保育園の先生方も熱心に取り
組んでいただきました。
園児もおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮ら
している方も少なくないのですが、ここにきてい
る方はもっと上の世代、ひいおじいちゃんとかひ
いひいおじいちゃんの世代なので、こういう方た
ちと接したこともないので、いい機会だというこ
とで保育園さんも乗り気になって、話をすすめま
した。
最初は単発でしたが、それから定期的にやるよ
うになりました。交流が深まってくると、卒園を
祝ってあげたり、子どもたちもお遊戯を練習した
ら「けやき苑にやりにいくんだ。」とか。ある時、
運動会をやった後に、けやき苑のためにもう一回
運動会をしてくれたことがあります。いっしょに
競技をやって、本当に楽しかったです。大玉ころ
がしをやるかどうかとても悩んだんですが、やっ
てみたら、普段だったら、勝ちたい一心でだーっ
と転がしていくお子さんたちが、お年寄りが押そ
うとすると見守ったり、玉が転がりすぎないよう
に押さえてくれたり、優しい目でお年寄りを支え
てくれていたんです。

前列中央が国府田さん【４月１５日けやき苑】
保育園の先生方も驚いていました。交流のなか
で、こういうことが生まれてくるんだなあ、とい
うことですよね。ああしなさい、こうしなさいと
教えたわけではないんですが、自然と優しくなっ
てくれたんですね。この体験は強烈で、ぜひ続け
て行きたいと思いました。そのうち、毎月の計画
で私たちが行くのか、子どもたちに来てもらうの
か、という年間計画を立てて、保育園の先生とも
定期的に打ち合わせをするようになりました。
そのうち、子どもたちもけやき苑の車を見かけ
ると手を振ってくれるようになり、お母さんたち
もいっしょに手を振ってくれるようになりました。
親子そろって、こういうところの要介護のお年寄
りを身近に感じてくれるようになったことは大き
な成果だし、またなにか困ったときにけやき苑に
相談してみようと思いついてもらえるようになっ
たことも大きいですね。地域サービスデイも一回
ここにきたことがあれば、ああ、あそこは高齢者
のところだ、ちょっと相談してみよう、と思って
もらえるように敷居を下げたいということもあり
ました。
春に男の子がぴっかぴかのランドセルをしょっ
て、たった一人で我々に見せに来たこともありま
す。いまは、そういう子供たちが、介護職を目指
したりとか、看護師を目指したりしている子もい
ます。学校に講義に行ったとき、「国府田先生」
と呼ばれて、「どなた？」「私、野崎保育園の出
身なんです。」「えっ、そうなの！ 介護職を目
指すの？」「ソーシャルワーカーになりたく
て。」「そうなんだ、ぜひ頑張ってね。」という
こともありました。そういう子たちが何人か現れ
ています。うれしいですねえ、なにかしら心に残
るものがあったんでしょうねえ。

○地域交流をやれ、と言われますが、実際に運営す
ることは難しいですよね。
私が考えていることに二通りあって、なんとして
も継続されたい活動と、とにかく「いま」という活
動もあっていいと思います。作ったら続けたいとい
うことが作ったものの心情ではありますが、そこに
こだわるとつくるのが大変になってしまいます。
うちの包括でも地域サロンの立ち上げをしたいと
思っていますが、いま必要性があるからやりたいと
考える人が集まってスタートさせよう、この人たち
が変化して消えてしまっても、またそのときに必要
なものをつくればいい、というくらいの気持ちでや
ると、いがいと短期間で一つ一つの活動が立ち上が
るんです。きちんと継続させようと思うとそのため
の仕掛けが大事になってくるので、ものすごくたい
へんになります。継続させるためには、人が入れ替
わらないといけないし、そのためには多世代が関わ
らないと難しいですね。

一年半くらい前から、地域の商店回りをやっていて
ます。お店で説明をすると、「相談ができるんです
か？」とか、セブンイレブンの店長さんも「実はね
——。」と話をしてくれます。商店が抱えているコ
ミュニティってすごいと思うんです。お客さんを見
守ってくれているので、変わったことがあったらす
ぐキャッチできるんです。本当にいろいろな人がく
るので。
○見守りキーホルダーですが、自分の身の安全は自
分で守らなければいけないという意識を、市民一人
ひとりが持つことに役立つと思います。戸外で倒れ
ることもあるのですから。

そういうものを普及する場合は、街でそういう場
面に出会ったときは、市民としてどう対応するのか、
ということが広がっていけばいい。そのひとつとし
て、まず、キーホルダーを探して、それがなかった
ら、どうするかまで考えて広げていく必要がありま
私は、けやき苑立上げから１０年間ここにいて、 すね。そういう情報を広げていけばいいのだと思い
そのあと10年間は吉祥寺で仕事をして、また帰っ ます。キーホルダーは入口として入りやすいですね。
てきました。三鷹の場合は、行政がリーダーシップ
を発揮して施策を進めるという地域ではなくて、市 ○オレンジリングも知らない人が多いですね。
認知症サポーター養成講座は、子どもたちに広げ
民団体がたくさんあっていろいろおやりになってい
る。武蔵野市は行政がぴしっとやるし、町会がない ていかなければいかないと思っています。武蔵野市
ということもあって、住民同士でなにかしようとい で専門職として有志で始めて、それから7-8年やっ
う機運が起こらないのです。市が決めて、社協が地 てきました。武蔵野市の子供たちはほとんどこの講
区割りをして、住協みたいな福祉の会をつくって地 座を受けています。講座と体験学習の２日間のセッ
域に予算を出す、という形で働き始めている地域住 トです。野崎保育園の子どもが介護職になったこと
を考えて、武蔵野でも将来楽しみだなと思っていま
民の方もいる、という形です。
みまーものキーホルダーにしても、三鷹市でなに す。
もなければこれはいいということになるんだろうけ
ど、あれもある、これもあるというなかでは、それ
が考えどころになってしまって進まない、というこ
とになる。一長一短ですね。
○ 60歳以上で地域包括センターはなんなのか、そ
れはどこにあるのか、を知っている人は30％以下
です。
包括も頑張らなくてはいけないのですね。相談と
いのは名前を知られていないとどうしようもな機関
いのです。西部包括でも「いのじん」、井口、野崎、
深大寺ですね、という機関紙を作って配布していま
す。それを全戸配布まで持っていきたいと思ってい
ます。（右は、いのじん第６号）
○ぬくぬくカフェを見ていても、もともと社協と包
括が団地によく来てくれていて、団地の人が困った
ときに、包括の人が顔をだしているし、ぬくぬくの
発起人が団地の人で、その人が、包括にも連絡をし
てくれます。電球を代えるのがたいへんだという話
があった時にも、障碍者系の作業所が便利屋的なこ
とをやっていて、そういうものが絡んでいい方向に
あると思います。

第３６回リレートーク 高齢者と歯の健康
根本 祐子さん、小山 妙美さん（ふれあいデンタルクリニック）
【院長 根本さん】
ふれあいデンタルクリニックは2年前に開設して、
訪問歯科診療を行っています。お医者さんと同じ
ように歯医者も訪問診療ということで、患者さん
ひとりひとりの生活環境や介助者の状況を把握し
て、適切な治療法を提案することができることが
一番のメリットです。自宅や病院・施設などに出
向いて、治療とかお口のお掃除をしています。平
成１２年に介護保険制度が適用になり、介護サー
ビスの利用者が増えています。
加齢によるお口の中の変化は次のようになりま
す。まず、歯が黄ばんできます。それから歯がす
り減ってもろくなり、虫歯になったり噛む機能が
低下したりきます。歯茎も歯周病によって歯茎が
下がって弾力がなくなってきます。そして、口臭
が出て来たり、病気が悪化したりすることもあり
ます。あごの骨も痩せてきて、入れ歯が合いにく
くなったりします。唾液は一日に1.5Lから２Lほ
ど出ますが、その分泌も低下してきます。唾液は
乾燥を防いだり、食べ物を食べやすくしたり、食
べ粕を流したりしてくれますが、その機能が低下
してきます。味覚も感じにくくなったり、歯茎や
ほっぺたや舌の炎症＝粘膜疾患、が出やすくなっ
たりします。

虫歯は虫歯菌が歯を溶かす、歯周病は歯周病菌が
骨を溶かす、ということになります。歯周病で溶け
た歯は再生できないので、それを悪くならないよう
に維持するのが、掃除だったり定期健診だというこ
とです。
虫歯や歯周病は歯だけの問題ではなくて、細菌が
血管を通って全身に拡散して悪さをします。特に糖
尿病とは関連性が高くて、歯周病が進行すると糖尿
病が悪化したり、歯周病が改善すると糖尿病が改善
するというデータがあります。脳の病気とか心臓の
病気も、歯周病がひどいと脳梗塞や心筋梗塞を発症
するリスクも高くなります。歯周病菌が全身に回ら
ないように、定期的に歯医者さんへ行って掃除をし
てもらうことが大切です。

「ソーシャル・ウォーキング」体験会 4月15 日 国営昭
【歯科衛生士 小山さん】
和記念公園
歯のよごれがどこについているのか、実際に汚れ

歯を失う大きな病気は虫歯と歯周病＝歯槽膿漏
です。その原因は細菌ですが、それ以外にも病気
の方が薬を何種類も服用すると、その副作用で唾
液が出にくくなったり、口が乾いたり、歯茎の炎
症が起きやすくなります。歯科医院での器械を
使った定期的なお掃除は、食べ粕や歯石を取り除
いたり、歯磨きの手助けをすることはもちろんで
すが、虫歯や歯周病の菌を減らして、肺炎とか病
気の進行を抑制する目的があります。

ているのかどうかがわからないといけませんね。ま
ず、基本は自分の口を鏡で見る、ということです。
口の中に汚れがついているのか、歯は何本残ってい
るのか(笑)、どこが磨きにくいのか、ということを
常に意識して、自分の口のなかを見るようにしてく
ださい。

当院で使用している口腔ケア用品を紹介します。ま
ず、歯ブラシですが、薬局ではいろんな歯ブラシが
虫歯の進行ですが、Ｃ０から、Ｃ１，Ｃ２、Ｃ 売られていますので悩むと思いますが、通常は、ふ
３，Ｃ４とあります。Ｃは英語でカリエスcaries つうのストレートのものでヘッドが大きすぎないも
の略です。Ｃ０は虫歯のなりかけで、この段階で の、毛の硬さはＭ（ミーディアム）からＳ（ソフ
は歯ブラシで進行を抑制することができます。Ｃ ト）がいいと思います。お子様ならＭですが、私た
１では表面が黒っぽく溶け始めてきて、Ｃ２は少 ちの年齢になりますと、歯肉も弱くなっていますの
し削るだけで治療が可能ですが、Ｃ３になると麻 で、ＳとかＳＳ（スーパーソフト）がオススメです。
酔注射をして神経まで取るような処置になります。 ただ、薬局ではＳを探すのは難しいかもしれません。
Ｃ４にまでなると抜かなくてはいけないというこ
高齢者に多い症状についてですが、まず、根面
とです。
（こんめん）虫歯とありますが、虫歯はエナメル質
歯周病も炎症のないピンクで引き締まっている からもできますが、歯肉が下がって、根っこが露出
正常な状態から、炎症や腫れが出て、重度になる してくると、ここは柔らかいので溶けやすいし、汚
と歯茎の腫れが進んで骨が溶けてくる段階という れも取りにくいので注意が必要です。歯周病ですが、
５段階になります。歯周病の検査ですが、針に目 歯垢のつきやすい部位は歯と歯の間、歯と歯肉の間、
盛りがついた器具があって、これを歯と歯茎の隙 歯が抜けたあとのワキの部分、になります。
（次ページ上に続く）
間に刺して調べます。歯周病が進んでくると、10
ｍｍとか15ｍｍ入ることもあります。

