
　1．平成24年度 高齢者の口腔機能と栄養との関連（文献調査から得られた知見の概要）
　①高齢者の低栄養は早期の介入が必要
　　高齢者の低栄養状態は、たんぱく質の欠乏とエネルギーの欠乏が複合して起こる

Protein Energy Malnutrition（PEM）が大部分です 1）。高齢者の低栄養の原因は、社
会的要因、精神・心理的要因、加齢や疾病の影響等、多くの因子が関与しているので、
これらの問題に介入するには多くの職種の方々の関与が必要です 49）。しかし、すで
に高度な低栄養状態にある高齢者の栄養を改善することは困難である場合が多く、リ
スクがありそうだという段階で介入しないと低栄養を改善することは難しいといわれ
ています 49）。高齢者の低栄養には早期の介入が必要です。

　②口腔機能の評価・栄養の評価
　【口腔機能の評価】目的に合った評価方法を用いる
　　咀嚼の主観的評価方法には、咀嚼可能食品の自己評価、義歯の使用感・満足度が用

いられていました。咀嚼の客観的評価方法では、口腔内構造の評価として、現在歯数
（残存歯数）等の歯の数やアイヒナー・インデックス（奥歯の噛み合わせによる分類）、
あるいはこれを参考にした咬合の状態で評価されています。さらに、咀嚼の機能の評
価としては、咬合力、咬合接触面積、舌圧、咀嚼試料として人工試料カプセル、ある
いはグミやゼリーを用いた咀嚼検査が使われています。

　　嚥下機能の評価としては、反復唾液嚥下テスト、水飲みテスト・改訂水飲みテスト、
フードテストが用いられていました。必要に応じて嚥下内視鏡検査やビデオ嚥下造影
検査も行われています。

　　口腔の機能を評価するための各種方法は、口腔の機能の一部を評価するものであり、
各種検査が何を評価対象としているものかを理解し、これらを系統的に用いることが
必要です 47）。

　【栄養の評価】スクリーニングからアセスメントへ
　　栄養評価は、栄養スクリーニングで栄養不良のリスクおよび栄養関連障害のリスク

を判定し、さらに栄養アセスメントにより臨床データ、食物摂取データ、身体組成デー
タ、生化学データなどを収集し、栄養不良状態を判定しています。栄養スクリーニン
グには、体重減少、食事摂取量の低下、極端なやせがもっとも信頼性のある指標で
す。詳細な栄養評価には、さらに詳しい病歴、診察などを加えて総合的に判断すべき
です 30）。栄養アセスメント・パラメーターには、身体組成（身長・体重・BMI・上
腕筋周囲長・上腕三頭筋皮下脂肪厚・下腿周囲長等）と生化学的パラメーター（血清
アルブミン値・血中ヘモグロビン値等）があります 49）。

　　MNA（Mini Nutritional Assessment）は、日本国内における地域在宅高齢者に対
して有用な評価ツールであり、体力、生活機能、抑うつ状態といった高齢者の低栄養
リスク因子をも包括して評価できる可能性があります 31）。なお、MNA はコミュニケー
ションがとれない、経管栄養を受けている高齢者などでは使用できない欠点がありま
すが、主観的包括的栄養評価法（SGA：Subjective Global Assessment）は、そのよ
うな高齢者にも使用可能です 49）。

　　栄養摂取状況の評価方法としては、食品群の摂取頻度調査や半秤量式食事記録法、
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あるいは簡易型自記式食事歴法といわれる質問票（BDHQ）を利用して、エネルギー
摂取量、栄養素摂取量、食品群別摂取量を推定することができます。

　※MNA は巻末資料に掲載しております。

　③口腔機能と栄養との関連
　【歯の喪失が咀嚼能力に与える影響】歯を多く失うと義歯を入れても咀嚼能力は戻らない
　　歯を失うほど咬合力は弱くなります 11）。複数の咀嚼能力の評価方法を用いて、歯

が多くある者（平均歯数 27.4 歯）と多くの歯を失った義歯使用者（平均歯数 4.9 歯）
とを比較した研究では、すべての客観的評価法で有歯顎者の咀嚼能力は義歯使用者よ
り 6 倍以上高い数値が得られていました 33）（図 1）。このことから、咀嚼能力が低下
している場合には調理の工夫が必要です。

　【嚥下機能と栄養】嚥下機能は栄養に関連する
　　菊谷ら 18）は、要介護高齢者では、咬合支持領域と BMI に関連は認められなかった

が、嚥下機能の低下を示した集団ほど BMI がより低下を示したことから、要介護高
齢者の栄養状態の改善のためには、咀嚼機能ばかりでなく嚥下機能を含めた口腔機能
全般に対する関わりが必要であることを強調しています（図 2）。

　　　有歯顎者の咀嚼能力は義歯使用者より 6 倍以上高い数値が得られた（図はイメージ）．図 １

　　　嚥下機能の低下を示した集団ほど BMI がより低下を示した（図はイメージ）．図 ２
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　【舌の機能と栄養】舌の機能は栄養に関連する
　　児玉ら 16）は、たんぱく質・エネルギー低栄養状態群の栄養状態と舌圧との関係を

検討した結果、口腔機能とくに舌の機能は要介護高齢者の栄養状態と関連しており、
低栄養の予防のためには、全身の筋力強化と同様、舌に対するリハビリテーションが
必要であるといっています（図 3）。

　【総エネルギー摂取量】口腔機能が低下すると総エネルギー摂取量は低下する
　　口腔機能と総エネルギー摂取量の関係について、山本式咀嚼能率判定の変法 32）、

自己評価による咀嚼能力 11）、残存歯数・総義歯装着 35），37）、未補綴喪失歯の有無 39）に
ついて検討した以上の報告では、いずれも口腔機能の低下が進むと、総エネルギー摂
取量は低下する結果でした。

　【栄養素摂取量】口腔機能が低下すると栄養素のバランスの崩れにつながる
　　栄養素摂取量との関係については、噛めない群で炭水化物エネルギー比が有意に高

い 11）、総義歯使用者でたんぱく質・脂質摂取量が有意に低下している 37）、現在歯数
が少ない者では、たんぱく質・ミネラル類・ビタミン類・食物繊維の摂取量が減少し、
炭水化物摂取が増加する 4）といった報告があり、歯が少ない、かめていないことは
栄養素のバランスの崩れにつながっていることがわかります（図 4）。

　　　低栄養の予防のためには、全身の筋力強化と同様、舌に対する
リハビリテーションが必要である（図はイメージ）．

図 ３

　　　現在歯数が少ない者では、炭水化物の摂取量増加とたんぱく質・食物繊維・
ミネラル類・ビタミン類の摂取量減少が認められた（図はイメージ）．

図 4
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　【食品群別摂取量】歯を失うと噛みにくい食品群を避け噛みやすい食品群をよく食べる
　　食品群別摂取量との関係について、健常高齢者（70 歳）の男性の咀嚼能力の低い

群で、緑黄色野菜群・その他の野菜・果物群の摂取量が有意に少なくなっていました（女
性では栄養摂取状況との関連は認められませんでした）6）。現在歯数の少ない者で、豆・
野菜・果実・きのこ・魚介・肉・乳・油脂類の摂取量が少なく、穀類の摂取量が多く 4）（図5）
加えて要補綴歯数が多い者は、いも・野菜類・食物線維類の摂取が少なかったです 5）。
噛めない群は、穀類や卵類といった調理操作後のテクスチャーが柔らかい食品を有意
に多く摂取していました 11）。歯数の減少とともに総義歯になると、特に肉類及び魚
介類の摂取低下を認めました 35）。

　　これらの報告から歯の喪失が進むと、噛みにくい食品群を避け、その代償として穀
類などの噛みやすい食品を多く摂取することにつながっています 4）。

　【男女による栄養摂取の差】女性は調理の工夫で食品の多様性が確保できる
　　女性は健康や食生活に対する関心が男性に比べて高く、また自分自身で食事の内容

を決め、調理することが多いことから、口腔機能がある程度低下しても栄養摂取量の
不足を生じることが少ない 44）と推察されています（図 6）。

　　逆に、男性は口腔機能が低下すると、低栄養に陥りやすいかもしれません。
　　高齢者の低栄養防止・重症化予防には男女の差を考慮する必要がありそうです。

　　　現在歯数の少ない者で、野菜・果実・きのこ・豆・肉・魚介・乳・油脂類の摂取量が少なく、
穀類の摂取量が多かった（図はイメージ）．

図 5

　　　女性は健康や食生活に対する関心が男性に比べて高く、また自分自身で食事の内容を決め、
調理することが多いことから、栄養摂取量の不足を生じることが少ない（図はイメージ）．

図 6
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　2-2　平成 24・25 年度　高齢者の口腔機能と栄養との関連調査
　①高齢者の口腔機能と栄養との関連調査の目的
　　在宅医療における医療的ケアは、低栄養状態に起因する褥瘡管理や経管栄養管理の

頻度が高く、一度このような状況に陥れば回復は困難です。とりわけ高齢期は歯周病
やむし歯により歯を失う時期にあたり、食生活が容易に変容し栄養状態へ影響を与え
る可能性は十分に想像できます。従って、自立して生活している頃からの低栄養予防
対策が重要です。また、咀嚼機能の低下は食行動や食習慣に影響を与え、摂取食品や
栄養素の偏りを生じさせ、生活習慣病発症の一因となっています。そこで、歯科保健
の切り口から高齢者の低栄養を予防するために、口腔機能が低栄養に及ぼす影響につ
いての調査を行うこととしました。

　②平成 24 年度高齢者の口腔機能と栄養との関連プレ調査（MNA－SF）
　　歯科診療所に通院する高齢者にはどの程度の低栄養者がいるのか？
　　歯科診療所に通院する 256 名の高齢者のうち、MNA－SF（MNA ショートフォー

ム）を用いた判定では、低栄養 4%、At risk 29%、栄養状態良好 67% で、低栄養・
At�risk 合わせて 33%（1/3）でした。男女の有意差はありませんでした。前期高齢者と
後期高齢者では、後期高齢者で低栄養・At risk の者が多くいることがわかりました。

　　調査票は巻末の資料に掲載しています。

　③平成 25 年度高齢者の口腔機能と栄養との関連調査（MNA）
　　歯科診療所に通院する高齢者の約 3 割に低栄養あるいはそのおそれがあった
　　歯科診療所に通院する 244 名の高齢者のうち、MNA（MNA フルバージョン）を

用いた判定では、低栄養 4%、At risk 25%、栄養状態良好 72% で、低栄養・At�risk
合わせて約 30%でした。男女の有意差はありませんでした。前期高齢者と後期高齢
者では、後期高齢者で低栄養・At risk の者が多くいました。

　④口腔機能と栄養（MNA）との関連
　　口腔機能と MNA との関連は、基本チェックリスト 2 項目（固いものが食べにくい・

口の渇きが気になる）、主観的咀嚼能力、客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）、食べる速さ、
現在歯数、抜歯適応歯数、アイヒナー分類（噛み合わせの分類）、調理の状況、通院
している傷病のうち 9 つの傷病（高脂血症、難聴、狭心症・心筋梗塞、肝炎・肝硬変、
その他の消化器の病気、アトピー性皮膚炎、腰痛症、骨粗鬆症、貧血・血液の病気）
でした。

　⑤口腔機能の代表項目
　　基本チェックリスト 3 項目のいずれかに関連のあった口腔の構造あるいは口腔機能

の評価項目は、現在歯数、抜歯適応の歯数、アイヒナー分類（奥歯の噛み合わせによ

　　　MNA（Mini Nutritional Assessment）による低栄養の判定結果図 １
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る分類）、客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）でした。これら 4 項目を口腔機能の代表項
目としました。

　⑥口腔機能代表項目と MNA 各項目との関連
　　現在歯数と有意な関連があった MNA 項目は、たんぱく質の摂取、果物・野菜の摂取、

脹脛の周囲長でした。抜歯適応（ある／なし）と有意な関連があった項目は、食欲不
振・消化器系の問題、体重の減少、神経・精神的問題、たんぱく質の摂取でした。ア
イヒナー分類と有意な関連があったのは、多剤の内服、たんぱく質の摂取、健康状態
の自己評価、脹脛の周囲長でした。客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）と有意な関連があっ
たのは、神経・精神的問題、たんぱく質の摂取、果物・野菜の摂取、水分の摂取、栄
養状態の自己評価、健康状態の自己評価、上腕中央の周囲長でした（図 2）。

　⑦調査項目間の関連の強さ
　　口腔構造の項目間、栄養評価の項目間を除き、項目間の関連が強かったものの上位

は、客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）と現在歯数（0.5842）・アイヒナー分類（－0.5610）・
欠損補綴歯数（－0.4950）、主観的咀嚼能力と固いものが食べにくい（0.4071）、口の渇
きが気になるとうつ 5 項目の「はい」の数（0.3841）でした。（数値は Spearman の順位
相関係数：数値の絶対値が大きいほど関連性が強いことを示す。いずれも p ＜ 0.0001）

　⑧主観的咀嚼能力と客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）は一致しない
　　現在歯数群と客観的咀嚼能力は

有意な傾向性を示している（歯が
多いほど噛める）が、主観的咀嚼
能力では同様の傾向はみられませ
ん。歯が少ない者のうち実際に噛
めていなくても噛めていると判断
している者がおり、咀嚼能力の客
観的な評価の必要性を示していま
す（図 3）。

　　　口腔機能代表項目と NMA 各項目との関連（矢印で結ばれた項目間は有意な関連があった）図 ２

　　　現在歯数群と客観的咀嚼能力（黒）の関係、
現在歯数群と主観的咀嚼能力（白）の関係

図 ３
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　⑨栄養状態に関連する口腔機能は何かを年齢と性の影響を除いて探る
　　低栄養状態になるかどうかに関連している口腔機能は何か、年齢・性を調整して

行った結果、選択された項目は、口の渇き、主観的咀嚼能力、客観的咀嚼能力（グミ
15 秒値）、むし歯の治療でした。口の渇きが気になる者は、ならない者より約 5 倍栄
養不良でした。同様に、主観的咀嚼能力が 1 段階劣ると約 2 倍、むし歯治療に通院す
るような状況も約 2 倍でした。また、客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）で噛めない者
は噛める者より約 2 倍栄養不良の者がいることがわかりました。

　⑩食べる機能の低下の流れのイメージ
　　口腔清掃不良・歯垢の増加といった口腔管理の放置は、むし歯・歯周病を誘発し歯

の喪失につながります。やがて残存歯が減少し咬合は不安定となり、これらは口腔機
能の低下要因となります。舌圧の低下や咬合力の低下といった口腔機能の低下は、食
べる機能の阻害要因となり、食べる機能の低下へとつながります。常食は刻み食とな
り、なんらかの介入がなければ経管栄養になっていきます。影響要因を考慮しながら、
介入点で適切な介入が必要です（図 4）。

　⑪高齢者の口腔機能と栄養との関連イメージ
　　食べる機能の低下の流れのイメージに、「高齢者の口腔機能と栄養との関連調査」

の結果を加えました。むし歯の通院・抜歯適応の歯数は、栄養と関連し、現在歯数は
アイヒナー分類とよく相関し、栄養と関連がありました。客観的咀嚼能力（グミ 15
秒値）は現在歯数とよく相関し、栄養と関連がありました。また、主観的咀嚼能力は、
客観的咀嚼能力とは独立して栄養と関連していました。口腔乾燥感は栄養と関連し、
うつ状態とも相関がありました。口腔の客観的評価項目が共通して関連していた栄養・
食品は、たんぱく質の摂取と果物・野菜の摂取でした。栄養と基礎疾患との関連もみ
られました。

　　　島根県健康福祉部高齢者福祉課：これからの介護予防の方向性と着眼点．
平成 17 年 3 月．「食べる機能の低下の流れ」

図 4
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　⑫まとめ
　１）歯科診療所に通院する高齢者のなかに低栄養あるいはそのおそれのある者が約 3

割いることがわかりました。歯科診療所に通院する高齢者の口腔機能と MNA によ
る栄養評価との関連が認められました。

　２）介護予防のための基本チェックリスト口腔 3 項目のいずれかに関連する口腔機能
評価項目を、口腔機能代表項目としての選択を試みたところ、現在歯数、抜歯適応
の歯数、アイヒナー分類、客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）が残りました。口腔機
能代表項目と栄養評価項目は多くの項目で関連していることがわかりました。特に
口腔機能の客観的評価項目の低下が、たんぱく質の摂取減と果物・野菜の摂取減に
繋がり、食の多様性を失う可能性があることが示唆されました。

　３）客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）と現在歯数、アイヒナー分類、欠損補綴歯数は
それぞれ順に相関が強く認められました。また、主観的咀嚼能力と固いものが食べ
にくいとの相関、口の渇きが気になるとうつ 5 項目の「はい」の数の相関も強く認
められました。なお、主観的咀嚼能力と客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）は一致し
ないので、それぞれの評価を行う必要があります。

　４）年齢、性を調整した上で、高齢者の口腔機能のうち栄養と関連していた項目は、
口の渇きが気になる、主観的咀嚼能力、客観的咀嚼能力（グミ 15 秒値）、むし歯の
治療でした。

　５）歯科診療所で低栄養をスクリーニングし、管理栄養士・栄養士とともに栄養改善
に向けた連携・協働の取り組みは、低栄養予防のための有効な対策として期待でき
ることがわかりました。

　　　島根県健康福祉部高齢者福祉課：これからの介護予防の方向性と着眼点．平成 17 年 3 月．
「食べる機能の低下の流れ」に高齢者の口腔機能と栄養との関連調査」の結果を加えた。
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Ⅱ　虚弱高齢者対策としての食支援




