千葉県歯科医師会
（砂川稔会長）は平成

年度より８０２９

（ハチマルニク＝肉）
健康寿命延伸事業を立ち上げた。
これは、
歳になっても肉
（たんぱく質）
を摂取して元気な高齢者を増やし
ていこうという運動で、
口腔機能を維持、
向上を図り生涯を通し
た食支援をして健康寿命の延伸を目指していくことを目標とし
ている。
今後、
８０２９を旗印としてさまざまな事業を展開して

日本歯科医師会が推進
実態調査）。８０２０は

（厚生労働省・歯科疾患

において

る。しかし、超高齢社会

ような歯も含まれてい

いく千葉県歯の県民への健康寿命延伸戦略が期待される。

している「 歳になって
「 歳で歯が 本あれば

康寿命延伸事業）を立ち

歯では８０２９運動（健

ということから、千葉県

予防と密接な関係にある

うしたことがフレイルの

が必要になってくる。こ

安全に食べるということ

予防するために筋力とい

る。つまり、フレイルを

を延伸することにつなが

ことで、これが健康寿命

な高齢者でいようという

して社会に参加して健康

を維持し運動機能を維持

いう。たんぱく質の欠如

んぱく質の不足なのだと

が、肉や魚、卵などのた

くにその中でも深刻なの

可能性も高いとされ、と

しやすく、寿命を縮める

症や寝たきりを引き起こ

入をすれば再び健康な状

レイルの段階で適切な介

る。「高齢者に対してフ

（フレイル）につなが

やがては全身の機能低下

レイル）を放置すると、

機能の低下（オーラルフ

り、嚥下のトレーニング

めるような義歯を入れた

習をしたり、きちんと噛

的でもあります。噛む練

のがわれわれの運動の目

戻してもらいたいという

でしょうか。元気を取り

いく。

積極的なＰＲ展開をして

としており、県民に対し

浸透を図っていきます」

のイベントとして県民の

レゼントするなど第１弾

り、８０２９グッズをプ

歳を超え超高齢社会と

によると、「平均寿命が

８０２９事業の趣意書

など含めて展開していき

たい」としている。

態に戻りますが、放置す

ると要介護の状態になっ

は、筋力や骨の弾力維

持、免疫力の低下にも影

てしまいます。一度介護

う部分に着目した。
厚生労働省の国民健康

響を与える。しかし、中

上げた。８０２９（ハチ
マルニク）は、高齢者で

・栄養調査ではここ数
年、高齢者の栄養失調が

響からか「肉は体に良く

高年時のメタボ対策の影

なかなか健康な状態には

の状態になってしまうと

「いい歯のイベント」が

県民向けに開催している

歯の日にちなんで毎年、

延伸するためには日ごろ

開きがあり、健康寿命を

と健康寿命は 歳以上の

なったものの、平均寿命

千葉県歯が 月のいい

も肉を食べて（良質なタ
ンパク質を摂取して）筋

問題視されている。高齢

戻らないので、その前段

今年も 月 日に京成ホ

たが、平成 年には８０

合は１割にも満たなかっ

初、８０２０達成者の割

年前に始まった。当

という観点から、今から

持することが最も重要だ

るためには健康な歯を維

動は、食べる機能を支え

とう」という８０２０運

か」という疑問を感じて

とだけでよいのだろう

肺炎の原因となっている

プラークがたまり誤嚥性

い歯や歯根だけになって

は動揺して機能していな

っていない。 本の中に

というのは判断の中に入

に機能しているかどうか

標だが、 本の歯が健常

る」という視点からの目

れて生涯健康でいられ

そこそこなんでも食べら

る歯がなければ何にもな

うのではないか。機能す

りにこだわるのは少し違

ました。「歯の本数ばか

ておいしく

ことによっ

ちんと働く

肉などがき

舌や喉の筋

および頬や

はなく、歯

いうことで

っていると

が 本そろ

は、ただ歯

な職種が連携する時代に してアルブミン値を上げ

域包括ケアの中でいろん て栄養を摂取し、結果と

ことが８０２９です。地 な機能を確保して、そし

の中に設定しようという う生きていくために必要

かりと、われわれの目標 のを噛んで飲み込むとい

の力で元気に生きていけ ェックや舌運動の判定を

ん。高齢者が健康で自分 の研究や、嚥下機能のチ

ていかなくてはなりませ 判定、トレーニング方法

を増やしていくかを考え 県八千代市）の口腔機能

うやって健康なお年寄り を使った中澤先生（千葉

療費が増大する中で、ど とともに色が変わるガム

寿の秘訣は口から」とい

していきます。「健康長

うことを県民にアピール

いうことで「健口」とい

幸せは健やかな口からと

をもう一歩先に進めて、

れ歯科医師としてはこれ

そのため、「高齢になれば

もあると指摘している。

害はすぐに死を招く恐れ

や高齢者にとって栄養障

ら、
とくに、
療養生活の方

といわれている」ことか

る免疫機能の低下にある

力

ない」と思っている高齢

階のオーラルフレイルに

２０を達成した人の割合

いた頃、歯科に理解のあ

らない」と指摘されたの

なった今、噛むだけでは ていくということが健康

歳健診などに取り入れ

が初めて

健康長寿の重要な要因
砂川稔会長に聞く

命延伸委員会」を立ち上

度から「８０２９健康寿

ため、千葉県歯では来年

８０２９運動の展開の

とりましょうという運動

す。良質なタンパク質を

でいるための８０２９で

ている。「高齢者が元気

持が重要なテーマだとし

いうのは、元気なお年寄

を食べることができると

高原正明副会長は「肉

と話す。

かりと訴えていきたい」

必要だということをしっ

を維持するための支援が

ならないように口腔機能

ストビーフを試食できた

ている。「ホテルのロー

食べて介護いらず」とし

いつまでも～千葉県発８

理事は「食べる楽しみを

ついて久保木由紀也専務

れるが、今年のテーマに

テルミラマーレで開催さ

していることなどは
「多

者の８割が感染症で死亡

して重要になり、がん患

ている。

することが重要」だとし

と飲み込む機能）を管理

から口腔機能（かむ機能

養素の摂取は健康時に増

また、療養生活では栄

げる。担当する小宮あゆ

を展開していきます」と

りの象徴的な姿ではない

貢 献 で き る と い う こ と ていくことを推進してい

そのための「かかりつけ ・向上して良質な蛋白質

うことをさらに周知し、

を摂取しアルブミン値を

なるほど口腔機能を維持

歳・ニクを

み理事は、「歯の本数」

説明する。ささいな口腔

で、そのための社会づく こうと考えています。そ

歯科医」の重要性を訴え

上げていくことが大切」

０２９！

に加えて「かむ力」の維

りは国の政策とも一致す れらをどのようにデータ

ていきたいと考えていま

だとして
「健康時、
フレイ

くの原因は栄養障害によ

る も の だ と 考 え て い ま 化していくかは今後の課

す。千葉県歯としては、

健康寿命を延伸し

題ですが、こうした機能

ル、
療養時、
要介護のどの

――歯科界からの８０２

す。

歯科領域だけにとどまら

場面でも栄養サポート、

ていこうという着

ならない。「高齢者にな 今年は猛暑でしたが、暑

――今後の運動展開につ 検査によってオーラルフ

ず食支援など幅広く活動

食支援をしていくことを

０運動が国民にも浸透し

のは機能面と栄養面の両

っても肉を食べる」とい いからといって素麺ばか

いての考えをお聞かせく レイルがはじまっている

範囲を広げて県民の健康

進めていきます。その運

想です。日歯が推

方の効果をねらっている

う言葉はあくまでもシン り食べているお年寄りは

かどうかも判断できるよ

寿命延伸はもちろんです

動の象徴的な言葉とし

着実な成果を挙げている

というわけですね？

ボ リ ッ ク な 表 現 で あ っ 元気がなくなってしまい

ださい。

うになれば理想的です。

が、「健幸」寿命延伸と

て
『８０２９』
を提唱しま

むこと機能歯と嚥下、両

ません。機能を残して噛

を否定するものではあり

砂川 決して８０２０

「 歳で 本残すことに

ます。８０２０は

した事例だと思い

動の中で一番成功

20

――８０２９運動という

科も歯科も同じです。

砂川 人生１００年時

て、肉を食べることだけ ます。お年を召すほど良

砂川 残存歯の本数で

健康をさらに一歩進めた

いう考えも広めていきた

進する８０２０運

代といわれるようになっ

が目的ではありません。 質なたんぱく質をとると

はなくて、噛めるか噛め

表現で「健幸」という表

す」
としている。

わけですが、これでは物

た昨今、少し考え方を変

ま ず 、 基 本 は ８ ０ ２ ０ いうことが大変重要なテ

ないかを簡易的にチェッ

いと思っています。

80

８０２９運動で健康寿命延伸を

ときに「肉を食べる老人

えて、機能する残存歯、

で 、 よ り 多 く の 歯 を 残 ーマになってきます。わ

現がありますが、われわ

動は、これまで歯

は元気」というキーワー

そして噛むことばかりで

クするため、咀嚼の進行

足りないということで８

よって何でも食べられ

ドが出てきたことが８０

す。そして自分の歯でも れわれは、社会保障、医

きたさまざまな運

方の機能を維持して結果

る」ということが基本で

なく飲み込むこともしっ

しょうか。

として肉を食べられる

２９の発想の原点となり

科医師会がやって

11

す。以前から「本数のこ

０２９を提唱したわけで

11

80

高齢期からはメタボよりフレイル予防が重要

％を超えた

る病院長と雑談していた

です。元気な高齢者を増

るということは、社会に

10

なくて飲み込むことにも 寿命をさらに伸ばすため

も 本以上自分の歯を保

者の栄養失調は、筋力低

者が多いのだという。

80
下や脳梗塞の増加、認知

11

やして健康寿命を伸ばし

左から久保木専務、砂川会長、高原副会長、小宮理事

80

取り組んでいかなくては に必要なことなのです。

数から機能へ―歯の健康は

80歳で肉を食べる元気な高齢者を増やす

高齢者が増えることで
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