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チューインガム付着性に関する機器分析と

高齢者によるアンケートとの対応性
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Comparison of Chewing Gum Adhesiven巴ssand 

Sensory Evaluations between Panels of 

Young and Elderly lndividuals 

Norimasa Sakanoshita s， Koji Sakurai， Taisuke Nakamura， 

Yoriko Ebata and Yukie Yanagisawa訟

Lotte Co.， Ltd.， Central Laboratory， 3-1-1 Numakage， 

Minami. Saitama 336-8601 

* Wayo Women's University， School of Home Economics， 
Department of Health and Nutrition， 2-3-1 

Kohnodai， Ichikawa， Chiba 272…8533 

We analyzed low-adhesive and ordinary chewing gums 

for their adhesiveness to the different types of dental 

materials using instrumental measurement and a sensory 

questionnaire. The questionnaire results were compared 

between two panels of elderly and young individuals. 1) 

Adhesiveness measurement: Under dry conditions， ad-

hesiveness of low-adhesive chewing gum was significantly 

lower than ordinary chewing gum. Whil巴differenc巴sunder 

wet conditions among the types of materials were not 

observed， adhesiveness was notable using a plunger made 

of acrylic resin but low using plungers made of stainless 

steel or ivory. 2) Sensory questionnaire of adhesiveness : 

In two groups that use dental resin material， the“tr巴at巴d

with other material" and “full denture using" groups， 

sensory adhesiveness of low-adhesive chewing gum was 

significantly lower than ordinary chewing gum in both 

panels. In the total response of the“treated with metal 

material" group， differences in sensory adhesiveness of 

both chewing gums was more significant in the elderly 

panel than in th巴youngerpanel. This difference may be 

attributed to the degree of dry mouth symptom in indi司

viduals of different ages. Taken together， wet conditions 

app巴arto be the optimal conditions to determine sensory 

adh巴siv巴nessof chewing gum for younger and h巴althy

elderly people， while dry conditions appear to be optimal 

for people with dry mouth symptom. Moreover， these 

results suggested that low-adhesive chewing gum causes 

less adhesiveness regardless of the d巴greeof dry mouth 

symptom 
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アンチエイジングの観点より，昨今眠噛の重要性は法く

認知されている.旧場に伴う脳の活性化や代謝系の活動増

加に関する研究山)の知見は広く認められており，阻E爵は現

荘広範囲の分野において研究の対象となっている. チュー

インガムは長時間にわたり阻輯可能な食品であるため，阻

暗による効能が期待される食品のひとつとなっている.

チューインガム程噛時は通常時と比較して，唾液の分泌量

が 3~5 倍量となる 3) 為，シェーグレン症候群などの口控内

乾燥症のケアを呂的として喫食されるケースも少なくな

チューインガムの問題点として，義歯床などのアクリル

系補綴材料に付着しやすいため，義歯使用者に患諒されや

すいことが挙げられる. この問題点に対処し，より多くの

人々にチューインガムを普及させることを目的として，付

着性を低減したチューインガムの検討がなされており，

1975年にアメリカのリグレー社より， 続いて 1983年に日

本のロッテより低付着性チューインガムが商品化されてい

る5)6)

前報7)において， 一般チューインガムと低付着性チュー

インガムを調製し，物性測定機器による材料自IJ (アクリル

レジン，ステンレス，および象牙)での各チューインガム

の付着性評価を行った.一方，若年者を対象として，アン

ケー卜による付着感調査を行った.物性測定とアンケー卜

の結果の対応性を検討したところ，付着性および付着感両

方において，低付着性チューインガムは一般チューインガ

ムと比較して，樹指系材料に対して付着性が低いことが確

認された.

本報において，物性測定の更なる検討として，唾j夜分泌

量の低い高齢者の口控内を想定し，乾燥条件で付着性測定

を行った.また，高齢者を対象としたアンケートを行い，

物性測定とアンケー卜結果の対応性検討および若年者と高

齢者の集計結果の比較を行った.

1. 実験方法

(1)試料

チューインガム試料として， 前報8)と同じ一殻チューイ

ンガムおよび低付着性チューインガムを用いた. 2穣の

チューインガム共に， ガムベース以外は詞ーの配合7)によ

り加熱しながら混合した後，約1.5gの粒状に成型した.試

料を室温で l週間放置した後，付着性測定およびアンケー

卜に用いた.

(2) 付着性測定

において報告した条件を基に， 乾燥条件で測定を

行った(以下において，前報7)自)における測定条件は『水中

条件Jと表記する).
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図 I プランジャー材料および測定条件毎のチューインガム付着性測定結果

測定装置は，万能試験機 (5542，インストロン・ジャパ

ン・カンパニイ・リミテッド，神奈川， 日本)を用いた

プランジャーは，前報i)と同じく， 口腔内補綴材料のモデ

ルとして，義歯用アクリノレレジン(アクロン， GC，東京，

日本)およびステンレス (SUS304)，天然、歯のモデルとし

て象牙を，表面が平滑な臨径 20mmの半球に成型したも

のを用いた.チューインガムの温震調整には循環式恒温槽

を用いた.測定時のチューインガムの固定には紙ヤス 1)と

両面テープを用いたの8)

前報7)同様， チューインガムより糖類等の水溶性成分を

除去し，温調ステージ上へ設置した.水中条件i)と巽なり，

水を注がず，そのまま測定した.プランジャーの運動制御

は水中条件7)と同じとした.

測定は各条件nニ 8で行い，平均値を求めた. 測定値の

差の検定は SPSSVer11.2Jを用い，単純主効果の検定に

より行った.

(3) チューインガム付着感のアンケー卜調査

高齢者パネルは，千葉県生涯大学校の l年生および 2年

生計 138名を対象とし，被験者を G1(け75名)λ，G2 (何63名)

の 2ク

法は前報i)詞1様蓑としたが， 年齢は若年者パネルの時と異な

り， r60歳代J， nO歳代J，r80歳代』よりいずれかを選択

するよう指示した.

アンケー卜集計の際，処置歴に基づき，被験者を『天然

歯』群， r金属処置』群， rその他処置』群，および『総義

歯使用』群の計4群に分けた.

アンケート項目の r2種のチューインガムの付着感の比

について，補綴材料による付着感の有意差を検定する

ため， r一般チューインガム』と『どちらかというと一般

チューインガム』を選択した回答者数の合計， rほとんど変

わらなL叶を選択した回答者数，および『低付着性チュー

インガム』と『どちらかというと低付着性チューインガム』

を選択した阻答者数の合計を対象とし，高齢者パネル内で

の処置群間，および，若年者パネルと高齢者パネルの同一

処置群同士で 2X3のど検定(有意水準 5%)を行った.

高齢者パネル内での処置群聞の検定の際， Bonferroniの

法により多重性を補正した.

2. 実験結果

(1) 付着性測定

測定結果を図 lに示した.参照のため，前報i)の水中条

件の測定結果を図に併記した.

乾燥条件での測定の結果， 3種のプランジャー材料すべ

てにおいて，低付着性チューインガムは一般チューインガ

ムより低い付着性を示し 2種のチューインガムの付着性

に有意水準 1%で有意差が認められた.異なるプラン

ジャー材料において，一般チューインガムのステンレス製

プランジャーを用いた際の付着性(以下，ステンレスの付

着性，他のプランジャーについても同操)と象牙の付着性

に有意差(有意水準 5%)が見られたが，低付着性チューイ

ンガムについて，プランジャー間で付着性の有意差は認め

られなかった.

(2) チューインガム付着感のアンケー卜諦査

高齢者パネルの被験者 138名中 115名より有効回答を得

た.内訳は，女性 55名，男性 45名， 60歳代 74名， 70歳代
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表 1 高齢者パネルにおける歯の処置歴の集計結果

被験者数:115人

歯の処置歴および材料 回答都合(%) (人)

処置歴なし(天然歯〉 6.6 ( 6) 

前歯処霞
金属 13.1 (12) 

そのf也 37.2 (34) 

臼歯処置
金属 63.5 (58) 

その{也 48.2 (44) 

上アゴ 4.4 ( 4) 

総義歯使用 下アコ 2.2 ( 2) 

全体 7.7 ( 7) 

表 2 高齢者パネルにおけるチューインガムの付着を感じた

持期についてのアンケート集計結果

回答全体 被験者数:115人

試料 付着を感じた時期回答割合(%) (人)

一般チューインガム
医E爵前半 18.3 (21) 

眠瞬後半 36.5 (42) 

低付着性 阻H爵前半 7.8 ( 9) 

チューイン力、ム 阻爾後半 13.0 (15) 

『天然jlfJJ]群 被験者数 :6人

試料 付着を感じた時期回答割合(%) (人)

一般チューインガム
i日爵前半 0.0 ( 0) 

岨附後半 0.0 ( 0) 

低付着性 眠瞬前半 。。 ( 0) 

チューインガム 阻H爵後半 0.0 ( 0) 

『金属処置』群 被験者数:40人

試料 付着を感じた時期回答割合(%) (人)

一般チューインガム
祖瞬前半 12.5 ( 5) 

眠鴎後半 27.5 (11) 

低付着性 喧鴫前半 7.5 ( 3) 

チューイン力、ム 関瞬後半 10 ( 4) 

『その{也処置J群 被験者数・ 36人

試料 付着を感じた時期回答割合(%) (人)

一般チューインガム
眠瞬前半 25.0 ( 9) 

隠鶴後半 55.6 (20) 

低付着性 明瞭前半 13.9 ( 5) 

チュ インガム 明日爵後半 16.7 ( 6) 

r*ま義街使用』群 被験者数:13人

試料 付着を感じた時殿匝答書IJ合(%) (人)

一般チューインガム
阻略前半 30.8 ( 4) 

唄鴎後半 53.8 ( 7) 

低付着性 唄E爵前半 0.0 .( 0) 

チューインガム 限瞬後半 23.1 ( 3) 

26名，性別年齢無記入 15名であった.クーループ別では， G1 

の有効回答者は 60名(女性 22名，男性 29名， 60歳代 43

名， 70歳代 8名，性別年齢無記入 9名)， G2は 55名(女性

23名，男性 26名， 60競代 31名， 70歳代 18名，性別年齢

無記入 6名)であった.

i ) 歯の処量歴

表 lに集計結果を示した.前議処置歴のある者と比較し

て，臼歯処置歴のある者が多数であった.処龍材料が金肩

とその他で重複している回答者を除き，群を抽出した結果，

f天然露J群は 6人， r金謂処置』群は 40人， rその他処罷」

群は 36人， r総義歯使用』群は 13人であった.

註) 阻轄前半および後半の付着感

表 2に集計結果を示した.チューインガムの胆瞳前半に

付着を感じたとする回答と比較して，岨H爵後半で付着を感

じるとする回答が多い傾向であった.

全体的に，抵付着性チューインガムに付着を感じたとする

回答割合は，一般チューインガムと比較して低い結果であっ

た.その差は『その他処置』群および『総義裁使用」群の

阻噛後半において顕著で， rその他処置』群では一般チュー

インガムが 55.6%に対して，低付着性チューインガムが

16.7%， r総義歯使用』群では一般チューインガムが 53.8%

に対して，低付着性チューインガムが 23.1%となった.

「天然、歯J群において，付着を感じたとする回答は 2種の

チューインガム共に 0%であった.

温) チューインガムの付着を感じた歯の部分

表 3に集計結果を示した.一般および低付着性チューイ

ンガムに関して， r天然歯』群， r金属処置J群，および

の他処置』群において，臼歯で付着を感じたとする田答が

多数で，前歯および歯全体で付着を感じたとする田答は撞

かであった.一方， r総義歯使用」群において，歯全体で付

着を感じたとする割合は臼歯で付着を感じたとする割合と

間程度であり，一般チューインガムは歯全体で 38.5%，臼

歯で 30.8%であった.また，低付着性チューインガムは歯

全体と臼歯で共に 15.4%であった. r総義歯使用」群にお

いて，歯全体で付着を感じたとする割合は 2種のチュー

インガム共に，他の群 (0~11.1%)と比較して高い割合と

なった.

高齢者パネルの『天然歯』群において，歯への付着を感

じたとする由答は無かった.

iv) 2種のチューインガムの付着感比較

図2に集計結果を示した.回答全体， r金属処置J群， rそ
の他処置J群および同意義歯使用』群において，一般チュー

インガムの方が低付着性チューインガムと比較して，歯に

付着しやすいとする回答が多かった.r天然歯』群全員が 2

F重のチューインガムの付着感は『ほとんど変わらないJと

回答した. r金属処置J群において， 2種類のチューインガ

ムの付着感が『ほとんど変わらないJと回答した割合は『天

然、歯J群に次いで多く， 55%であった.
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3. 考察

(1) 機器測定における乾燥条件と水中条件の比較

本研究において，機器腿定は人的労力の軽減のため，口

腔内の付着感の想定・再現を目指すものである.水中条件

表 3 高齢者パネルにおけるチューインガムの付着を感じた

歯の部位についてのアンケート集計結果

回答全体 被験者数・ 115人

試料 付着を感じた詣の部位回答割合(%) (人)

前歯 1.7 ( 2) 

一般チューインガム 臼歯 31.3 (36) 

全体 10.4 (12) 

低付-着性
前歯 2.6 ( 3) 

チューインガム
自|笥 14.8 (17) 

全体 3.5 ( 4) 

F天然歯J群 被験者数 :6人

試料 付着を感じた歯の部位田答都合(%) (人)

前歯 0.0 ( 0) 

一般チューインガム 臼歯 。。 ( 0) 

全体 。。 ( 0) 

低付着性
前i歯 。。 ( 0) 

臼!事 。。 ( 0) 
チューインガム

全体 ( 0) 。。
F金属処置』群 被験者数:40人

試料 付着を感じた商の部位回答割合(%) (人)

前歯 。。 ( 0) 

一般チューインガム 日|歯 22.5 ( 9) 

全体 7.5 ( 3) 

低付着性
前歯 2.5 ( 1) 

チューインガム
日l密 17.5 ( 7) 

全体 0.0 ( 0) 

「その他処置』群 被験者数:36人

試料 付着をj感じた歯の部位回答割合(%) (人)

前歯 5.6 ( 2) 

一般チューインガム 日歯 47.2 (17) 

全体 11. 1 ( 4) 

低付着性
前歯 2.8 ( 1) 

チューインガム
日歯 16.7 ( 6) 

全体 5.6 ( 2) 

「総義歯使用』群 被験者数:13人

試料 付着を惑じた歯の部位問答割合(%) (人)

前歯 。。 ( 0) 

一般チューインガム 自歯 30.8 ( 4) 

全体 38.5 ( 5) 

低付着性
前歯 7.7 ( 1) 

日歯 15.4 ( 2) 
チューインガム

全体 ( 2) 15.4 

は唾液分泌の潤沢な被験者，乾燥条件は唾液分泌の不足し

ている高齢者などの被験者を想定して測定条件を設定した.

水中条件と比較して，乾燥条件の付着性は，プランジャー

材料にかかわらず 2種のチューインガム共に大きく，材

料開で有意差の無いものであった.チューインガムの付着

性は，接着面が乾燥している場合は高いが，濡れている捺

は抵くなる 9) このため，どのプランジャー材料でも，付着

性は，乾燥条件の測定で高く，水中条件の測定で低くなる，

または僅かになったものと考察される.また，水中条件と

乾燥条件の付着性の差異は，ステンレスと象牙で著しく，

アクリルレジンにおいて小さかった.すなわち，水中条件

において，ステンレスおよび象牙を用いた際，乾燥条件と

異なり 2種のチューインガム共に付着性が僅かであった

が，アクリルレジンを用いた際，付着性が認められたり.こ

れは，ステンレスおよひ、象牙が親水性で7l<.に濡れやすいた

め，水中条件の制定時，チューインガムと接触する際に境

界関で水膜が形成され，付着性が発現されない状態であっ

たためと考えられる.一方， アク 1)ルレジンは疎水性7)の

ため，測定時に71<膜が形成されにくく，水の影響が少な

かったためと考えられる.

低付着性チューインガムの付着性は，乾燥条件，水中条

件共に，一般チューインガムを大きく下回った.低付着性

チューインガムはガムベースの自己合中，付着性の要因とさ

れるエステルカゃムおよび天然樹桔の配合を低減し，付着抑

制のためワックス含量を多くしたものである 7) この結果

は，低付着性チューインガムの設計目的に合致した結果と

言える.本報の測定条件(乾燥条件)において，前報の水

中条件7)で認められた 2種のチューインガムの付着性の差

異が，アクリルレジンのみでなく，ステンレスおよび象牙

を使用した擦も認められた.

(2) アンケート結果

i ) 歯の処置歴

高齢者パネルにおいて，処置歴なしの自答者数は全体の

6.6%となり，若年者パネルの集計結果(全体の 20.6%)7)

より顕著に少なかった.臼歯処置歴のある者が前歯処置歴

のある者と比較して多数であったが， この傾向は高齢者パ

ネルと若年者パネルで間様であった7l r総義歯使用』群は

高齢者パネルのみであった.

註) 唱H爵中チューインガムの付着感が発現する時期

表 2のアンケート集計結果において，全体的に，岨輔前

半と比較して祖瞬後半で付着を感じたとする回答割合が高

かった. この傾向は， 若年者パネルでも同様であったり

チューインガムは哩鴨に伴い付着性が発現するため，唱H爵

後半に付着を感じたとする割合が高くなったものと思われ

る.チューインガムの付着感を評価する際，付着性が強い

状態での回答結果に焦点を当てるべきと考え，以下の考察

において唱噛前半を省主阻u爵後半の田答結果に言及する

こととしfこ.
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図 2 高齢者パネルにおける処置歴別集計による 2穣類のチューインガムの付着感比較結果

iii) チューインガムの付着を感じた歯の部位

表 3において，チューインガムの付着を臼歯で感じたと

する回答が多い結果となった.チューインガムは臼歯で良

く阻輔される食品であり，臼歯の処罷障が付着感に影響を

及ぼすことが予想された.

高齢者パネルの「総義歯使用J群において，口腔全体で

付着を感じたとする回答割合が臼歯と同等か，それよりも

高い結果となった. これは，総義歯に用いられる義歯床に

アクリル等の樹脂系の材料が用いられる場合が多いため，

チューインガムの付着を顕著に感じたものと思われる.ア

ンケー卜立会いの際，複数の被験者より，チューインガム

が義歯床材に付着しやすかったという意見が寄せられたこ

とも加えて， r総義歯使用J群での回答結果は義歯床の材質

に強く影響されていると考えられる.

iv) アンケート結果と物性測定結果の対応性について

① 『その地処置群』および『総義爾使用』群について

図 2の2撞チューインガムの付着感比較において，高齢

者パネルの「その他処置J群および『総義歯使用J群では，

低付着性チューインガムと比較して，一般チューインガム

に付着感があるとする回答が多かった.また，表2の付着

を感じた時期について， rその他処置J群および r総義歯使

群で一般チューインガムが阻輯後半で付着したとする

問答割合はそれぞれ 55.6%，53.8%と低付着チューインガ

ム(それぞれ 16.7%，23.1%)より高かった.また，図 2の

の他処置J群において，若年者パネルと高齢者ノfネルの

由答割合に有意差が認められなかったこと，および，若年

者パネルの阻暢後半において『その他処置J群で一般チュー

インガムに付着感があるとする回答割合が 57.1%に対し

て低付着性チューインガムが 28.6%であること 7)より，

脂系材料に対するチューインガムの付着感は年齢に関わら

ず同じ傾向であり，低付着性チューインガムは付着感が抵

いことが示された.

一方，物性測定(図1)において，乾燥条件，水中条{牛共

に，アクリルレジンの付着性は，抵付着性チューインガム

と比較して一般チューインガムが高い結果となった.アン

ケート結果と物性概定は対応しており，水分条件に関わら

ず，樹指系材料に対して，低付着性チューインガムはー椴

チューインガムより付着性が低いことが示唆された.

② 『金属処置J群について

担H爵後半の付着感(表 2)において，高齢者パネルは一般

チューインガムに付着を感じたとする回答割合が 27.5%

に対して，低付着性チューインガムが 10%と低い割合と

なった.また， 2種のチューインガムの付着感比較結果(図

2)において，高齢者パネルの『金属処置J群では，低付着

性チューインガムより一般チューインガムに付着感がある

とする結果であった.一方，若年者パネルの F金属処置j

群において，阻萌後半の付着感は一殻チューインガムが

27.8%，抵付ー着性チューインガムが 30.6%と， 回答割合の

差が謹かであったへ また， 若年者パネルの 2撞のチュー

インガムの付着感比較において，一般チューインガムが

27.7%に対して，低付着性チューインガムが 44.4%と，低

付着性チューインガムに付着感が高いとする回答割合で

あったが， この回答割合の差は，若年者パネルの『その他

処置』群における差異(一般チューインガムが71.4%
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して，低付着性チューインガムが 14.3%) と比較して低い

ものであった.また，若年者パネルの『金属処墨』群では，

2種のチューインガムの付着感が『ほとんど変わらないJ

とする回答割合が 25%で，他の群 cr天然歯』群と fその他

処置J群の『ほとんど変わらなし吐とする回答割合はそれ

ぞれ 14.3%) と比較して 2種の付着感の区別が不明瞭な田

答結果となったり. 加えて， 若年者パネルと高齢者パネル

の『金属処置J群の回答割合に有意水準 1%で有意差が認

められたことより， r金属処量J群において年齢に起因する

チューインガムの付着感に差異があることが予想された.

ヒトの体重あたりに占める水分量は幼児で 70~80%，成

人で 60~70%，高鵠者では 50~60% と減少してくるため，

それに伴い唾液の分泌量も低下する傾向にある 10) また，

平成 13年度長寿科学総合研究事業「高齢者の口腔乾燥症

と唾液物性に関する研究J1Uによると，口腔乾燥感の自覚

率は 20~39 歳で 32.6% ， 65歳以上の高齢者で 56.1%とな

り，高齢者において，口腔内の乾燥が顕著になる傾向が認

められている.さらに，高齢者は口腔乾燥度合いの感覚闇

値が高く，乾燥感を覚えにくくなっている lのため，実際に

口腔乾燥症のある高齢者の割合は，上記の自覚率よりも上

田るものと考えられる.これらの研究結果より，アンケー卜

結果が年齢に伴う口腔乾燥度合いに影響されていることが

予想された.付着性測定の乾燥条件において，ステンレス

の付着性は 2種のチューインガムで差が明確(一般チュー

インガムが低付着性チューインガムより付着性が高い)で

あった.これより，高齢者パネルの『金属処置J群では口

腔内が比較的乾燥しており，チューインガムの付着を感じ

やすくなっていることが，物性測定とアンケート双方から

予想された.一方，水中条件の測定結果において，ステン

レスの付着性が僅かなうえ 2種のチューインガムの付着

性に差が殆ど無かったことより，若年者パネルでは口腔内

が湿潤なため 2種のチューインガムの付着感の差を明確に

区別することが出来なかったものと考えられた. しかしな

がら， rほとんど、変わらない』とする回答割合が若年者パネ

ルで 25%であったのに対して， 高齢者パネルで 55%と高

かったことより，若年者と比較して高齢者の口腹内感覚闇

値が低下していることも予想された.

③ F天然歯」群について

高齢者パネルの『天然歯』群において，表 2および表 3

の集計結果において，阻轄前半および後半，および歯の各

部位でチューインガムの付着感を感じたとする回答は 0%

で， 2種のチューインガムに付着感が無いとする田答であっ

た.加えて，図 2の2語のチューインガムの付着感の差が

『ほとんど、変わらなし吐とする回答割合が 100%であった.

高齢者で天然、歯が多く残っている人は， シェーグレン症

候群などの口腔内乾燥症ではないケースが多い.また，義

歯患者において，義歯調整により岐合を安定させると，

液分泌が促され，乾燥感が軽減することが知られてい

る∞.天然、歯の多く残っている人は，義歯使用者や処置歴

のある人と比較して，校合が安定していると思われるた

め，唾液分泌は多く，口腔内はi湿潤であるものと恩われる.

図 lにおける水中条件の付着性制定において，象牙の付着

性は 2種のチューインガムに有意差が無く僅かであること

と合わせて，高齢者パネルの『天然歯」群における回答者

は，唾j夜が安定に分泌されているため，チューインガムの

付着を感じなかったものと考えられた.

しかしながら，今回のアンケー卜での F天然歯』群は全

体のわずか 6%と少ないため，感覚について正確に言及す

るためには，更なる調査が必要であると思われる.また，

図2において「ほとんど変わらなL寸とする回答率 100%

と高いことより，上記②で考察したとおり，若年者と比較

して高齢者の口控内感覚闘値が低下しており， 2種の

チューインガムの付着性を区別できなかったことも予想さ

れた.

上記①，②，③の考察より，チューインガムの付着感を

機器測定により予想・評価する際は，口腔内の乾燥状態を

考憲して，若年者および健常な高齢者を想定する際は水中

条件を，口腔内乾燥症を持つ高齢者を想定する際は乾燥条

件を選択することが望ましいと思われた.また，低付着性

チューインガムは，一椴チューインガムと比較して，処置

歴や年齢に関わらず付着感が低いため，哩唱に伴う唾液分

泌量の上昇効果の観点からも，高齢者の口腔ケアに適した

チューインガムであることが示唆された.

4. 要約

低付着性チューインガムと一般チューインガムを抱製

し， 2種のチューインガムの付着について，機器測定およ

びアンケート調査の両側面より比較検討した.アンケー卜

は高齢者パネルを対象とし，若年者パネ lレの回答結果と比

較した.

1) 付着性測定:乾燥条件において，抵付着性チューイ

ンガムの付着性は一般チューインガムと比較して有意に低

かった. しかしながら，水中条件に見られたような，プラ

ンジャー材料開の付着性の差異(アクリルレジンでは付着

性が有り，ステンレスおよび象牙で付着性は僅か)は認め

られなかった.

2) チューインガム付着感のアンケー卜 vジン系歯科

材料を用いていると思われる群，すなわち， rその他処置』

群および「総義歯使用」群では，若年者パネル，高齢者パ

ネルともに，抵付着性チューインガムは一般チューインガ

ムと比較して，顕著に付着感が低かった.また，回答全体

および『金属処置J群において，若年者パネルと比較して，

高齢者パネルでは 2種のチューインガムの付着感の差が顕

著となり，パネル聞に有意差が認められた. これは，年齢

による口腔乾燥震合いの差に起因するものと予想される.

物性測定とアンケートの対応性を検討した結果，チュー

インガムの付着感を予想する際，若年者および健常な高齢
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者の場合は水中条件による測定，口控乾燥症のある人の付

着感を予想する際は乾燥条件による出定を行うことが望ま

しいと考えられた.また， {墨付着性チューインガムは口腔

条件に関わらず，一般チューインガムと比較して付着感の

低いガムであることが示唆された.
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