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抄録：８０２０達成者は咀嚼能力が高く生活の質

や生活自立度が高いことが報告されている。我々は

不正咬合と歯牙喪失の関連性に着目し８０２０達成

者４１名の咬合状態を調査した結果，８０２０達成者

の咬合および顎顔面形態が正常に近いことを既に報

告した。今回は同資料の質問紙調査結果および口腔

診査結果から８０２０達成者の生活や身体の状態お

よび口腔保健状態を検討した。この結果，８０２０

達成者は健康を自認し外出に不自由がなく生活満足

度が高い傾向があった。半数以上が歯周病症状を有

していたが，歯磨き習慣に加え歯列が整い口腔清掃

管理がしやすい状況であること，喫煙率が低いこ

と，定期検診受診率が比較的高いことが歯数の維持

に関与している可能性が推察された。

緒 言

８０２０達成のためには，う蝕や歯周病を予防し

歯を長期維持することが重要である。う蝕の原因と

しては口腔清掃・砂糖摂取・唾液の量や質，歯周病

の原因としては口腔清掃・糖尿病・喫煙習慣・骨粗

鬆症などが挙げられるが，これらがどの程度８０２０

達成へ関与しているかは不明である。

一方，我々は矯正歯科の見地から不正咬合が歯牙

維持に与える影響に着目し文京区及び千葉市におい

て調査を行い，８０２０達成者は咬合および顎顔面

形態が正常に近いという知見を得，既に報告してい

る１～４）。

今回は，千葉市在住の対象者に行った質問紙調査

および口腔診査結果から，８０２０達成者の生活の

質や身体の健康，口腔保健状態，口腔機能状態，歯

周疾患罹患状態について検討した。

資料及び方法

対象は，平成１０，１１年度に千葉市主催の長生き良

い歯のコンクールに参加した千葉市在住の８０２０

達成者４１名（男２０名，女２１名）である。長生き良い歯

のコンクールは８０歳以上で２０本以上の歯が残ってい

る高齢者を表彰する催しである。対象者には本研究

の概要を説明し同意を得て資料採取を実施した。今

回は，採取した資料のうち質問紙調査および口腔内

診査の結果について分析を行った。質問紙調査の内

容は８０２０達成者の生活状態，身体の健康状態，

口腔保健状態，口腔疾患および機能状態などであ

る。口腔診査はデンタルミラーを使用して水平位で

歯科治療状況を診査し，口腔写真およびパントモグ

ラフィーで確認した。またCPI プローブにて歯周

疾患の診査を行った。顎関節症状の診査は，顎関節

部を触診し開閉口時の疼痛・運動異常・関節雑音の

有無を調べた。

結 果

１．８０２０達成者の平均年齢および歯科治療状態

８０２０達成者の平均年齢は，８２y５m（８０y～９０

y），平均現在歯数は２５．３歯であった（表１）。歯科

治療状態は，健全歯３５．６％，処置歯４６．９％，未処置
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歯４．９％，架工義歯・有床義歯８．２％，欠損歯・先天

欠如歯４．５％であった（表２）。

２．８０２０達成者の生活状態

質問紙への記入は，８０２０達成者本人が７５．６

％，家族が２４．４％行っていた。８０２０達成者は

９５．１％が自宅在住で，家族形態は夫婦のみが３１．７

％，子・孫ら親類と同居が４１．５％，単身は２４．４％，

その他が２．４％と様々であった。過去の職業は男性

は管理職，技能・技術職，経営者，専門職が自営

業，事務職，販売職に比べて多く，女性は約７割が

主婦であった。

個人の行動範囲を示す外出の状況は，遠方へ外出

可能が４６．３％，近所なら外出可能が５１．２％，眼が不

自由なためあまり外出しないは２．４％であった（表

３）。従って外出に障害となる特殊な場合を除きす

べての人が外出可能であった。

生活に対する満足度は，満足しているが６８．３％，

おおむね満足しているが２２．０％で，合計すると９０．３％

が現在の生活に満足していた（表４）。一方，やや不

満足が７．３％（男性１名，女性２名），不満足は２．４％

（女性１名）であった。不満の理由は，脳卒中による

車椅子生活，関節リウマチによる歩行不良，眼が不

自由などの身体的不満と単身生活の不満であった。

３．８０２０達成者の健康状態

健康を自認する人は３５名で８５．４％であった（表

５）。やや不安あるいは自信がないものは６名で

あった。理由は脳血管障害による歩行困難（杖，車

椅子使用）が２名（男性１名，女性１名），関節リウ

マチや腰痛による直立，歩行困難が４名（男性１

名，女性３名）であったが，それでも近所には外出

すると答えていた。入院経験者は約６割であった。

身体の不自由の有無に関しては，男性は不自由が

あるが５．０％と少数であるのに対し，女性は半数以

上の１１名，５２．４％が身体の不自由を感じていた（表

６）。内訳は耳が遠い，目が不自由が女性各１名，

脳血管障害による歩行困難が男女１名ずつで，骨粗

鬆症・関節リウマチ・腰痛・膝の痛みに起因する直

立および歩行困難は女性８名であった。

持病は，男性は高血圧が最多で４５．０％，以下順に

糖尿病３５．０％，心臓病２０．０％，眼疾患２０．０％，腰痛

１５．０％の順であり骨粗鬆症は０％であった。一方女

性は，骨粗鬆症が４７．６％と最多で，腰痛３８．１％，高

血圧３３．３％，眼疾患２８．６％の順であった。

表２ ８０２０達成者の歯科治療状態

健全歯 処置歯 未処置歯 架工義歯・
有床義歯

欠損歯・
先天欠如歯 ※現在歯 ※喪失歯 合計

平均歯数 １０．３ １３．６ １．４ ２．４ １．３ ２５．３ ３．７ ２９．０
％ ３５．６ ４６．９ ４．９ ８．２ ４．５ ８７．４ １２．６ １００．０

※現在歯：健全歯＋処置歯＋未処置歯
※喪失歯：架工義歯・有床義歯＋欠損歯・先天欠如歯

表３ 外出の状態

男性 女性 合計

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

遠方へも外出する １０ ５０．０％ ９ ４２．９％ １９ ４６．３％
近所なら外出する １０ ５０．０％ １１ ５２．４％ ２１ ５１．２％
外出はあまりしない ０ ０．０％ １ ４．８％ １ ２．４％

計 ２０ １００．０％ ２１ １００．０％ ４１ １００．０％

表４ 生活の満足度

男性 女性 合計

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

満足 １３ ６５．０％ １５ ７１．４％ ２８ ６８．３％
おおむね満足 ６ ３０．０％ ３ １４．３％ ９ ２２．０％
やや不満足 １ ５．０％ ２ ９．５％ ３ ７．３％
不満足 ０ ０．０％ １ ４．８％ １ ２．４％

計 ２０ １００．０％ ２１ １００．０％ ４１ １００．０％

表１ ８０２０達成者の概要

男性 女性 合計

人数 ２０ ２１ ４１
年齢幅 ８０～９０y ８０～８７y ８０～９０y
平均年齢 ８２y１０m ８１y１１m ８２y５m

平均現在歯数 ２５．６ ２５．１ ２５．３

歯科学報 Vol．１０４，No．２（２００４） １４１

― 27 ―



４．口腔保健および口腔機能状態

喫煙の有無に関しては，喫煙が男性１０．０％，女性

０％，喫煙していたがやめたが男性２５．０％，女性

４．８％，非喫煙が男性６５．０％，女性９５．２％であり，

調査時点での非喫煙率は男性９０．０％，女性１００％で

あった（表７）。

一日一回以上歯を磨く人は９５．１％で，回数は１

回，２回，３回が各３１．７％ずつであった（表８）。

定期歯科検診は毎年受診するが２２．０％，数年おき

に受診するが４．９％，問題があれば受診するが６１．０％

であった。ほとんど歯科を受診しないは１２．２％で

あった（表９）。

若い頃の歯並びに関する質問では，４１．５％が良

かった，４３．９％が比較的良かったと答え，あまり良

くなかったは１４．６％，悪かったと答えた人はいな

かった（表１０）。

また，CPI（歯周疾患治療必要度）の診査結果は，

健全であるが１２．２％，プロービング後に出血するが

１４．６％，歯石が存在するは９．８％，４～５ｍｍの歯

周ポケットが存在するが５３．７％，６ｍｍ以上のポ

ケットが存在するが９．８％であった（表１１）。した

がって，８０２０達成者の６０％以上が軽度，中等度

歯周炎と判定された。

顎関節診査に関しては，顎関節症状有症者は１２．２％

と低く症状は関節雑音のみであった（表１２）。咀嚼機

能に関しては，よく噛めるが８５．４％，比較的よく噛

めるが１４．６％で，噛めないと回答したものはいな

かった。またどんな種類の食べ物でも全員が噛める

と回答しており，顎機能は良好と考えられた（表

１３）。

表５ 健康状態

男性 女性 合計

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

健康 ５ ２５．０％ ５ ２３．８％ １０ ２４．４％
まあ健康 １３ ６５．０％ １２ ５７．１％ ２５ ６１．０％
やや不安 ２ １０．０％ ２ ９．５％ ４ ９．８％
自信がない ０ ０．０％ ２ ９．５％ ２ ４．９％

計 ２０ １００．０％ ２１ １００．０％ ４１ １００．０％

表６ 身体の不自由

男性 女性 合計

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

特になし １９ ９５．０％ １０ ４７．６％ ２９ ７０．７％
ある １ ５．０％ １１ ５２．４％ １２ ２９．３％

計 ２０ １００．０％ ２１ １００．０％ ４１ １００．０％

表７ 喫煙の有無

男性 女性 合計

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

喫煙 ２ １０．０％ ０ ０．０％ ２ ４．９％
喫煙していた ５ ２５．０％ １ ４．８％ ６ １４．６％
非喫煙 １３ ６５．０％ ２０ ９５．２％ ３３ ８０．５％

計 ２０ １００．０％ ２１ １００．０％ ４１ １００．０％

表８ 一日の歯磨き回数

人数 ％

１日３回 １３ ３１．７％
１日２回 １３ ３１．７％
１日１回 １３ ３１．７％
ときどき ２ ４．９％
磨かない ０ ０．０％

計 ４１ １００．０％

表９ 定期歯科検診受診率

人数 ％

毎年受ける ９ ２２．０％
数年おきに受ける ２ ４．９％
問題があればいく ２５ ６１．０％
あまり歯医者にいかない ３ ７．３％
この１０年受けていない ２ ４．９％

計 ４１ １００．０％

表１０ 若い頃の歯並びはどうだったか

人数 ％

よかった １７ ４１．５％
比較的よかった １８ ４３．９％
あまりよくなかった ６ １４．６％
悪かった ０ ０．０％

計 ４１ １００．０％
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考 察

８０２０達成者は非達成者より咀嚼能力が高く，

８０２０達成が生活の質や生活自立度にも関与する

ことは多数報告されている５～１２）。高齢者が多くの歯

を喪失すると全身の健康や運動機能に影響し７），さ

らに痴呆症との関係１３），骨密度や骨粗鬆症との関

係１４，１５）などが推測されており，歯の喪失を防ぎ

８０２０を達成することは重要な課題といえる。

今回対象とした８０２０達成者は，約１／４が単身

世帯であったが，ほとんどが自宅在住で，外出に支

障がなく半数近くが遠方へも外出可能であった。生

活には９０．３％が満足していたが，岩手県の調査８）に

よれば平均歯数が５．０本の８０歳の生活満足度も９０．０％

と高いため，日本の８０歳は歯数を問わず生活満足度

が高いと推測される。

また健康状態に関しては，健康を自認している人

は８５．４％であったが，岩手，福岡，愛知３県の８０歳

を対象とした調査６）では，平均現在歯数が６．０本で，

体の調子が良い又は普通であるが約８５％であった。

設問内容は同一ではないが，健康に関する認識は８０

歳の時点では歯数による差が少ないと考えられた。

一方，健康に自信がないと答えたものは女性に多

く，その理由として関節リウマチや腰痛による直

立，歩行困難，脳血管障害による歩行困難をあげて

おり，高齢者にとって自由に歩けることが健康の重

要な指標であると考えられた。同様の理由で体が不

自由であると回答したものは男性は少数であったが

女性は半数以上であり，８０２０達成者の直立，歩

行状態には性差が示された。

また持病に関しては，女性の８０２０達成者は約

半数が骨粗鬆症であり男性は骨粗鬆症はおらず高血

圧が多かった。骨粗鬆症が歯周疾患のリスクとな

り，８０２０達成に影響を与える可能性も報告され

ている１４，１５）が，今回の調査では８０２０達成者とい

えども女性は骨粗鬆症が多かった。

一方，喫煙と歯周疾患は関連性が強い事が報告さ

れている１６）。岩手，福岡，新潟，愛知各県の８０歳を

対象とした調査６）では，非喫煙男性が７４．０％，女性

が９４．０％であるが，８０２０達成者は男性９０．０％，

女性１００．０％で，女性は差が少ないが男性は８０２０

達成者の方が喫煙率が低く，歯周病予防に影響を与

えている可能性が示唆された。

一日一回以上の歯磨きは８０２０達成者の約９５％

が実施していたが，尾道市の８０歳を対象とした調

査５）では約９３％，岩手，福岡，愛知各県の調査６）では

約８４％と報告されており，日本の高齢者は良く歯磨

きをするといえる。したがって歯磨き習慣が８０２０

達成に及ぼす影響を知るには詳細な歯磨きの仕方ま

で検討する必要があるだろう。

定期歯科検診受診の状況に関しては，岩手，福

岡，愛知県６）では，歯科医院に定期的に行くものが

約２％，悪くなったら行くが約８０％であったが，本

調査では毎年受診が２２％で８０２０達成者の定期検

診率は高いと考えられた。

口腔機能に関しては，尾道市の調査５）では，約９％

が良く噛めないと答えていたが，８０２０達成者は

全員が何でも噛めると解答し，顎関節症症状も極め

表１３ 食物はよく噛めますか

人数 ％

よく噛める ３５ ８５．４％
比較的よく噛める ６ １４．６％
よく噛めない ０ ０．０％
噛めない ０ ０．０％

計 ４１ １００．０％

表１１ CPI の結果

人数 ％

０：健全 ５ １２．２％
１：プロービング後の出血 ６ １４．６％
２：歯石の有無 ４ ９．８％
３：４～５ｍｍの歯周ポケット ２２ ５３．７％
４：６ｍｍ以上の歯周ポケット ４ ９．８％

計 ４１ １００．０％

表１２ 顎関節症状に関する診査結果

なし あり

人数 ％ 人数 ％

開閉口障害 ４１ １００．０％ ０ ０．０％
疼痛 ４１ １００．０％ ０ ０．０％
関節雑音 ３６ ８７．８％ ５ １２．２％

顎関節症状 ３６ ８７．８％ ５ １２．２％
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て少なく咀嚼機能は良好に維持されていた。

また８０２０達成者は半数以上が軽～中等度の歯

周疾患に罹患していたが，若い頃から歯並びがよく

男性の喫煙率が一般より低いことや定期検診受診率

が高いことが歯周病の悪化を防いでいる可能性も推

察された。

結 論

８０２０達成者は健康を自認し，外出に不自由が

なく，生活の満足度が高く，比較的良好な咬合状態

および口腔機能状態であるものが多かった。半数以

上が歯周病症状を有していたが，若い頃から歯並び

がよく口腔清掃などの管理がしやすい状況であるこ

と，一日一回以上歯磨きをする者が多いこと，喫煙

率が低いこと，定期検診受診率が比較的高いことが

８０２０達成に関与する可能性が示唆された。
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Report on dental diseases, quality of life, oral health and general health
of elderly persons over 80 years old with at least 20 teeth

Haruyo MIYAZAKI，Etsuko MOTEGI，Chiaki SAITO，Morihiro HARAZAKI，
Nobuhiro SUZUKI＊，Kenichi YATABE，Hideharu YAMAGUCHI
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It has already been reported that elderly Japanese people with many remaining teeth have high chewing

ability and QOL. We previously studied facial and occlusal characteristics of 41 subjects（２0 males, 21 fe-

males）aged 80 and up with 20 or more functional teeth remaining, and the results indicated that the elderly

with many remaining teeth had relatively normal occlusal relationship. In this study, we reported QOL, oral

health and function of the same sample of 80－20 achievers, Half of the 80－20 achievers could go out up to

a long distance, 90％ were satisfied with life, 85％ felt healthy, and９５％ brushed their teeth more than once

a day. The Smoking rate was lower. On the other hand,８５％ answered their teeth arrangement and occlusion

were excellent when they were young. TMJ symptoms were found in１０％, which is a low late, and the symp-

tom was sound only. Although half of them had light or medium periodontal disease, all of the 80－20 achiev-

ers could eat anything. （The Shikwa Gakuho，１０４：１４０～１４５，２００４）
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