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は じ め に

欧米先進諸国においては，１９７０年代より人口の

高齢化の問題が社会問題としてクローズアップさ

れ始めた。わが国においても「高齢化社会」ある

いは「高齢社会」といった用語１）が頻繁に使われ

るようになり，急激な人口構造の変化が生活環

境，社会経済状況に新たな見直しを迫っている現

状にある。当然，医療・保健・福祉の分野におい

ても同様であり，それに代表される一つが２０００年

４月より開始された介護保険制度である。

一方わが国における高齢者の歯科研究は，すで

に１９３０年代にみられ，１９５０年には正木 正が「老

人歯科学」というタイトルで老年者歯科の概念を

提唱している２）。しかしながら，実際に高齢者，

とくに要介護者の歯科治療や研究が重点的に進め

られたのは，１９８０年代に入ってからであると著者

は考えている。

著者は１９８９年以来現在まで，高齢者における口

腔内状態３～７），咀嚼機能３，８～１１），口腔保健行動３，１２），

QOL３，１３），地域における口腔ケアの連携システ

ム１４～１６）などについて疫学を中心とした高齢者研究

を行ってきた。

とくに口腔保健の中での歯科的な指標作成の重

要性から，高齢者の咀嚼性を評価する方法や口腔

保健とQOLとの関連について調査研究を行って

きた。本論文では，高齢者の口腔保健についての

現状と口腔機能，とくに咀嚼機能を評価するため

の評価指標の開発および日常の生活の質的な要因

との関連について現在までの研究成果について述

べてみたい。

高齢者の口腔保健

高齢者の口腔内所見に関する研究（とくに疫学

研究）については，齲蝕（歯冠部，歯根面部），歯

周疾患，歯牙喪失，顎関節，口腔粘膜疾患，口腔

癌の各分野で欧米先進諸国を中心に古くは１９５０年

代より研究されている１７）。本衛生学講座において

は１９８０年代より高齢者の口腔保健についての研究

を開始している１８）。

生涯を通した健康づくり，つまり生涯保健１９）にお

ける高齢者の口腔機能の維持は，全身的な疾病予

防および健康管理・健康増進のための食生活に最

も密接に関係している。わが国の高齢者の歯科保健

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，公衆衛生的な口腔機能を評価するための有効な

指標がいまだ確立していないことが挙げられる。

高齢者の口腔保健の課題２０）は，表１に示したよ

うな項目を挙げることができる。現在までの高齢

者研究においては，上から４番目までが主流と

なっているが，口腔保健とQOLの関連，すなわ

ち「生きがい」の問題，あるいは行動科学的な研

究がこれからの研究課題として重要になってくる

と思われる。

―――― 歯学の進歩・現状 ――――
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高齢者の咀嚼の現状

表２は，著者らが厚生省の委託事業として，全

国の老人保健施設と特別養護老人ホームを対象に

して，施設の職員に対して居住者の咀嚼の現状に

ついての調査結果を示したものである２１）。この表

に示されているように，両施設ともに８０％以上の

施設で「噛めない者がいる」と回答しており，さ

らにそれらの施設では居住者の１割から２割の者

が噛めていないと施設の職員が回答していた。こ

のように要介護施設において咀嚼障害の問題への

対応は急務な課題となっている。さらに，図１に

示したのは，通常の日常生活を営める者で，施設

に入所している者と在宅で生活している者につい

ての咀嚼の自己評価の結果である１１）。ここに示さ

れているように，「よく噛めている」と答えてい

るのは両集団ともに半分程度であり，健常な老年

者でさえも，咀嚼障害を訴えている者がかなりい

ることを示している。

咀嚼の満足度

著者は，以前から高齢者における咀嚼の満足度

について，その要因を考察してきた。咀嚼の満足

度に関連する要因としては，図２の模式図に示す

ように身体要因，社会経済要因，心理行動要因の

大きく３つの要因に分け，これらが互いに影響し

合った状況で咀嚼の満足度に反映されると考えて

きた。表３は，高齢者における身体要因，社会経

済要因，心理行動要因のそれぞれの関連項目を挙

表２ 咀嚼障害の現状�

よく噛めない入
所者がいると回
答した施設

咀嚼障害を持つ
入所者の平均割
合

老人保健施設
（N＝３５６施設）
特別養護老人ホーム
（N＝２６０施設）

８１．３％

８６．４％

１１．９％

１９．９％

�医療経済研究機構（１９９６）
表３ 咀嚼の満足度に関わる要因

身体要因 社会経済要因 心理行動要因

口腔要因 全身要因

◆咀嚼・咬合
◆歯の喪失
◆齲蝕
◆歯周疾患
◆義歯
◆唾液分泌
◆顎関節
◆口腔粘膜
◆咀嚼筋
◆舌

◆味覚・嗅覚
などの感覚

◆発音・構音・
会話

◆全身疾患
◆ADL（活
動 性，寝
たきり）

◆精神状態
（痴呆）

◆地域
◆独居
◆施設入所
◆経済状態

◆嗜好
◆家族
◆食の変化
◆配偶者の死
◆QOL

表１ 高齢者の口腔保健の課題

◆咬合・咀嚼機能の維持
◆食品摂取（栄養摂取）
◆ADL（全身状態）との関連
◆全身疾患との関連
◆QOLとの関連
◆保健行動（Health behavior）との関連

図２ 咀嚼の満足度

図１ 咀嚼障害の現状�
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げたものである。身体要因としては，口腔要因で

あるものの他に味覚や嗅覚などの感覚，発音・構

音・会話，全身疾患および身体的な活動性の項目

を挙げることができる。また社会経済要因には地

域性，独居老人の問題，特別養護老人ホームを代

表とする施設入所の問題あるいは経済状態などが

考えられる。さらに心理行動要因については嗜好

の変化，家族，食行動の変化，配偶者の死そして

生活の質的要因としてのQOLが挙げられる。

咀嚼機能の評価法

Agerberg と Carlsson は個人の咀嚼能力を評価

する方法を試験食品（test food）を用いて咀嚼効率

（chewing efficiency）を測定する方法と質問紙に

よって咀嚼の自己評価（chewing ability）を行う方

法に分類した２２）。咀嚼効率を測定する方法は，古

くはChristiansen２３）が１９２４年にココナッツを試験

食品とする方法を発表しており，Yurkstas

ら２４），Manly ら２５），Helkimo ら２６）あるいは日本に

おいては石原の篩分法２７）が広く応用された経緯が

ある。しかしながら，咀嚼効率の評価は，時間が

かかる，一般的には試験食品および実験装置を必

要とするため，高齢者では受け入れられにくい欠

点がある。また我々の研究では，疫学的な指標・

指数を開発し集団での食品摂取応答を評価して公

衆衛生的な活用を目的としているため，これらを

考慮して，食品の摂取状況に関する面接調査か

ら，咀嚼の主観的評価である食品摂取応答 food

choice and acceptance を用いて評価を行ってい

る。

表４は，咀嚼機能の自己評価 self－assessment

を用いたこれまでの研究の一部を列挙したもので

ある２２，２９～３４）。主観的な咀嚼能力の評価について

は，１９８０年代より欧米を中心に研究が行われるよ

うになった。初期の論文では，顎関節症の症状や

徴候との関連を検討するものが多く２２，２９），その

後，口腔内所見（現在歯数や義歯のタイプ）との関

連３０～３３）あるいは８０年代後半になると受診・受療行

動や居住環境との検討３２，３３）がなされている。この

中でCarlsson ら３５）や Chauncey ら３６）は，主観的評

価と客観的評価の比較を行い，主観的評価の有効

性を検討している。さらに９０年代からは，咀嚼指

数開発の研究も始まった３４）。わが国においても，

山本３７）が総義歯の性能判定表（咬度表）を発表し，

総義歯の性能から６つの食品群を設定したのを初

めとして，後藤ら３８，３９）あるいは新庄ら４０）は，咀嚼

の自己評価から充分満足な咀嚼機能を維持するた

めには上下顎で２０歯が必要であると報告し，これ

らが現在の８０２０運動の根拠となっている。

高齢者における食品摂取受容

著者はこれまで，施設居住者を対象とした歯の

喪失と食品摂取に関する要因分析の結果，咀嚼性

の要因として食品の硬さ軟らかさ，および喪失歯

の影響を考察した９）。また喪失歯数，義歯装着状

態，歯牙接触面積，唾液分泌量を代表的な６食品

の食品摂取応答との関連で調査した結果，軟らか

い食品に属する応答にはあまり差がみられない

が，硬い食品に属するものでは喪失歯数による差

が明らかであった。また歯の接触面積および唾液

分泌量については硬い食品に対する摂取応答に差

が認められた。このように食品摂取応答と咀嚼性

表４ 咀嚼機能の自己評価法

Agerberg, G. and Carlsson, G. E.２２） １９８１ 残存歯数，全身の健康状態，片側咀嚼および顎関節症状と
の関連

Österberg, T. and Steen, B.２９） １９８２ 顎関節症状および機能との関連
Wayler, A. H. and Chauncey, H. H.３０） １９８３ 義歯のタイプとの関連
Lappalainen, R. and Nyyssonen, V.３１） １９８７ 義歯のタイプおよび現在歯数との関連
Ranta, K., Tuominen, R. and Paunio, I．３２，３３） １９８７，１９８８ 義歯のタイプ，収入および受診・受療行動との関連
Leake, J. L.３４） １９９０ 咀嚼指数の開発と残存歯の対咬状態，義歯および治療必要

性との関連

１９４ 杉原：老年者の咀嚼機能に関する評価
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に関わる要因との関係については，「りんご」，

「ピーナッツ」，「たくあん」などの硬い食品にお

いて差が明らかになる傾向がみられた８）。質問紙

により２８品目の食品摂取応答を「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類し

た。食品摂取応答に用いた２８食品は，香川式の４

つの食品群を参考にし，高齢者が日常比較的よく

摂取するもの（これについてはいくつかの施設の

献立あるいは在宅老年者の献立を参考にした），

さらに加工性の少ないものを検討して作成した。

図３は，施設および在宅の健常な老年者合計２６

５名の被検者全体での２８品目の食品摂取応答の成

績である。この図は２８品目を「噛みやすさ」の順

（「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。この図に示されるように，２８品

目中最も「噛みやすい」食品の「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」食品の「するめ」で１８．６％

の者が「非常によく噛める」と回答が得られ

た３）。

咀嚼指数の開発

食品２８品目に対する被検者の摂取応答の，�回
答率のパターン，�施設居住者と在宅健常者の摂
取状況の違いから，図４に示した８品目を代表食

品として選択した４１）。この８品目を使って，食品

摂取スコアを作成した。「非常によく噛める」を

３点，「なんとか噛める」を２点，「あまり噛めな

い」を１点，「ほとんど噛めない」を０点と評点

を与え，８品目それぞれの合計を食品摂取スコア

（Food Acceptance Score, FAS）とした（表５）。

つまり，全て「噛める」と答えた者で２４点となる。

表６は，年齢群ごとの被検者の食品摂取スコア

の平均と標準偏差を示したものである。年齢群間

の検定は，分散分析およびTukey の多重比較４２）

を行った。表に示したように各年齢群で食品摂取

スコアを比較すると，６０歳代，７０歳代と８０歳以上

の群で食品摂取スコアに有意な差が認められた。

この食品摂取スコアを使って，老年者における関

連要因を検討した。

咀嚼指数による評価

１．口腔要因の評価

表７は，性差および施設居住者と在宅居住者で

図３ ２８品目の食品摂取応答 図４ 代表的な８食品の食品摂取応答

歯科学報 Vol．１０１，No．２（２００１） １９５
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分けたときの食品摂取スコアの比較を示したもの

である。性差については食品摂取スコアに有意差

は認められなかったが，施設と在宅という居住環

境の違いでは，在宅者で食品摂取スコアが有意に

高いことが示された。

表８および９は，口腔要因として現在歯数と義

歯のタイプによる食品摂取スコアの違いを比較し

たものである。現在歯数を４群に分けて比較した

ところ，２０歯以上残存している者では，他の群と

比較して，食品摂取スコアが高いことを示してい

る（p＜０．０５）。この他の群間については，有意性

は認められなかった（表８）。

義歯の装着状態での比較では，現在歯保有者で

義歯を装着していない者と上下総義歯装着者で明

らかな食品摂取スコアの違いが認められたが（p

＜０．０５），その他の群間では有意性は認められな

かった（表９）。

２．歯科保健行動との関連

高江洲は，歯科（口腔）保健行動 dental（oral）

health behavior をこれまでの報告から口腔清掃

行動 oral hygiene behavior，摂食行動（食行動）

food intake behavior，受診，受療行動 utilization

of dental care の３つに分類している４３，４４）。表１０は

高齢者を対象とした口腔保健行動を示したもので

ある。

とくにこの中で歯科への受診，受療行動と食品

摂取スコアを比較したものが表１１である１２）。受

診，受療行動として，過去１年間の通院の有無，

かかりつけの歯科医師の有無，定期的な歯科検診

の有無の３項目を比較した。この中で食品摂取ス

コアに有意性が認められたのは，かかりつけの歯

科医と定期的な歯科検診の項目であった（p＜

０．０５）。この有意性の認められる２つの項目につ

いては，他の研究においてもしばしば比較され，

明らかな違いがある項目である。しかしながら，

実際には「かかりつけの歯科医」という言葉はわ

が国においてはあいまいな項目でもある。つま

り，かかりつけの歯科医の定義４５）も明確ではな

く，老年者で実際にどんな定期検診をおこなって

表５ 食品摂取スコア
（Food Acceptance Score, FAS）

質問：次の食べ物を噛むことができますか

評価尺度 スコア

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

３
２
１
０

表６ 年齢と食品摂取スコア

年齢群 食品摂取スコア

６０歳代
７０歳代
８０歳代
９０歳以上

２１．０±３．９
１９．５±４．６
１６．９±５．６
１６．５±７．２

＊ ; p＜０．０５

表７ 性差および施設入所と食品摂取スコア

食品摂取スコア

性差 男性
女性

１９．１±５．１
１９．１±５．０

施設・在宅 施設

在宅

１８．５±５．１
２０．０±４．７

＊；p＜０．０５

表８ 現在歯数と食品摂取スコア

現在歯数 食品摂取スコア

０歯
１～１０歯
１１～１９歯
２０歯以上

１８．２±４．８
１７．５±５．４
１９．４±４．７
２３．４±２．０

＊ ; p＜０．０５

表９ 義歯の装着状態と食品摂取スコア

義歯装着状態 食品摂取スコア

現在歯保有者で義歯
を装着していない者

現在歯保有者で義歯
を装着している者

上下顎総義歯装着者

２０．８±６．４

１９．０±４．４

１８．４±４．９

＊ ; p＜０．０５

＊

＊
＊

＊＊
＊＊

＊

１９６ 杉原：老年者の咀嚼機能に関する評価
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いるのかも不明な点が多いからである。これらに

ついては今後検討していく必要がある。

３．生活の質的要因に関する測定指標

表１２に示したのは，とくに高齢者の生活の質的

要因に関する指標を挙げたものである。社会・行

動科学的な見地からの高齢者の生活の質の測定尺

度は，４０年以上前から社会学，心理学，医学，教

育学の各分野で報告されている。その中でも表に

示したKutner のモラールスケール４６），Neugarten

らの人生満足度４７）そして PGCモラールスケール４８）

などがよく利用されている。とくに表１３に示した

PGCモラールスケールは，老年者の主観的幸福

感を検討するものとして，わが国でも社会心理学

分野において，しばしば用いられてきた５０，５１）。こ

れは，１７の質問項目より成り，“幸福な老い”の

指標として，各項目の合計をモラール得点（満点

は１７点）としている。

ここに示されているモラール（morale）あるい

は life satisfaction というのは，最も日本語の「生

きがい」に近い言葉であると考えられる。その他

には，幸福度（happiness），適応度（ajustment）な

どの用語が使用されている。

また，WHOの QOL Questionnaire は，全世界

的に適応するQOLの質問票を開発する試みで，

３００項目にわたる予備段階においての質問項目

が，現在１５カ国５０００人に試験的に行われており，

今後さまざまな国においての結果から，共通の重

要な項目を選択していくというものである４９）。

医学や公衆衛生学におけるQOLの評価は，疾

病の改善を表わす指標として，とくに癌，リウマ

チ，疼痛患者，精紳疾患，リハビリテーションで

数多く行われている。また，健康状態を表わす指

標としても認識されており，これらQOLについ

ての研究は，まだ始まったばかりである５０）。

４．日常の生活態度および満足度（Degree of Sat-

isfaction in Daily Life, DSDL）と食品摂取スコ

アとの関連

表１４は，著者が１９９２年に生活の質的要因の解析

のために，本研究で使用した日常の生活態度およ

び満足度（Degree of Satisfaction in Daily Life,

DSDL）の１２の質問項目を示したものである３，１３）。

DSDLは，高齢者の調査で口腔保健との関連性を

調査研究するために独自に設定して使用したもの

表１０ 高齢者の口腔保健行動
（％）

口腔保健行動 施設居住者 在宅居住者

歯口清掃回数
義歯清掃回数
就寝時の義歯の着脱
過去１年間の歯科受診回数
かかりつけの歯科医
定期的な歯科検診の有無

１日３回以上
１日３回以上
毎日はずす
１回以上
有り
有り

２０．９
４４．７
３９．１
３８．８
４０．１
０．６

１７．８
２７．６
４３．０
５０．９
６９．２
１２．４

表１１ 受診，受療行動と食品摂取スコア

食品摂取スコア

過去１年間の歯科受診
なし
あり

１９．６±４．７
１８．５±５．４

かかりつけの歯科医
なし

あり

１８．４±５．２
１９．８±４．８

定期的な歯科検診
なし

あり

１９．０±５．１
２１．８±２．７

＊；p＜０．０５

表１２ 生活の質的要因に関する測定指標

Kutner et al.４６）

Neugarten et al.４７）

Powell Lawton４８）

Sarttorius４９）

１９５６
１９６１
１９７５

１９９３

Kutner�s Morale Scale
Life Satisfaction lndex
Philadelphia Geriatric
Center Morale Scale
the World Health
Organization QOL
Questionnaire

＊

＊
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で，当初９項目であったのを最終的に１２項目とし

た。表に示したように，各質問項目で（ ）の中の

回答をしたものに１点を与えて，そのトータルを

DSDLのスコアとした。したがって，スコアは最

高で１２点となる。

このDSDLを用いて健常な高齢者を対象に測

定した結果，それぞれの質問に対する回答の状況

を図５に示した。また対象者におけるDSDLス

コアの分布を示したものが図６である。

表１５は，調査対象者におけるDSDLのスコア

を３群に分けて，食品摂取スコアの比較を行った

ものである。多重比較による有意性が認められた

のは，DSDL０～６のスコアの群とDSDL７～９

のスコアの群，および０～６のスコアの群と１０～

１２のスコアの群であった（p＜０．０５）。とくに

DSDLが一番低い群，つまりDSDLスコア０～

６の群では，他の群と比較して明らかな食品摂取

スコアの低下が認められ，咀嚼についての日常生

表１３ P. G. C．モラール・スケール

１．人生は年をとるにしたがって悪くなる。（そうは思わない）
２．去年と同じように元気だ。（はい）
３．さびしいと感じることがある。（ない，あまりない）
４．小さなことを気にするようになった。（いいえ）
５．家族その他とのゆきき。（満足）
６．年をとって役に立たなくなった。（そうは思わない）
７．ねむれないことがある。（ない）
８．年をとるということは若い時に考えていたよりよい。（よい）
９．生きていても仕方がないと思うことがあるか。（ない，あまりない）
１０．若い時と同じように幸福。（はい）
１１．悲しいことがたくさんある。（いいえ）
１２．心配なことがたくさんある。（いいえ）
１３．前よりも腹を立てる回数が多くなった。（いいえ）
１４．生きることはきびしい。（いいえ）
１５．今の生活に満足。（はい）
１６．物ごとをいつも深刻に考える。（いいえ）
１７．心配ごとがあるとおろおろする。（いいえ）

（ ）は１点を与えられた選択肢

表１４ 日常の生活態度および満足度
（Degree of Satisfaction in Daily Life, DSDL）

１．食欲はありますか （はい：１，いいえ：０）
２．食事は楽しく召し上がりますか （はい：１，いいえ：０）
３．食事はおいしく召し上がりますか （はい：１，いいえ：０）
４．栄養には気を使っていますか （はい：１，いいえ：０）
５．好き嫌いが多いほうですか （はい：０，いいえ：１）
６．よく眠れますか （はい：１，いいえ：０）
７．毎日３０分以上の散歩をしますか （はい：１，いいえ：０）
８．不安におちいることがありますか （はい：０，いいえ：１）
９．強い不満を感じることがありますか （はい：０，いいえ：１）
１０．日常の生活で楽しみをお持ちですか （はい：１，いいえ：０）
１１．身だしなみに気を使っていますか （はい：１，いいえ：０）
１２．生きがいはありますか （はい：１，いいえ：０）

１９８ 杉原：老年者の咀嚼機能に関する評価
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活の質的要因との関連が示唆された。今回の被検

者はすべて，通常の日常生活を営んでいる者であ

ることを考えれば，虚弱老人や要介護老人ではさ

らに明らかな差が出てくることが推察される。

咀嚼機能に関する要因解析

咀嚼機能の要因解析を行うため，まず最初の段

階として関連因子選択のために，食品摂取スコア

との関連を相関によって検索したのが表１６であ

る。実際には，この他の要因も検討したが，表に

は相関係数に有意性が認められた主な項目だけを

挙げておいた。

年齢，性差および居住環境の違いでは年齢と居

住環境が，身体要因としては現在歯数，健全歯

数，齲歯数，歯周ポケットの深さの平均，義歯装

着状態による違い，口腔内の自覚症状の有無，発

音・構音・会話障害の有無の相関係数に有意性が

表１５ 日常の生活態度および満足度（DSDL）と食品摂
取スコア

DSDLスコア 食品摂取スコア

０～６ N＝２０
７～９ N＝１１１
１０～１２ N＝１１８

１５．４±６．８
１８．８±５．１
２０．０±４．２

＊ ; p＜０．０５

はい いいえ

図５ DSDL１２項目の回答状況

（人数）

図６ 高齢者におけるDSDLスコアの分布

＊
＊
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認められた。

食品摂取スコアと心理行動要因の単相関では，

日常の生活態度および満足度（DSDL），配偶者の

有無，食べ物の好き嫌い，就寝時の義歯の取り外

し，かかりつけの歯科医院の有無，義歯の満足度

で相関係数の有意性が認められ（p＜０．０５），その

中でも義歯の満足度とDSDLの相関係数の有意

性（p＜０．０１）が高いことが示されている。

これまでの解析では，食品摂取スコアとそれぞ

れの要因について，２変量間での比較を行った

が，さらに食品摂取に関する他の要因の影響を考

慮しながら，その中でもどの要因の影響が強いの

表１６ 各要因と食品摂取スコアとの単相関

要因 相関係数

年齢・性差および社会経済要因との相関
年齢
性差（０；男性，１；女性）
施設入所（０；施設，１；在宅）

－０．３００＊＊＊

－０．００４
０．１５１＊

身体要因との相関
現在歯数
健全歯数
齲歯数（歯冠部および歯根面）
歯周ポケットの深さの平均
義歯装着
（０；義歯を装着していない者，１；現在歯保有者で義歯を装着して
いる者， ２；上下総義歯装着者）
口腔内の自覚症状（０；なし，１；あり）
発音・構音・会話障害（０；なし，１；有り）

０．３６０＊＊＊

０．３１８＊＊＊

－０．３２１＊＊＊

－０．２４０＊＊

－０．１５４＊

－０．３１８＊＊＊

－０．３２１＊＊＊

心理行動要因との相関
DSDLスコア
配偶者（０；なし，１；あり）
食べ物の好き嫌い（０；なし，１：あり）
就寝時の義歯の取り外し
（１；いつもはずす，２；ときどき，３；全くはずさない）
かかりつけの歯科医院の有無
（０；なし，１；あり）
義歯の満足度（０；していない，１；している）

０．２９８＊＊＊

０．１４４＊

－０．１４７＊

－０．２０３＊＊

０．１４０＊

０．４８６＊＊＊

＊；p＜０．０５，＊＊；p＜０．０１，＊＊＊；p＜０．００１

表１７ 咀嚼機能に関する要因解析

解析方法：段階式重回帰分析（stepwise multiple regression analysis）

目的変数（独立変数）：食品摂取応答スコア（Food Acceptance Score, FAS）

説明変数（従属変数）：相関分析で主に相関係数が高かった要因

口腔内所見（義歯の装着状態）により，
１．上下総義歯装着者
２．現在歯保有者で義歯を装着している者
３．現在歯保有者で義歯を装着していない者

の３群に分けて解析

２００ 杉原：老年者の咀嚼機能に関する評価
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かを検索する目的で要因解析を行った。

要因解析の方法は，表１７に示すように，重回帰

分析（ステップワイズ法）４２）によった。目的変数に

食品摂取スコア，説明変数には，先ほどの相関分

析で主に有意性があった変数を使用した。さら

に，口腔内の状態つまり義歯の装着状態により３

群に分け，それぞれについての関連性の高い要因

を検討した。

表１８に示したのは，上下総義歯装着者での重回

帰分析の結果を示したものである。全ての要因が

食品摂取スコアに関連する要因として取り込ま

れ，その中でも義歯の満足度，発音・構音・会話

障害，性差で関連性が高いことが示されている。

つまり，上下総義歯装着者では義歯の適合性や満

足度を構成する心理的要因が他の要因よりも，食

品摂取スコアに影響を与えていることがわかる。

表１９は，現在歯保有者で義歯を装着している

者，つまり上下総義歯装着者以外の義歯装着者に

ついての要因解析の結果である。表に示された要

因の中で義歯の適合性や満足度の心理的な要因，

口腔内の自覚症状の有無や配偶者の有無が，有意

な要因として選択された。この要因解析の結果か

らみると，義歯装着者が食品摂取スコアを上げる

ためには，現在歯数，未処置齲歯数および歯周ポ

ケットの深さ（平均）などの現在歯の要因よりも義

歯の要因の方が重要であることが示唆された。

表２０は現在歯があって義歯を装着していない者

についての要因解析の結果である。現在歯数，齲

歯数，Bleeding の有無，歯周ポケットの深さ（平

均）などの口腔内の所見に関連する要因と共に，

施設あるいは在宅といった環境要因，歯口清掃回

数，そして日常の生活態度および満足度のDSDL

が関連していることが示唆された。

結 論

以上の研究結果から以下の結論が得られた。

１．質問紙を用いた食品摂取応答を用いて２８食品

より代表的な８食品を選択し，食品摂取スコア

（food acceptance score, FAS）による成績を得

ることができた。

２．食品摂取スコアと関連要因については，年齢

との関連では，年齢群が低い方が食品摂取スコ

アは高く，施設に入所している者と在宅で生活

している者では，在宅で生活している者が明ら

表１８ 重回帰分析：上下総義歯装着者
（N＝７４）

説明変数 重回帰係数 有意性

義歯の満足度
発音・構音・会話障害
性差
年齢
口渇感の有無
定期的な歯科検診
生活態度および満足度（DSDL）

１．１４２
－３．１２２
－２．１７８
－０．１６１
１．６９１
３．６７８
０．４６５

０．００４
０．００９
０．０３７
０．０５９
０．０９５
０．１４２
０．１９６

決定係数（寄与率） ０．４４５

表１９ 重回帰分析：現在歯保有者で義歯を装着してい
る者 （N＝９１）

説明変数 重回帰係数 有意性

義歯の満足度
発音・構音・会話障害
口腔内の自覚症状
配偶者の有無
口渇感の有無
出血の有無
現在歯数

０．８９６
－２．０８７
－１．９１９
１．６８６
－１．１４３
１．０７０
０．０８４

０．００４
０．０１０
０．０２４
０．０２８
０．１１５
０．１３６
０．１４４

決定係数（寄与率） ０．４８７

表２０ 重回帰分析：現在歯保有者で義歯を装着してい
ない者 （N＝３６）

説明変数 重回帰係数 有意性

現在歯数
齲歯数（歯冠および根面部）
歯口清掃回数
施設入所
好き嫌い
出血の有無
歯周ポケットの深さの平均
生活態度および満足度（DSDL）
発音・構音・会話障害
全身疾患の有無

０．３６１
－０．６３９
－１．６８０
２．９４３
－３．０２７
－１．７７４
－１．０７０
０．５３４
４．６２１
１．１９０

０．００１
０．００１
０．００１
０．００１
０．００６
０．０１４
０．０１４
０．０１６
０．０２０
０．１２８

決定係数（寄与率） ０．９３８
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かに食品摂取スコアは高くなった。また現在歯

数が２０歯以上残存している者は，２０歯未満の群

より食品摂取スコアは高く，義歯装着状態では

上下総義歯装着者と義歯を装着していない者で

有意な差が認められた。さらに受診，受療行動

では，かかりつけの歯科医のある者および定期

的な歯科検診を行っている者で食品摂取応答ス

コアは高くなった。日常の生活態度および満足

度（DSDL）との関連では，DSDLが高い群で，

食品摂取応答スコアが高い傾向を示した。

３．食品摂取応答スコアを義歯装着状態ごとに要

因解析した結果，�上下顎総義歯装着者では，
義歯の状態と性差，�現在歯保有者で義歯を装
着している者では，義歯の状態，口腔内の自覚

症状および配偶者の有無，�義歯を装着してい
ない者では，口腔内所見，施設入所および好き

嫌いが有意に関連していることが示唆された。

今後の研究展開

本研究では数量的に計測することが困難な咀嚼

の自己評価としての食品摂取スコア（FAS）と，

生活の質的要因としての日常の生活態度および満

足度（DSDL）を指標化することにより相互の関連

性を検討してきた。

これらの結果から，高齢者における咀嚼機能は

現在歯や義歯の適合性も重要であることが示され

たが，その一方で現在までは取り挙げられること

が少なかった心理行動要因や生活の質的要因

（QOL）が深く関わっていることが示唆された。

口腔保健においてQOLが深く関わっているこ

とは当然のことであるが，では口腔保健の中で何

がQOLと密接に関連しているのか，あるいは口

腔保健を改善することによってどれだけ高齢者の

QOLを向上できたのかを検証することが今後重

要な問題となってくると思われる。

今後の研究の展開については，まず第一に，今

回作成した食品摂取スコアや日常の生活態度およ

び満足度の指標についての，より詳細なそして普

遍的な妥当性 validity および有効性 relaiability

を検討することが挙げられる。とくに他のスケー

ルとの関連をみることや，食品摂取スコアにおい

ては咀嚼の客観的な評価方法との関連性を検討す

ることが必要となる。本講座では松久保ら５３）が，

成人における咀嚼の主観的評価と客観的評価の比

較について研究しているが，高齢者についてはま

だデータが少ない。その上でスケールに使われる

食品や質問項目の変更あるいはスコアの重みづけ

を行っていきたいと考えている。

二番目としては，生活の質的要因と口腔保健と

の関連をさらに検討していくことである。とくに

「生きがい」，「満足度」，「あきらめ」は高齢者の

日常生活を考える上での重要な心理的な要因であ

る。これらについては本研究で使用した日常の生

活態度および満足度（DSDL）のスケールを足がか

りとして，さらに追求していきたいと考えている。

三番目は，口腔内の満足度のレベルアップにつ

ながるような口腔機能の評価方法を開発すること

である。今回の指標は咀嚼の満足度を表わすもの

であるが，咀嚼だけでなくOral Health 全体の満

足度を表わす指標を開発することを現在考えてい

る。

最後に，西暦２０００年４月より開始された介護保

険制度に関連して，高齢者本人あるいはその家族

を含めた介護者のニーズに合った口腔保健ケア

（Oral Health Care）を考えていくことが重要であ

る５４，５５）。そのために，介護保険の中での口腔保健

の位置づけを行い，口腔保健ケアを介護の中に体

系づけることが今後重要な課題であると考え

る５６）。

本稿は平成８年度東京歯科大学学長奨励研究報告とし
て，第２６４回東京歯科大学学会例会（平成１０年６月６
日，千葉）において発表した。
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