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秋田県東成瀬村民生課 黒沢 紗恵子

後期高齢者歯科健診からみえた奥歯で噛みしめる
ことの重要性についてと題して発表させていただき
ます。秋田県東成瀬村民生課の主任保健師の黒沢紗
恵子です。よろしくお願いします。

秋田県東成瀬村

まず、東成瀬村の概要です。

 秋田県の東南端

 世帯数８７０世帯

 人口２，６７７人

 高齢化率３５．２％ （平成２７年８月１日現在）

 医療及び福祉施設

・東成瀬村国民健康保険診療所

・歯科医院

・特別養護老人ホーム

・デイサービスセンター

・有料老人ホーム

・グループホーム

・東成瀬村地域包括支援センター（民生課）

東成瀬村の概要

概要はご覧のとおりです。人口は、平成27年８月
１日現在、2,677人で、高齢化率は35.2％となってい
ます。

研究の目的

これまで東成瀬村では、介護予防事業等で高齢
者の歯科保健に取り組んできたが、歯科健診事
業は実施したことがなかった。

平成２６年度より、秋田県後期高齢者医療広域
連合の補助事業として、後期高齢者医療制度加
入者の歯・歯肉の状態、口腔内の衛生状態や咀
嚼、嚥下を含む口腔機能をチェックする歯科健診
を実施した。

その健診結果より、興味深い結果が見えてきた
ので報告する。

研究の目的です。
これまで東成瀬村では、介護予防事業等で高齢者

の歯科保健に取り組んできたが、歯科健診事業は実
施したことがありませんでした。 

東成瀬村では、口腔機能低下や誤嚥性肺炎等の予
防につなげるため、平成26年度より、秋田県後期高
齢者医療広域連合の補助事業として、後期高齢者医
療制度加入者の口腔機能をチェックする歯科健診を
実施しました。その健診結果より、奥歯の重要性に
ついて、興味深い結果が見えてきたので報告します。
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研究の方法
 平成２６年１０月１日現在、A地区在住の７５歳以上の後

期高齢者２８５名を対象に、保健師が自宅を訪問し、受
診勧奨を行った。

 受診方法は、医療機関受診、地区の会館における集団
健診、往診を選択可能。

 受診者の内訳
性別内訳 男性：２８名 女性：６
１名
平均年齢 ８３.６歳（最高齢９８
歳）
受診率 ３１.２％在宅 ５４名

特別養護老人ホーム（SS含む） ２６名

有料老人ホーム ２名

グループホーム ７名

研究の方法です。健診の対象者は、平成26年10月
１日現在、A地区に在住の75歳以上の後期高齢者医
療制度加入者285名とし、在宅の方については保健
師が自宅を訪問し、健診の受診勧奨を行いました。

受診方法は、医療機関受診、地区の会館における
集団健診、往診のいずれかから選択可能としました。
その結果、受診者は、男性28名、女性61名で、受診
率は、31.2％でした。受診者の内訳は、在宅の方が
54名、特別養護老人ホーム入所者が26名、有料老人
ホーム入所者が２名、グループホーム入所者が７名
でした。施設入所者については、施設を通して申し
込みをとり、往診による健診を実施しました。

後期高齢者歯科健診の内容
 問診

 咬合の状態の確認（アイヒナー分類）

 義歯の状況の確認

 咀嚼筋能力の評価（咬筋、側頭筋の触診）

 舌機能の評価（オーラルディアドコキネシス、挺舌の評価）

 嚥下機能評価（反復嚥下テスト、EAT－１０）

 顎関節、粘膜疾患の異常の有無

 口腔衛生状態の確認

 歯周組織の状況確認

 口腔乾燥の状態確認

後期高齢者歯科健診の内容は、ご覧の通りです。
かみ合わせの状況や、義歯の状況、歯科疾患の検査、
嚥下機能の評価など、口腔機能を総合的に把握でき
る内容となっています。

結果

結果を説明します。

アイヒナー分類

A１ 歯冠修復のみ

A２ 上下顎のうち1顎のみ歯牙欠損あり

A３ 上下顎とも欠損有り

B１ ３つの支持域をもつ

B２ ２つの支持域をもつ

B３ １つの支持域を持つ

B４ 支持域がない(前歯部のみに咬合接触がある) 
C１ 上下顎に残存歯がある(すれ違い咬合)
C２ 上下顎のうち１顎が無歯顎

C３ 上下顎とも無歯顎

健全歯列から無歯顎にいたる全ての歯列関係を分類
上下顎の左右大・小臼歯群による４つの咬合支持域の残存状態による分類

後期高齢者歯科健診では、咬み合わせの状態を分
類するためアイヒナー分類を使用しました。アイヒ
ナー分類は、健全な歯列から歯が全くない状態まで
全ての歯列関係を分類します。上下の顎の左右の大
臼歯、小臼歯いわゆる奥歯による４つの咬合支持域
の残存状態による分類で、前歯はあまり関係があり
ません。

アイヒナー分類の内訳
 A: ４つの咬合支持域を全て持つもの

 B: 咬合支持域が減少したもの

 C: 咬合支持域がないもの

A A1 A2 A3

１６人(１８%) ３人 ４人 ９人

B B1 B2 B3 B4

１３人(１４．６%) ３人 ４人 ２人 ４人

C C1 C2 C3

６０人(６７．４%) ３人 １３人 ４４人

ＡからＣの順に咬合支持域が少なくなりますが、
今回の健診結果では、Cに分類される者が67.4％と



― 1018 ―

最も多くなっていました。

アイヒナー分類の結果とBMIの関係

咬合を支持する奥歯に欠損が生じると、栄養状態が悪くなりやすい。

アイヒナー分類とBMIの関係をみると、咬合支持
域が少ないほど、BMIの数字が低くなっており、か
み合わせを支持する奥歯に欠損が生じると、栄養状
態が悪くなりやすいことが分かりました。

咬合支持域と咀嚼筋能力との関係
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咀嚼筋能力評価

咬筋 側頭筋
咀嚼能力評価
咬筋、側頭筋の緊張の触診

１．強い ２．弱い ３．なし

奥歯が少なくなるほど、食べ物をかむ力が衰える。

次に、咬合支持域と咀嚼筋能力の関係を比較しま
した。咀嚼筋能力は、触診により評価しましたが、
咬合支持域が少ないほど、咀嚼筋能力も低下してい
ることがわかりました。

次に、かみあわせと、舌の機能との関係を比較し
ました。

咬合支持域と舌機能との関係

1

5.07 4.60 4.5

1.00
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挺舌 PA TA KA

A B C

オーラルディアドコキネシス

口腔機能（特に口唇、舌）の巧緻性および速度を評価する方
法。「パ」「タ」「カ」の単音節をそれぞれ１０秒間ずつにできるだけ
早く繰り返し発音させて、１秒あたりの発音回数を測定する。

舌の機能は、オーラルディアドコキネシスによる
評価を行いました。「パ」「タ」「カ」の単音節をそ
れぞれ10秒間、できるだけ早く繰り返し発音させて、
１秒あたりの発音回数を測定します。この結果では、
奥歯に咬み合わせがないＣに該当する方の結果が、
どの発音についても、回数が少なくなっていました。
Ｃに該当する方については、義歯を装着している方
もいましたが、結果が伸びない方もおり、義歯を装
着していたとしても、本来のかみ合わせの高さに違
いが生じ、舌の機能に障害を及ぼしていることが考
えられます。
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咬合支持域と嚥下機能との関係

RSST EAT10
本来の咬み合わせが変わると、嚥下機能にも影響が出始めてくることが分
かった。

嚥下機能については、30秒間に何回嚥下できるか
調べる反復唾液嚥下テスト、また嚥下のスクリーニ
ングツールであるＥＡＴ－10という問診により評価
しました。どちらの結果も、Ｃに該当する方の結果
が低下する傾向があることが分かりました。
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結論
自分の歯を維持すること、特に奥歯を維
持し、かみつづけることは、将来、咀嚼機
能、嚥下機能を維持することにつながるこ
とが示唆された。

・歯科健診の継続実施

・口腔の健康を保つことの必要性、口腔ケ
アの重要性を、各年代に訴えていく。

結論です。
今回の研究より、自分の歯を維持すること、特に

奥歯を維持し、かみつづけることは、将来、咀嚼機
能、嚥下機能を維持することにつながることが示唆
されました。

今後も後期高齢者歯科健診を継続実施するととも
に、口腔の健康を保つことの必要性、口腔ケアの重
要性を、後期高齢者医療制度加入者のみならず、各
年代に訴えていきたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

東成瀬村(須川高原)の紅葉

ご清聴ありがとうございました。




