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原　著

地域在住自立高齢者の咀嚼能力の評価に関する研究

山本孝文 1),2) ＊、諏訪吉史 1）、服部華奈 1)、美濃　亮 1）、中島世市郎１）、

奥富　直 1）、山本修平 2）、島原政司 1）、植野高章 1）

1) 大阪医科大学感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室

2) 山本歯科医院

＊：〒 671-1321	兵庫県たつの市御津町苅屋 361 － 3

TEL	079-322-3533　FAX	079-322-3838　

e-mail:	du_courage7@yahoo.co.jp

抄　録

目的：口腔内の機能としてもっとも求められる重要なことは、咀嚼能力の維持が考えられ

る。本研究は、地域在住自立高齢者を対象として咀嚼能力についてその関連性を検討した。

対象・方法：19 名の地域在住自立高齢者（女性 12 名、男性 7 名、年齢 61 ～ 86 歳、平

均年齢 72.7 ± 6.0 歳）を対象とした。検査項目は、(1) 咀嚼スコア　(2) 現在歯数と機能

歯評価値　(3) 唾液分泌量　(4) 検査用グミゼリーのスコア法による咀嚼能率（グミスコア

値）　(5) 咀嚼力判定ガムによる咀嚼能力（ガムスコア値）　(6) 咬合力　(7) 咬合状態とし

た。

結果：グミスコア値とガムスコア値との間、グミスコア値と咬合接触面積や咬合力との間、

ガムスコア値と唾液分泌量との間などの項目に有意な相関関係が認められた。

結論：咀嚼能力の評価には、検査用グミゼリーのスコア法が有用であることや咀嚼力判定

ガムなどの種々の方法との併用が必要であることが示唆された。

Key	words：Chewing	score，Gummy	jelly，Xylitol	gum，Occlusal	force,	Occlusal	state

受付：2014 年 6 月 12 日　受理：2014 年 9 月 10 日

緒　言

　1989 年に「8020 運動」が提唱され、さらに

1992 年に「8020 運動推進対策事業」が開始されて

以来、一般住民の歯科保健に対する関心や意識が向

上し、8020 達成者も増加している。その結果、平成

17 年度歯科疾患実態調査での 8020 達成者は 17.3％

であったが、平成 23 年度には 25.1％に増加してい

る 1)2)。また、8020 達成者と非達成者の生活習慣の

違いなどについても検討されている3)。しかしながら、

「8020 運動」は、単に「80 歳になった時に自分の歯

を 20 本以上残そう」というだけでなく、残った歯

により十分な口腔機能が維持されていることこそが、

その本質である。

　口腔機能の中でも、もっとも重要なことは咀嚼能

力であり、種々の直接的方法や間接的方法により咀

嚼能力が検査されている 4)。また、高齢者の咀嚼機能

や咀嚼能力の評価についての試みもみられる 5)6)。さ

らに、咀嚼能力や栄養摂取と全身状態の関連につい

ても検討されている 7)8)。

　本研究では、口腔機能を客観的に評価できる指標

を探ることを最終の目的とし、地域在住自立高齢者

の口腔内状態および咀嚼能力の検査を行い比較・検

討した。さらに全身疾患と関連する可能性のある口

腔内の指標についても検討した。
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対象・方法

　兵庫県の南西部に位置するたつの市と太子町の歯

科医師会（揖龍歯科医師会）では、毎年 11 月 8 日の「い

い歯の日」にちなんで、歯科保健に対する啓発を目

的としてイベントを開催している。そのイベントの 1

つである「高齢者歯科健口チェックコーナー」に参

加を希望した 60 歳以上の住民を対象とした。対象人

数は 19 名（女性 12 名，男性 7 名）で、年齢は 61

～ 86 歳、平均年齢 72.7 ± 6.0 歳であった。

　口腔機能を評価した項目は以下のとおりである。

1．咀嚼スコア 9)10)

　事前に摂取可能食品についての自記式のアンケー

ト用紙（図 1）を送付した。当日は、記入漏れがない

かを確認し、咀嚼スコアを算出した。

　咀嚼スコアは、それぞれの摂取可能食品を 5 群に

区分し、各食品群の摂取の困難度を加味した摂取難

易度係数を乗じて算出され、咀嚼能力を客観的に評

価できるように数値化されている。今回対象とした

高齢者においては、総義歯装着患者を含め、広く主

観的な咀嚼能力を評価することに活用できる指標 4）

と思われる。

2．現在歯数および機能歯評価値 11)

　口腔内検査により得られた歯式から、現在歯数お

よび著者らが提唱している機能歯評価値を算出した。

機能歯評価値は、渡辺 12）の提唱した機能歯の考えを

参考として，口腔内診査から得られた現在歯の修復

状態や動揺度および欠損歯の補綴状況により，各歯

の状態を 0 ～ 10 に細分化し、過去の文献を参照して、

それぞれに点数を設定した。

　各歯に設定された 0 ～ 10 点の点数を合計し、その

合計から　機能歯評価値＝合計点数÷ 280 × 100

として算出した。

3．唾液分泌量

　採取する唾液は、直径約 1cm、長さ約 2cm のロー

ルワッテ（リッチモンドデンタル社）を 2 分間咬

むことによる刺激時唾液とした。採取された唾液の

重量をデジタルデンタルスケール (DIGITAL	pocket	

Dental	Scale：B.S.A. 社 ) にて測定し唾液分泌量 (g/

min.) とした。

　一般歯科医院には、ロールワッテが防湿のために

常備されており、安静時唾液量のワッテ法での測定

では、ロールワッテが用いられている。また、一般

歯科医院では、乳歯から永久歯への交換期をむかえ

る小児・学童から、欠損歯の状態で放置された成人

や欠損部が義歯などで補綴された状態の高齢者など、

種々の口腔内状態を対象とすることから、著者らは、

口腔内の状態にかかわらず同一方法での唾液採取を

行うことを考えている。また、円柱状の形状を有す

るロールワッテの方が、薄い形状のガーゼよりも日

常の食生活に近い咀嚼ができるものと考えた。

図 1　摂食可能食品アンケート表（記入例）

図 2　Spearman’s	Correlation によるガーゼ咀嚼時唾液量と
ロールワッテ咀嚼時唾液量との相関関係（有意な正の相関関係
を認めた（P<0.01））

ガーゼ咀嚼時唾液 (g/min.）

y	=	0.93	x	+	0.13

rs	=	0.953,	P<0.01
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　刺激唾液量は、サクソン法（サクソン試験）やガ

ム法（ガム試験）により測定されているが、著者らは、

サクソン法の変法として、ロールワッテを 2 分間咀

嚼した時の重量（g/min.）を刺激時の唾液分泌量と

して算出している。

　しかしながら、これらは、いずれの方法も咀嚼機

能を利用した方法である 13）。したがって、咀嚼する

ものの性状や形態が関与することは十分に予測され

る。

　著者らは、一般歯科医院を受診した延べ 47 人（女

性 25 人、男性 22 人、年齢 15 ～ 83 歳、平均年齢

51.2 ± 20.0 歳）を対象として、ガーゼ（7.5cm ×

7.5cm、ケーエスケー社）の 2 分間咀嚼による刺激

唾液量（g/min.）とロールワッテ（直径約 1cm、長

さ約 2cm、リッチモンドデンタル社）の 2 分間咀嚼

による刺激唾液量（g/min.）を比較・検討した。唾

液採取の間隔は 2 分以上とすることが望ましい 14) こ

とから、それぞれの唾液採取の間には 2 分間の安静

時間を設定し、同一時間内に測定した。また、どち

らを先に測定するかは、ランダムに設定した。　

　その結果、ガーゼ刺激唾液量とロールワッテ刺激

唾液量には Spearman’s	correlation において有意な強

い正の相関関係（rs=0.953、	P<0.01）を認め（図 2）、

Wilcoxon	t-test では、それぞれの平均値および標準

誤差（mean ± SE）は、ガーゼが 2.02 ± 0.19g/min.

でロールワッテが 2.01 ± 0.19g/min. であり、両者

の間に有意な差を認めなかった（図 3）。したがって、

著者らのロールワッテによる刺激唾液量の測定は、

サクソン法の変法として活用出来るものと判断して

いる。

4．検査用グミゼリー（ユーハ味覚糖）のスコア法よ

る咀嚼能率 15)16)

　検査用グミゼリー（約 2cm ×約 2cm × 1cm、ユー

ハ味覚糖）（以下グミゼリー）を 30 回咀嚼した時の

粉砕の程度を咀嚼能率スコア法により算出しグミス

コア値とした。また、同時に、30 回の咀嚼時間も記

録した．

　グミゼリーによる咀嚼能率の測定には、「グルコー

ス濃度測定法」、「フルオート咀嚼能率測定法」、「咀

嚼能率スコア法」（以下、スコア法）の 3 つの方法が

ある 17) が、今回のように、集団を対象とする時には

スコア法が活用しやすいと判断される。

　このスコア法に使用する視覚資料は、グミゼリー

を用いたグルコース濃度測定法において使用してい

る市販の血糖値測定装置（グルテストセンサーとグ

ルテストエプリ、三和化学社）の測定可能範囲（20

～ 600mg/dL）を参考にし、50mg/dL 間隔で 10 段

階のスコアを設定したものである（図 4）。

5．咀嚼力判定ガム（キシリトールガム：LOTTE）に

よる咀嚼能力 18)19)

　咀嚼力判定ガム（キシリトールガム：LOTTE）（以

下判定ガム）を自由に、1 分間咀嚼した時の色調の

変化を包装紙に示されている 1 ～ 5 段階で判断した。

なお、判定が困難な時には、3.5 や 4.5 のように、各

段階に中間値を採用し、色調の変化を 0.5 刻みで計

図 3　ガーゼとロールワッテの刺激唾液量には Wilcoxon	t-test
による有意な差は認めなかった。
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測しガムスコア値として記録した。また、1 分間の咀

嚼回数も記録した。

6．咬合力測定

　オクルーザルフォースメータ GM10	（長野計器）に

より左右の最大咬合力（kN）を測定し、大きいほう

を対象者の最大咬合力とした。

7．咬合状態の測定

　 咬 合 状 態 の 測 定 に は、OCCLUZER（FUJIFILM	

DENTAL	OCCLUSION	PRESSUREGRAPH	FPD707	：	

DePROS–707	Ver.1.11	：	富士写真フィルム株式会社

製デンタルプレスケール）（以下プレスケール）を用

いて、咬頭嵌合位付近でプレスケール 50H（タイプ R）

のデンタルプレスケールフィルム（以下フィルム）	を

5秒間咬みしめた時の咬合状態20)21)を記録した。また、

フィルムの挿入位置が一定になるように、対象者に

は口角を小指で引っ張ることを指導し、フィルムの

保護紙を用いて、2 ～ 3 回咬みしめの練習を行った

後に咬頭嵌合位付近での咬合状態を採取することと

した。さらに、対象者は、背もたれのある椅子に座り、

咬合平面を水平に保つようにし、咬頭嵌合位付近で

の咬合状態が可及的に一定になるようにした。

　記録したフィルムは直ちにプレスケールに挿入し

咬合状態を分析後、咬合接触面積（mm2）、平均圧

(MPa)、最大圧 (MPa)、咬合力 (N) を記録した。

統計処置

　統計分析は、Excel(Microsoft 社 ) 上での統計演算

プログラム (ystat2008)22) を用いて行った。なお、統

計上の有意水準は 5% とした。

結　果

1．咀嚼スコア

　摂取可能食品についてのアンケートから得られた

咀嚼スコアの下位 25 パーセンタイル値を算出し、

25 パーセンタイル値以上の対象者を咀嚼スコア良好

群、その他を咀嚼スコア不良群とし、両群の現在歯

数、機能歯評価値、唾液分泌量、グミスコア値、最

大咬合力およびガムスコア値の平均値および標準偏

差（mean ± SD）を表１に示した。

　Mann	Whitney	U-test において、両群の間には有意

な差は認めなかったが、唾液分泌量以外は、咀嚼ス

コア良好群が大きな値を示す傾向を認めた。

また、両群のグミスコア値は、スコア値６を境とし

て分類される傾向を示した（図 5）。

2．現在歯数および機能歯評価値

　インプラント処置を受けている対象者が 1 名含ま

れていた。機能歯評価値を提唱した時点では、イン

プラント体についての点数の設定は行っていない。

そこで今回は、インプラント体については、天然歯

と同様に取り扱うこととし、現在歯数に含めて算出

した。また、インプラント体は、全部被覆冠で修復

されているかブリッジの支台歯となっていることか

ら点数は 7 点とした。

　その結果、現在歯数は 14 ～ 28 本で、平均値およ

び標準偏差（mean ± SD）は 24.3 ± 3.9 本であった。

機能歯評価値は 51.4 ～ 96.1 点で、平均値および標

準偏差（mean ± SD）は 75.4 ± 12.9 点であった。

Spearman’s	Correlation において、現在歯数と機能

歯評価値との間には、有意な正の相関関係（P<0.01）

を認めた。また、現在歯数はグミスコア値との間に

有意な正の相関関係（P<0.01）を示したが、ガムス

コア値との間には有意な相関関係は認めなかった。

一方、機能歯評価値はグミスコア値やガムスコア値

との間に、それぞれ有意な正の相関関係（P<0.01 お

よびP<0.05）を示した（図 6、図 7）。

3．唾液分泌量

　唾液分泌量の平均値および標準偏差（mean ± SD）
図 5　両群のグミスコア値には Mann	Whitney	U-test による有
意な差は認めなかった（P=0.067）が、スコア６が両群間の境
界となる可能性が見られた。
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は 1.59 ± 0.15g/min. であった。また、唾液減少症

の疑われる 1.0g/min. 以下の対象者は 3 人（15.8%）

であった。

　Spearman’s	Correlation において、唾液分泌量とグ

ミスコア値との間には有意な相関関係を認めなかっ

たが、唾液分泌量とガムスコア値との間には、有意

な相関関係 (P<0.05) を認めた（図 8）。	

4．咀嚼回数

　グミゼリーを 30 回咬んだ時に要した時間から、グ

ミゼリーを 1 分間咬んだとした時の咀嚼回数（以下

グミ回数）を算出した。この値と判定ガムを 1 分間

咀嚼時に測定した咀嚼回数（以下ガム回数）とを比

較したところ Spearman’s	Correlation において両者

の間には相関を認めなかった。

　また、ガム回数とグミ回数については、判定ガム

の方が咀嚼回数は多く、Wilcoxon	t-test において両

者の間に有意な差（P<0.05）を認めた（図 9）。

5．直接的方法による咀嚼能力

　グミゼリーによるグミスコア値は 3 ～ 9 で、平均

値および標準偏差（mean ± SD）は 6.5 ± 1.6 であり、

判定ガムによるガムスコア値は 2.5 ～ 4.5 で、平均

値および標準偏差（mean±SD）は3.9±0.6であった。	

Spearman’s	Correlation において、グミスコア値とガ

ムスコア値との間には有意な正の相関関係（P<0.05）

を示した。

　また、ガムスコア値は判定ガムの咀嚼回数との間

に有意な正の相関関係（P<0.01）を示した。一方、

グミスコア値は咀嚼時間との間には相関を認めず、

さらに、前述 4. で算出したグミゼリーを 1 分間咬ん

だとした時の咀嚼回数との間にも相関は認めなかっ

た。

6．間接的方法による咀嚼能力

　間接的な咀嚼能力測定法であるプレスケールでの

測定結果とグミスコア値およびガムスコア値との間

の相関関係を検討した。対象となった 19 名の中で 1

名が大きく外れ値を示したため、18 名について分析

した。

　グミスコア値とプレスケールでの咬合接触面積と

の間には、有意な正の相関関係（P<0.01）を示した。

咀嚼スコア 咀嚼スコア Mann	Witney
（良好群） （不良群） U-test

現在歯数 24.7 ± 4.3 23.4 ± 3.4 NS(P=0.283)
機能歯評価値 76.8 ± 14.1 71.2 ± 10.8 NS(P=0.469)

唾液量 1.51 ± 0.68 1.84 ± 0.56 NS(P=0.283)
グミスコア値 6.9± 1.5 5.2 ± 1.5 NS(P=0.067)
最大咬合力 0.438±0.254 0.368±0.260 NS(P=0.564)

表 1　咀嚼スコア良好群と不良群での検査結果（mean ± SD）
と Mann	Whitney	U-test による両群の差

咬合接触面積 平均圧 最大圧 咬合力
（ｍｍ 2） （Mpa） （Mpa） （N）

グミスコア値 P	<	0.01 NS NS P	<	0.05
ガムスコア値 P	<	0.05 NS NS NS

表 2　Spearman’s	Correlation によるプレスケールの各測定結
果と直接的咀嚼能力測定結果との相関関係

y	=	0.076	x	+	0.682

rs	=	0.620,	P<0.01

図 6　Spearman’s	Correlation による機能歯評価値とグミスコ
ア値との相関関係（有意な正の相関関係を認めた（P<0.01））。
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図 7　Spearman’s	Correlation による機能歯評価値とガムスコ
ア値との相関関係（有意な正の相関関係を認めた（P<0.05））。
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また、グミスコア値と咬合力およびガムスコア値と

咬合接触面積との間にも、それぞれ有意な正の相関

関係 ( ともに、P<0.05) を認めた（表 2）。	

7．全身疾患との関連性について

　行政より対象者に確認を取り、8 名から基本健康診

査結果の提供に賛同を得た。検査項目は、BMI、腹囲、

中性脂肪、HCHO、LCHO、TCHO、最高血圧、最低血圧、

HbA1c、γ -GT などであったが、今回は、BMI との

相関についての結果を表 3 に示した。

考　察

　今回のそれぞれの検査は，歯科健診を 2 名の歯科

医師が行った以外は、すべての検査において 1 名が

行った。

1．咀嚼スコアについて

　表 1 のように、咀嚼スコア良好群と咀嚼スコア不

良群の間にそれぞれの項目で有意な差を認めなかっ

たが、グミスコア値６を境として咀嚼スコア良好群

と咀嚼スコア不良群に分類される傾向が認められる

（図 5）ことは、著者らがこれまでに報告した結果 23)

と同様であった。

　また、グミスコア値は、統計上は有意ではなかっ

たが、最も両群での差（P=0.067）を示しているこ

とから、主観的な咀嚼能力を評価する咀嚼スコアは、

グミスコア値が示すような、食品を粉砕する能力に

影響されることが推測される。

2．現在歯数と機能歯評価値について

　現在歯数と機能歯評価値との間には、強い正の相

関関係（rs=0.913、P<0.01）を認め、以前に著者ら

が報告 24) したように、機能歯評価値が現在歯数と同

様に、口腔内の状態を評価する 1 つの指標として活

用できることを示唆していた。	

　また、機能歯評価値が、粉砕と混和という咀嚼の

形態（咀嚼サイクル）が異なると思われるグミスコ

ア値とガムスコア値の両方に有意な正の相関関係を

示したことは、機能歯評価値が、粉砕や混和を含め

た咀嚼全体を評価する指標となり得る可能性を示唆

していると考えている。

3．唾液分泌量について

　唾液分泌量については、日内変動が報告 25) されて

いる。今回のイベントは、午前 10 時～正午にかけて

項　目 相関関係
腹　囲 P	<	0.05,	rs	=	0.896	( 正 )

最高血圧 NS(Parametric,	one	tail,	P	<	0.05)
最低血圧 NS(Parametric,	one	tail,	P	<	0.05)
HbA1c NS
AST NS

γ -GT NS
グミスコア値 NS(Parametric,	one	tail,	P	<	0.05)
グミ咀嚼時間 P	<	0.05,	rs	=	0.742	( 負 )
ガムスコア値 NS
ガム咀嚼回数 NS

プレスケール（接触面積） P	<	0.05,	rs	=	0.761	( 負 )
プレスケール（平均圧） NS
プレスケール（最大圧） NS
プレスケール（咬合力） P	<	0.05,	rs	=	0.828( 負 )

最大咬合力 P	<	0.05,	rs	=	0.873	( 負 )
唾液分泌量 NS

表 3　Spearman’s	Correlation による BMI と各検査項目との相
　　　関関係

図 9　Wilcoxon	t-test においてそれぞれの咀嚼回数（1 分間）
に有意な差を認めた（P<0.05）。
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値との相関関係（有意な正の相関関係を認めた（P<0.05））。
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の約 2 時間の間に行われた。したがって、今回の測

定の間は日内変動の影響は少なかったものと判断し

ているが、測定時間を一定にできなかったことも事

実である。このことは、今回のような集団を対象と

する健診や検査においては、避けられない問題点と

考えられる。

　次に、唾液分泌量の平均値および標準偏差（mean

± SD）は 1.59 ± 0.15g/min. で、唾液減少症が疑わ

れる1.0g/min.以下の対象者は3人（15.8%）であった。

この結果をドライマウス外来での調査結果 26)27) と比

較すると、刺激時唾液の採取方法が異なることを考

慮しても、今回の対象者の方が明らかに唾液減少傾

向のある者の割合は少なかった。これは、今回の対

象者が口腔乾燥感を訴えていない健常高齢者であっ

たためと判断されるが、同時に、口腔乾燥感を訴え

ない高齢者にも唾液減少傾向を示す対象者が含まれ

ることから、一般歯科医院などでも唾液量測定の必

要性が示唆された。

　一方、唾液分泌量とグミスコア値との間には有意

な相関関係を認めなかったが、唾液分泌量とガムス

コア値との間には有意な相関関係を認めた(P<0.05)。	

この結果は、著者らがこれまでに報告 28) した結果と

同様であり，ガムスコア値は唾液量に影響された。

また、唾液の影響の程度は、咀嚼する食品の性状や

形態により異なるものと判断されるが、詳細につい

ては今後の検討課題と考えている。

4．咀嚼回数について

　グミゼリーと判定ガムの咀嚼回数には関連性を認

めなかった。これは、咀嚼食品の違いにより、粉砕

と混和という咀嚼の形態（咀嚼サイクル）が異なっ

ているためと推測している。また、図 9 のように、

ガム回数が有意に多く、高齢者ではガムのほうが咬

み慣れていたためと判断している。

　ただし、判定ガムもグミゼリーも咀嚼初期の方が

咬みにくいと考えられることから、ガム咀嚼 30 回の

咀嚼時間やグミゼリーを 1 分間咬んだ時の咀嚼回数

などを検討する必要がある。

5．直接的および間接的方法による咀嚼能力について

　判定ガムでの咀嚼能力の測定は 2 分間の咀嚼後と

なっているが、1 分間にしたことで、ガムスコア値は

2.5 ～ 4.5 で、平均値および標準偏差（mean ± SD）

は 3.9 ± 0.6 であり、対象者の咀嚼能力が比較できた

ものと判断している。対象者の平均現在歯数は、69

歳の 1 名（14 本）以外は、平成 23 年歯科疾患実態

調査結果 2) での１人平均現在歯数を上回る 24.3 本で

あった。したがって、対象者が 2 分間の判定ガム咀

嚼を行うと、すべての対象者で判定がほぼ 5 となり

咀嚼能力が比較できないと推測される。	

　グミスコア値とガムスコア値は有意な正の相関関

係を示したが、咀嚼回数やプレスケールでの咬合接

触面積や咬合力では異なる相関を示した。このこと

は、著者らが以前に報告 28) したように、それぞれの

咀嚼能力の検査法には特徴があることから、いくつ

かの検査法を併用する必要性が示唆される。

　また、プレスケールでの測定結果で、1 名が大きく

外れ値を示したが、これは、対象者が咬頭嵌合位付

近でフィルムを咬みしめるときに歯ぎしり様の動き

を行ったためと判断している。

6．全身疾患との関連性について

　BMI やメタボリックシンドロームの腹囲は各種疾

患の要因となることが報告 29)30) されている。今回の

BMI について検討した結果は、BMI が増加してもグ

ミスコア値には差がないが、BMI が大きくなるにつ

け咬合力が有意に高く、咀嚼時間が有意に短かった。

このことから判断し、日常での食生活においては、

咬合力が強いことで摂食・嚥下可能な食塊の形成ま

での時間が短く、満腹中枢が刺激されるまでに食品

の摂取量が増加したことが推測され、その結果とし

て BMI の増加を生じたと判断される。ただし、今回

の対象者が 8 人と少ないことから、詳細は、さらに

検討が必要であると考えている。

結　論

　今回の調査から、地域在住自立高齢者について次

の結論を得た。

1．グミスコア値は、多くの要因と関連性を示した

ことから、検査用グミゼリーの咀嚼能率スコア法は、

口腔内状態や咀嚼能力を評価することに有用である

ことが示唆された。

2.　ガムスコア値は、グミスコア値と異なり、唾液量と

関連性を示した。咀嚼能力は、摂食する食品の形状や性

状によりその要因が異なることが考えられ、咀嚼能力の

評価には、種々の方法を併用する必要性が示唆された。
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