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生涯保健における老年者の口腔機能の維持は,全身的

な疾病予防および健康管聾･健康増進のための日常の食

生活に鼻も密接しているo　さらに,わが画における平均

寿命の延長に伴って,歯科保健の役割は地域および固家

レベルでの日常的な健康政策の第一義的な要素として注

冒されている｡

しかしながら,わが画における老年者の歯科保健の現

状は, 10年程前からようやく調査結果が注Ejされるよう

になって今日に至っているo全酎勺塊棟の調査報吾とし

ては歯科疾患実態調査1)があり,その中でも老年者の喪

失歯の現状や歯の平均寿命などが指標としてとり挙げら

れ,地域レベルでの報吾2)3)も漸次増えてきているが,

老年者の歯科保健への対応には模索している状態であ

る｡

-方,欧米においては,近年いくつかの実態報吾4)5)

が出されていて,老年者の歯科保健の現状分析とそれに

*本論文の要旨は第242回東京歯科大学学会例会(平成3
年3月9 0,千葉),第40回E]本口腔衛生学会総会(平成
3年9月22日,東京)において発表した｡

対する政策が提唱されている｡

しかし,わが国の老年者の歯科保健対策については,

適切な歯科保健指導指針を活用した地域歯科保健プログ

ラムの展開が遅れていることと,口腔機能を評価するた

めの有効な指標や評価尺度の設定が末だ確立していない

ことが挙げられる｡

寛在までの口腔機能の評価方法としては,とくに唄噛

能力を測定する方法として,金a蝪蝪の粉砕能力を測定する
方法掴),鳴噛時の筋電図を細定する方法10)ll)あるいは

唆合唱噴面積や唆合面の条件により唄境を検討する方法

12ト15)対唆菌による口腔機能の評価16)などがある｡ま

た,Chaunceyら17)-19)は,喧嘩効率と質問紙による金

品摂取応答(foodchoiceandfoodacceptance)との関

連を検討することにより唄噴機能を評価する方法を報害

している｡

本研究は,生活環境および社会環境の背景要因と老年

者の日常の生活態度および満足度に着目して,施設居住

者と在宅健常者の歯科保健状態を比較し,その中でも指

標金品を用いた賛問紙による食品摂取応答の要図解析を

行ったものである｡
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調査対象および方法

本研究においては,老年者の歯科保健調査を主体とし

ているが,とくに施設居住および在宅健常老年者の2集

団について口腔内所見,歯科保健行動,金品摂取応答さ

らに日常の生活態度などを検討するものである｡した

がって調査対象は2つの集団に大きく分けられる｡

1.調査対象

調査対象者は千葉市と船橋市の2つの軽要老人ホーム

(A型)居住者158名と千葉市および千葉市近郊在住の在

宅健常老年者107名で各集団の平均年甚酎ま, 77. 5±6. 6歳

(64-94歳)と71.4±6.2歳(60-　歳)であった｡

施設居住者の年齢階級別被検者数は表1 - aに示し

た｡軽費老人ホーム(A型)の入所資格は　①年麻60歳以

上で②日常4活で人手を借りずに生活できる人であり,

③所得に応じた費用負担となっている｡また定貢は両施

設ともに100名で,そのうち,本研究の施設居住者につ

いての調査の参加率は79%であった｡

在宅健常老年者の年献階級別被検者数を表1 I bに示

した｡在宅健常老年者は千葉市および習志野市の福祉セ

ンター,保健センター,老人大学,コミュニティセン

ターの4施設において調査を行った(表2)0本研究にお

ける在宅健常老年者とは,前記の各施設において自発的

に調査に参加した老年者である｡すなわち,在宅健常老

表1 I a　施設居住者の年齢階級別構成

60】64 65- 69 7 0- 74 10 - 79 80 - 8 4 85 - 8 9 90 - S‖ 合計

施設A 男性 0 4 4 6 3 3 2 22

女性 1 3 6 1 5 1 5 5 6 51

合計 1 7 10 2 1 1 8 8 8 73

施設 B 男性 0 2 1 3 4 3 0 13

女性 o 8 2 0 24 13 3 2 72

合計 2 1 0 2 1 2 1 17 6 2 8 5

2 施設男性 0 6 5 9 7 6 2 3 5

合計 女性 3 l l 26 39 28 8 ､ 8 12 3

｣ fil- 3 1 7 31 ・18 35 14 10 158

施設A :千葉市軽費老人ホーム

施設B :船橋市軽費老人ホーム

表1 - b　在宅健常老年者の年齢階級別構成

60- 64 65- 69 70- 74 75 - 79 80】84 85 - 89 合計

男性 1 9 10 6 5 1 32

女性 13 19 26 12 3 2 75

合計 14 28 36 18 8 3 107

表2　調査対象者の施設および背妄

調査場所 被検者数 背 旦
メ星

施設居住老年者対象

千葉市内老人ホ{ ム

船橋市内老人ホ} ム

73名

85名

千葉市軽薯老人ホ}

ム (ホンダ くらぶ)
居住者 (定員100名)

船橋市軽費老人ホ}

ム (福寿荘) 居住者
(定員100名)

在宅健常老年者対象

習志野市総合福祉セ 48名

33名

17名

福祉センタI 来訪者

ン夕】

高洲保健センタ}

千葉県老人大学校

(主にフォークダン

ス教室のメンバI )

近 くの3 つの老人ク

ラブのメンバ} (白
菊会, 高寿会, 長寿
会)

千葉市 内老人大学
校, 福祉科の生徒

真砂 .磯辺地区の給真砂 コミュニティセ 9名

ン夕{ 金サI ビス(月 1 回)

の受給着

年者の各被検者は,それぞれの地域において自宅で通常

の生活を営んでいる60歳以上の老年者とした.

調査親問は1990年4月から1991年3月までの12ヵ月間

mm*

2.調査方法

1)口腔診査

口腔診査は,現在歯および喪失歯(歯面別DMF,梶

面斬蝕),口腔清掃状態(歯垢,歯石),歯周疾患(出血,

歯周ポケットの深さ,動揺)および義歯の形態について

実施した｡

歯面別DMFと板面敵鹿の診査は, WHOの診断基準20)

とBanting2　の診断基準に基づきミラーおよび探針を用

いて行った｡口腔清掃状態はOral Hygiene Index

(OH I )22)により行った｡歯周疾患はWHOのCPITN2

に準じてEmslie 621のPeriodontal Probeにより出血

および歯周ポケットの測定を行い,また歯の動揺度につ

いてはMiller24)の方法に準拠した｡その他,義歯の形

態に関しては口腔診査票のチャート上に所見と共に記録

mm

2)質問紙による面接調査

空間紙は大きくわけて, ①フェイスシート　②歯科保

健および食生活についての薯問項目　③金品摂取応答

④生活の態度および満足度の日常性の4つに分かれてい
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る｡

フェイスシートは,氏名,年齢,性別,調査場所,出

生地,職業(現在,過去),家族構成,飲酒,喫煙,全身

疾患の現症,薬物服用の項目から成っている｡

歯科保健および食生活についての質問項目は,口腔内

の自覚症状,歯科保健行動,歯科受療行動,日常の食生

活についての項目から成っている｡

金品摂敢応答は28品目について　①非常によく噛める

②なんとか噛める　③あまり噛めない　④ほとんど噛め

ないの4段階の評定尺度で評価した｡また食べない金品

についてはその聾由を記載した｡

生活の態度および満足度の日常性(Degree of Satis-

faction in Daily Life, DSI〕L)は,食欲,栄養,睡

眠,不安,不満,日常生活での楽しみ,身だしなみ,坐

きがいなど個人の日常塗活の薯についての質問項目から

成っている｡

質問紙による調査は聞き取り面接調査によって実施し

た｡

3.調査試料の集計と統計解析

口腔診査票の入力は,本教室で開発したOral health

surveyを用い,薯問紙の入力はデータベースシステム

柄(管聖工学研究所Ver. 3. 0)を使用したo口腔診査票

と賛問紙の集計および統計解析はPC/SAS/BASE,

STAT Ver. 6. 03を使用した｡

統計学的検定として,現在歯の検定はStudent t-test,

無菌尊者および有歯顎者の検定にはx Z検定を使用し

た.質問紙による質問項目は選択肢を2つのカテゴリー

に分けx2検定により2集団間での有意性を検定した｡

2集団間の金品摂取応答の検定は4つの評定尺度により

ridit分析で行った｡金品摂取応答についての要因解析

では,段階式重回帰分析(stepwise multiple regression

analysis)により解析した｡

結　　　　　果

1.口腔内所見

1)歯の裏失および現在歯について

表3は施設属住者および在宅健常老年者の口腔内所見

について-人平均未処置歯数,喪尖歯数,処置歯数,健

金歯数,現在歯数,有歯顎者の一人平均根面商歯数(探

針により欧化歯質を伴う歯浪面部の欠也と充壊を合せた

もの)および口腔活掃状態(OH I)を示した｡一人平均

現在歯数では,施設居住者5. 6歯,在宅健常者11. 3歯で

あり,在宅健常者の方が現在歯数を2倍以上保有してい

ることになる(p<0.001)｡また同様に,処置歯数およ
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表3　施設居住者および在宅健常者の口腔内所見(1)
(裏失歯および現在歯について)

施 設 屠 住 者 在 宅 健 常 者

( n = 15 8 ) ( n 二 1 0 7 )

M e a n ( S .D .) M e a n (S .D .)

末 処 置 歯 1) 1 . 6 ( 3. 4 ) 0. 8 ( 1 . 9 )

喪 失 歯 1) 2 2 . 5 ( 7 .6 ) 1 6. 9 ( 9 . 7 )

処 置 歯 1) 3 . 2 ( 4 . 7 5 . 5 ( 5 .

健 全 歯 1) 2 . 1 4 . 2 5 . 5 ( 6 . 4 )

現 在 歯 1) 5 . 6 (7 . 1工 ( 1 0. 0)

板 面 商 触 2) (2 . 2 ) ( 1. 2 )

歯 垢 (D I) (0 . 8 ) ( 1 . 0 )

歯 石 (C D 0 . 3 0 . 3 0 . 4 ( 0 . 6 )

1)一人平均歯数

2)歯根面郭のsoft感を伴う欠損と歯帳面部充嚢を合

せたもの

び健全歯数においても在宅健常者の方が明らかに多いこ

とが示された(p<0.001)｡それに反して,一人平均末

処置歯数についてみると,施設居住者1.6歯,在宅健常

者0. 8歯で,施設居住者の方が高い値を示していた(p <

0.05)｡次に,根面商蝕では, 2集団の有歯顎者におけ

る一人平均歯数は, O.歯と0.4歯であり施設居住者およ

び在宅健常者で有意な差は認められなかった｡なお,口

腔清掃状態では歯垢(D I),歯石(C I)ともに2集団間

での有意差は認められなかった｡

被検者の現在歯数の分布をみると,無菌顎者の割合

は,施設居住者44.4%,在宅健常者24.2%であり, 2集

団間のx2検定により統計学的に有意な差(p <0.01)が

認められた(図1)｡また,口腔内に22歯以上残存してい

る者についても7.6%と22.4%であり,在宅健常者の方

o歯　1-7歯　8-14歯15-21歯22歯以上

現在歯数

図1被検者の現在歯数の分春
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が明らかに高い値であったo　この図において特級的なこ

とは,施設居住者で項在歯数が7歯以下(0歯および1

- 7歯)の者が70.9%と高いのに比べ,在宅健常者で

は, 0歯, 1-7歯　　-14歯, 15-21歯, 22歯以上の

各レベルにおいて,被検者数が-様な分布を示している

ことである｡

現在歯の割合を歯種ごとに2集団間で比較したものが

図21aおよび2-bであるo上顎でみると施設居住者

では,現在歯率の最も高い左側犬歯においても20. 3%で

あるのに対し,在宅健常者では44.9%であり,歯種別に

みて現在歯率の差が明らかであった｡また下顎では, 2

集団においても同様に左右犬歯で場在歯率が鼻も高く,

在宅健常者の右側犬歯が58. 9%,左側犬歯が63. 6%で

あったのに比較して,施設居住者はそれぞれ36.7%,

35.4%であった｡このように菌種別にみると,上下顎と

もに在宅健常者の方が現在歯率は高かった｡

次に,環在歯率を上下顎の歯群別に比較したのが図3

-aおよび3-bである.上顎の施設居住者では,現在

歯率の最も低い大臼歯群の14. 4%から最も高い犬歯群の

19. 0%と歯群別の現在歯率はほとんど変わらないが,荏

1716151413121121222324252627

歯種

図2-a　歯種別の場在歯率(上顎)

宅健常者では,小白歯群の23. 8%から犬歯群の44. 4%で

あり,施設居住者に対する現在歯率の差は明らかであ

る｡下顎を歯群別にみると,在宅健常者の切歯群が54. 0

%,犬歯群が61.2%となっており施設居住者に対して在

宅健常者では半数以上の者が前歯部を残存している状態

であることが示されている｡上下項を比較した場合に

は,切歯,犬歯および小臼歯群において, 2集団ともに

下顎の方が場在歯率は高いが,大臼歯群のみは施設居住

者および在宅健常老年者ともに上顎で魂在歯率はやや高

い傾向を示していた｡

2)歯周疾患について

歯周疾患および歯の動揺度を施設居住者と在宅健常者

で比較したものが表4である｡ブロービング時の出血

歯周ポケット(≧4mm),歯の動揺の3項目全てにおいて

施設居住者の所見率で高く,歯周組織の状態は施設居住

者で重症化している傾向にあった｡とくに,出血と歯周

ポケットでは, 2集団間で統計学的に有意な差が認めら

れた(出血; p<0.001,歯周ポケット; pく0.01)｡

出血率を4つの歯群別に示したものが図4である｡出

血率は大臼歯群で施設居住者33. 9%,在宅18. 0%と最も

切歯　　犬歯　小目歯　大臼歯

h-:亜二

図3l a　歯群別の項在歯率(上顎)

4746454443424131323334353637

歯種

図2-b　歯種別の現在歯率(下顎)
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表4　施設居住者と在宅健常者の口腔内所見(2)
(歯周疾患および歯の動揺度　　　(%)

施設居住者 在宅健常者

(n = 158) ( n = 107)

出 血 1) 22.5 15.1

ポケット2) 2工5 15`7

動 揺 歯 3) 9. 0 7.0

1)現在歯においてブロービング時に出血した歯の割合

2)塊在歯において歯周ポケットの深さが4mm以上で

あった歯の割合

3)現在歯において動揺度が1以上であった歯の割合

図4　菌群別の出血率　　　　歯群

高く,さらに, 4つの歯群についての出血率は大臼歯部

で有意な差(p<0.05)が認められるが,その他の3つの

歯群では有意性は認められなかった｡

菌周ポケットを歯群別にみると,施設居住者では切歯

群の18.0%から大臼歯群の29. 1%であり,在宅健常者で

は, 9.1%から32.　であった(図5)｡在宅健常者は施

設居住者と比較して切歯,犬歯および小臼歯群において

歯周ポケットの割合は低いが,大臼歯部では,施設居住

者29. 1%,在宅健常者32. 4%と在宅健常者が高率であ

り,とくに切歯および犬歯群と大日菌群の差が大きい｡

歯の動揺度について歯群別の動揺歯率でみた場合,動

揺歯率の高かったのは,切歯群,犬歯群であり,これに

反して出血および歯周ポケットで高い値を示した大臼歯

部の動揺歯率は低かった(図6)｡ 2集団間で歯群別に比

較すると,切歯,犬歯および小臼歯群においては施設居

住者の動揺歯率が高く,大臼歯群では在宅健常者の方が

若干高かった｡

3)補綴物の装着状態

2集団問での上下項別の可撤性義歯(総義歯および局

部義歯)装着状態を,図7に示した｡

歯
層
ボ
ケ
ッ
-
歯
率

動
揺
歯
率

図5　歯群別の歯周ポケット(≧　mm)歯率

切歯　　　犬歯　　小目歯　　大臼歯

歯音

図6　歯群別の動揺歯率

5

総義歯装着者は,上顎でみると施設居住者58. 2%,荏

宅健常者41.2%,下顎では　43.　と27.1%となり, 2

集団ともに上顎で多かった｡また, 2集団で比較する

と,施設居住老年者で総義歯装着者率は高かった0 -

方,局部義歯の装着者率については.上顎24.7%, 28.0

%,下顎32.9%, 43.であり, 2集団とも下顎の装着

者率は高い｡ 2集団の比較では局部義歯装着者率は上下

寛ともに在宅健常者で多かった.次に,総義歯と局部義

歯を合わせた義歯装着者率で比較すると,上下顎ともに

施設展住者での装着者率は高く,上顎で2集団間の差が

敢著であった｡さらに,義歯を装着していない者につい

ては,片顎で11歯以上現在歯がある者と, 11歯未満の者

に分けて比較した｡これでみると, 11歯以上現在歯があ

る者は,上顎では施設居住者6. 3%,在宅健常者では221

4%,下顎ではそれぞれ9.5%, 20.であった｡つま

り,義歯を装着していない者について現在歯数の保有状

況で比較すると,施設居住老年者で現在歯が11歯未満の
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A :施設屠住老年者

B :在宅健常老年者

■総義歯装着者

因局部義歯装着者

□莞莞結1歯以上

圏吾莞孟u歯未満

図7　上下顎別義歯装着状態

者の多いことが示された｡

表5は上下顎全体での可撤性の義歯装着状態を10のパ

ターンに分蕉したものである｡施設居住者の義歯装着状

態をみると,鼻も装着者率が高いのが(1)上下顎総義歯

装着者(FD/FD) : 3.6%で,以下(2)総義歯と局部

義歯装着者(FD/PD, PD/FD) :20.3%, (3)上下

顎局部義歯装着者(PD/PD) : 15.8%であったo在宅

健常者では, (1)上下顎総義歯装着者(F D/F D)が26. 2

%, (2)上下顎局部義歯装着者(PD/PD) : 25.2%, (3)

上下顎両方に義歯は装着していないが寛在歯が片顎で11

歯以上ある者(ND 1/ND 1) : 16.8%のJillであった｡

義歯装着者についてみると,両集団とも上下顎両方に

義歯を装着している者(FD/FD, FD/PD,

PD/FD, PD/PD)が,片顎のみ義歯を装着して

いる者(FD/NDL NDI/FI), FD/ND2,

ND2/FD, PD/NDl, NDl/PD, PD/

ND2, ND2/PD)に比べて顕著に多かった｡

また,義歯を全く装着していない者(ND2/ND2,

NDl/ND2, ND2/NDl, NDl/NDl)に

ついて施設居住者と在宅健常者で比較すると, 15. 1%と

24.3%で在宅健常者に多く,さらに,現在歯が片顎で11

歯以上ある者(NDl/NDl)が4.4%と16.　であっ

た｡義歯を装着していない者は,明らかに在宅健常者に

多く,軍在歯数が多かった0

2･覚間紙による面接調査

1) 2集団の背景要因

被検者の背景要因として家族(配偶者,子私孫),痩

表5　義歯装着状態の分煮とその割合

分業貢
施設居住者 在宅健常者

(n = 158) (n = 107)

F ]〕/F D 3.6 % (61) 26.2 % (28)

F D /P D P D /F D 20.3 (32) 13.1 (14)

F ]〕/N D 1 N D 1/F D 0.6 ( 1) 0. 9 ( 1)

F D /N D 2 N t)2/F I〕 3.8 ( 6) 1. 9 ( 2)

P I〕/P ]〕 15. 8 (2 5) 25.2 (27)

P D /N D 1 N D 1/P D 1. 9 ( 3) 5.6 ( 6)

P D ′N D 2 N I〕2/P D 3.8 ( 6) 2.8 ( 3)

N I〕2/N D 2 6.3 (10) 4.7 ( 5

N D 1/N D 2 N D 2/N I〕1 4.4 ( 7) 2` ( 3)

N fJ1/N D 1 1.4 ( 7) 16.8 (18)

FD :総義歯

PD :局部義歯

NDl :義歯なし,寛在歯が片顎11歯以上

ND2 :義歯なし,項在歯が片顎11歯未溝

好習慣(飲酒,喫座),全身疾患および薬物服用を施設居

住者と在宅健常者について示したのが表6である｡

配偶者のある者は,施設居住者15.　在宅健常者

53.8%で,在宅健常者において明らかに高かった｡ま

た,子供および孫についても表に示されるように, ｢あ

り｣と回答したものが施設居住者に対して在宅健常者で

多かった(p<0.01)c

噛好習慣の飲酒については,毎日飲んでいると答えた

者は,施設居住者14. 6%,在宅健常者29. 5%で,在宅健

常者の方が有意に高かった(p<0.01)｡しかし,これを

男女別で比較すると,施設居住者および在宅健常者の男

性で34.3%と　3.7%,女性8.9%と12.3%であり,男女

ともに在宅健常者で高くなるが,とくに明らかな差があ

るのは,男性のみであった(p<0.01)｡

また,喫煙習慣については,毎日喫煙していると答え

ている者は,施設居住者の23. 4%と在宅健常者の17. 1%

であった.これを男女別に比較すると,施設居住者の男

性では48.6%と女性16.3%,それに対して在宅健常者

34.4%と9.6%で,男女ともに施設居住者の方が高かっ

たが, 2集団間で有意な差は認められなかった｡

全身疾患を持っと回答した者は施設居住者で74. 5%,

在宅健常者で67. 9%であり,性差は認められなかった｡

また,薬物服用についても,常時服用していると回答し

た者は,施設居住者73. 6%,在宅健常者72. 1%であった｡

2)歯科保健行動および歯科受廃状況

歯科保健行動および歯科受療状況については,保健行
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表6　被検者の背景要図(家族･噂好習慣･全身疾患･薬物服用)

237

項 目 カテゴリ{ 施設 (% ) 在宅 (% ) 2 集団間の有意差(X 2検定)

配偶者の有無 な し1) 1 4 46.2
* **

あり 15.6 53.8

子 供 なし 20.7 5.3
* *

1 人以上 79.3 94.7

孫 なし 25.0 10.5
**1人以上 75.0 3.5

飲 酒 全体

男性

女性

しない 85.4 70.5
**

する2) 14.6 2 9.5

しない 65.7 31.3
**

する 34.3 1.1

しない 91.1 87.7
n S

する 8.9 12.3

喫 煙 全体

男性

女性

しない 76.6
n S

する2) 23.4 17.1

しない 51.4 65.6
n S

する 3.6 34.

しない 83.7 90.
n S

する 16.3 9.6

全身疾患 全体

男性

女性

なし 25.5 32.1
n S

あり 74.5 67.9

なし 25.0 工3
nS

あり 75` 1 7

なし 25.7 32.4
n S

あり 74.3 67.6

薬物服用 全体

男性

女性

なし 26.4 27. 9
n S

あり 73.6 72. 1

なし 33.3 32.3
n S

あり 66.7 67.7

なし 24.5 26.0
n S

あり 75.5 74.0

1)配偶者なし:死別,未婚,離婚を含む

2)飲酒,喫煙する:毎日飲酒および喫煙の習慣のある者

ns : not significant

･*: p<0.01　***: p<0.001

動5項目,受療行動3項目の賛問を施設居住者と在宅健

常者で比較した(表7)｡

歯みがき行動については, 1に3回以上みがいてい

る者が,施設居住者20.9%,在宅健常者17.8%であっ

た｡一万, 1回の刷掃で3分以上みがいている者は,そ

れぞれ, 12. 7%と20. 6%で在宅健常者の方が高い傾向に

あった｡

義歯の清掃習慣では,毎日清掃していると答えた者

が,施設居住者97.　と在宅居住者97.5%であり, 2集

団ともにほとんどの者が毎日清掃していた｡義歯の手入

れについての賛問項目では,夜寝る前に入れ歯を毎晩は

ずすと答えた者が,施設属住者で39. 1%,在宅健常者が

43.　であり,はずした入れ歯を,水を入れたコップま

たは,義歯専用の入れ物に入れると答えた者が,施設居
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表7　歯科保健行動および歯科受療行動

質問項 目 カテ ゴリ- 施設 (% ) 在宅 (% ) 2 集団問の有意差 ( X 2検定 )

【歯科保健行動】

1 日に何回歯を磨きますか 3 回未満 79. 1 ' 2
n S(有歯顎者) 3 回以上 20.9 17.

1 回の歯みが きに どれ くら 3 分未満 87.3 79.4
+

いの時間をかけますか

(有歯 顎者 )

3 分以上 12.7 20.6

入れ歯 を 1 日に何 回磨 きま みがか ない 3.0 2.5
n Sすか (義歯装着者) 毎 日 1 回以上 97.0 97.5

夜慮 る時, 入 れ歯 をはず し 毎晩 はずす 39.1 43.0

n S
ますか (義歯装着者) はず さない

その他 (ときどき,片方だけ)

44.4 41.8

16.5 15.2

はず した入 れ歯 をど うして

いますか (義歯装着者)

そのまま置 く . 紙 につつん

で置 く

水を入 れた コップ . 義歯 専

用の入 れ物 に入 れる

12.9 14.3

87.1 85. 7
n S

【歯科受療行動】

この 1 年間 に歯科医院 に何 0 回 61.2 49. 1
+回行 きましたか 1 回以上 38. 9 50.9

かか りつ けの歯科医院があ いいえ 59. 9 30.
* **りますか はい 40. 1 69.2

定期 的にかか りつけの歯科 いいえ 99.4 87.6
* **医院でみて もらっています

か

はい 12.4

ns ; not significant

+; P<0.1

; pく0.001

住者87. 1%,在宅健常者85. 7%であった｡

歯科受療行動については, 1年間で1回以上通院した

者が,施設居住者1.9%,在宅健常者50.9%と在宅健常

者で高い傾向がみられた｡また,かかりっけの歯科医院

の有無については, ｢あり｣と答えた者が,施設居住者

40. 1%,在宅健常者69. 2%で在宅健常者の方が高かった

(p<0.001),定報的に歯科医院でみてもらっている者

は,施設居住者).6%,在宅健常者12.4%と在宅健常者

で高かった(p <0.001)｡

3)生活態度および満足度の日常性(DSDL)

生活態度および満足度の日常性として表8に示した質

問項目により,施設居住者と在宅健常者を比較した｡食

事および栄養に関する5項目をみると,食欲が｢あり｣

と答えた者が施設居住者91. 1%,在宅健常者97. 2%で大

部分の者で食欲はあると答えている｡食事が楽しくない

と答えた者は, 6.3%と4.7%であった｡食事がおいしく

ないと答えた者は,施設居住者13.3%,在宅健常者4.8

%で施設居住者の方がその割合は高かった(p <0. 05)｡

また,栄養に気を使っている人はそれぞれ　3.7%,

61. 7%で,在宅健常者で高かった(p<0.05)｡好き嫌い

が多いと答えた者は,施設居住者20. 9%と在宅健常者

12. 2%であり,施設居住者の方が多い傾向がみられた｡

睡眠については,よく眠れない者が,施設居住者17.7

%,在宅健常者18.7%であった｡毎日散歩している者

は,施設居住者25.3%,在宅健常者22.4%であった｡冒垂

眠および散歩についての質問では, 2集団間で有意差は

なかった｡

生活の満足度についての回答では,施設居住者29. 1

%,在宅健常者29.　で不安におちいることがあるとほ

ぼ同率で答えており,強い不溝が｢あり｣と答えた者

が, 8.5%と4. 7%で,施設居住者で高かったが有意差は

なかった｡日常の生活で楽しみがあると回答した者は,
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表8　生活態度および溝足度の日常性(DSDL)

239

質問項目 カテゴリ} 施設 (% ) 在宅 (% ) 2集団問の有意差 (X 2検定)

食欲はありますか ない

ある

8.9 2 0.0

91.1 97.2
*

食事は楽しく召しあがりま 楽しくない 6.3 4.7
n S

すか 楽しい 93.7 95.3

食事はおいしく召し上がり いいえ 13.3 4.8
*

ますか はい 86` 95.2

栄養には気を使っています 使っていない 51.3 38.3
*

か 使っている 3.7 上7

好き嫌いか多いほうですか 少ない

多い

79.1 87.8

20.9 12.2
+

よく眠れますか 眠れない

眠れる

17.7 18.7

82.3 工3
nS

毎日散歩をしますか しない

する

74.7 77.6

25.3 22.
n S

不安におちいることがあり ない 70.9 70.1
n S

ますか ある 29.1 29.9

強い不満を感じることがあ ない 91.5 95.3
n S

りますか ある 8.5 4.7

日常の生活で楽しみをおも ない 20.3 1.9
***

ちですか ある 79.7 3.1

身だしなみに気を使ってい 使っていない 24.4 15.2
十

ますか 使っている 75.6

生きがいとなっているのは ない 57.0 23.4
***何ですか ある 43.0 76.6

ns : not significant

:p<0.1

塞 : p<0.05　　　　　p<0.001

施設居住者79. 7%,在宅健常者3. 1%で, 2集団間で有

意な差が認められた(p<0.001)｡楽しみの内訳は,主

に,スポーツ,趣味および娯楽などであったo　また,身

だしなみに気を使っている者は,施設居住者75.　在

宅健常者18%であり,在宅健常者で高い傾向がみられ

m

｢あなたにとって,今生きがいとなっているのは何で

すか｣については,施設居住者43. 0%,在宅健常者76. 6

%が｢あり｣と答えており,在宅健常者の方が高かった

(p<0.001)｡両集団における｢生きがい｣の回答内容

については,趣味,家族,友達の服で多かった｡

3.食品摂敬応答

1)金品群の設定

賛問紙により28孟白の食品摂叡応答を, ｢非常によく

噛める｣ ｢なんとか噛める｣ ｢あまり噛めない｣ ｢ほとん

ど噛めない｣の4つの評定尺度により分賛した｡金品摂

取応答に用いた金品項釦ま,香川式の4つの金品群を参

考にし, (1)老年者の施設の日常の献立を主体にして(2)

老年者が日常比較的よく摂取するもの(3)加工性の少な

いもの,以上の3つの基準により28品目を選択した｡

図8は,被検者全体での28品Ejの金品摂取応答の成績

であるo　この図は, 28品目を｢噛みやすさ｣の服(｢非常

によく噛める｣の回答者率の高い順)に並べたものであ

るOこの図に示されるように, 28品日中最も｢噛みやす

い｣金品の｢ゆで卵｣では, 94.0%が｢非常によく噛め

る｣と回答しており,最も｢噛みにくい｣金品の｢する

め｣で18.　の者が｢非常によく噛める｣と回答してい

た｡
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□非常によく噛める

Ov　とか噛.rtる

■あまり噛めない

雷ほとんど噛めない

図8被験者全体における00蝪zopn目の金品摂取応答

2)施設居住者と在宅健常者における金品摂取応答の

比較

食品28品目に対する被検者の摂取応答から,代表的な

｢まぐろ刺身｣｢ごほん｣｢キャベツ｣｢鳥ささみ｣｢かま

ぼこ｣｢ピーナッツ｣｢たくあん｣｢たこ刺身｣の8食品

について,施設居住者と在宅健常者の摂取応答を比較し

たのが図9である｡2集団の比較では8nE3
サonnE3全てにつ
いて,とくに,｢非常によく噛める｣に対する回答では

在宅健常者の割合が高かった｡また,4つの評定尺度を

使って,ridit分析した結果,｢キャベツ｣｢烏ささみ｣

｢ピーナッツ｣｢たくあん｣｢たこ刺身｣の5金品におい

て2集団間で有意な差が認められた(キャベツ,たくあ

ん;p<0.05,,島ささみ,ピーナッツ,たこ刺身;p<

0.01)｡

4･食品摂取応答に関する要因解析

金品摂取応答に関する要因を解析するE]的で,8金品

について金品摂取応答スコアを設定した｡0:ほとんど

噛めない1:あまり噛めない2:なんとか噛める

3:非常によく噛めるとして,8食品のスコアの合計を

食孟摂取応答スコアとした｡また,被検者の口腔内所見

により,義歯および現在歯数の状態によって3群に分類

したoすなわち,I群:上下顎総義歯装着者II群:残

存歯(現在歯)保有者で可撤性義歯を装着している者

Ⅲ群:残存歯(現在歯)保有者で可撤性義歯を装着してい

一240

代表食品

まぐろ刺身

ごほん

キャベツ

鳥ささみ

かまぼこ

ピーナッツ

たく(vv

たこ刺身

上段:在宅健常老年者

下段:施設盾住老年者

*p<0.05　**p<0.01

□非常によく噛める

圏なんとか噛める

閉あまr)噛めない

Jlほとんど噛めない

図9　施設居住者と住宅健常者の金品摂取応答の比較

図10　各集団の食品摂取応答スコアの分布

ない者とした｡

図10は各集団における金品摂取応答スコアの分布を示

しているoそれぞれの集団で食孟摂取応答スコアが24で

ある者(8食品全てを｢非常によく噛める｣と答えた者)

の割合は, I君羊の在宅健常者では15.0%,施設居住者

20.5%であった｡また, Ⅲ群ではそれぞれ27.3%と18.

%, Ⅲ群では75.0%, 69.2%であった｡金品摂取応答ス

コアの平均は, I群の在宅健常者で19. 8,施設居住者で
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18.4, n群では19.5とi8.0, m啓では23.2と19.8であっ

た｡施設と在宅では,どの群においても在宅者のスコア

が高く, 3群の比較ではI群とII啓は同様な値を示すが

Ⅲ群はそれらに比べてとくに高い値を示した｡

要図解析は,金品摂取応答スコアを目的変数とし,読

明変数には被検者の背景要因,口腔内所見,歯科保健行

動および受療行動,生活態度および溝足度から選択した

18の変数(表9 )を使用し,段階式重回帰分析(stepwise

multiple regression analysis)を行った(表10)｡

I群(上下顎総義歯装着者)では,施設居住者において

変数選択されたのは(1)義歯の満足度(2)年麻(3)食事が

おいしいか(4)睡眠(5)子供の数であった｡その中で有

意性のある変数は(1X2X3)であった｡それに対して在宅健

常者では, (1)かかりつけの歯科医院の有無(2)1年間の

通醍回数(3)睡眠の3つが変数選択され,これらの変数

は全て有意性が認められた｡このことより,施設居住者

では,義歯の満足度が高く,年齢が低い者および金事が

おいしいと感じている者ほど金品摂取応答スコアが高く

なることが示された｡一方,在宅健常者では,かかりつ

けの歯科医院がある者, 1年間の通院回数が少ない者,
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よく眠れると感じている者ほど金品摂取応答スコアが高

くなることが示唆された｡

Ⅱ群(残存歯保有者で可撤性義歯を装着している者)の

施設居住者では, (1)義歯の満足度(2) 1年間の通院回数

(3慨在歯数(4)配偶者の有無が変数選択され, (1X2)で有

意性が認められた｡また,在宅健常者では, (1)義歯の満

足度(2慨在歯数(3)睡眠(4)かかりつけの歯科医院の

有無の4つが変数選択され, (1X2X3)で有意性が認められ

た｡すなわち,施設展住者では,義歯の溝足度が高く,

1年間の通院回数が少ない者ほど食品摂取応答スコアが

高いということになる｡一方,在宅健常者では,義歯の

満足度が高い者,現在歯数が多い者およびよく眠れると

感じている者ほど金品摂取応答スコアが高くなることが

示唆された｡

IK群(残存歯保有者で可撒性義歯を装着していない者)

の施設居住者では, (1)寛在歯数(2)睡眠(3)身だしなみ

に気を使っているかが変数選択され,有意性があったの

は, (1)現在歯のみであった｡在宅健常者では, (1慨在歯

数, (2)歯周ポケットの深さ(3)食事がおいしいか(4)悼

別の4つが変数選択され,有意性のあったのは, (1X2X3)

表9　食品摂取応答に関する要因解析に用いた説明変数

説明変数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カテゴリ　-

年齢

性別

配偶者

子供の数

薬物服用(数)

現在歯数

ポケットの深さ

義歯の満足度

1年間の通院(歯科)回数

かかりつけの歯科医院の有無

睦眠

日常生活の楽しみ

食欲があるか

食事がおいしいか

栄養に気を使っているか

1日に20分以上散歩しているか

身だしなみに気を使っているか

生きがい

男: 0　　女: 1

なし: 0　　あり: 1

非常に活足している: 1　どちらかといえば溝足している: 2

どちらともいえない: 3　　あまり満足していない: 4

全く満足していない: 5

なし: 0　　あり: 1

よく眠れる: 1　普通:2　　眠れない:3

なし: 0　　あり: 1

かなりある: 1　普通:2　　ない:3

非常においしい: 1　どちらかといえばおいしい: 2

あまりおいしくない: 3　　非常にまずい: 4

気を使っていない: 0　　気を使っている: 1

していない: 0　　している: 1

気を使っていない: 0　　気を使っている: 1

なし: 0　　あり: 1
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表10　金品摂取応答に関する重回帰分析(説明変数の回帰係数と有意水準)

説 明 変 数

目的変数 (食孟摂取応答ス コア )

I 者羊 廿 群 Ⅲ 再

施設居住者 在宅健常者 施設居住者 在宅健常者 施設居住者 在宅健常者

n = 44 n = 2 0 n = 38 n = 44 n = 13 n = 24

i｣

性 別

配 偶 者

子供 の数

薬物 服用 (数 )

現在 歯数

歯周 ポケ ッ トの深 さ

義歯 の満足度

1年 間の通 院 (歯科 )回数

かか りつけの歯科医院

鹿 眠

日常生活 の楽 しみ

食 欲

食事が おい しいか

栄養 に気 を使 ってい るか

散歩 をす るか

身だ しなみ

生 きが い

0 .37 3 0 .00 24 )

0 .68 3 0 .09 17

2 .50 6 (0 .1 18 1 )

0 .2 23 (0 .05 76 )

2 .00 3 (0 .00 09

- 1 .66 3 (0 .0 183 )

0 .13 5 (0 .02 36 )

2 .0 2 9 (0 .000 1

1 .47 6 (0 .09 19 )

- 1 .2 70 (0 .0 29 4 )

0 .9 20 (0 .0 00 1 )

】1 .3 27 (0 .1 17 5 )

1 .60 1 (0 .1 35 1)

0 .5 47 0 .7 56 6 )

0 .49 3 (0 .00 0 1

- 2 .34 3 0 .00 45 )

2 .74 8 (0 .00 67 )

上51 4 (0 .00 12

- 1 .5 49 (0 .0 88 5 )

- 2 .3 59 (0 .

- 1 .3 98 (0 .0 33 8

4 .9 12 (0 .0 05 0

- 2 .0 75 (0 .0 43 1 )

切 片 54 .8 63 (0 .0 00 1 ) 2 2 .56 2 (0 .00 01 ) 2 1.3 86 (0 .0 00 1 ) 24 .0 11 (0 .0 00 1 ) 7 .56 5 (0 .04 62 1 8 .23 8(0 .0 0 31

決定係数 (寄与率 ) R 2= 0 .5 33 R 2= 0 .49 2 R 3= 0 . R 2= 0 .7 01 R 2= 0 .93 9 R 2 = 0 .81 1

I蔚:上下顎総義歯装着者

王君:残存歯(現歯数)保有者で可撤性義歯を装着している者
Ⅲ蔚:残存歯(現歯数)保有者で可敵性義歯を装着していない者

の変数であった｡このことより,施設居住者では現在歯

数が多い者ほど金品撰取応答スコアが高くなることが示

された｡在宅健常者では,現在歯数が多く,歯周ポケッ

トの浅い者および食事をおいしいと感じている者ほど金

品摂取応答スコアが高いことが示された｡

考　　　　　察

老年者を対象とした歯科保健調査は,従来の報吾で

は,ほとんどが施設官住者を対象としている25)-30)こ

れは,在宅の老年者は,定年後も社会生活に拘束されな

いで生活圏を広げて行動している者が多く,その実態が

把近しにくいことによる0本研究は,施設と在宅の老年

者の比較の観点から口腔内所見に関連する受療行動を含

めた歯科保健行動に焦点をあて,その中でも食品摂取応

答について究明しようとしたものである｡

1.被検者の背景

全国で60歳以上の老年者は,全人口の16. 9% (20, 884, 000

人)であり,千葉県は, 13.2%(723,000人)を占めている

(1989)s ｡

本研究の被検者は,とくに千葉市を中心としたその周

辺地域の施設居住者158名,在宅健常者107名である｡施

設居住者は,軽薯老人ホーム(A型) 2施設の入居者であ

り,入所資格より, 60歳以上の健常者であった｡千葉県

内には,老人施設が107施設あり,その定貢数は8,313名

である32)また,そのうち重要老人ホームは, 8施設で

定員550名であった｡すなわち,今回の施設居住者は千

葉県内の軽費老人ホーム8施設の中から任意に選んだ2

施設の入居者であり,千葉県における施設居住老年者の

5.3%,千葉県内の重要老人ホーム居住者の　3.7%に該

当する｡在宅健常者は,千葉市および習志野市における

任意に選択した4施設で自発的に調査に参加した60歳以

上の健常な老年者であった｡

施設および在宅の被検者の年薗分布および平均年麻を

みると, bias(偏り)が生じる｡これは,施設居住者は

その背景から1度施設に入ると,ほとんどが終生同一施

設に留まるのが現状であり,平均年麻がどうしても高く
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なる傾向を示すためである｡

60歳以上で配偶者のある者は,全国で男性5.2%,女

性45.9%,全体では, 62.4%である33)今回の調査でみ

ると,施設居住者15.　　在宅健常者53.　で,配偶者

のある者の割合は在宅健常者に比べ,施設居住者では明

らかに低かった｡

2.歯科保健状態について

施設居住者および在宅健常者を個々に調査した研究

は,多数報吾されているが,同一地域における施設居住

者と在宅健常者を比較した研究は少ない｡

Sladeら34)は,同一地域の50歳以上の施設居住者149

名と在宅健常者246名を対象に2集団問を比較した｡無

菌顎者をmatched pairによって年齢と性別をコント

ロールして分析したところ,施設居住者の方が無菌顎者

の割合が著しく高かったとしている｡また,喪失歯,処

置歯,未処置歯および要抜去歯について共分散分析の結

果, 2集団ともに喪失歯,末処置歯ならびに要抜去歯に

おける相違は認められなかったが,施設居住者の処置歯

数は著しく少なかったと報吾している｡さらに,この研

究のその他の知見では,施設居住者は在宅健常者より独

身または未婚の割合が高く,日常生活動作(ADDに関

しても介護を必要とする傾向にあり,糖尿病または顎関

節の障害を持っ者が多く,薬物の常用者が多かったと述

べている｡特に興味ある知見として,施設環境が口腔疾

患を促進するのではなく,施設入居前の要因が口腔保健

状態に反映していると述べていることである｡

本研究調査成績からみても,同一地域での施設居住者

および在宅健常者を比較した場合,無菌寛者率は施設居

住者で著しく高くなり,処置歯数は在宅健常者で高くな

る｡また,一人平均寛在歯数では,在宅健常老年者で高

いことが明らかであった｡これらの所見は, Sladeらの

成績とほぼ一致していたが,喪失歯数および未処置歯数

は施設居住者において明らかに多く,また薬物常用者の

数は施設でも在宅でも相違がなかったことは, Sladeら

の報告と異なるものであった｡このような事実が施設に

入居したため(施設環境)であるか,施設に入居する前の

要因が関与しているかは本研究では明らかにすることが

できなかった｡しかし,施設居住者が施設に入る以前の

生活環境と,入居してからの生活環境を考えた場合,そ

の背景から質的および量的な差異が大きいとみなされ

る｡すなわち,生後から成人斯に至るまでの保健行動,

成人親から老年期までの職種,地域環境および生きがい

となる趣味･交友関係,さらに既往歴等による差異を考

慮する必要がある｡
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上下顎歯種別の塊在歯率を歯科疾患実態調査l)でみる

と,大臼歯については上顎で高く,前歯部では下顎で高

い｡また,上下顎ともに犬歯の現在歯率が最も高かっ

た｡この傾向は他の文献25)29)35)との比較でも一致してい

る｡上下顎歯種別現在歯率の本研究成績では,在宅健常

者においては同様の傾向を示したが,施設居住者では,

上顎犬歯の現在歯率が他の歯種とほぼ同じような値にな

ることから,施設居住者の上顎では在宅健常者と比較し

て,歯の喪失の進行が早い傾向にあると考えられた｡

歯周組織の状態は,出血, 4mm以上の歯周ポケットの

有所見歯ならびに動揺歯の割合のいずれでみても,在宅

健常者に比べて,施設居住者の割合が高い｡これは,他

の歯周疾患のindex(RussellのP I )を使った調査36)37)

でも同様な結果であった｡これらの研究では,歯科受療

行動について一年以内に歯科を訪れた60歳以上の者につ

いてみると,施設居住者で9.0%,在宅健常者14.7%と

なり,在宅健常者が施設居住者に比べて歯科受療行動が

高いとしている｡歯周疾患が口腔清掃状態と年齢に関連

することは, Russell　およびその他多くの報吾があり

枚挙にいとまがないが, RussellのPeriodontal Index

(P I)では,全歯牙の歯周組織を対象としており,スコ

アの範園も広く,さらに,進行した歯周疾患の判定のた

め開発されたものである｡そのような理由から,この

indexは,老年者の歯周疾患の疫学的調査では適当な歯

周疾患のindexであるともいえる｡しかし,老年者の菌

周疾患については, Markkanenら39)は,フィンランド

における30歳以上の5, 000人についての大塊模対象集団

の研究で,歯周疾患(健康,炎症　4-6mmの歯周ポ

ケット　6mm以上の歯周ポケットの4群に分歎した)

の増加が, 30-39歳と40-49歳, 40-49歳と50-59歳,

50- 59歳と60- 69歳の各年麻群では統計学的に有意な差

が認められるが, 60-69歳と70歳以上の者では,歯周疾

患の増加に有意差は認められなかったと報害している｡

本研究では,施設居住者および在宅健常者の口腔清掃

状況(歯垢指数および歯石指数)に差がなく,有歯顎者に

おける歯科保健行動(歯みがき行動)でも有意な差が認め

られないにもかかわらず,施設居住者が在宅健常者と比

較して歯周疾患の憂症化が強いことは, (1)歯科受療行動

が施設居住者で消極性と行動抑制として表れていること

(2)無菌顎者率と同様に,入居以前の生活環境の影響が大

きいことなどが推察される｡本研究の成績では,前述し

たように無歯顎者の割合が施設居住者で高く,総義歯装

着者率も同様に施設居住者で高い傾向を示した｡しかし

ながら,寛在歯数が少ないにもかかわらず義歯を装着し`
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ていない者の割合も,施設居住者で高いことは,歯科受

療行動の消極性に起因するものと考えられる.

在宅健常者を対象とした最近の歯科保健に関する研究40)

では,武蔵野市において活発な社会活動を行っている老

年者の現在歯数は19.5歯,無菌顎者は3.6%であり, 22

歯以上残存している者は,全体の35.7%であった｡この

成績は同様な年齢群を対象とした在宅老年者の本調査結

果に比べて明らかに良好であり,口腔活掃回数に代表さ

れる歯科保健行動も高いものであった｡これは,在宅健

常者の歯科保健状況が,地域性や集団の特殊性に大きく

左右される可能性を示している｡

さらに,これからの老年者の口腔内において淫冒され

る疾患として,根面爾蝕が挙げられる｡先進諸国におけ

る研究では,高麻者の集団において根面衝蝕が顕在化し

ている4).41)-4B)｡また,歯周外科治療の結果や高齢化

による歯科保健行動および受痴行動の消極性などが,

帳面蘭蝕の発病リスクに関連することが報告されてい

る46)47)｡これに加えて,老年者では,歯の喪失による唆

合の不均衡や歯間部への食孟圧人による歯敵退縮なども

考えられ,頼面顧蝕のリスクを高める要薗となる｡有歯

顎者における帳面敵地は,本研究では,一人平均で施設

居住者0.4歯,在宅健常者0.8歯と少ないが,欧米先進

国48)にみられるように,将来老年者の環在歯数が増加す

ると考えられることから,根面商蝕は,今後,老年者に

おいて重要な問題となってくるであろう.

3･生活態度および満足度の日常性(DSDL)

施設居住者および在宅健常者において口腔保健との関

連を調査する目的で,老年者の身体的ならびに精神的な

健康状態を含めた生活態度および満足度の日常性とし

て, 12項冒について調査した｡これまでに,老年者にお

ける口腔保健と一般的な健康状態あるいは心理行動につ

いては,いくつか報吾49)尋｡されているが,施設居住者

と在宅健常者について比較した報吾は殆ど見当たらな

い｡また,老年者についての日常生活における溝足度に

関しても,これまで歯科保健との関連から研究あるいは

分析されたことはほとんどない｡

生きがいについては｢ある｣と答えた者が,在宅健常

者で有意に高いことが示された｡その理由としては,家

族(配偶者,子供,孫)との関係の差異が第一に考えられ

る｡和田52)は,わが圏においては従来,高麻者が精神的

に安定した生活を送る(すなわち,生きがいをもち満足

のいく生活をする)ためには,子供や孫などの家族生活

が不可欠な要因であると述べている｡本研究の結果で

は,施設居住者で配偶者がいる者は,在宅健常者と比較

して非常に少なく,子供や孫との接触も施設に入居してい

ることから制限を受けていると考えられる｡老年者の生き

がいについては,健康状態,日常の楽しみ,家族以外との

人間関係,仕事など,さまざまな要因が考えられる｡

また,睡眠および散歩に関する項冒では,とくに2集

団間で差異はみられなかった｡これは,被検者の全身疾

患および薬物服用について殆ど差がなく,さらに在宅お

よび施設居住者ともに,通常の日常生活を営んでいる健

常者であることに因るものと考えられた｡

さらに,セルフコントロールの1つとして,自発的に

栄養摂取に配慮しているかまたは食欲の有無についての

回答では,施設居住者の成績が在宅健常者に比較して

negativeな傾向を示す結果となった｡この要薗として

は,とくに,施設居住者の場合,全貢3金ともに給金

サービスによる受動的な金形態となっていることが挙げ

られる｡従って,施設では在宅老年者に比べて積極的に

栄養摂取に配慮する意思が欠如しがちであり,食欲の滅

過もみられる傾向を示したと思われる｡

4.食品摂取応答

個人の唄噴能力を評価する方法には,試験金品(test

food)を用いて唄噴効率(masticatotry efficiency)を測

定する方法6)-9)と質問紙によって唄境の自己評価をする

方法53)璃7)がある｡唄噛効率と金品摂取応答との関係に

ついては,いくつか報吾されている｡ Chaunceyら58)

は,総義歯装着者において,金DDD摂取応答が,唄噴効率

の高い者より低い者の方が良好になったと報吾した｡そ

の理由として,総義歯装着者では唄噛効率の高い集団に

おいて飲み込むまでの唄噴回数が増加するために,感覚

的な金品摂叡応答では｢噛めない｣と感じたのではない

かと考案している｡また, Carlsson59'は,金品摂取応

答は一般的に,機能的試験(唄噛効率)の結果と比較して

楽観的(optimistic)すぎると報吾している｡しかしなが

ら,唄噛効率の評価は, (1)時間がかかる, (2)一般的には

試験食品および実験装置を必要とする等の理由により集

団を対象とする疫学調査では採用することが容易でな

い｡また,小児と違って成人,とくに老年者では実験的

手法は,受け入れられにくいという現状もあるo以上の

ことを考慮して,本研究では硯唾の白己評価である食品

摂取応答を採用した｡

金品摂取応答の方法には, ｢金物を噛めますか｣とい

う単一の質問により評価する方法と,いくつかの食品を

挙げてその食品が噛めるかどうかを薯問する方法の2種

類に分けられる｡また,その尺度(回答)にも, ｢噛める｣

｢噛めない｣の2つから数種幾に設定して行われてい

244-



歯科学報　Vol. 92, No. 1 (1992)

る｡本研究では,回答項目を4段階に分けたが,これは

一定の間隔尺度上に並べることにより,待られた数値か

ら平均値および標準偏差を直接求めて尺度上に位置づけ

るためである｡また,間隔尺度に蓋づくために,数量的

な解析を通用できる利点を有する｡

金品摂叡応答における金品群あるいは指標金品の設定

は重要である｡わがEgでは,山本55)の総義歯の性能判定

義(唆度表)があり,坂本ら10)は唄噴筋活動室のパターン

により金品を6群に分顛した　Waylerら60'は,口腔内

所見を4君羊に分楽し,硬さの異なる食孟(塗のニンジン

と焼いた肉)を使って,その金品摂取応答と姐噛効率を

比較した｡その知見によると,生のニンジンでは, 4群

に分けた口腔内所見で金品摂取応答と姐噛効率は有意に

相関するが,焼いた肉では,口腔内所見によって唄噛効

率は異なっているにもかかわらず,金品摂取応答ではち

がいがなかったと報害している｡このような指標となる

食品選択の憂要性を考慮して,本研究では,従来からの

我々の研究6°魂3)と今回の28金品(その選択方法は方法の

項に記載)による金品摂取応答(図8 )から老年者の噛好

性と唄噴性の楽易度をもとに8種楽の金晶を指標金孟

(index foods)として選択した｡

5.食品摂取応答に関する要因分析

金品摂取応答と口腔内所見との関係についてCarlsson

の報吾59'によれば現在歯が20歯より多い者では金品摂取

応答が｢悪い｣ (poor)と回答した者はなかったが,義

歯装着者では8%の被検者で｢悪い｣と回答している｡

また,この研究では,上下顎のいずれか一方が義歯で,

他方が残存歯のみである者は,金品摂取応答が総義歯装

着者と同程度であり,義歯装着による食品摂取応答の著

しい低下が報吾されている｡また,榎ら61)は,老年者の

金品摂取状況は,面接調査の結果から残存歯列および義

歯装着による唆合の状態に蓋づく唄噴機能に左右され

る要因が大きく,そのことが被検者各個人の金品選択

と金品受容に影響をおよぼしていると報吾しているo

Osterbergら64)の研究では, 70歳老人の姐噛機能と顎

関節の機能障害から,障害がより高いほど食品摂取応答

が有意に減少することをアンケート結果から示してい

る｡これらの幸匡吾に基づいて,本研究では被検者の口腔

内の状態を義歯装着または残存歯の有無により3群に分

致して要因解析を行った｡

Agerbergら53)は, 15-74歳の無作為に抽出した,

1, 106人の被検者について, 17の説明変数(その主なもの

を挙げてみると,年麻,健康状態,関節や筋肉の徴候,

頭痛の頻度,頭痛や顔面痛のための薬物服用,開口時
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痛,顎関節雑音,現在歯数,いくつかの顎関節機能障害

の指標など)を設定し,食孟摂取応答をE]的変数として

重回帰分析を試みている｡その結果,金品摂叡応答の説

明変数として有意性が高いものは,年麻と現在歯数で

あったと報害した0本研究成績では,年串が食app摂叙応
答の説明変数として有意性があったのは,I群(上下顎

総義歯装着者)の施設居住者のみであった｡これは,先

の文献の被検者が15-74歳であったのに対して,本研究

の被検者が60歳以上の老年者のみを対象としているため

であると考えられる｡また,老年者において義歯の状態

や場在歯数が金孟摂取応答に関係することはこれまで報

吾されている.しかし,本研究では場在歯数が食品摂取

応答スコアに対して最も有意性の高くなるのは,IH群

(残存歯保有者で可撤性義歯を装着していない者)の施設

居住者および在宅健常者であったoII啓(残存歯保有者

で可撤性義歯を装着している者)では,2集団ともに場

在歯数よりも義歯の満足度の有意性が高かった｡

さらに,高麻者の食品摂取ならびに嶋噛能力に関わる

問題として,貢木ら65'はADLの低下をともなう痴呆老

年者の金品摂取受容の著しい低下を報害している｡ま

た,永井ら66)は,唄噴能力と体位および平衡感覚からみ

た健康状態の関連性を指摘しており,これらの報吾は,

ADLの金品摂取応答-の影響を示唆しているADL

が老年者の歯科保健に影響することも報菖されている67)

がADLの評価68)69)は,あくまでも治療および介護を

目的とした老年者を対象としたものであり,とくに健常

者を対象とした場合には,日常生活における生活の婁

(QOL)に関連させた解析が必要である｡

金品摂取応答に関する要因解析において,本研究で

は,口腔内所見や義歯の状態だけでなく,背景要図とし

ての歯科受疲行動(1年間の通院回数およびかかりつけ

の歯科医院の有無)およびDSDL(とくに,その中で食

事がおいしいかおよび良く眠れるかについて)の要因が

変数選択され,有意性が認められた｡このことは,金品

摂取応答におけるDSDLの関与を示唆している｡

今回の研究で老年者の日常の生活について評価するた

めに,生活態度および満足度の日常性(DSI)L)の評価

として独自の賛問項目を設定したが,今後,歯科保健に

っいてこのような生活の満足度,幸福感ないしは日常の

生活行動といった要因からの解析が必要である｡

結論

本研究において,老年者,とくに施設居住者および在

宅健常老年者の歯科保健に関する要因を検討した｡歯科
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保健に関する要図の中でも,とくに口腔内所見と金品摂

取応答に着Ej L,その背素にある日常の生活様式および

fE活態度との関連の検索を試みたものであるoその結果

について以下の知見を待た.

1. -人平均現在歯数は,施設居住者5.6歯,在宅健常

者11. 3歯で,在宅健常者の方が現在歯数でみると2倍以

上保有していることが示された(p<0.001)｡処置歯数

および健全歯数のいずれも在宅健常者に多く(p<

0. 001),無菌顎者の割合は,施設居住者44. 4%,在宅健

常者24. 2%で施設居住者に多かった(p <0. 01)｡

2.歯周疾患および歯の動揺度を比較すると,施設居住

者の所見率が高く,とくに,出血率と歯周ポケットの深

さで有意の差が認められた(出血; p<0.001,歯周ポ

ケットの深さ; p<0.01)｡

3.上下顎全体での可撤性の義歯装着状態は,施設居住

者で言1)上下顎総義歯装着者　3. 6%, (2)総義歯と局部

義歯装着者: 20.3%, (3)上下顎局部義歯装着者: 15. 8%

で,在宅健常者では, (1)上下顎総義歯装着者: 26.2%,

(2)上下顎局部義歯装着者: 25. 2%, (3)上下顎両方に義歯

は装着していないが環在歯が片顎で11歯以上ある者:

16. 8%の川貢であった｡

4.歯科受療行動については, 1年間で1回以上通院し

ている者が,施設居住者38.9%,在宅健常者50.　と在

宅健常者で高い傾向がみられた｡また,かかりつけの歯

科医院の有無については, ｢あり｣と答えた者が,施設

居住者40. 1%,在宅健常者69. 2%で在宅健常者の方が高

かった(p<0.001)｡

5.生活態度および満足度の日常性(Degree of Satis-

faction in Daily Life, DSDL)については施設居住者

および在宅健常者で,とくに差巽があったのは, 1)食欲

2)食事はおいしいか　3)栄養摂取に配慮しているか　4)

日常生活の楽しみ　5)生きがいの項目であった｡これら

の質問項目では,施設居住者の成績が在宅健常者と比較

してすべてにnegativeな傾向を示していた0

6.金品摂取応答については,質問紙による28食孟の摂

取応答から,代表的な8品目を選択し, 2集団で比較し

た｡その結果, 8品冒全てについて, ｢非常によく噛め

る｣と回答した者が,在宅健常者で高く, 5金品こつい

ては有意な差が認められた(キャベツ,たくあん; p<

0.05‥島ささみ,ピーナッツ,たこ刺身; p<0.01)｡

7.食品摂取応答に関する要因解析として,段階式垂回

帰分析(stepwise multiple regression analysis)を

行った｡

1)上下顎総義歯装着者では,施設居住者の説明変数
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は, (1)義歯の満足度(2)年齢(3)食事について,荏

宅健常者では, (1)かかりつけの歯科医院の有無(2)

1年間の通院回数(3)睡眠の順に高い有意性が認め

られた｡

2)残存歯保有者で可撤性義歯を装着している者で

は,施設属住者の説明変数は, (1)義歯の満足度(2)

1年間の通院回数について,在宅健常者では, (1)義

歯の満足度(2)場在歯数(3)睡眠の服で高い有意性

が認められた｡

3)残存歯保有者で可撤性義歯を装着していない者で

は施設居住者の説明変数は, (1)現在歯数のみで有意

性が認められ,在宅健常者では, (1)現在歯数(2)歯

周ポケットの深さ(3)食事の順で高い有意性が認め

られた｡以上の要因解析の結果,老年者の金｡n摂取

応答には,現在歯や義歯の状態だけでなく,背景要

因としての保健行動,生活態度および溝足度の日常

性(DSDL)の要図が関与することが示された0

本研究結果は,老年者における歯科保健に関して,冒

腔内所見や歯科保健行動だけでなく,冒常生活における

生活の賛(QOL)について考慮する必要性があることを

示唆している｡

稿を終わるにあたり,終始懇切なる衝指導,御校閲賜わりま

した東京歯科大学衛4学講座主任高江洲義短教授に深く感謝の

意を表するとともに,本研究の遂行にあたり,伽教示と御助言
をいただきました松久保　隆助教授,桑木吉信助教授をはじめ

教室貢各位に厚くお礼申し上げますoまた,本研究のデータ解

析に際して種々御助言をいただきました固立公衆衛生院疫学部

瀧口　徹博士に感謝いたしますo　さらに,調査に際して櫛理解

と御協力をいただきました各施設の開係者各位と調査に衝協力
くださった皆様に深謝いたします｡
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The purpose of this study is to evaluate factors associated with oral health status and food

acceptance of healthy institutionalized (IE) and non-institutionalized elderly (NIE). Detailed

investigations were made of oral health, and information on food acceptance was obtained

from questionnaires. Among the factors related to this information, special emphasis was

placed on the lifestyles of the elderly and their daily life attitudes. The results were as follows;

Dentiti｡nal condition : Mean numbers of present teeth in subjects over 60 years of age

were 5.6 among the IE and ll.3 among the NIE. The figure for the NIE was twice as large as

that for the IE (p<0.001). Mean numbers of treated and sound teeth were also higher among

the NIE, whereas percentages of edentulousness were higher among the IE : 44.4% for the IE

and 24.2% for the NIE (p<0,01).

2. Periodontal conditions : Periodontal diseases were diagnosed on the basis of bleeding

score by probing, probing depth and tooth mobility. Comparisons of results obtained from the

2 groups showed that a significantly higher percentage of the IE demonstrated either deep

pockets (more than 4mm) or bleeding (or both). In connection with tooth mobility, however, no

differences between the IE and NIE were observed.

3. Dentures : Of the IE, 38.6% wear upper and lower full dentures, 20.3% wear full and

partial dentures, and 15.8% wear upper and lower partial dentures. Of the NIE, however, only

26.2% wear upper and lower full dentures, 25.2% wear upper and lower partial dentures.

4. Dental visit : Dental treatment was received more than once a year by 38.0% of the IE

and by 50.9% of the NIE. On the questionnaire, 40.1% of the IE and 69.2% of the NIE said they

had a home dentist (p<0.001).

5. Degree of satisfaction in daily life (DSDL): There were sighificant differences between

IE and the NIE in connection with appetite, careful attitude toward nutrition, enjoyment in

daily life, reason for living, and finding food delicious. All of the IE produced lower scores on

these factors than the NIE.

6. Food acceptance : Of the 28 foods on the questionnaire, 8 representativeoneswere chosen

for a comparative investigation of food acceptance between the IE and the NIE. More of the

NIE claimed to be able to chew all 8 items extremely well. Significant difference was observed
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between the groups in connection with the following 5 foods : cabbage, takuan pickles (p<0.05

for both), boned chicken breasts, peanuts, and octopus sashimi (p<0.01 for all 3).

7. Stepwise multiple regression analysis was performed to estimate variable factors

related to food acceptance.

1) For wearers of upper and lower full dentures, significant dependent factors for the IE

were (1) degree of satisfaction with dentures, (2) age, (3) pleasure to eat. For the NIE, corres-

ponding factors were (1) whether a dentist was available for regular consultation, (2) number of

dental visits yearly, and (3) sleep.

2) For the elderly with present teeth and removable dentures, significant dependent

variables for the IE were (1) degree of satisfaction with dentures and (2)number of dental visits

yearly. For the NIE, corresponding variables were (1) degree of satisfaction with dentures, (2)

number of present teeth, and (3) sleep.

3) For the elderly without removable dentures and with present teeth, the significant

dependent variable for the IE was (1) number of present teeth. For the NIE, the corresponding

variables were (l)number of present teeth, (2) average periodontal pocket depth, and (3) pleasure

toeat.

From the results of these evaluations for the factors associated with food acceptance, it

was concluded that food acceptance of the elderly was profoundly affected not only by the

present teeth and the condition of denture wear, but also by the background factors associated

with health behavior, living attitude and lifestyle concerned with the degree of the satisfaction

in daily life (DSDL). These findings indicate the importance of considering quality of life in

daily living by the elderly as well as oral health status and health behavior.
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