とやま保険医新聞

（5）２０１６年５月１５日

健口美を考えましょう
～口元と体幹は繋がっている～
第８回女性部企画（12 月６日）特別講演から
協 会 は 昨 年 月 ６ 日、 第 ８
回女性部企画を開催しました。
今号では、「健口美を考えま
しょう～口元と体幹は繋がっ
て い る ～」 の テ ー マ で お 話 い
ただいた宝田恭子先生の講演
内容を掲載します。
（文責・編集部）
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宝田歯科医院院長



宝田

恭子 氏

今回、演題を「健口美を考えまし
ょう」とさせていただきました。通
常、
健康美と書くように漢字は「口」
ではないのですが、美しく生きてい
くことを口から考えたいと思いこの
演題にさせていただきました。

鮫川小学校での経験から
福島県にある鮫川小学校から１本
の電話が入りました。子どもたちが
朝礼や集会のときに、口をぽかんと
開けており、日常の中で、口呼吸を
している子が目立つそうです。パタ
カラ器具を私も使いますが、パタカ
ラの欠点は継続ができないことで
す。１週間続く人はなかなかいませ
ん。口呼吸はよくないということを
知ってはいても、生死に関わるもの
ではないので積極的に続けることは
難しい。そのような中で、鮫川小学
校の校長先生がぜひということで声
をかけてくださいました。
口輪筋を意識して口呼吸から鼻呼吸に
私は子どもたちに鼻呼吸と口呼吸
の差を話しました。その時は 2003
年でスマホはなく、猫背の子どもは
あまりおらず、私の話を姿勢よく聞
いてくれました。そして、パタカラ
を使いたくない、親から使用の了解
が得られなかった子どももいたの
で、パタカラを使うチームと使用し
ないチームに分かれて実践をしまし
た。
パタカラの器具を使わなければ、
口を閉じて鼻で呼吸する力「口唇閉
鎖力」がつかないのではないかと心
配していましたが、結果的には、器
具を使おうが使わまいが、口輪筋と
いう薄い筋肉を意識することで、口
を閉じて鼻で呼吸するという目標が
達成できました。
パタカラを使う・使わないに関わら
ずトレーニング
この小学校では、給食の後に歯磨
きをする習慣があり、その後子ども
たちは外に出て遊びますが、その歯
磨きの時間を使い継続的に楽しんで
もらえるように工夫をしました。パ
タカラ器具を使うチームはラジオ体
操感覚で曲に乗せてパタカラを動か
し、パタカラを使わないチームはア
ナウンサー気取りで、姿勢よく滑舌
よく話すということを行いました。
１カ月経つと、朝礼や集会のとき
に鼻呼吸している子どもが多くな
り、口輪筋のエクササイズをしてい
ない１～２年生のクラスや近所の学
校はインフルエンザが流行し学級閉
鎖になっていたのですが、鮫川小学
校の３～６年生はほとんどが欠席し
ませんでした。この子どもたちの意
識改革の取り組みが、ＮＨＫの「お
はよう日本」に取り上げられ、私の

テレビデビューとなりました。
口呼吸の改善が、顔のシワやたるみ
解消の効果も
この小学校の子どもたちへのアン
ケートでは、
「お母さんに『テレビ
を見ているときに口が閉じている
ね』と言われた」
「友達に『顔が変
わったんじゃない？』と言われた」
「久しぶりに会った親戚の人に『口
角が上がって笑顔がよくなった』と
言われた」
というものがありました。
さらには、小学校５年生の子が「フ
ェイスラインがシャープになった」
と言っていました。
それをＴＢＳの「はなまるマーケ
ット」が取り上げ、美容アドバイザ
ーの佐伯チズさんと一緒に出演しま
した。このときは、
「歯科医師」で
はなく「美肌伝道師」として出演す
ることになり、それでいいのかなと
思いましたが、患者さんは面白がり
ました。
「歯科医師らしくなく、楽
しく美しくやることができる歯科医
は世界中で宝田先生ぐらいじゃな
い？」とエールをいただき、そこか
ら美しさと歯科の関わりというもの
をもっと追求することになりまし
た。
顔面麻痺の姑と口元エクササイズ
その後、自分の姑が顔面麻痺にな
りました。主治医の先生からは「と
りあえず 1 カ月ステロイドを飲ん
でみますか」と言われ、ステロイド
を飲んでいましたが、ムーンフェイ
スになってしまったこともあり、一
緒にトレーニングを行うことにしま
した。
「胸鎖乳突筋はここですよ」
「姿
勢は大切ですよ」という話をして、
トレーニングを続けるとどんどんよ
くなっていきました。８カ月が経過
したときに、お見舞いにきた親族が
「フェイスラインがシャープだ」
「顔
がすっきりしてきたね」と言いまし
た。やっぱり筋肉はそうなるのだと
思います。鮫川小学校の子どもたち
の言葉とつながった瞬間でした。

表情筋は、表情をつくるた
めにできたのではない
表情筋の一つである口輪筋は、す
ごく薄い筋肉です。患者さんは、表

情筋というものは表情をつくる筋肉
だと思っています。もちろん泣いた
り笑ったりする表情をつくるときに

第３７９号

使われますが、教科書にはそのよう
に書いてはありません。
赤ちゃんは、
口輪筋を使って乳首や哺乳瓶を口唇
閉鎖力（口を閉じる力）でぎゅっと
押さえ込んだだけでは、おっぱいは
飲めません。嚥下を行う上咽頭収縮
筋まで持って行くためには、やはり
表情筋の一つである頬筋を動かして
おっぱいを飲まないといけません。
赤ちゃんは、飲み方を誰にも教わら
ないで表情筋を使って飲んでおり、
これは進化の一つといえます。
口輪筋と頬筋は連動して動きま
す。表情筋を連動させ、嚥下を行う
上咽頭収縮筋につなげていくことが
表情筋の役割です。つまり表情筋は
表情をつくるためにできたのではな
く、私たちが人間として進化するた
めに必要な構造物であり、結果とし
て泣いたり笑ったりできるのです。

口元を上半身に乗せる
宝田歯科では、総義歯をセットす
ると咀嚼をしてもらうことにしてい
ます。
「総義歯が痛かったらやめて
ください」と言って咀嚼していただ
くと、胸鎖乳突筋は湾曲していきま
す。噛みやすいのは胸鎖乳突筋がど
のような角度のときでしょうか。

舌のポジションが大事
健口美を考える上で、大切なのは
舌の位置です。リラックスして、上
唇と下唇を合わせてみてください。
その時、
舌はどこにあるでしょうか。
切歯乳頭や上顎あたりに舌がべた付
きしている場合は、口を開けにくく
鼻呼吸がしやすい位置になります。
診療室で私や歯科衛生士は、患者さ
んの口の中に手を入れて、
「この辺
に舌を付けると口を閉じて鼻呼吸し
やすくなりますよ。舌も筋肉なので
意識してください」と伝えます。ぜ
ひ患者さんに、舌を付ける位置を教
えてあげてください。エステティシ
ャンは口の中に手を入れることはで
きません。歯科医師や歯科衛生士に
しかできないことです。アクション
に勝るものはありません。アンチエ
イジングとは、
情報を相手に渡して、
相手がそれを行って行動変異を起こ
すことです。これは診療室のユニッ
トで 10 秒以内で終わります。
姿勢が美しさをつくる
姿勢をよくして、上唇と下唇を付
けると、安静時空隙（あんせいじく
うげき：上下の歯と歯の間の２～３
ｍｍの隙間）が空いていると思いま
すが、少し頷くように頭を下げてく
ださい。限りなく安静時空隙が狭ま
るか、下顎の前歯が上顎の歯に当た
りませんか？
姿勢が悪いということは、安静時
空隙がなくなって上と下の歯がくっ
付いている状態です。よい姿勢とい
うのは、安静時空隙が失われること
なく、安静時空隙に舌を入れても痛
くない姿勢です。これが口元の若さ
を保っている条件です。その人自身
の姿勢の良し悪しで美しさは変わっ
てきます。
口元と体幹は繋がっている
椅子に寄り掛かってみてくださ
い。
リラックスする座り方をすると、
膝よりアキレス腱を前に出したくな
りませんか。つまり、骨盤が後方に
曲がって膝が空きます。胸鎖乳突筋
は垂直に立つ姿勢です。
そうすると、
猫背とぽっこりおなかがワンセット
でくると思います。その状態でつ
ばを飲み込んでみてくださ
い。頭部前傾姿勢で骨盤が
後方に倒れている…、楽な
姿勢かもしれませんが、と
てもつばが飲み込みづらい
ですよね。今ほど紹介した
安静時空隙が失われて、限
りなく歯と歯がくっ付いて
しまい、つばが飲み込みづ
らいです。口元と体幹は繋
がっているのです。

お尻をぎゅっと閉めて座ってみて
ください。目線がいつもより２～３
ｃｍ上になると思います。そして、
胸鎖乳突筋を三角定規を当てたよう
に約 60 度を意識してください。美
しさを求めて姿勢を正すというの
は、噛みやすい位置であるというこ
とです。美しい所作で食べている人
は、噛みやすい位置で噛んでいるこ
とになります。機能と美しさを同時
に獲得できるわけです。
人の一生の中での肉体的・形態的
変化をみてみると、頭蓋骨がちゃん
と上半身に乗るのは 45 歳ぐらいま
でで、55 歳を過ぎてくると口元が
前に出る姿勢が楽になってきます。
猫背とストレートネックの方には
「口元を上半身の上に乗せることを
意識してください」と言います。そ
うすると、みなさん首だけすっと引
きます。よい姿勢というと、胸とお
尻だけ出してしまう方がおられます
が、下手をするとすべり症になりか
ねないので、口元を上半身に乗せる
ことが大切です。口元を乗せること
だけを意識すると、噛みやすい姿勢
になります。意識して日常生活に取
り入れることが必要です。

若々しさ、美しさと関連づけて
唇の裏側には口唇腺があり、刺激
すると唾液が出てきます。唾液に含
まれる酵素には、活性酸素を抑制す
る抗酸化作用がありとても大切で
す。唾液をたくさん口の中で出すに
は咀嚼が一番です。このため、
「1
口 30 回ゆっくり噛んでください」
と患者さんには話しています。唾液
はアンチエイジングにも重要な役割
を果たしているのです。
口の機能回復ということは歯科医
師としてもちろん大切なのですが、
もう少し患者さんが求める若々しさ
というものと関連づけて、アプロー
チした方が患者さんの意欲を引き出
せるのではないかと思っています。
診療室の中で少しでも取り入れてい
ただければ幸いです。

ＡＮＡクラウンプラザホテル富山 ３Ｆ・ＡＳＵＫＡ

