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歯を失い義歯を新製した高齢者の気持ちの変化に関する一考察
－義歯新製前後の気持ちに着目して－
Case Study of an Elderly Woman Who Obtained Artificial Teeth:
Focusing on the Changes in Her Feelings
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齢者の義歯新製前後の気持ちを明らかにし、その変化を

Ⅰ．はじめに

考察することを目的とした。

歯の喪失を示す欠損の原因は、齲蝕（むし歯）と歯周

Ⅱ．研究方法

疾患がそれぞれ約 40％を占めている。齲蝕では 20 代に最
も多く見られるが、歯周疾患では 40 歳代に急速にその喪
1）

1．研究デザイン

失頻度を増す 。治療方法は喪失した歯の数と部位によっ

本研究は、歯を失った高齢者の義歯新製前後の気持ち

て異なるが、歯の欠損部を支台装置と矯体で連結し固定

というほとんど明らかにされていないテーマについて、

性と可撤性があるブリッジを装着するか、多数喪失ある

対象者の語りをもとに探求するため、質的記述的研究法

いは全歯喪失の場合は部分床義歯（部分入れ歯）または

を用いた。
2．用語の定義

2）

全部床義歯（総入れ歯）による修復となる 。
歯の欠損により残存歯数が 20 歯未満の者では、20 歯以

本研究において気持ちとは、「歯の欠損や義歯新製に対

上の者に比べて生活の満足度が低く、生活の満足度を構

して抱く、主に感覚的、感情的な心の状態」と定義した。

成する食生活、生きがい、経済的不安、気分、人間関係、

3．研究対象者

社会の一員という項目においても、すべて 20 歯未満の群

歯の欠損により義歯を新製した高齢者 1 名。歯科医師よ

3）

の方が有意に満足度が低いことが明らかになっている 。

り紹介を受けた患者に対し、研究者が文書を用いて研究協

特に生活の満足度に及ぼす影響が一番大きいのが食生活

力を依頼し、同意が得られた者を研究対象者とした。
4．データ収集方法

だった。
一方、歯科外来を訪れる高齢者の主訴のうち最も多い
4）

半構成的面接法を実施し、義歯が入るまでの経過、歯

のは、義歯に関係したものである 。義歯の使い心地の悪

がないことで困ったことやその時の気持ち、義歯を入れ

さで最も多かったものは、順にガタガタする、噛みあわ

る前後の義歯に対する考えなど、義歯新製前後の気持ち

せが悪いなどの「入れ歯の不適合」
、次いて歯ぐきが痛い、

について質問を行い、なるべく自由に話してもらった。

舌が痛いなどの「口腔障害・痛み」や、話がもれる、しゃ

面接内容は対象者の了承を得た上でＩＣレコーダーに録

べりにくいなどの「会話障害」
、および食べにくい、味覚

音し、面接終了後に逐語録とした。

5）

が無いなどの「摂食障害」が報告されている 。しかし義
歯について使用者の気持ちに焦点をあてた研究は少なく
6）

5）

、十分とは言えない。そこで、本研究では歯を失った高

１）

5．データ分析方法
作成した逐語録を繰り返し精読し、テーマに関連する
部分を抽出し、意味を損なわないように要約し、コード
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とした。全コードについて義歯新製の前後に分けそれぞ

以下、義歯新製前後のカテゴリーについて説明する。

れについて類似性と差異性を比較検討し、類似する内容

コードは〈

を持つものをカテゴリーとして集め、その内容を示すカ

また語りの中で意味の分りにくい箇所は、研究者が（

テゴリー名を付けた。

で補った。

6．倫理的配慮

〉で示し、Ａ氏の語りをゴシック体で示す。
）

1）義歯新製前の気持ち

研究対象者へは、研究協力は自由意思によること、断る
場合や中断した場合も不利益がないこと、匿名性の保持、

（1）【喉に詰まらせることへの不安】
このカテゴリーは、咀嚼が十分にできないまま固形の状

データを研究目的以外に使用しないこと、研究者の連絡先

態で食べ物を飲み込んでしまい、実際に〈硬いものは詰ま

について口頭と文書で説明し、署名をもって同意を得た。

らせそうになったことがあった〉という体験からくるＡ氏

Ⅲ．結

果

の不安を示す。主に〈詰まらせそうになったものは果物、
煎餅、ブロッコリーである〉
。このような経験により、
〈詰

1．研究対象者の概要

まらせることが不安で硬いものは食べなくなった〉
。

A 氏、70 代後半、女性。既往歴なし。200X 年に欠損を

Ａ氏「だって第一、じゃあお煎餅は食べるのやめようとか、

主訴に受診し、この時の残歯は上顎に 6 本、下顎に 8 本で

硬いリンゴはやめようとかね、ナシはやめようと

あった。上顎の前歯の欠損箇所にブリッジを装着し、前歯

かね。そういうのが案外ああいう硬いものが、
あの、

のみが使用可能となった。奥歯はなく咀嚼できない状態で

残りやすいんですよ、口の中で。案外カステラみ

あったが、A 氏の希望により義歯は新製しなかった。その

たいな柔らかいものはとろけるからあれなんだけ

後 200X ＋ 2 年の再診時には、初診時にブリッジを装着し

ど、それが飲んで詰まらせたりしたこともあって。
」

た箇所がさらに欠損していた。治療方法としてブリッジの

（2）【食事へのもどかしさ】

再装着と、部分床義歯による欠損補綴処置が行われ、これ

このカテゴリーは、咀嚼機能が低下し、様々な食べ物

により上顎に 14 本、
下顎に 14 本の歯が存在する状態となっ

を食べられなくなったことで生まれた、自分自身への情

た。家族構成は一人暮しであるが、隣家に息子夫婦と孫が

けなさや苛立ち、また家族との外食にも抵抗を感じるよ

住んでいる。食事は息子の嫁が作り、昼食と夕食は一緒に

うになったといったＡ氏の気持ちを指す。

食べている。面接は義歯装着から約 5 週間後に実施した。

具体的には、
〈煎餅、リンゴ、ナシなどが食べられない

2．歯を失った高齢者の義歯新製前後の気持ち

ことに苛立ちを感じた〉、漬物のパリパリ感が好きだった

Ａ氏が語った内容を義歯新製前後に分けて分析したと

が、塩揉みをして柔らかくしないと〈噛めないことによ

ころ、表 1、表 2 に示す通り、義歯新製前では 4 つのカテ

りイライラした〉、また大好きなクロワッサンをかぶりつ

ゴリー（以下、
【】
で示す）
、
義歯新製後では 6 つのカテゴリー

くことができず、
〈食べられないことに悔しさを感じた〉

（以下、
《》で示す）を見出すことができた。
義歯新製前のＡ氏は、物を食べるとき【喉に詰まらせる

というＡ氏の気持ちを表している。また〈自分だけが食
べられないことが情けないので、焼肉屋に行くときは息

ことへの不安】を感じ、咀嚼が十分にできないことにより

子家族だけで行ってもらっていた〉。

好きな食べ物が食べられない状態にあった。そのため【食

Ａ氏「情けないなぁって思いますよ。みんなね、沢庵な

事へのもどかしさ】を感じるようになり、
【食べられない
ことを隠したい】という羞恥心が生まれた。また、
【友人
により抱いた入れ歯への悪いイメージ】により、歯が揃っ
ていないにもかかわらず義歯の新製を拒んでいた。

んかポリポリ食べてるのに、私だけ…あはは。
」
（3）【食べられないことを隠したい】
このカテゴリーは、自分が食べられないことにコンプ
レックスを抱き、他人と食事をする際、それを隠そうと

義歯新製後のＡ氏は、
《食べられなかったものが食べられ

していたＡ氏の気持ちを指す。具体的には、
〈お寿司を食

る喜び》を感じるようになり、入れ歯も不都合なく使用でき

べる際は、最初に噛めないものを友人にあげた〉〈お弁当

ている。同時に《入れ歯に対する感謝》と《入れ歯新製が遅

が出されても、噛めるものだけ先に食べて残りはもう満

れたことへの後悔》という思いが生まれ、さらに《外見の変

腹だと嘘をついていた〉といった行動がみられた。また、

化によって気持ちが明るくなる》
、
《食事が楽しみになる》と

〈本当は食べたいのに見栄を張ることがあった〉
〈自分の

いう気持ちの変化に至った。最終的に食事だけではなく、
《生

意地もあり、友人に話せなかった〉といったＡ氏のプラ

きている実感と幸せ》までも感じることができた。

イドを示す言葉も聞かれた。
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表 1 歯を失った高齢者の気持ち（義歯新製前）

Ａ氏「老人会の誕生日会とかでお弁当とか出るのね。い

体的には、〈リンゴや煎餅などの硬いものが再び食べられ

ろんなものが出るでしょ。そうするともう食べれ

るようになった〉
、
〈リンゴやナシや柿などの大好きな果

る物だけ食べて、あとはなんか、あぁもうお腹いっ

物が食べられるようになった〉と語っていた。今までやっ

ぱいだからいいやって。そうやって自分を隠し

と 1 つ食べることができたお餅も〈入れ歯を入れてから

ちゃってました。
」

お正月のお餅は 3 つに増えた〉。

（4）
【友人により抱いた入れ歯への悪いイメージ】

Ａ氏「慣れてきたって感じでしょうね。そしてお煎餅も

このカテゴリーは、義歯を使用している友人から義歯

リンゴも食べれるようになった。だからこうナシ

についての不都合な情報を見聞きしたために抱いていた、

とかリンゴとかはあんまり食べれないし、お煎餅

義歯に対するマイナスイメージを指す。
〈友人の情報が入

大好きだったのがあんまり食べないで、スナック

れ歯を入れない期間が長くなった理由〉でもあった。例

菓子みたいなね、柔らかいのをね、食べてたの。

えば、〈入れ歯を利用している友人から味がわからなくな

それが、そういうのがまた戻ってね、そういうの

ると聞かされる〉
、
〈友人が食事のとき味がわからないと

が食べれるようになった。ほんとに先生は神様で

言い、入れ歯を外して食べている〉
、
〈友人と話していると、

す、うふふふ。」

入れ歯がいきなり外れる姿を目の当たりにする〉などが

（2）《入れ歯に対する感謝》

あった。
Ａ氏「みんながそういう風にさ、
食べるときは外すとかさ、

このカテゴリーは、義歯を使用し咀嚼が可能になった
ことにより、ものが食べられるようになってから感じた

なんか話してると飛び出るとかね、聞いてたから

Ａ氏の義歯に対する感謝の気持ちを指す。〈入れ歯を入れ

ね。だから…あんまり…それで入れ歯を入れない

て、噛めることの大切さを感じた〉、〈入れ歯のありがた

期間が長くなったからね。
」

さを友人に話した〉というように、よい方向に〈入れ歯

2）義歯新製後の気持ち
（1）
《食べられなかったものが食べられる喜び》

へのイメージが変わった〉。
Ａ氏「改めて感じましたね。うん、もうみんな、こう何

このカテゴリーは、Ａ氏が義歯を装着したことで咀嚼

ていうの、入れ歯外して食べるような人には、絶

機能が回復し、今まで食べることができなかった食べ物

対そういう風にはしないで入れ歯入れて食べなさ

が再び食べられるようになった喜びの気持ちを指す。具

いって、もう言おうかなって思ってる。」
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表 2 歯を失った高齢者の気持ち（義歯新製後）

（3）《入れ歯新製が遅れたことへの後悔》
このカテゴリーは、Ａ氏が義歯を使用してから感じた、

顔が良い方向に変化した〉と評価している。
Ａ氏「あのねぇ、気持ちもね、全然明るくなったね。気

歯の揃っていない状態から長い間義歯新製を行わなかっ

持ちもね、食べれることで。顔もね、この辺が落

たことに対する後悔の気持ちを指す。具体的には、
〈もっ

ち込んでしぼんでたでしょ、ほっぺたの辺が。あぁ、

と早くやらなかったことに後悔した〉
〈もっと早く歯医者

それがこの歯のおかげで案外ふっくらしてきたん

に来れば良かった〉と表していた。

だねえ、ってそういうのもあったし。」

Ａ氏「変わりましたね。みんながそういう風にさ、食べ

（5）《食事が楽しみになる》

る時は外すとかさ、なんか話してると飛び出ると

このカテゴリーは、義歯を新製したことで A 氏の好き

かね、聞いてたからね。だから、あんまり、それ

な煎餅や果物などが食べられるようになり、〈朝起きてか

で入れ歯を入れない期間が長くなったからね。だ

ら何を食べようかと考えるようになった〉りと、〈食事の

けれども、全然変わりました。どうしてもっと早

時間が楽しみ〉へと変化したＡ氏の気持ちを指す。実際

くやらなかったんだろうって。
」

に家族からの〈焼肉の誘いも進んで行くようになった〉

（4）《外見の変化によって気持ちが明るくなる》
このカテゴリーは、Ａ氏が義歯を新製したことで好き
なものが食べられるようになったことに加えて、顔の表
情が良くなり、気持ちが明るくなったことを指す。Ａ氏

と話している。
Ａ氏「あのねぇ、気持ちもね、全然明るくなったね。気
持ちもね、食べれることで。」
研究者「うんうん、じゃあ歯が入ってからは、その 3 回の、

自身でも〈噛めることで顔もふっくらしてきた〉
、
〈イラ

まぁ、間食を含めて、3 回のお食事の時間て言うの

イラもなくなった〉などの変化を感じることができた。

はどういうじ…」

そして食べ物が〈食べられるようになって、気持ちも明
るくなった〉、〈口の周りのしわがなくなり、血流が良く
なったことを実感した〉
、
〈しわだらけで寂しそうだった

Ａ氏「楽しみだ。」
（中略）
Ａ氏「もう朝起きて、さあ今朝は何食べようかなぁとか！」
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人との交流を妨げ、さらに孤立化を進めてしまう 7）。この

（6）
《生きている実感と幸せ》
このカテゴリーは、再び咀嚼が可能となったことで、

ような状況の中、Ａ氏は義歯の新製によって食べ物の歯

単に食べられなかったものが食べられる喜びを得ただけ

ごたえを楽しみながら食べることや、昔のように何でも

ではなく、今まで〈口から食べられなくなったら人間も

食べられるといった満足感、豊かな食生活を取り戻すこ

うおしまい〉と考えていたＡ氏が、改めて〈生きていく

とができ、家族や友人など他者との関わりや団欒の時間

には食べることが大切で、食べるには歯が大切だと実感

も増え、QOL 向上につながったと考えられる。

した〉。さらに、〈噛めて食べられることで作った人への

さらに、咀嚼機能が向上したことで、A 氏は食べる喜

感謝も感じることができ、幸せを感じることができた〉
、

びにとどまらず、
《生きている実感と幸せ》を感じていた。

〈今だから感じる噛んで食べられる幸せを、友人にきちん

高齢者がどのような時に生きがいを感じるかを調査した研

とした入れ歯を使って感じてもらいたい〉と語り、口か

究でも食事の時間は上位に位置しており 8）、食べる感覚や

ら食べるということがＡ氏にとって生きていることの実

食事の楽しみは人間にとって生きがいや生きている実感に

感につながっている。

もつながる重要な生活行動であることが推察された。

Ａ氏「だって、生きてるのには食べないと生きていけな
いんだから、一番ですよ。食べるということは。

2）義歯に対する価値観の変化
義歯新製前は友人から聞いていた、味が分からなくな

味わえる、食べるね。そして作った人の、ああこ

る、唾液の量が増えるといった義歯の不都合な話や、会

うやって作ったんだなっていうことの感謝もある

話中に義歯が外れてしまう姿を目の当たりにしたことで、

し。うん。だから、
そういう時に幸せを感じますよ。」

義歯に対して悪い先入観が出来てしまっていた。実際に

Ⅳ．考

日常生活の中で、義歯についてテレビなどのメディアか

察

らの情報は少ない。その結果、友人たちによる情報が優

1．歯を失った高齢者の義歯新製前後の気持ちの変化

先してしまい、義歯に対する悪いイメージを持っていた

A 氏の義歯新製前後の気持ちを比較すると次のような

と考えられる。また、
【食べられないことを隠したい】と
いう思いが明らかになっていることから、歯を失ったこ

変化がみられた。
1）咀嚼機能向上による気持ちの変化

とは周囲の人には相談しにくい内容であることも推測さ

Ａ氏は初診時に前歯にブリッジを装着したものの、2 年

れる。このような【友人による入れ歯への悪いイメージ】

余りを奥歯がない状態で過ごし、この間、十分な咀嚼がで

と、周囲への相談のしにくさが義歯新製の遅れにつながっ

きないことから【喉に詰まらせることへの不安】や【食事

たのではないかと考えられる。

へのもどかしさ】を抱えていた。先行研究においても残存
歯数が 20 歯未満の者では、20 歯以上ある者と比べて食生
3）

しかし新製後は、
《入れ歯新製が遅れたことへの後悔》や、
《入れ歯に対する感謝》といったように、一転して義歯へ

活に対する満足度は低くなっている 。A 氏もまた、十分

の価値観が高まっている。義歯に対する満足度には、外れ

な咀嚼ができないことから、口に含んでも結局噛めずに出

にくく、噛めること、食事をしている時に痛くないことが

してしまったり、食べられないもどかしさや苛立ち、悔し

関連していると言われている 6）。A 氏の場合、噛めること

さを感じ、食事を十分に楽しむことができなかった。

での食生活の改善に加え、義歯の不適合や痛みがなかった

しかし、義歯新製後は咀嚼機能が向上し、食事内容の

ことも義歯への満足度が高かった要因と考えられる。

幅が広がり、リンゴや煎餅など《食べられなかったもの

3）審美性の変化による心理面への影響

が食べられる喜び》
を実感していた。また以前抱いていた、

A 氏は義歯新製前の自身を、日常的にもイライラする

食べ物を【喉に詰まらせることへの不安】もなくなった。

ことが多く、表情も歪んだ感じがして、しわだらけで寂

食事に対する関心も薄かった義歯新製前に比べ、朝起き

しそうであったと語っていた。しかし、義歯が装着され

てから何を食べようかと考えるようになった。
〈食事の時

たことで頬の周りのしわがなくなり見た目の審美性にも

間は楽しみ〉へと変化し、これまで噛めないことが理由

良い変化をもたらした。さらに〈口の周りのしわがなく

で断っていた外食も参加するようになり、家族との団欒

なり、血流が良くなったことを実感〉し、それによって

を楽しむ時間も増えた。一般に高齢者は子の独立や配偶

表情や気持ちが明るくなり、友人からも明るくなったと

者の死別によって世帯員が減り、孤立しやすい環境にな

言われるようになった。外観の変化が、心理面にも影響

るとともに、知覚機能の変化や運動能力の変化が外出や

を及ぼしていたといえる。
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2．看護の方向性

1．義歯新製前の気持ちとして、
【喉に詰まらせることへ

義歯を新製したことで、A 氏は咀嚼機能が向上し食事

の不安】
【食事へのもどかしさ】
【食べられないことを隠し

の満足度が高まったり、審美性の改善により気持ちが明

たい】
【友人により抱いた入れ歯への悪いイメージ】の 4 つ

るくなるといった良い変化が見られた。したがって歯を

が明らかになった。不十分な咀嚼によって食事を楽しむこ

失った高齢者が豊かな食生活を送り、人生の最後まで生

とができず、義歯に対する先入観や食べられないことを隠

き生きと過ごすためにも、義歯への抵抗感をなくし、よ

したい気持ちが義歯新製を妨げていたことが示唆された。

り早く義歯新製の選択ができるよう正しい知識を提供す

2． 義歯新製後の気持ちとして、
《食べられなかったもの
が食べられる喜び》
《入れ歯に対する感謝》
《入れ歯新製が

ることが必要である。
1989 年より 80 歳で 20 本以上の歯を保つことを目的と

遅れたことへの後悔》
《外見の変化によって気持ちが明る

した「8020 運動」が提唱され、市町村を中心に対策事

くなる》
《食事が楽しみになる》
《生きている実感と幸せ》

業が行われている。歯周疾患対策を目的に成人と高齢者

の 6 つが明らかになった。食べる喜びは生きる喜びへと発

に対する歯科保健事業の推進が図られているが、乳幼児

展し、外見の審美性は気持ちの明るさにもつながった。

9）

の歯科保健対策に比べるとその数はまだ少ない 。また

3．看護の方向性として、義歯への抵抗感をなくし早期

2006 年からは介護予防特定高齢者施策の一環として「口

に義歯新製の選択ができるよう正しい知識を提供するこ

腔機能の向上」が実施され、要介護認定を受けていない

とや、食べられないことを隠したい思いを踏まえ、口腔

虚弱な高齢者を対象に、口腔機能向上の必要性について

内の状況を十分に観察して対応する配慮の必要性が示唆

の教育、口腔清掃の自立支援等が行われている。しかし

された。

これらのプログラムについては、まだ一般の高齢者に十
分に理解されていない現状があり 10）、今後も高齢者に対

謝辞

してより身近な場所で口腔に関する健康教育や相談の場

本研究にご協力いただいた患者様、歯科クリニックの先生方に厚く御礼

を設け、義歯の効果を伝えるなどの情報提供を行うこと
が求められる。A 氏の場合は友人から得られた情報が判
断基準となっていたことから、義歯を新製した体験者の
話を聞ける場を設けることも有効であると考える。
さらに臨床での援助として、高齢者の【食べられない
ことを隠したい】気持ちに配慮し、個々の咀嚼状況を把
握して食事内容や食事形態を工夫するといった配慮も必

申し上げます。
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Ⅴ．結

論

本研究の結果から、以下のことが明らかとなった。
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