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抄録：高齢者が社会環境の中で能力を再開発し心豊
かに生きることは，来るべき超高齢社会において重
要な意味を示している。このたび館山市および千葉
市の生涯大学校に通う６０～７０歳代学生の歯数，咬
合，骨密度を調査する機会を得たので，８０２０達成者
に対して行った同様の調査結果と比較検討し，彼ら
の８０２０達成への可能性を探った。対象者は，館山市
生涯大学校に通う男女４３名，千葉市生涯大学校に通
う男女４６名である。口腔内診査の結果，平均現在歯
数は館山市２５．１±４．６本，千葉市２５．７±４．６本で，
反対咬合はみられず良好な咬合を示した。骨密度
（BUA）の平均値はそれぞれ７５．２±２２．０dB/MHz，
７２．０±１７．０dB/MHz であり，男女とも同年代に比
較して高い値を示した。生涯大学校生は歯数が多く
良好な咬合を有し，高い骨密度を示したことなどか
ら，将来８０２０達成が期待できると考えられた。

緒 言

平成２２年のわが国の人口において，６５歳以上の占
める割合は総人口の２３．１％１）と５人に１人を占めて
いる。厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所
は，６５歳以上の高齢者が人口に占める高齢化率は
２０６０年には３９．９％まで上昇し，人口の４割が高齢者

という「超高齢社会」の到来を予測している２）。こ
れら高齢者がより良く社会で生きていくために，歯
科においては，平成元年から厚生省（現・厚生労働
省）と日本歯科医師会が「８０歳になっても２０本以上
の自分の歯を保とう」という８０２０運動を提唱し，国
民の幅広い年代に呼びかけている。昭和６２年に行わ
れた歯科疾患実態調査において８０歳以上で２０本以上
の歯を有する者の割合は７．０％，１人平均現在歯数
は４．０本３）であった。８０２０運動提唱後，約２０年経過し
た平成１７年の歯科疾患実態調査においては８０～８４歳
で２０本以上の歯を有する割合は２１．１％，１人平均現
在歯数は８．９本４）と調査開始以降最も高い保有数と
なっているものの，高齢者の５人に１人に過ぎず目
標達成にはさらなる努力が必要である。花田ら５）は，
８０２０達成者率を上げるための今後の研究視点とし
て，横断調査ではなく縦断調査を行うこと，対象年
齢をより若い年齢に設定すること，全身健康状態を
示す指標を明確にする必要性などを挙げている。す
なわち８０歳で２０本の歯を有するには，８０歳に至る前
の年代での調査や啓蒙が必要であると述べている。
これまでの８０歳以上の高齢者を対象にした歯列・

咬合の研究では，茂木や宮崎ら６～８）および石川ら９）の
研究より，８０２０達成者は正被蓋を有し良好な咬合で
あること，咀嚼能力が高く生活の質や生活自立度
（ADL : Activity of Daily Life）が高いことなどが報
告されている。しかし，８０歳に至る前の年代，特に
６０～７０歳代を対象とした研究はほとんど行われてい
ない。そこで今回，千葉県内の生涯大学校２校（館
山市および千葉市）に通学する６０～７０歳代の学生に
対して口腔内診査を行い，現在歯数，咬合を調査し
た。また全身健康度の客観的指標となる骨密度の測
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定１０），および生活状況に関するアンケート調査を行
い，彼らの８０２０達成の可能性を知るために本研究を
行った。

対象者および方法

対象者は館山市生涯大学校に通う男女４３名（平均
年齢６４．８±３．１歳），男性２９名（平均年齢６５．１±３．３
歳），女性１４名（平均年齢６３．９±２．３歳），千葉市生涯
大学校に通う男女４６名（平均年齢６６．９±４．２歳），男
性２２名（平均年齢６８．３±４．２歳），女性２４名（平均年齢
６５．７±３．９歳）である（表１）。調査項目は，口腔内診
査，骨密度検査，杉ら１１）の方法を応用した生活状況
についてのアンケート調査を行った。口腔内診査
は，現在歯数と咬合を調査した。骨密度の測定に
は，超音波による骨密度測定装置（Cuba Clinical,
MaCue Ultra sonics Ltd., Winchester, England）を
用いて行い，対象者の左踵骨における広域超音波
減衰率［BUA : Broadband Ultrasonic Attenuation
（dB/MHz）］を測定した（図１）。対象者には本研究
の目的ならびに方法に関する説明を行った上で同意
を得，ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理

指針を遵守し行った。なお，超音波による骨密度測
定については東京歯科大学倫理委員会にて審議され
使用の承認を得ている（受付番号：０８２）。

結 果

館山市生涯大学校の平均現在歯数は２５．１±４．６本
（男性２５．５±４．９本，女性２４．５±５．７本），千葉市生涯
大学校の平均現在歯数は２５．７±４．６本（男性２５．４±
５．４本，女性２６．０±３．８本）と，どちらも平均現在歯
数は２５歯を超えており，男女間に有意差はなく（表
２），また２校間にも有意差はなかった（表３）。
骨密度（BUA）は，館山市生涯大学校は平均７５．２

±２２．０dB/MHz（男性８２．３±１１．３dB/MHz，女性６２．７
±１９．４dB/MHz），千葉市生涯大学校は平均７２．０±
１７．０dB/MHz（男性７８．０±１４．１dB/MHz，女性６３．３
±１７．９dB/MHz）であり，男性は女性より高く有意
差を認めた（表４）。２校間の有意差はなかった（表
５）。また，男女とも本装置の平均値よりも高い値
を示した（表６）。
咬合は，館山市では，正常咬合１３名，上顎前突１３

名，叢生７名，過蓋咬合４名，その他６名（図２），

表１ 対象者の平均年齢（歳）
館山市生涯大学校学生概要 千葉市生涯大学校学生概要

男性 女性 合計 男性 女性 合計

人 数 ２９ １４ ４３ 人 数 ２２ ２４ ４６
年 齢 幅 ６１～７３ ６１～６８ ６１～７３ 年 齢 幅 ６２～７９ ６０～７４ ６０～７９
平均年齢 ６５．１±３．３ ６３．９±２．３ ６４．８±３．１ 平均年齢 ６８．３±４．２ ６５．７±３．９ ６６．９±４．２

表２ 対象者の平均現在歯数（本）

館山市

男女 男性 女性 有意差

平均現在歯数 ２５．１±４．６ ２５．５±４．９ ２４．５±５．７ n. s

千葉市

男女 男性 女性 有意差

平均現在歯数 ２５．７±４．６ ２５．４±５．４ ２６．０±３．８ n. s

表３ 館山市と千葉市の現在歯数の比較（本）

館山市の現在歯数 千葉市の現在歯数 有意差

男性 ２５．５±４．９ ２５．４±５．４ n. s

女性 ２４．５±５．７ ２６．０±３．８ n. s図 1 超音波による骨密度測定装置（Cuba Clinical, MaCue
Ultra sonics Ltd., Winchester, England）
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千葉市では，正常咬合１６名，上顎前突１６名，叢生９
名，過蓋咬合３名，その他２名（図３）でありほぼ同
様の分布であった。
生活状況のアンケートは健康管理に関連する３項

目を選び検討した（表７）。健康についての関心
は，２校とも非常にある・ややあるを含めると９０％
以上の人が関心があると答えた。また食事の準備を
含めた家事を館山市では８５％以上千葉市では９５％以
上の人が行っており，日常生活について特に支障は
認められなかった。また，自ら運動している人は館
山市で８３．７％，千葉市で９３％であった。

考 察

生涯大学校とは，６０歳以上の人が広く新しい知識
を身につけ仲間づくりを図るとともに，学習の成果
を地域活動に役立てるなど社会参加による生きがい

を得ることを目的としている。現在，都道府県や市
町村による生涯大学校が全国に設置されており，現
在千葉県では，主要都市部を中心に１３ヶ所存在す
る。学生は定期的に大学校に通い，さらなる生活知
識や社会福祉の習得，および園芸や陶芸といった技
術などを学びコミュニケーションを図っている。
今回，館山市および千葉市の生涯大学校生の口腔

内診査および骨密度の測定の機会を得たが，平均現
在歯数は２校とも２５歯を超えており，歯科疾患実態
調査の同年代の一般集団における平均現在歯数１７歯
と比較してかなり高い保有を示し，歯数からみる
と，ほぼ４０～５０歳代に匹敵すると考えられる４）。
咬合では，２校とも正常咬合，上顎前突，叢生が

多くみられ，８０２０達成者と同様に正被蓋を有し，反
対咬合を認めなかった６，７）（図２，３）。これは前歯誘
導をもつことが臼歯部の保護となることを示唆して
いる。山口ら１２）は，長期にわたる反対咬合の場合，
外傷性咬合など好ましくない症状を起こしやすく，

表４ 対象者の骨密度の平均値（BUA；db/MHz）

館山市

男女 男性 女性 ｐ値

骨密度 ７５．２±２２．０ ８２．３±１１．３ ６２．７±１９．４ ＜０．００１

千葉市

男女 男性 女性 ｐ値

骨密度 ７２．０±１７．０ ７８．０±１４．１ ６３．３±１７．９ ＜０．００１

表５ 館山市と千葉市の骨密度の比較（BUA；db/MHz）

館山市のBUA 千葉市のBUA 有意差

男性 ８２．３±１１．３ ７８．０±１４．１ n. s

女性 ６２．７±１９．４ ６３．３±１７．９ n. s

表６ 館山市および千葉市の骨密度と本装置平均値との比較

男性

館山市 千葉市

平均年齢（歳） ６５．１± ３．３ ６８．３± ４．２
BUA（db/MHz） ８２．３±１１．３ ７８．０±１４．１
Cuba Clinical の平均値（db/MHz） ７６．１ ７３．８

女性

館山市 千葉市

平均年齢 ６３．９± ２．３ ６５．７± ３．９
BUA（db/MHz） ６２．７±１９．４ ６３．３±１７．９
Cuba Clinical の平均値（db/MHz） ５４．９ ５１．３

図２ 館山市の咬合状態の種類とその数 図３ 千葉市の咬合状態の種類とその数
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咬合崩壊の誘因となり，歯の喪失につながると考察
している。今回の調査からも２５歯以上の保有と良好
な咬合，特に正被蓋が関係していると考えられる。
骨密度は，男女差があり年齢とともに減少する傾

向がみられた。内藤ら１３）は，骨密度の値は年齢とと
もに減少し，特に６０歳以上の女性におけるBUAの
年間変化率の減少は，同世代の男性と比較すると２
倍大きい値を示したと述べている。女性の場合，骨
密度に与える因子として，閉経との関連が考えられ
ているが１４～１６），今回は，閉経年齢は調査していない
ため関連は不明である。しかし，２校の男女にみら
れた骨密度の平均値の高さは，良好な咬合に基づく
健全な食事や咀嚼が，全身に影響を及ぼしていると
推測できる。加齢による骨密度の減少は避けられな
いが，食事や運動を中心とした適切な生活指導が望
まれる。現在歯数と骨密度の値は，２校の男女それ
ぞれに有意差が認めらなかったことから，他の区域
における生涯大学校においても同様の結果が得られ
るのではないかと推測される。
日常生活に関するアンケート調査の結果をみる

と，９０％以上の人が健康について関心があり，日常
生活をほとんどの人が自分一人で行動することがで
き，食事の準備を含めた家事や運動を行っており，
健康への関心の高さだけでなく，積極的に自ら行動
していることがわかった（表７）。秋坂ら１７）は，骨密
度は加齢による減少とともに，日常生活とくに運動
機能の影響を受けやすいと述べている。８０歳を対象
に同様の調査をした安細ら１８）によると，良い口腔内
状態が保たれている者ほど，身体的にも健康であ
り，精神的に自立している可能性が高いと述べてお
り，今回の結果からも同様の期待ができる。現役を
退いた後も，自ら進んで生涯大学校に通うという強
い意志と行動は，健康とくに口腔への関心と協調す
るものと考えられた。

結 論

館山市および千葉市の生涯大学校に通う６０～７０歳
代学生は，２５本以上の歯を有し，比較的良好な咬合
を示していた。良好な咬合は適切な食生活を送るこ
とができ，結果として，全身の健康度指標である骨
密度の高い維持につながると考えられる。このまま
の状態を維持していけば，将来８０２０達成の可能性が

あると考えられた。
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健康について関
心があります
か？
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掃除や食事の準
備等の家事をど
の程度します
か？
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Oral status and BUA in elderly persons in sixties and seventies
at senior colleges in Chiba Prefecture
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Japan has a rapidly aging society，suggesting the need to ensure that the growing number of elderly
is able to live comfortably． The purpose of this study was to evaluate number of teeth，occlusion and
bone mineral density（Broadband Ultrasonic Attenuation : BUA，Cuba Clinical，MaCue Ultra sonics Ltd.，
Winchester，England）in mature students in their sixties and seventies attending senior colleges to com-
pare the results with those from research into the “8020” project in order to explore the possibility of this
target being achieved． The subjects comprised 43 healthy students in Tateyama City and 46 healthy
students in Chiba City． The mean number of present teeth was 25.1±4.6 in Tateyama and 25.7±4.6 in
Chiba． Occlusion was normal and no anterior crossbite was observed，which agrees with results from
earlier “8020” research． The mean value of BUA was 72.0±22.0dB/MHz in Tateyama and 72.0±17.0dB/
MHz in Chiba，which was higher than that in subjects of the same age reported by of Cuba Clinical．
These results suggest that the present target population can be expected to achieve the “8020”．

（The Shikwa Gakuho，１１２：６０５～６０９，２０１２）
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