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論文要旨　日本は，超高齢社会を迎え，高齢者の人口増に伴い医療費高騰の問題があげられる。このような社会
背景の中で，本学部の老年・地域看護学領域で嚥下障害のある人のために開発されたソフト食の紹介を地域住民
に対し３年間にわたり取り組んだ。地域の参加者にソフト食に対する意識を検討することを目的にアンケート調
査を行なった。研究参加者は，ソフト食紹介の地域交流事業の参加者のうち，82名であった。説明内容の理解度は，
回数を重ねるごとにわかりやすくなっている傾向があり，発達段階の影響を受けないことがわかった。美味しさ
に対しては，ソフト食のメニューの影響を受けること，また成人期の人に比べて老年期の人が美味しかったと思っ
たことがわかった。ソフト食の飲み込みやすさは，ソフト食のメニュー，発達段階の影響を受けることがわかった。
このことから，地域住民のソフト食に対する意識が変化してきており，ソフト食は，老年期の人にとって美味しく，
食べやすいことがわかった。また，介護者は「母親の食事に活かしたい」という意見もあった。

キーワード：ソフト食，地域住民，嚥下障害，嚥下機能

■　序　論

　わが国の2008年における65歳以上人口は2,821.6
万人で，総人口の22.1％を占める1）。2005年の
20.1％と比べると，３年間で２ポイントも上昇し
ていることになる。日本は，超高齢社会となり，
国民の約4.5人に１人は高齢者ということになる。
また，2008年の平均寿命は，男79.29年，女86.05
年と平均寿命の延びは着実に改善している2）。平
均寿命の上昇は，高齢者の割合が高く，６割以上
の者が通院者で3），また複合疾患をもっている場
合が多いことから，医療費の負担が社会的に問題
となっている。一人当たりの国民医療費は，65歳
以上は65歳未満の約４倍，75歳以上では５倍であ
る4）。それだけ，高齢者の健康は重要であり，高
齢者の健康は一人当たりの国民医療費負担に影響
する。
　何時までも健康でありたいと考えるが，高齢者
になると疾患だけでなく，個人差はあるが加齢現

象が現れる。身体的加齢現象には，細胞数の加齢
変化といった生理的機能面での変化だけでなく，
視覚・聴覚・嗅覚・味覚の変化，皮膚の変化，運
動器の変化，睡眠リズムの変化があげられる5）。
さらに，歯牙の欠損といった咀嚼の問題だけでな
く，嚥下機能にも問題がある。高齢者は，気道の
粘膜の繊毛運動による咳嗽反射が低下し，異物を
喀出することができず誤嚥性肺炎を起こしやすい
といった問題がある6）。
　経口摂取の困難な人に経皮内視鏡的胃瘻造設術

（percutaneous endoscopic gastrostomy：PEG）
を行っている。しかし，胃瘻造設は，瘻孔周囲の
皮膚に潰瘍形成，瘻孔縁の不良肉芽，カテーテル
逸 脱， バ ン パ ー 埋 没 症 候 群（buried bumper 
syndrome），対側胃壁潰瘍形成，幽門閉鎖・十二
指腸閉鎖，横行結腸瘻といった問題がある7）。高
齢者の安全・安心な療養生活の維持及び生活の質

（Quality of Life ：QOL）の向上から胃瘻栄養法
からの離脱ケアプロトコールの利用手引き8）も出
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されている。それだけ，人間にとって経口での食
事は重要であり，経口摂取できる方法を模索する
必要があると考える。
　経口摂取の困難な場合の対策として，市販のと
ろみ調整食品，ミキサー食，キザミ食はあるが，
嚥下障害，咀嚼障害のある高齢者への援助には問
題があった。そこで安全で，見た目の形状も味も
美味しい高齢者ソフト食が開発された9）。ソフト
食は，形があり，咀嚼しやすい，まとまりやすい，
やわらかく，飲み込みやすいといった安全で，な
おかついつもの食材に少し工夫をすることで作る
ことができ調理が簡単で，美味しいといった特徴
を持つ。ソフト食は，家族と同じ食材にゼラチン，
上新粉，卵といった安価でつなぎになる食材を使
用することによって，簡単に作れ，家族と同じ形
態の食事が可能で違和感がない。一方，ミキサー
食は，味だけでなく見た目にも食欲を減退させ
る。嚥下困難な人を対象にミキサー食からソフト
食に変更することで食事摂取量の増加，食感の改
善，食欲増進につながっている研究もある10）。
　ソフト食を地域住民に認知してもらいたいと考
え，紹介し始めて３年目である。地域の老人クラ
ブから是非紹介して欲しいという要望もあり，少
しずつではあるが広報活動の効果が出ている。
　そこで，今回は地域住民へのソフト食の紹介を
行ってきて，参加者のソフト食に対する意識の変
化を検討することを目的とする。

■　方　法

（1）調査日と研究参加者
　過去３年間継続して地域交流を行った。地域交
流参加者のうち研究参加者は，2007年９月９日37
名，2008年９月７日33名，2009年９月５日12名の
合計82名であった。試食用のソフト食のメニュー
は，2007年おはぎ（写真１），2008年コロッケと

お団子入りのお汁粉（写真２），2009年ちらし寿
司と澄まし汁（写真３）であった。ソフト食の説
明は，３年間とも同じ管理栄養士により行った。

（2）実施方法
　ソフト食の説明，試食を行った後，自由意思で
の集合質問紙調査を行った。
　質問紙の表示は，読みやすいように文字の大き
さに留意し，14から18ポイントで太文字も使用し
た。事前に，高齢者の協力を得てプレテストを実
施した。また，調査実施では，質問項目に適切な
回答が得られるように高齢者全員に側で音読も
行った。
　記入者が特定できないように投函用の回収箱を
設置した。

（3）調査項目
　調査内容は，研究参加者の年齢，性別，ソフト
食に対する意見（ソフト食に関する説明内容の理
解度，美味しさ，飲み込みやすさ）についてであっ
た。なお，ソフト食に関する説明内容の理解度，
美味しさ，飲み込みやすさについては，４件法で
得点化し調査した。得点が高値ほど，よく知って
いる，とても美味しかった，といった内容を示す。

（4）分析方法
　研究参加者の発達段階と性別を参加年度別に単
純集計した。尚，発達段階は，64歳までを成人期，
65歳以上を老年期とした。
　参加年度と発達段階を独立変数，ソフト食に対
する意見の下位項目を従属変数とした２要因分散
分析を行い，下位検定には Bonferroni の検定を
用いた。
　統計解析には統計パッケージ SPSS12.0J for 
Windows を用いた。

写真１：おはぎ 写真３：ちらし寿司と澄まし汁写真２：�コロッケとお団子入りの
お汁粉
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（5）倫理的配慮
　研究の要旨と調査の協力依頼書を作成し，協力
を求めた。尚，調査の協力依頼書には，調査内容
は研究のみの使用と無記名による個人のプライバ
シー保護に留意することを明記し，回収をもって
最終の同意とした .

■　結　果

（1）研究参加者の特性
　研究参加者の特性について，参加年度別に表１
に示した。
　地域交流の参加者のうち，研究参加者は2007年
度37名，2008度年33名，2009年度12名の合計82名
であった。年齢は28歳から84歳で，成人期30名

（36.6％），老年期51名（62.2％），年齢未記入者１
名（1.2％）であった。研究参加者の約６割が老
年期の者であった。また，性別では，男性11名

（13.4％），女性70名（85.4％），性別未記入者１名
（1.2％）と，女性が圧倒的に多く８割以上を占め
た。

（2）�ソフト食に対する意見と実施年度，発達段階
の関係

　実施年度と発達段階によるソフト食に対する意
見の違いを表２に示した。ソフト食に対する意見
の下位項目を従属変数として，実施年度と発達段
階の２要因分散分析を行った。
　説明内容の理解度は，実施年度の主効果が認め
られ（F（2, 75）＝2.639, p<0.1），2009年度のほう
が2008年度に比べ説明内容の理解度が高い傾向を
示した（p<0.1）。しかし，発達段階の主効果は認

められなかった（F（1, 75）＝0.135, n.s.）。また，
実施年度×発達段階の交互作用も認められな
かった（F（2, 75）＝0.085, n.s.）。このことから，
ソフト食の説明内容に対する理解度は，2008年度
より2009年度の研究参加者のかたが高い傾向を示
していることから，説明内容が回数を重ねるごと
に地域住民にわかりやすくなっている傾向があ
り，発達段階の影響を受けないことがわかった。
　美味しさでは，実施年度のメニューの主効果が
認められ（F（2, 75）＝9.389, p<0.001），2009年度
の人よりも2007年度のメニューの方が美味しさに
対し得点が有意に高かった（p<0.001）。さらに，
2008年度の人よりも2007年度のメニューの方が美
味しさに対し得点が有意に高いことがわかった

（p<0.05）。また，発達段階の主効果は認められ（F
（1, 75）＝3.133, p<0.1），成人期の人に比べ，老年
期の人が美味しさの得点が高い傾向を示した

（p<0.1）。老年期の人が成人期の人に比べてソフ
ト食に対して美味しいと思ったことがわかった。
実施年度×発達段階の交互作用は認められな
かった（F（2, 75）＝0.951, n.s.）。このことから，
美味しさに対しては，実施年度のメニューの影響
を受けること，また成人期の人に比べて老年期の
人が美味しかったと回答していたことがわかっ
た。
　飲み込みやすさでは，実施年度の主効果が認め
られ（F（2, 75）＝3.994, p<0.05），2008年度よりも
2007年度の方が飲み込みやすさの得点が有意に高
いことが示された（p<0.05）。発達段階の主効果
も認められた（F（1, 75）＝6.95, p<0.01）。成人期
の人に比べ，老年期の人が飲み込みやすさに対す
る得点が有意に高かった（p<0.01）。また，実施

表１　研究参加者の参加年度と発達段階，性別の関係
人数（％）

表２　参加年度と説明内容の理解度，試食の味，飲み込みやすさとの関係
�平均値（S.D.）
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年度×発達段階の交互作用も認められた（F（2, 
75）＝2.425, p<0.1）。このことから，ソフト食の
飲み込みやすさは，実施年度のメニュー，発達段
階の影響をうけることがわかった。

（3）�地域住民へのソフト食紹介へ参加しての感想
　研究参加者が自由記載した内容をまとめ表３に
示した。
　2007年度のソフト食は，自由記載の欄にも「美
味しかった」と書いた人が複数いた。また，「人
生楽しく暮らすためには美味しく楽しく食べるこ
との大切さを習った」，「老人だけでなく病人にも
適用できると思いました」と，初めて食べるもの
に対しての受け入れていただけた意見が書かれて
いた。ソフト食紹介の地域交流事業について自由
記載の意見を書かれていたのは，2007年度だけで
あった。また，情報収集としては，「今は病人が
いないが，大変参考になりました」，「私も高齢者
に直ぐなりますので，元気なときに色々な話が聞

ける事は大事なこと」といった情報の重要性と活
用についての意見が書かれていた。また，地域住
民へのソフト食紹介を機会に，「初歩のカロリー
計算の勉強をしてみたいと思います」といった，
新たな目標を見つけられた人もいた。ソフト食の
メニューがおはぎであったためか，「家庭で普通
に作る料理の簡単な調理法を教えて欲しい」と他
のレシピを要望された人が複数いた。
　2008年度では，「お汁粉の餅は飲み込みやすい
が歯に少しつきやすかった」と，飲み込みに問題
はないが，歯に着きやすく食べにくいといった課
題があることがわかった。また，「老人は寿司が
好きなので取り上げてほしい」という要望があっ
た。
　2009年度では「見た目よりおいしく食べられた」
といったようにソフト食の感想が書かれていた。
また，「姑に『そんなの食べられない』と言われ
たことがあったが，その時にソフト食の情報が
あったらよかった」，「皆に広めて欲しいし，自分

表３　研究参加者の自由記載の内容
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も広めたい」と情報の重要性について書かれてい
た人もいた。
　これらのことから，地域住民のソフト食への紹
介に参加した人たちが，試食したソフト食の感想
だけでなく，いろんな意見を持たれたことがわ
かった。

■　考　察

　本研究は，地域住民のソフト食に対する意識を
明らかにし，３年間の変化を検討することを目的
とした。

（1）ソフト食の美味しさ
　美味しさに対しては，実施年度のメニューの影
響を受けること，また成人期の人に比べて老年期
の人が美味しかったと回答していたことがわかっ
た。
　実施年度のメニューに対しては，ちらし寿司と
澄まし汁のメニューよりもおはぎのメニューの方
が美味しさに対し得点が有意に高かった。さらに，
コロッケとお団子入りのお汁粉の人よりもおはぎ
のメニューの方が美味しさに対し得点が有意に高
いことがわかった。このことは，コロッケとお団
子入りのお汁粉，ちらし寿司と澄まし汁は，食事
という内容であるが，おはぎは研究参加者にとっ
て甘い，おやつ感覚で食べやすかったとも考えら
れる。また，おはぎの作り方は，うるち米にゼラ
チンを加え炊いたものをつぶしたものである。コ
ロッケとお団子入りのお汁粉のコロッケは，マヨ
ネーズでポテトと卵をつなぎ，またお団子入りの
お汁粉は，豆腐に上新粉，片栗粉，スキムミルク
を使ってお団子を作ったものである。ちらし寿司
と澄まし汁のちらし寿司は，お米にゼラチンを加
えて炊いたものである。このなかで，うるち米に
ゼラチンを加えて炊いたものをつぶしたおはぎの
食感は，通常のもち米とお米を混ぜて炊きつぶし
たおはぎの食感と酷似していたことも要因と考え
る。
　美味しさに対して，成人期の人に比べて老年期
の人が美味しかったと回答していた。味覚は，酸・
塩・甘・苦の４種の基本味に区別される。味覚に
対する加齢変化では，舌粘膜が薄くなり，味蕾数
の減少がおこり40歳頃から著しく退化し感受性も
低下するといわれており，塩味，苦味，甘味，酸
味のいずれも鈍感する傾向がある。そのため，発

達段階によって美味しさに差があったと考えられ
る。美味しさとは，味といった味覚，嗅ぐといっ
た嗅覚，見るといった視覚，舌触りといった触覚，
おいしそうな音といった聴覚といった五感の全て
に関係している11）。メニューの味が良いことを示
していたが，食べやすかったという意味も含んで
いるとも考えられる。ソフト食は，口の中でまと
まりやすく，すでに食塊になっているような形を
もつといった特徴がある12）。食事をするには，食
物の認識をする先行期からはじまり，口への取り
組み，咀嚼と食塊形成を行う準備期，口腔で食塊
になった食べ物を咽頭に運ぶ口腔期，その後食塊
が咽頭から食道へと運ばれる咽頭期，食道から胃
に送り込む食道期と摂食・嚥下の多様なメカニズ
ムが関係している13）。すでに食塊になっているよ
うな形をもつということは，食事の口への取り組
みをした後，咀嚼と食塊形成を行うとう準備期で
行なうことを補助しており，開口障害，口腔内の
残存歯（永久歯）・義歯，筋肉が動かないなどの
咀嚼障害，舌の運動障害が，加齢とともにあるが
意識されていないので，食べやすく，美味しかっ
たと回答したとも考えられる。
　一方，研究参加者から「今は元気なので，もう
少し噛み応えのあるものが食べたい」という老年
期の人の意見もあったのも事実である。また，先
行研究で，対象者を成人期で行った結果，噛み応
えのないものはあるものに比べて咀嚼筋活動は少
ないものの，飲み込むまでの時間が長くかかるこ
とから，噛み応えのないものが食べやすい食品で
あるとは必ずしも言えないとある14）。研究参加者
の人数を増やす，さらに調査を行う必要があると
考える。

（2）ソフト食の飲み込み
　飲み込みやすさでは，実施年度2008年度よりも
2007年度の方が飲み込みやすさの得点が有意に高
いことを認めた。発達段階では，成人期の人に比
べ，老年期の人が飲み込みやすさに対する得点が
有意に高かった。また，ソフト食の飲み込みやす
さは，実施年度，発達段階の影響をうけることを
認めた。
　試食用のソフト食のメニューは，2007年おはぎ，
2008年コロッケとお団子入りのお汁粉であった。
コロッケとお団子入りのお汁粉より，おはぎの方
が飲み込みやすかったということになる。2007年
度の試食用のソフト食のメニューは，初回という
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こともあり年齢を問わず地域住民に受け入れられ
るようにと考え，検討した結果である。おはぎの
ゼラチンを入れて炊いたご飯の柔らかさが，飲み
込みやすかったことにつながったと考える。
　発達段階では，成人期の人に比べ，老年期の人
が飲み込みやすさに対する得点が有意に高かっ
た。ソフト食は，美味しく，やわらかく，飲み込
みやすいといった特徴がある。その他にも，口の
中でまとまりやすいといった特徴もある。老年期
の場合，嚥下機能に対して加齢現象に伴う無意識
の問題を感じていたとも考えられる。食塊の嚥下
時には，舌根が上がり，軟口蓋が上がって鼻腔の
蓋をし，喉頭蓋が倒れて気管に食塊が落ち込まな
い仕組みになっている15）。食塊の嚥下時の呼吸は，
一時的に嚥下性無呼吸になっている。そのため，
呼吸器の生理学的予備力は，30歳から直線降下を
示す16）ことから，食塊の嚥下に伴う所要時間は
短時間であるほど呼吸も楽であり，食事が楽しめ
る事になる。しかし，嚥下に伴う所要時間は短時
間になるほど誤嚥をしやすくなるといった問題が
ある。そのため，ソフト食は口の中でまとまりや
すく，飲み込みやすいことが意識されたとも考え
られる。

（3）ソフト食に関する情報収集
　研究参加者は，ソフト食に関する情報に「今は
病人がいないが，大変参考になりました」，「私も
高齢者に直ぐなりますので，元気な時に色々な話
を聞くことは大事なことだと思います」と関心を
もたれたことがわかる。また，「姑に『そんなの
食べられない』と言われたことがあったが，その
時にソフト食の情報があったらよかった」，「皆に
広めて欲しいし，自分も広めたい」と情報の重要
性を書いた人もいた。適切な食事をつくる介護力
があっても，知識がないと適切な方法で介護でき
ないといった問題がある。特に家庭の中という狭
い環境の中では，情報を得ることも難しい。また，
ソフト食に関する書籍は書店や，ネット販売で手
にすることは容易であっても，実際にどのような
ものかを紹介している場所は，少ない。一般にソ
フト食が認知されているとは，まだまだいえな
い。自由記載のなかに書かれていた「ソフト食は
やわらかいものと理解していた」と，十分な情報
が認知されているとはいえない状況である。ソフ
ト食はやわらかさだけでなく，食塊を形成し嚥下
しやすいといった特徴をもつ。また，高齢者ソフ

ト食は，厚生労働省が提示する「嚥下困難者用食
品」の許可基準Ⅲ（歯ぐきでつぶせる）から，そ
れより軽い障害に対しての適応である17）。いつま
でも経口摂取ができるとはいえないが，できるだ
け食卓を囲む皆が同じものを美味しく食べる幸福
を実現できるようにというのが，高齢者ソフト食
の考え方である。
　ソフト食の存在を認知していただくことが重要
であり，嚥下機能の個人差によってソフト食の軟
らかさも調整可能である。今までも，地域住民の
皆様の要望に可能な限りこたえるように「家庭で
普通に作る料理の簡単な物を教えて欲しい」とい
われた人には，図書の紹介，また，「老人は寿司
が好きなので取り上げてほしい」という要望にも
こたえてきた。
　地域の参加者の意見を参考に，今後もソフト食
の実際についての普及活動を行っていく必要があ
ると考える。

本研究の限界と課題
　今回の研究参加者は地域交流事業のソフト食の
紹介・試食を行った人を対象に調査した。そのた
め，研究参加者は高齢者だけではないこと，また
高齢者は個人差だけでなく加齢による味覚機能の
低下，嚥下機能の低下も十分考えられ，試食後の
感想に影響している可能性が考えられる。さらに，
試食の調理数は限定されている。従って，今後は
参加者数を増やし，継続した検討を行うことで老
年期の人の豊かな食事や，国民医療費軽減の一助
に貢献していきたい。

■　結　論

　経口でいつまでも食べられるように地域住民へ
のソフト食の紹介を行ってきて， ソフト食に対す
る意識が変化してきているのかを検討した。その
結果，説明内容の理解度は，回数を重ねるごとに
地域住民にわかりやすくなっている傾向があり，
発達段階の影響を受けないことがわかった。美味
しさに対しては，ソフト食のメニューの影響を受
けること，また成人期の人に比べて老年期の人が
美味しかったと思ったことがわかった。ソフト食
の飲み込みやすさは，ソフト食のメニュー，発達
段階の影響をうけることがわかった。このことか
ら，地域住民へのソフト食紹介を行ってきたが，
ソフト食に対する意識が変化してきており，ソフ
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ト食は老年期の人にとって美味しく，食べやすい
ことがわかった。
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