
緒 言

高齢者にとって，食生活は健康の増進と生活の質

（Quality of Life）を高める重要な要因である ．「生涯，

自分の歯で食べる楽しみを味わえるように」「80歳になっ

ても20本以上自分の歯を保とう」と日本歯科医師会では，

8020運動 を推進している．北海道でも北海道健康増進

計画「すこやか北海道21」改訂版において，歯と口腔の

健康は，「栄養の摂取」「食べ物を味わう」「会話を楽しむ」

など，健やかで豊かな生活を送る上で不可欠なものとし，

歯の健康づくりへの取り組みを重要な分野の一つとしてい

る ．口腔状態と食生活は密接に関わっており，高齢者に

ついても多くの報告がある ．しかし，これらの報告は

アンケートによる咀嚼力調査や現在歯数との関連を調査し

ており，実際の咀嚼力と食習慣の関係について調査した例

は少ない．

我々は食習慣及び口腔状態・機能の関連性について手掛

かりを得ることを目的として住民検診の場を利用した調査

を実施し，「老人保健事業対象者における口腔状態・機能

と食習慣に関する実態調査結果報告書」にその成果をまと

め報告している．本研究では，65歳以上の高齢女性の咀

嚼力と食習慣について，より詳細に検討を行ったので報告

する．

方 法

１．調査対象

後志管内の共和町が行った平成18年度基本健康診査及

びがん検診等の受診者683名（男性246名，女性437名）

のうち，食習慣調査，歯科健診，咀嚼力調査について任意

の協力が得られ，すべてのデータが揃っている65歳以上

の女性176名を分析対象とした．

２．食習慣調査

本調査では協力者の負担を軽減する目的から，佐々木ら

が開発した簡易型自記式食事歴質問票（以下BDHQ）を

用いて調査を行った ．受診者が事前に記入したもの

を検診日に回収し，調査の精度を高めるため，管理栄養士

等が検診会場で個人面接形式により回答漏れ，回答不備等

のチェックを行った．

３．咀嚼力判定

咀嚼力判定には，早川らが開発したキシリトールガム咀

嚼力判定用（以下「咀嚼力判定ガム」）を用いた ．こ

のガムには，赤，青，黄の色素が含まれており，咀嚼前は，

酸味料により酸性に傾いているため赤色の色素が発色せず

黄緑色を呈している．咀嚼により黄色，青色の色素，酸味

料の溶出等によってpHが上昇し，その結果，赤色の色素

の発色により色調の変化が生じる．検診会場で受診者に２

分間いつものようにガムを嚙んでもらい，歯科衛生士が嚙

んだガムの色調をカラーチャートと比較しピンクを「よく

嚙める」（Ａ），薄ピンクを「嚙める」（Ｂ），薄黄緑を「嚙

みにくい」（Ｃ），黄緑を「嚙めない」（Ｄ）の４段階で判

定を行った．
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４．統計処理

得られた結果は，対象者の体格差を補正するため摂取エ

ネルギーあたりの摂取量に変換するエネルギー調整 を

行った後に統計処理を行った．主要栄養素である，タンパ

ク質，脂質，炭水化物，アルコールは摂取エネルギー比

（％）で，栄養素別，食品群別，食品別の摂取量は1000

kcalあたりエネルギー密度法（摂取重量／エネルギー摂

取量×1000）で調整を行った ．咀嚼力と各項目の多重比

較はScheffe’s F testで行い，有意水準は危険率５％未満

とした．これらの解析はマイクロソフトエクセル，そのア

ドインソフトである「4Stepエクセル統計Statcel2」を

用いて行った ．

結 果 と 考 察

咀嚼力判定ガムから判定した咀嚼力と年齢，体格指数

（以下BMI），現在歯数，エネルギー摂取量の結果を表1

に示す．群間で年齢やBMIの調整は行っていないが平均

値に有意な差はなかったことから，年齢やBMIによる影

響は少ないと考えられた．咀嚼力とエネルギー摂取量につ

いても有意な差は認められなかったが，Ｄ群はＡ～Ｃ群に

比べ200kcalほど低い数値となっていた．咀嚼力が低下

すると摂取エネルギーが減少するという報告 もあり，

今回の結果も同様の傾向を示した．咀嚼力と現在歯数との

関連では，CD以外のすべての組み合わせで有意差が認め

られ，現在歯数の低下と咀嚼力の低下に強い関連が示唆さ

れた．

摂取エネルギー比（％）（表2）で比較すると，Ｄ群は

有意にタンパク質エネルギー比が減少していた一方で，炭

水化物エネルギー比は有意に上昇していた．山内らの報

告 においても，嚙めない群は炭水化物エネルギー比が

有意に高いことが報告されており，本調査でも同様の傾向

を示していた．

表2．咀嚼力判定結果と摂取エネルギー比（％)

咀嚼力判定結果 A  B  C  D 有意差

(ρ＜0.05)平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差)

タンパク質 ％ 16.3 (2.9) 16.0 (2.6) 15.7 (3.0) 13.5 (2.1) AD，BD，CD

動物性タンパク質 ％ 9.2 (3.5) 8.9 (3.0) 8.8 (3.3) 6.6 (2.1) AD，BD

植物性タンパク質 ％ 7.1 (0.9) 7.1 (0.9) 6.9 (0.8) 6.8 (0.9)

脂質 ％ 24.6 (4.1) 25.6 (4.3) 24.4 (5.3) 21.1 (5.0) BD

動物性脂質 ％ 9.7 (3.7) 10.5 (3.5) 10.1 (3.5) 8.9 (3.1)

植物性脂質 ％ 14.9 (2.5) 15.1 (3.0) 14.2 (3.9) 12.2 (4.0) AD，BD

炭水化物 ％ 59.1 (6.1) 58.4 (6.2) 59.8 (7.2) 64.6 (6.2) AD，BD，CD

アルコール ％ 0.1 (0.2) 0.0 (0.1) 0.1 (0.3) 0.8 (3.8)

：Scheffe’s F testによる多重比較結果

表1．咀嚼力判定結果と年齢，BMI，現在歯数，エネルギー摂取量

咀嚼力判定結果 A  B  C  D

人数 人 36 70 47 23
有意差

(ρ＜0.05)
平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差)

年齢 歳 71.3 (5.9) 72.0 (5.8) 73.3 (5.8) 73.1 (4.8)

BMI 24.2 (2.9) 23.8 (3.1) 23.7 (3.1) 24.0 (2.6)

現在歯数 本 22.3 (6.5) 13.2 (9.0) 7.8 (7.4) 3.2 (3.8) AB，AC，AD，
BC，BD

エネルギー摂取量 kcal 2008 (563) 2057 (647) 1972 (703) 1759 (510)

：Scheffe’s F testによる多重比較結果
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表3．咀嚼力判定結果とエネルギー調整済み栄養素別摂取量（1000kcalあたり)

咀嚼力判定結果 A  B  C  D 有意差
(ρ＜0.05)平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差)

水分 g 909.5 (186.5) 909.3 (166.8) 908.8 (141.6) 880.7 (188.6)

タンパク質 g 40.0 (7.0) 39.4 (6.3) 38.6 (7.2) 33.0 (5.3) AD，BD，CD

動物性タンパク質 g 22.6 (8.5) 21.8 (7.3) 21.7 (8.0) 16.3 (5.3) AD，BD

植物性タンパク質 g 17.5 (2.3) 17.6 (2.2) 16.9 (1.9) 16.7 (2.3)

脂質 g 26.9 (4.5) 28.0 (4.8) 26.7 (5.9) 23.0 (5.5) AD，BD，CD

動物性脂質 g 10.6 (4.0) 11.5 (3.8) 11.1 (3.8) 9.7 (3.4)

植物性脂質 g 16.3 (2.8) 16.6 (3.4) 15.6 (4.3) 13.3 (4.4) AD，BD

炭水化物 g 145.5 (15.1) 143.9 (15.1) 147.2 (17.2) 158.5 (14.4) AD，BD，CD

灰分 g 10.7 (1.3) 10.3 (1.4) 10.1 (1.3) 8.7 (1.8) AD，BD，CD

ナトリウム mg 2396.1 (298.5) 2296.5 (305.9) 2249.6 (308.9) 1955.8 (452.1) AD，BD，CD

カリウム mg 1522.9 (265.7) 1506.1 (258.9) 1461.3 (309.7) 1241.2 (325.2) AD，BD，CD

カルシウム mg 337.3 (85.6) 332.0 (85.9) 326.9 (83.5) 277.7 (75.5)

マグネシウム mg 154.7 (21.4) 151.3 (22.3) 145.6 (22.8) 126.6 (25.5) AD，BD，CD

リン mg 629.9 (112.7) 610.8 (104.8) 599.6 (109.9) 512.3 (76.2) AD，BD，CD

鉄 mg 4.43 (0.79) 4.34 (0.75) 4.20 (0.72) 3.66 (1.07) AD，BD

亜鉛 mg 4.60 (0.46) 4.57 (0.49) 4.55 (0.48) 4.27 (0.39)

銅 mg 0.73 (0.08) 0.73 (0.07) 0.71 (0.06) 0.68 (0.09)

マンガン mg 1.93 (0.45) 1.83 (0.40) 1.90 (0.44) 1.94 (0.41)

レチノール μg 156.8 (133.5) 147.8 (73.6) 128.7 (59.5) 118.5 (67.1)

β-カロテン当量 μg 2041.4 (1045.0) 1927.0 (749.4) 2065.0 (910.7) 1500.2 (1058.5)

ビタミンD μg 12.9 (6.1) 10.1 (4.7) 10.3 (5.9) 6.4 (3.4) AD，BD，CD

α-トコフェロール mg 4.16 (0.89) 4.13 (0.84) 4.04 (1.07) 3.13 (1.01) AD，BD，CD

ビタミンK μg 205.5 (71.3) 203.2 (60.8) 194.2 (74.1) 167.3 (108.7)

ビタミンB1 mg 0.42 (0.07) 0.42 (0.06) 0.41 (0.08) 0.35 (0.07) AD，BD，CD

ビタミンB2 mg 0.67 (0.13) 0.70 (0.14) 0.68 (0.14) 0.61 (0.15)

ナイアシン mg 9.11 (2.25) 8.80 (1.89) 8.55 (2.24) 6.92 (2.17) AD，BD，CD

ビタミンB6 mg 0.72 (0.14) 0.72 (0.13) 0.71 (0.16) 0.57 (0.15) AD，BD，CD

ビタミンB12 μg 6.55 (3.01) 6.16 (2.60) 5.96 (2.96) 4.11 (1.90) AD，BD

葉酸 μg 197.0 (51.2) 188.1 (48.1) 185.3 (50.1) 156.9 (58.1) AD

パントテン酸 mg 3.66 (0.50) 3.76 (0.50) 3.64 (0.59) 3.31 (0.55) BD

ビタミンC  mg 72.3 (25.3) 71.3 (25.6) 67.2 (25.3) 57.9 (23.6)

飽和脂肪酸 g 6.03 (1.24) 6.85 (1.59) 6.51 (1.66) 6.00 (1.42)

一価不飽和脂肪酸 g 9.34 (1.80) 9.67 (1.82) 9.24 (2.34) 7.85 (2.22) BD

多価不飽和脂肪酸 g 7.86 (1.22) 7.80 (1.37) 7.40 (1.83) 6.15 (1.77) AD，BD，CD

コレステロール mg 183.3 (65.8) 177.3 (64.4) 171.3 (58.6) 141.9 (56.0)

水溶性食物繊維 g 1.87 (0.49) 1.89 (0.45) 1.76 (0.52) 1.40 (0.57) AD，BD，CD

不溶性食物繊維 g 5.51 (1.04) 5.43 (1.03) 5.25 (1.04) 4.56 (1.38) AD，BD

食物繊維総量 g 7.64 (1.55) 7.59 (1.51) 7.26 (1.57) 6.15 (1.96) AD，BD

食塩相当量 g 6.05 (0.75) 5.80 (0.77) 5.68 (0.78) 4.93 (1.13) AD，BD，CD

ショ糖 g 5.28 (4.00) 6.22 (4.18) 5.25 (4.18) 6.79 (6.43)

アルコール g 0.10 (0.32) 0.04 (0.19) 0.11 (0.39) 1.18 (5.28)

n3系不飽和脂肪酸 g 1.85 (0.48) 1.75 (0.42) 1.66 (0.51) 1.29 (0.48) AD，BD，CD
 

n6系不飽和脂肪酸 g 5.97 (0.94) 6.02 (1.12) 5.71 (1.46) 4.85 (1.44) AD，BD

：Scheffe’s F testによる多重比較結果
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栄養素別（表3）に比較するとＤ群は，タンパク質，脂

質，灰分，ナトリウム，カリウム，マグネシウム，リン，

ビタミンＤ，α-トコフェロール，ビタミンＢ ，ナイアシ

ン，ビタミンＢ ，多価不飽和脂肪酸，水溶性食物繊維，

食塩相当量，n-3系不飽和脂肪酸の1000kcalあたり摂取

量が有意に低下していた．一方，炭水化物の1000kcalあ

たり摂取量は有意に上昇していた．タンパク質，ナトリウ

ム，ビタミンD，ビタミンB ，ビタミンB ，ナイアシン

の摂取量が低下することはYoshiharaら も，食物繊維

摂取量が低下することは江田 も報告しており，咀嚼力が

低い群の栄養摂取状態が悪いことが今回の調査でも確認さ

れた．

食品群別（表4），食品別（表5）に比較すると，Ｄ群で

魚介類の摂取量（表4），特に骨ごと魚の摂取量（表5）が

有意に低下していた．不飽和脂肪酸，n-3系脂肪酸は，魚

介類に多く含まれていることから これら脂肪酸の摂取

量が低いことの原因と考えられた．また，統計的に有意で

はないが，野菜，果物，藻類，いも及びでん粉類の摂取量

が低かった（表4）．特に食品別ではにんじん・かぼちゃ

といった緑黄色野菜の摂取量がＤ群で有意に低下しており

（表5），これらのことがビタミンや食物繊維摂取量低下の

原因の一つと考えられた．同様に統計学的に有意ではない

が穀類，菓子類，嗜好飲料類の摂取量がＤ群で高かった

（表4）．咀嚼力が弱いＤ群は，過去の報告 同様に食感の

柔らかい食品を摂取する傾向が今回の調査でも認められた．

一方，過去の報告 では，男性の嚙めない群で魚介類の摂

取量が増加したり，女性の嚙めない群では緑黄色野菜摂取

量の増加を認めるなど今回の調査とは異なる結果も認めら

れた．これらは，食習慣の地域差に由来することも考えら

れることから，地域ごとの調査，指導を行うことが重要と

考えられた．

本調査結果から咀嚼力と食習慣，すなわち栄養摂取パ

ターンに違いがあることが改めて確認された．今後の住民

栄養指導の場において本調査結果の活用が期待される．

最後にBDHQの使用にあたり，ご指導ご助言を頂いた，

東京大学大学院医学系研究科の佐々木敏先生，調査票回収

の労を担っていただいた道内各保健所職員，共和町職員，

調査にご協力いただいた住民の皆さんに深謝いたします．

表4．咀嚼力判定結果とエネルギー調整済み食品群別摂取量（1000kcalあたり)

咀嚼力判定結果 A  B  C  D 有意差
(ρ＜0.05)平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差)

穀類 g 200.0 (44.2) 192.0 (46.5) 202.7 (47.0) 227.3 (62.2) BD

いも及びでん粉類 g 46.4 (35.5) 41.3 (20.4) 38.2 (25.4) 31.5 (19.3)

砂糖及び甘味類 g 3.1 (2.3) 3.0 (2.9) 2.3 (1.4) 2.8 (2.1)

豆類 g 145.0 (44.4) 142.4 (51.1) 145.3 (61.9) 146.9 (65.8)

野菜類 g 139.7 (50.9) 131.4 (46.6) 142.8 (71.8) 97.4 (53.0) AD，CD

果実類 g 54.7 (35.1) 57.8 (40.4) 48.4 (34.6) 43.0 (26.3)

きのこ類 g 7.0 (8.6) 6.2 (4.6) 5.0 (3.7) 4.0 (3.1)

藻類 g 8.0 (5.8) 8.2 (5.9) 7.8 (5.6) 5.7 (4.6)

魚介類 g 63.9 (30.3) 57.2 (24.3) 56.7 (31.4) 35.5 (18.7) AD，BD，CD

肉類 g 19.6 (14.6) 23.3 (13.8) 22.8 (19.2) 20.6 (16.9)

卵類 g 13.5 (9.2) 14.2 (8.2) 13.5 (9.8) 13.4 (10.3)

乳類 g 57.3 (39.0) 79.7 (47.2) 78.8 (56.3) 81.7 (65.0)

油脂類 g 8.2 (1.8) 8.0 (2.0) 7.7 (2.9) 6.1 (2.3) AD，BD

菓子類 g 20.2 (14.8) 25.5 (19.7) 23.8 (19.2) 28.5 (24.7)

し好飲料類 g 241.7 (148.6) 227.6 (144.5) 222.9 (141.0) 252.0 (138.1)

調味料及び香辛料類 g 5.6 (2.1) 5.1 (2.9) 5.1 (2.4) 4.4 (1.4)

麺スープ g 32.5 21.1 42.3 27.5 35.2 26.4 28.0 25.7

：Scheffe’s F testによる多重比較結果
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表5．咀嚼力判定結果とエネルギー調整済み食品別摂取量（1000kcalあたり)

咀嚼力判定結果 A  B  C  D 有意差
(ρ＜0.05)平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差) 平均 (標準偏差)

低脂肪乳 g 23.0 (36.0) 27.2 (43.1) 33.9 (40.5) 22.8 (35.8)

普通乳 g 34.3 (35.6) 52.5 (37.9) 45.0 (45.1) 58.9 (58.9)

鶏肉 g 5.8 (5.2) 8.8 (9.5) 8.2 (9.6) 9.3 (11.5)

豚肉・牛肉 g 11.3 (11.9) 11.8 (8.6) 12.1 (13.6) 9.3 (7.9)

ハム g 2.4 (2.5) 2.6 (3.3) 2.5 (2.4) 1.9 (2.1)

レバー g 0.2 (0.9) 0.1 (0.4) 0.1 (0.4) 0.1 (0.3)

いか･たこ･えび･貝 g 5.9 (4.1) 9.4 (9.9) 8.1 (6.1) 5.5 (4.9)

骨ごと魚 g 15.3 (13.1) 8.1 (10.7) 8.8 (11.8) 4.2 (5.1) AB，AD
ツナ缶 g 0.9 (2.1) 0.7 (1.2) 1.2 (1.7) 0.6 (1.2)

干物 g 14.0 (9.5) 12.4 (9.3) 12.6 (10.2) 8.1 (6.7)

脂がのった魚 g 11.1 (10.1) 11.6 (10.2) 9.9 (9.6) 8.5 (12.0)

脂が少ない魚 g 16.6 (14.8) 14.9 (10.4) 16.1 (15.7) 8.6 (6.5)

たまご g 13.5 (9.2) 14.2 (8.2) 13.5 (9.8) 13.4 (10.3)

とうふ・油揚げ g 29.0 (13.5) 30.6 (19.7) 24.3 (15.2) 23.0 (20.9)

納豆 g 14.0 (10.4) 14.7 (7.3) 12.8 (9.4) 11.6 (9.8)

いも g 46.4 (35.5) 41.3 (20.4) 38.2 (25.4) 31.5 (19.3)

漬物(緑葉野菜) g 4.9 (6.8) 4.4 (5.1) 5.1 (5.8) 5.2 (7.1)

漬物(その他) g 11.1 (8.1) 12.2 (7.9) 10.7 (6.9) 8.1 (8.1)

生(レタス・キャベツ) g 12.6 (7.1) 12.1 (8.2) 12.8 (10.1) 7.0 (5.4)

緑葉野菜 g 21.8 (17.7) 19.3 (13.5) 20.0 (14.4) 18.5 (24.3)

キャベツ g 24.6 (11.0) 22.1 (16.5) 23.7 (19.7) 14.1 (9.9)

にんじん・かぼちゃ g 12.6 (7.1) 12.0 (5.7) 13.1 (8.1) 7.1 (5.3) AD，BD，CD
だいこん・かぶ g 23.2 (12.3) 18.2 (9.7) 19.5 (14.3) 16.7 (13.8)

根菜 g 19.1 (11.5) 19.3 (10.7) 19.9 (15.3) 13.2 (11.6)

トマト g 9.8 (9.7) 11.9 (12.2) 18.0 (19.7) 7.6 (9.9) CD
きのこ g 7.0 (8.6) 6.2 (4.6) 5.0 (3.7) 4.0 (3.1)

海草 g 8.0 (5.8) 8.2 (5.9) 7.8 (5.6) 5.7 (4.6)

洋菓子 g 6.2 (8.3) 9.0 (9.2) 8.0 (10.4) 9.1 (10.9)

和菓子 g 4.8 (4.9) 5.2 (6.2) 5.2 (6.4) 8.5 (12.7)

せんべい g 6.3 (5.6) 6.1 (6.1) 5.2 (6.0) 6.7 (5.6)

アイスクリーム g 2.9 (3.9) 5.2 (10.4) 5.3 (7.8) 4.2 (7.0)

柑橘類 g 17.7 (18.9) 17.6 (20.4) 15.6 (14.7) 16.6 (15.0)

かき・いちご g 16.2 (20.2) 18.4 (16.0) 11.4 (12.0) 12.9 (11.2)

その他果物 g 20.8 (17.7) 21.8 (19.6) 21.4 (17.9) 13.5 (11.4)

マヨネーズ g 3.0 (2.1) 2.7 (2.9) 2.7 (2.3) 2.1 (1.4)

パン g 10.9 (12.9) 11.7 (12.5) 10.8 (12.3) 6.1 (4.8)

そば g 8.3 (8.3) 9.2 (9.6) 7.2 (6.8) 6.7 (8.6)

うどん g 9.5 (6.2) 13.9 (11.0) 15.2 (17.8) 10.4 (10.0)

ラーメン g 5.2 (6.9) 7.4 (10.1) 3.8 (4.7) 2.4 (3.6)

パスタ類 g 7.4 (14.8) 7.0 (11.5) 5.4 (6.8) 4.0 (7.6)

緑茶 g 128.9 (108.6) 120.5 (102.1) 132.8 (125.0) 128.7 (121.5)

紅茶・ウーロン茶 g 22.0 (51.5) 15.0 (32.7) 19.0 (37.0) 14.4 (29.9)

コーヒー g 75.5 (80.0) 71.2 (89.1) 51.5 (60.1) 74.6 (75.7)

コーラ g 5.2 (8.8) 5.1 (12.2) 4.4 (8.6) 10.9 (19.3)

100％ジュース g 8.6 (15.6) 15.2 (28.7) 12.6 (20.0) 17.0 (26.6)

砂糖 g 1.5 (2.3) 1.7 (2.8) 1.0 (1.4) 1.5 (2.0)

めし g 158.8 (45.2) 142.7 (54.0) 160.4 (48.5) 197.6 (63.0) BD
みそ汁 g 102.0 (43.9) 97.1 (44.5) 108.2 (61.2) 112.3 (60.4)

日本酒 g 0.5 (2.3) 0.2 (1.4) 0.1 (0.5) 0.0 (0.0)

ビール g 1.0 (3.7) 0.4 (1.5) 2.5 (10.2) 2.0 (8.2)

焼酎 g 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.2) 4.5 (21.4)

ワイン g 0.0 (0.0) 0.0 (0.4) 0.0 (0.2) 0.1 (0.4)

めんスープ g 32.5 (21.1) 42.3 (27.5) 35.2 (26.4) 28.0 (25.7)

しょうゆ量 g 0.8 (0.2) 0.7 (0.3) 0.8 (0.3) 0.8 (0.3)

調理食塩 g 1.8 (0.3) 1.7 (0.4) 1.6 (0.5) 1.4 (0.5) AD
調理油 g 8.2 (1.8) 8.0 (2.0) 7.7 (2.9) 6.1 (2.3) AD，BD
調理砂糖 g 1.5 (0.5) 1.3 (0.5) 1.3 (0.6) 1.3 (0.7)

：Scheffe’s F testによる多重比較結果
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