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要旨：咬合状態と健康観および運動能力の関連性を明らかにする目的として，総咬合力と健康観，運動能力との関係に
ついて調査を行った．
調査対象は埼玉県下の中学 2年生 187名（男子 98名，女子 89名）であった．総咬合力にはデンタルプレスケールを用
い，この結果から平均＋1SD 以上群と平均－1SD 以下群に分類して健康観と運動能力について比較検討を行った．
その結果，健康観は，平均＋1SD 以上群では男子 79.2ポイント，女子 82.5ポイントを示し，平均－1SD 以下群では男
子 66.2ポイント，女子 68.6ポイントであり，平均＋1SD 以上群のほうが健康観の高いものが多かった（p＜0.05）．運動
能力テストは，男子 50 m 走および男子立ち幅跳びにおいて成績が優れており（p＜0.05），その他全てのトラック競技，フ
ィールド競技においても平均＋1SD 以上群は，平均－1SD 以下群と比較して良好な結果であった．
咬合状態が良好なものは健康観が高く，運動能力も高い傾向にあることが示され，歯科保健と健康観，運動能力の関連
性が示唆された．
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Abstract : The purpose of this study was to clarify the relationship between the occlusal condition and health philoso-
phy or athletic ability evaluated in terms of total biting force, health philosophy and sports test.

The subjects who participated in this study were 187 children（98 males and 89 females）of the 2nd grade junior high
school in Saitama Prefecture. The subjects were divided into two groups, one group over the mean ＋1SD and the other

under mean －1SD of the total biting force.
As to the results on health philosophy, in the group with the average biting force of over ＋1SD, the score was 79.2

points for males, 82.5 points for females. For the under －1SD group, it was 66.2 points for males and 68.6 points for fe-

males. Thus, the ＋1SD group had as higher score for health philosophy than the －1SD group（p＜0.05）. In all track and
field sports, the result for the ＋1SD group showed greater athletic achievement than those for the －1SD group, especially

in the 50 m running, jumping tests for males（p＜0.05）．
The results of this study suggest a direct relationship between dental health and health philosophy or athletic ability.
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緒 言

学校保健活動は，保健管理と保健教育からなってい

る．このうち保健教育分野では，健康に必要な知識，日

常生活で実践できる基礎的技能の習得を目指してい

る1）．教育材料として，歯・口は身近で，自分で確認す

ることができる上，理解しやすい題材として良く用いら

れている．このことから学校歯科保健分野においては

「歯科保健活動を通じての生涯にわたる健康つくり」を

念頭におき，教育活動が行われている．ここで重要なこ

とは，歯・口を通して食生活やそれに続く心身の総合的

発育・発達，将来の健康増進につながっていくことであ

る．

ところで健康増進の要として，栄養・休養・運動の 3

点が上げられる．近年問題となっている生活習慣病や内

臓脂肪症候群といった疾病の予防的観点からも，重要な

位置を占め，年齢層にとらわれない保健教育の重要性が

増してきている2）．

このような背景をもとに，咬合関係や口腔内状況とス

ポーツに関して様々な検討がなされており3−9），学齢期

から成人，老人までの各ステージでの検討がされてい

る．これらの結果から，スポーツの結果の良好な人は，

よりよい咬合状態の人であり，スポーツをするときにも

咀嚼筋が働いている事が既に示されている．

しかし，学齢期に培われた健康観と，口腔内状況，運

動能力について検討したものは少ない．そこで，本研究

では歯科保健と健康観，運動能力との関連性を明らかに

することを目的とした．それぞれを示すものとして，総

咬合力，健康観，体力・運動能力調査（以下，スポーツ

テスト）の結果について調査を行い，これらの関連性に

ついて検討した．

調査対象および方法

本調査は埼玉県下の某中学校 2年生，213名（男子 112

名，女子 101名）を対象とした．実施時期は健康診断の

一環として行われる歯科検診終了時とした．体調不良の

ため欠席した生徒を除き，下記に示した 3点の資料を全

て回収できた生徒を有効とし分析の対象とした．また，

統計学的検定には Student’s t-test を用いた．実施にあた

り文部科学省及び厚生労働省の疫学研究に関する倫理指

針に則った．分析の対象とした生徒は 187名（男子 98

名，女子 89名）で，有効回答率 87.8％であった．

1．総咬合力

歯科保健を示すものとして総咬合力を用いた．測定す

るにあたって「デンタルプレスケール�」（以下，プレス

ケール，GC，東京），及び「オクルーザー�（GC，東

京）」を用いた．プレスケールは，大きさや測定可能圧

の範囲によって数種類あるが，今回は中学生を対象とし

ており，またほとんどの生徒の第二大臼歯が萌出してい

ると考えられるため 50 H タイプ R／サイズ M タイプ

を用いた．測定方法は，歯科検診終了後対象者と術者が

向かい合わせにいすに座り，何回かタッピングを行わせ

た．その後再度日常生活での咬合状態を確認させ，プレ

スケールを対象者の口腔内に最後臼歯まで覆うように保

持し，咬頭嵌合位にて 5秒間最大の力でかみしめてもら

った．今回は，総咬合力の値が平均より 1標準偏差以上

はなれている生徒を±SD 群とした．そして，この 2群

間の検討を行った．

2．健康観

本来の健康観とは，完全に良好な状態をめざす姿勢を

示すものであるが，今回は他の指標と検討するため健康

度とし visual analog scale（以下 VAS）を用いて行っ

た．Fig 1に示すように 10 cm の直線状に 0と 100を示

し「あなたの健康度はどのくらいだと思いますか？」と

いう質問で，直線上に自由に矢印を付けさせた．そして

0からこの矢印までの距離を測定し，この児童の健康観

として評価した．

3．運動能力

運動能力は，文部科学省が毎年実施しているスポーツ

テストの結果を用いた．

結 果

1．総咬合力

平均の総咬合力は，＋1SD 群においては，男子 19名

─────────────────────────────
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Fig 1 Visual analog scale.

38 深井智子・安井利一 明海歯学 36, 2007



で 996.4±118.2 N，女子 14名で 1108.9±184.2 N，－1SD

群においては，男子 15名で 312.5±50.9 N，女子 7名で

226.7±85.9 N であった．

2．健康観

健康観は，＋1SD 群は，男子平均 79.2ポイント，女

子平均 82.5ポイント，－1SD 群では男子平均 66.2ポイ

ント，女子平均 68.6ポイントであり，統計学的有意差

を認め，＋1SD 群のほうが健康観の高いものが多かっ

た（p＜0.05）．

3．運動能力

50 m 走は，男子は，＋1SD 群 7.6±0.4秒，－1SD 群

8.1±0.9秒であり統計学的有意差を認めた（p＜0.05）．

女子は，＋1SD 8.4±0.4 秒，－1SD 8.5±0.3 秒であっ

た．

立ち幅跳びは，男子は，＋1SD 群 223.6±19.3 cm，

－1SD 群 211.1±14.0 cm であり統計学的有意差を認め

た（p＜0.05）．女子は，＋1SD 188.1±16.1 cm，－1SD

172.4±25.4 cm であった．

Table 1, 2に示すように，その他の全てのトラック競

技，フィールド競技においても＋1SD 群は，－1SD 群

と比較して良好な結果であった．

考 察

口腔内状況が良好な児童生徒が，スポーツテストの結

果がよく，健康観も高いことを想像することは容易であ

る．しかし，学齢期に培われた健康観と，口腔内状況，

スポーツについて検討したものは少ない．そこで，これ

らの関連性について検討を行った．

1．総咬合力とスポーツについて

今回は，プレスケールとオクルーザーを用いて総咬合

力の測定を行った．プレスケールは，大きさや測定可能

圧の範囲によって数種類あるが，今回は 50 H タイプ R

／サイズ M を用いた．50 H タイプ R／サイズ M は，

食いしばりによって増加する圧力を 5 Mpa から 120 Mpa

の間で測定できる．また，今回対象としたのが中学 2年

生の生徒であり，小児歯科学会の報告10）によれば 13歳

の日本人では，殆どの人の第二大臼歯が萌出している．

以上のようなことから，使用するプレスケールを決定し

た．

使用済みのプレスケールは，冷暗所で保管する事が望

ましい11, 12）とされていることから，一定の温度が保ちや

すいように冷蔵庫の中で保管し速やかにオクルーザーで

測定した．

咬合力は，姿勢の影響を受けるとの報告13, 14）もある

が，これらの報告で比較されたのは座位や臥位，またフ

ランクフルト平面に対する頭部の角度であった．しかし

今回は，検診時の座位でプレスケールをかんでもらうた

め，上下顎が滑走しないよう注意を払うのみとした．

咬合力の大部分は日常の咀嚼筋群に依存することが示

されており15−17），多くの知見では男子のほうが女子に比

べて，咬合力は大きいとされている18, 19）．しかし，今回

＋1SD 群では，男子に比べ女子の平均総咬合力は大き

くなった．咬合力は，咬頭の形態と傾斜，歯軸の方向な

どによっても影響される20）．女子の歯の萌出は男子より

も早いということ10）から，女子の歯は男子より咬耗して

いるためではないかと考えた．

健康増進に重要とされている成人期以降では，良好な

Table 2 Average values for track and field event for the groups with a biting force greater or less than 1SD（girls）．

biting force
grip
（kg）

back muscular
（cm）

front stretch
（cm）

repetitive horizontal
jump（times）

long-distance
race（sec）

sprinting
（sec）

the long jump
（cm）

handball throw
（m）

under －1SD group 27.0 23.3 53.4 45.9 267.0 8.5 172.4 12.0

over ＋1SD group 29.3 25.0 56.2 47.4 265.5 8.4 188.1 13.6

Table 1 Average values for track and field event for the groups with a biting force greater or less than 1SD（boys）．

biting force
grip
（kg）

back muscular
（cm）

front stretch
（cm）

repetitive horizontal
jump（times）

long-distance
race（sec）

sprinting
（sec）*

the long jump
（cm）*

handball throw
（m）

under －1SD group 33.7 28.3 42.3 52.6 381.4 8.1 211.1 22.4

over ＋1SD group 36.3 28.7 43.6 53.1 372.4 7.6 223.6 23.5

*：p＜0.05
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咬合状態である者の方が悪い状態の者より運動習慣とそ

の種類が豊富であるということが指摘されている6）．こ

のように口腔の維持と良好な状態が，健康づくりには必

要であると考えられる．既に咬合状態とスポーツとの関

係についてはいくつかの知見が報告されている．それら

の報告は，咬合状態と骨格筋の活動度7−9），咬合力とス

ポーツパフォーマンス3−5）をテーマにして書かれてい

る．また，近年の調査から，スポーツの結果の良好な人

は，よりより咬合状態の人であり，スポーツをするとき

にも咀嚼筋が働いていることが既に示されている21）．

今回は運動能力として，文部科学省が毎年実施してい

るスポーツテストの結果を用いた．その結果，中学生期

においても総咬合力の大きな生徒のほうが全ての競技に

おいて優れていた．

2．総咬合力と健康観

健康観とは，心身ともに完全に良好な状態をめざす姿

勢を示すものであり，このような健康に対する考え方

は，成長過程である中学生期に形成され，習熟すること

で，生涯を通じて健康を維持していく過程で重要な位置

を占める．

ところで，中学生期になると理解力も発達し，口腔内

では混合歯列期から永久歯列期の完成へとつながる時

期10）でもある．また口腔内の管理が出来ている生徒とそ

うではない生徒の差がはっきり出てくる時期でもあり，

思春期おける身体の成長期であるとともに，様々な不安

を感じやすい時期22）でもある．

この時期の健康観を示すことは，その後の保健教育に

おいて有効な手段となる．また，数値で表すことができ

れば，更に理解を深めることが出来ると考えられる．よ

って，今回は，他の指標と検討を行うため，VAS とし

て示した．

今回，＋1SD 群の方が－1SD 群に比べ有意に高い結

果となった．これは，咬合状態の良好な生徒では，確か

な健康観が確立している可能性があると考えられた．

結 論

本研究では歯科保健と健康観，運動能力との関連を明

らかにすることを目的として，総咬合力を指標として用

い，健康観，運動能力の関連性について検討した．

その結果，総咬合力が高い生徒は，健康観が高く，運

動能力も高い傾向にあることが示され，歯科保健と健康

観，運動能力の関連性が示唆された．
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