No.

CONTENTS

1

ご挨拶
堀

7

憲郎

公益財団法人８０２０推進財団

「8 0 2 0 」理 事 長 対 談

がん治療を巡る医科歯科連携と口腔機能管理
荒 井 保 明（ 国 立がん 研 究センター ）／ 堀

（８０２０推進財 団 ）

16

発行

16

憲 郎 （８０２０推 進 財 団 ）

作家コラム

「自分の『丈夫な歯』について想いをはせた時、
真っ先に思い浮かんだのが、 先に逝った母親のことや
石ノ森さん、 赤塚さんとのエピソードでした」
ちばてつや （ 作 家・日本 漫 画 家 協 会 理 事 長 ）

8020 Report

18

①世界の8020事情

19

②口腔がんのセルフチェック

20

平 野 裕 之 （日本 歯 科 医 師 会 国 際 渉 外 委 員 会 ）

柴 原 孝 彦（ 東 京 歯 科 大 学 口 腔 顎 顔 面 外 科 学 講 座 ）

22

④口腔常在菌研究の現在

23

⑤歯科医師会の熊本支援

花 田 信 弘（ 鶴 見 大 学 歯 学 部 探 索 歯 学 講 座 ）

中 久 木 康 一（ 東 京 医 科 歯 科 大 学 大 学 院 医 歯 学

総合研究科顎顔面外科学分野）

③8020運動を支える歯科保健・医療の流れ
～１億総活躍社会の実現と健康寿命の延長に向けて～

上 條 英 之（ 東 京 歯 科 大 学 歯 科 社 会 保 障 学 ）

24

N G Oリポ ート

歯科医師の国際貢献

ミャンマー歯科医療支援 ～これまでのあゆみと今後の展開～
長 谷 川 了 （ NP O法 人日本 歯 科ボランティア 協 会 ）

Column

37

超高齢社会に求められる
歯科衛生士のキャリア
茂 木 美 保（日本 歯 科 衛 生 士 会 ）

94

62

歯科技工士の役割
杉岡 範明（日本歯科技工士会）

「知識欲」が、人生を豊かにする。
辰 巳 琢 郎（ 俳 優 ） ／ 上 田

92

賢（ 聞き手）

100

小 野 繁（竹山病院心療内科）

歯・口の健康と病いの語り
羽根 司人

102

はつらつ高齢者の8020カムカムインタビュー

142

8020推進財団からの報告

4

呑気症治療に有用な
スプリント療法について

徳島県／愛知県／愛媛県

8020 No.16 2017-1

155

英文目次

特集

ライフコースアプローチ

特集

超高齢社会における８０２０

26

8 0 2 0 特別対談

64

認知症の食支援

ライフコースアプローチの観点から、
歯科医療・口腔保健を見直す
大木 秀一

（石 川 県 立 看 護 大 学 ）

38
40
44

深井 穫博

（8020推進財団）

お母さんのおなかから始まる８０２０

68

代田 あづさ （日本歯科大学附属病院総合診療科）

赤ちゃんのための口腔育成アドバイス
今泉 三枝 （ 愛 知 県 歯 科 医 師 会 地 域 保 健 部Ⅰ）

今後の乳幼児歯科健診のあり方と歯科
医師会の地域協働を考える
～１億総活躍社会の実現と健康寿命の
延長に向けて～
小石

46

／

73
76

子供の歯をむし歯から守るための秘訣

50

子供の歯を守る、 歯が抜けてしまった
時の対応

杉山

豊（ 杉 山 歯 科 医 院 ）

吉川 一志／山本 一世（大阪歯科大学大学院歯学研究科）

52

学校歯科医の役割

55

むし歯 予 防を目指したフッ化 物（フッ
素）による効果的なセルフケアの実際

80

60

金澤

学 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
高齢者歯科学分野）

要介護者に対する出張歯科健診事業
「かむかむ健診」について

歯や義歯の問題で高齢者の閉じこもり
が増加
相田

82

85

潤 （東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）

超高齢社会における取り組み
地域の取り組みの最前線
～京都下京・南医療連携協議会の活動～
関

透

（京都下京・南医療連携協議会）

後期高齢者歯科健診と在宅訪問歯科健
診の役割
蛭 川 幸 史（三重県歯科医師会）

丸山 進一郎（日本 学 校 歯 科 医 会 ）

眞木 吉信 （ 東 京 歯 科 大 学 衛 生 学 講 座 ）

義歯をいつまでも快適に使用するために

松 井 泰 成（大津市歯科医師会）

西川 岳儀 （ 西 川 歯 科 ）

48

病棟での歯科医師・歯科衛生士の
サポートが退院を早める
～昭和大学口腔ケアセンターの取り組み～
弘 中 祥 司（ 昭 和 大 学 口 腔ケアセンター ）

剛 （こいし歯 科 ）／ 赤井 綾 美

生命活動の３S
「息育」「食育」「足育」のススメ

枝 広 あや 子（ 東 京 都 健 康 長 寿 医 療センター 研 究 所 ）

90

在宅訪問歯科診療・新たなる戦略的展開
ー DENTAPAC KOKOROー
小正

裕

（大阪歯科大学高齢者歯科学講座）

成人期・壮年期の８０２０
日本歯科医師会地域保健委員会
成人・産業部門

8020 No.16 2017-1

5

CONTENTS

8020推進財団

105

第14回フォーラム8020

研 究・調 査 活 動 報 告

超高齢社会における8020学術会議レポート報告

羽 根 司 人（８０２０会 誌 編 集 委 員 ）

111

8020推進財団研究事業

歯科医療による健康増進効果に関する調査研究

嶋 﨑 義 浩（ 愛 知 学 院 大 学 歯 学 部 口 腔 衛 生 学 講 座 ）

８０２０推 進 財 団 指 定 研究事業報告

116

①多目的コホート研究
（JPHC Study）
における口腔と全身の健康に関する研究
川 口 陽 子 ／ 植 野 正 之（ 東 京 医 科 歯 科 大 学 大 学 院 健 康 推 進 歯 学 分 野 ）

118

②歯科医師を対象とした歯と全身の健康、 栄養との関連に関する研究
—歯磨き回数、 喪失歯数と口腔・咽頭・食道がんリスクとの関連—
若 井 建 志 （ 名 古 屋 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科 予 防医 学 ）
地 域 における歯 科 保 健 活 動

120

①新オレンジプランで求められる歯科医
師の認知症対応力向上のためのツー
ル作成事業
奈 良 県 歯 科医師会（小向井 英記）

122

②県民の残存歯数からみた食のQOL
調査事業
島 根 県 歯 科医師会（吉川 浩郎）

124

研究事業公募課題の概要報告

130

小 林 恒 （弘前大学大学院医学研究科）、 他

132
134

③特別養護老人ホームにおける
摂食嚥下カンファレンス

米 須 敦 子（沖縄県歯科医師会）

④長野市内における障がい者福祉施設
での歯科健診と口腔ケアの取り組み
長 野 市 歯 科医師会（宮原 貴彦）

⑤介護保険施設における施設協力歯科
医師の設置状況と口腔機能関連介護
サービスへの取り組みに関する調査
長崎市歯科医師会・地域医療福祉委員会

③歯科診療室における口腔機能を高める歯
科保健指導の可能性／「オーラルフレイ
ル」への取り組みから「フレイル・介護予
「食
防」への一提案／いつまでも、おいしく
べ」、楽しく
「話し」「笑い」のある生活を！

136

128

②健常高齢者の咀嚼機能におよぼす影響
について
中 根 綾 子（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）、他

武 蔵 野 市 歯科医師会
（ 木 村 益 巳 ／鈴木 健太郎）

126

①地域住民における口腔環境と
嚥下機能に関する疫学的研究

④高齢者の介護予防のための口腔機能評
価および管理からなる包括的システム
の15年間の効果およびフレイルティへ
の対応に関する研究
藤 本 篤 士（札幌西円山病院歯科診療部）

138

⑤未就学児の歯科受診にみられる地域格差
松 山 祐 輔（東北大学大学院歯学研究科）

140

⑥咀嚼能力とメタボリックシンドロームの
関係について
～ながはま0次予防コホート事業～
浅 井 啓 太（京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座）

6

8020 No.16 2017-1

「8020」理事長対談

がん治療を巡る医科歯科連携と
口腔機能管理

堀 憲郎

８０２０推進財団理事長
日本歯科医師会会長

荒井 保明

国立がん研究センター理事長特任補佐（前中央病院長）
中央病院放射線診断科長、IVRセンター長

進む医科歯科連携

の動きの評価について先生はどのよう

ら、日本歯科医師会とがんセンターと

にお考えですか。

の連携が始まり、それが順調に全国

【堀】 今回荒井先生をお招きした

【荒井】 これは素晴らしいの一語

展開しているプロセスは本当に素晴ら

のは、歯科界では今、医科歯科連携

に尽きると思います。私はずっとがん

しいことだと感じています。1万5,000

を充実させようという流れがあり、
そこ

の治療に関わってきましたが、狭い領

という数字も、ものすごい増え方であ

をお話できればと思ったためです。医

域をずっとやってきたこともあり、が

り、素晴らしいと思います。

科歯科連携のひとつの大きなきっか

ん治療の場面で、歯科の先生方にど

【堀】 最近は現場の歯科医師もこ

けは2010年に行った国立がん研究セ

のくらい助けていただけるところがあ

うした動きに積極的に参加してくれて

ンター（以下、がんセンター）と日本歯

り、それがどれくらい大事なことかに

いますし、今後の更なる展開を期待し

科医師会の医科歯科連携事業です。

ついての認識が十分ではありませんで

ています。この短い期間での大きな広

まず関東の1都5県とがんセンターとの

した。ただ、結構早い時期からいわゆ

がりは、がんセンターの協力なしでは

連携を始めて、翌年から全国展開が始

る口腔ケアの重要性がエビデンスベー

あり得なかったと思います。荒井先生

まりました。それが今日まだ続いてい

スで示されてきていることは知ってい

はこれからの展望についてはどのよう

て、現時点で連携事業における講習を

ましたので、医科歯科連携の話が出た

にお考えですか。

受けた歯科医師が延べ1万5,000人を

時、一医師としてはその重要性を理解

【荒井】 病気と一言で言ってもいろ

超えました。このような形はできてい

していたように思います。一方で、
「良

いろな病気があり多種多様ですから、

ますので、あとは本当に臨床現場で動

いものは良い」
「おかしいものはおかし

どうしても一定度の専門性が必要に

いているかどうかというのが大きな問

い」と発信することががんセンターの

なってきます。たくさんの医者がいて

題だと思いますが、この数字とか事業

重要な使命だと思っています。ですか

も、それぞれの専門領域は案外限ら
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「乳児期から高齢期まで生涯を通じて、
口腔機能管理が必要」
（堀）

8

れていて、オールマイティーの医者はごく少ないのが
実情です。がんの場合も同じで、すべてのがんに精
通している医者はほとんどいません。すなわち、
「医
者」と言っても、垣根1つ超えた隣の領域については
ほとんど素人に近い場合が少なくありません。そん
な私たち医者にとって、正直なところ口の中というの
は親しみのあるところではありません。要するに、口
の中についてはほとんど素人です。だから、私のよう
な医者にとっては、口の中のことについては歯科医
師の先生方からいろいろなアドバイスをいただいた
り、自分の患者さんを診ていただくことが、どうして
も必要なわけです。医科歯科連携により実際に成果
が上がることについてはエビデンスも示されていま
す。多少は勉強もしていますが、口の中や歯のこと
になると門外漢であることは否めません。だから、専
門的な知識を持った先生方との地に足の着いたケー
ス・ベーストのコミュニケーションがとても大事じゃな
いかと思っています。ただ、現場でのすり合わせに
ついては、まだまだ不十分だと感じています。
【堀】 多職種連携も含めてどういうふうに在宅や
病院でうまくコミュニケーションをとっていくのかに
ついては、難しい部分があります。病院の中に歯科
がないところに歯科が入っていくときのきっかけ作り
とか、在宅現場で歯科医療を提供するときの主治医
や関係職種とのコミュニケーションとか、外来が中心
だった歯科にとっては経験が乏しい部分です。
話は変わりますが、2010年頃から、特にがんセン
ターを中心に、医科歯科連携を進めてきましたが、
ちょうど時期を同じ頃にして、2012年の診療報酬
改定で初めて周術期の口腔機能管理が評価されま
した。これはがんの手術等に限定されたものでした
が、それまでチーム医療の推進協議会などで議論し
てきた流れが、実際に診療報酬として初めて評価を
受けたということで、私たちとしては歴史的な出来事
でした。
私たちが目指すのは、周術期だけではなく、乳児
期から高齢期まで生涯を通じて口腔機能管理が必
要だという方向で、それに関してもエビデンスが多く

堀 憲郎

出てきています。最近だと千葉大学医学部附属病院

８０２０推進財団理事長
日本歯科医師会会長

の徹底によって在院日数が減少したり、抗菌剤投与
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や大阪警察病院の研究で、専門的な口腔機能管理
が減ったり、あるいは医療費が減ったというような

「8020」理事長対談

これは興味深いことで、口腔機能管理が医療の財
政的な側面に貢献できる可能性を示しています。今、
さらにエビデンスを集めながら情報発信をしている
ところですが、荒井先生は、がんの専門でいらっしゃ
いますので、こういった周術期口腔機能管理等の有
用性や医科歯科連携の面で、もっとこういうふうなこ
とをやったらどうかなどのアドバイスがあったらお聞
かせください。
【荒井】 口腔機能管理に診療報酬が付いたこと
は、本当に画期的な出来事です。いわゆるがん治療
の領域では、私たち医科はどうしても、切った、張っ
た、新しい薬がこんなによく効いた、小さくなったと
いうことに着目しがちです。一方、こんなふうに患者
さんにしてあげたらすごく喜んでくれましたという美
談もたくさんあるのですが、それじゃあ、それがほ
かの患者さんにも、あるいは、すべての患者さんに
通用しますかというと、
大抵わからない。エビデンス
がないわけです。エビデンスがあれば、この治療法
にはこういう効果が期待できるのだからみんなにや
ろう、みんなにやるべきものなら正当な診療点数を与
えようという話になるわけです。
周術期の口腔ケアは、正にそのエビデンスが示さ
れたからこそ、診療報酬が付いてきたのだと思いま
す。保険適用までに少し時間がかかった部分がある
かもしれませんが、日本のがん医療の中で、直接的
ながん治療ではないソフトな部分に光が当たって体
制ができたという点では、最初の切り込んでいただ
いた例であり、私は高く評価したいと思っています。
【堀】 ありがとうございます。私たちはほかにもい
ろいろなことを訴えたいのですが、必ずしもエビデン
スが整理されているものばかりではなく、苦労してい
るところでもあります。
【荒井】 ソフトな部分にきちっとした評価軸、物
差しを持ち込んでエビデンスを示すのは決して簡単
ではありません。でも、私はそこをきちっとやってい
くことが大切だと思っています。良いと盲信して多大
な労力を払っているもので、実はあまり意味がない
というものもいっぱいあると感じています。そういう
ことを削っていくのは、先ほど先生がおっしゃられた
医療費削減の点でもとても大切なところです。評価
の難しいソフトな部分こそ、エビデンスに基づいて診

「いわゆる口腔ケアの充実こそが、医療費の削減や
健康増進につながる可能性をもっている」（荒井）

データもありました。

荒井 保明
国立がん研究センター理事長特任補佐（前中央病院長）
中央病院放射線診断科長、IVRセンター長
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療報酬が付けられていくべきだと思っ

いわゆる口腔ケアの大事さを、ほとん

ています。

ど意識していませんでした。ですが、

日本が超高齢社会になったこともあ

がんセンターと日本歯科医師会の連

【堀】 心強いです。少し話は変わり

り、がんの予防、あるいはがんに限

携を通じて、私なりに勉強したり、エ

ますが、がん治療の最前線でずっと臨

らず疾病の予防に大きな関心が寄せ

ビデンスを探ったりしてみて、
口腔ケア

床に携わってこられた荒井先生の専

られています。しばしばたばこの話が

の大切さを知りました。でも、その重

門である IVR（アイ・ブイ・アール）に

出てきますが、もしかすると、経済効

要性に気がついていないがんの専門

ついて、折角の機会ですから詳しく教

果・医療効果から見たら、口腔ケアの

家のほうが多いように思います。

えていただいてもよろしいでしょうか。

ほうがより影響が大きいのかもしれま

【堀】 おっしゃるとおりです。特に

せん。でも、
いわゆる口腔ケアに関し、

歯科の標榜がない病院は、地域の歯

子どものときからしっかりと教育する

科医師や地域の歯科医師会との連携

【荒井】 IVR の治療をごく簡単に

ことに十分なエネルギーが注がれてい

が乏しいという調査結果もあり、口腔

ご説明すると、血管を経由しての病気

るかというと、そこまでは徹底されて

機能管理に関するアプローチが難し

の部分に到達して治療を行うというの

いないように見えます。私はがんが専

く、これからわれわれとしても PR し、

が典型でしょう。昔
『ミクロの決死圏』

門なので、がんに注目が集まるのはあ

ご理解を得て連携を深めていくべき

という映画がありましたが、ひとたび

りがたいのですが、日本全国、国民

部分と思います。

血管の中に入ってしまえば、基本的に

また、がん治療の現場で思われたこと
などもお聞きしたいと思います。

の健康全体という視点で見れば、い

【荒井】 そうですね。それは先生

血管は身体じゅう張り巡らされていま

わゆる口腔ケアの充実こそが、ものす

方の責任というよりむしろ、特にがん

すから、その血管を通ってどこにでも

ごい医療 費の削減や健 康増進につ

センターが責務として発信していかな

到達できるわけです。実際には体表面

ながる可能 性をもっているように感

ければいけない情報だと認識してい

に近い血管からカテーテルなどの道具

じています。

ます。

を入れて、これを進めて行くのですが、

私は医者になってから30年ぐらいは

10
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残念ながら血管は迷路みたいに複雑

でどう進めば良いかわからない。身体

年間変わってないと思います。自分の

外れた治療がしばしば「おかしな治

全体を透かしてみて、どういうふうに

診ている患者さんと真剣に対峙して、

療」とされてしまう風潮です。エビデン

血管が張り巡らされていて、どの道筋

寝ても覚めても、目の前の患者さんが

スに基づいた治療はもちろん正しいの

を辿ればよいかを知ることが必要な

どうやったらよくなるかということばか

ですが、その概念があまりに強固に一

のです。この身体を透かしてみるため

り考えてきました。ただ、そこで無理

人歩きしてしまうことには、抵抗感を

の手段が放射線などの画像診断装置

矢理ひねりだした試行錯誤の治療が

感じています。しばしば、エビデンス

で、最短距離で病巣に到達し、そこ

仮にうまくいったとしても、それはあく

に基づいてマニュアルやガイドライン

で治療するというのが IVR という治

まで私個人の経験であって、他の医師

が作られるのですが、マニュアルに書

療の概念です。概念が出てきたのは

に勧めることはできません。私だけの

いてあるとおりやれば治るほどがんは

1980年頃ですが、私が医者になった

経験に終わらせず、多くの医師にも

簡単な病気じゃないし、そんなに医学

のがその直前で、放射線科医に転向

行ってもらうためには、どうしてもエビ

は進歩していません。依然として、時

したころに日本に IVR という概念が

デンスを示す必要があります。そのエ

には勘に頼らざるを得ないこともある

入ってきました。
「なーんだ、私がやっ

ビデンスを作る過程が臨床試験であ

し、患者さんとの相性も含めて判断せ

ているのと同じだ」と、のめり込んで

り、臨床試験を始めることになりまし

ざるを得ないこともあります。
エビデン

いったのが最初のスタートです。

た。今は IVR の臨床試験をたくさん

スに基づいて治療をしながら、一方で

やっています。

は、自分の目の前の患者さんが、今の

がんの領域では、血管からがんの

エビデンスだけで治らない場合には

治療をすることもありますし、直接体

日本も含めて世界中の医学の流れ

の外からがんを焼いたり凍らせたりな

は、EBM（エビデンス・ベースド・メ

ど、IVR は実にさまざまなことをやり

ディスン：根拠に基づいた医療）を根

「あなたの治療法は教科書に載ってな

ます。

幹としています。若い医師たちにもエ

いからありませんよ」じゃなくて、
「残

ビデンスの重要性を伝えていますが、

念ながら確立した治療法はないのだ

ちょっと難しいのは、エビデンスから

けど、
こういう治療法をやったら効くか

私の医者としての基本スタンスは現
場主義そのものです。それは多分40

次の一手を編み出さなきゃいけない。
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もしれない」と考えて、患者さんに相

当に創造性が欠けたら医療人として

ター（以下、サポートセンター）を作っ

談して、見込みがあって了解がいただ

駄目だと思いますし、硬直したルー

たのもこの思いからです。

ければやってみる、そういうことをずっ

ルやガイドラインに対しての問題意識

【堀】 最先端のナショナルセンター

と繰り返してきました。

は、臨床医として常にもたなくてはい

が、単に技術だけではなく、そういう

けませんね。

ところに目を向けていることに私は感

そうして始めた治療法が、1人目でう

12

まくいき、2人目ではあまりうまくいか

【荒井】 結局、創造性をかき立てる

動しました。がん治療のトップのセン

ず、3人目では、またうまくいくといっ

原動力は何かというと、目の前の患者

ターがそこに手を付けるというのは、

たとします。すると、ここまではあくま

さんなんですよね。そこで何とかした

すごく画期的だと思いますし、本当に

で経験に過ぎませんが、この治療法は

いと思い悩む中でこそ、新しいアイデ

国民は安心すると思います。日本歯科

いけるかもしれないという仮説が立ち

アに辿り着くのだと思います。臨床現

医師会としては個別の医療機関に寄

ます。そうするともう一歩進めて、こ

場に立脚したところから動くことが基

付をすることは無いのですが、今回の

の新しい治療法の臨床試験をやって

本中の基本だと感じます。

がんセンターの試みに共感し、理事会

ちゃんと評価しましょうということにな

そういう観点から、がんセンターを

るわけです。治療法が進歩するという

振り返ってみると、できてからもう50

【荒井】 ありがとうございます。サ

のは、正にこの繰り返しだと思います。

年以上が過ぎ、がん治療に関しては、

ポートセンターは、がんセンターの病

現段階で治療法がない患者さんに

確かにたくさんの結果を出してきまし

棟の1フロア全部を使って立ち上げま

対しても、
「治療法がないので治療で

た。でも、それ以外の部分、例えば

した。がんセンターも独立行政法人で

きません」ではなくて、頭を使って考え

ケア等の部分は、がんセンターだけで

すので、収益を上げることが必要で、

て、患者さんのために常に挑戦してい

なく、日本中のたくさんの病院でさま

それだけが目的ならベッドを置いて患

かなくてはいけないということです。
そ

ざまな職種の人が一生懸命取り組ん

者さんに入っていただいたほうが合理

れがないと10年たっても、エビデンス

でいるのですが、残念ながらエビデン

的なんですが、そうはしませんでした。

は変わらず、進歩しない。私は、よく

スの提示にまで至っているのはごく一

正直なところ病院長としては結構大

Beyond the Evidence（ビヨンド・ザ・

部なんです。だから、きちっと科学的

胆な決断でしたが、がんセンターがこ

エビデンス）という言葉を使うのです

に評価して、良いものは良い、悪いも

ういうサポートセンターのようなことを

が、エビデンスを超えて向こう側に行

のは悪いと明確にすることが、がんセ

やらなければ、一体誰がわざわざ採算

くことにチャレンジしなければ、エビデ

ンターが率先して取り組まなくてはな

の合わない部門をつくって研究してエ

ンスはさびていく。
エビデンスはもちろ

らない重要な課題だし、もし良いもの

ビデンスを作るでしょうか？「がんセン

ん大切ですが、今あるエビデンスに凝

であれば広める責任があると考えまし

ターがやらなきゃ、誰がやる？」という

り固まらない思考のフレキシビリティー

た。単に広めるだけでなく、周術期口

使命感みたいなものに押されて、この

を持った若い人たちがどんどん増えて

腔機能管理がそうであったように、本

サポートセンターを始めさせていただ

くれるといいなというのが、今の私の

当に大事なものについては診療報酬

きました。

一番思っているところです。

に反映すべきという発信くらいまでや

【堀】 保険医療では、今、少しでも

【堀】 先端医療の最前線での取り

りたいなと思っています。がんセンター

ガイドラインなどから外れてしまうと、

組みならではのご苦労と思います。本

の中に、患者サポート研究開発セン

評価が得られなくなってしまう。結局、
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一致して協力させていただきました。

「8020」理事長対談

患者さんのためにボランティアでやっ

死生観と医療費

現在の臓器移植の意思表示カードと
同じように、
「もし私がこういうふうな

ている部分が少なくない現状なので、
今、国の公的保険医療制度の仕組み

【荒井】 もうひとつ、限られた医療

状況になったら、それ以上の治療はし

をもう1回、医療提供者として声を出し

費の中でどうするかについて考えなけ

ないでいただいて結構です」というこ

て、患者さん本位に立ってやってくれと

ればいけないことに、死生観があると

とを示したカードを勝手に作って、い

いうことを訴えていきたい思いがすご

思います。平たく言えば、
自分の人生が

つも持ち歩いていようかと思っていま

くあります。

終わるかもしれない時にどういう医療

す。そんな人が増えてくれば、徐々に

今、国の財政状況が厳しいのはよく

を受けたいのか、ということについて

文化が醸成していくかもしれません。

理解していますが、健康長寿社会を実

の認識です。もちろん、一定の考え方

もちろんそんな行動を強制するわけに

現しよう、健康寿命の延伸を図ろうと

を押し付けることはできませんが、国

はいきませんが、そういった自分の意

いうのであれば、そこは絶対議論すべ

全体として、生き方や死に方に対する

思をちゃんと示す人が増えると、日本

きだなと思います。

ある程度の文化は醸成する必要があ

の中の死生観についての考え方が整

【荒井】 そうですね。点数を決める

ると思っています。難しい問題ではあ

理されてくるんじゃないかなと考えて

方々もそれぞれの領域の専門家でい

りますが、ここを避けていると、いつま

います。

らっしゃるので、異なる観点からのさ

でたっても議論は並行線になると思い

まざまな見識や意見をお持ちだと思い

ます。
最近は年齢で治療に制限をつけ

結局、数字だけを見て議論されがち

ますが、
「患者さんに我慢してもらった

たほうがいいんじゃないかという極論

ですけど、本来、高額な医療が保険

ほうがいい」と思ってる人は多分１人

もありますし、国が疲弊してもどこま

から外れることになるときには、当然、

もいません。
たくさん稼ぎたいとかいう

でも手厚くという意見もあるかもしれ

そのような議論があるべきかもしれま

レベルではなく、本当にぎりぎりで良

ません。ただ、死生観に関するコンセ

せん。かつて中医協委員を務めてい

い医療を行うため何とか収益を確保

ンサスというか、少なくともこれを語り

て、費用対効果の議論が始まった当

するための点数は欲しいという現場

合う文化の醸成にもう少し真剣に取り

初は、その議論には哲学者や思想家

の状況もわかっているけれども、医療

組むべきではないかと感じています。

の意見が反映する場があってもいいと

費全体の状況を考えればそんなに点

【堀】 社会保障審議会の部会で、

【堀】 なるほど。本当ですね。今、

いう発言をしたことを思い出しました。

数を上げるわけにいかない、あるいは

何年か前に今の日本医師会会長が、
そ

荒井先生に言われて気付きましたが、

絞らなければいけないという判断で

こに出ておられて「死生観の問題は医

そこが今、欠如している。数字だけで

の意見が大部分だと思います。がんの

療提供者と患者さんが長年にわたっ

判断されてしまう可能性があるかもし

領域で起こっている医療費の議論も、

て話しあって決める問題であり、行政

れない。

まずは正しい情報をみんなが共有す

が決める問題ではない」と発言され

【荒井】 そうですね。ただ、行政が

るところから始めないと、異なる情報

感銘を受けた記憶があります。なかな

判断する時に出て来る有識者会議。
ど

をもった立場の違う人どうしで激論を

か結論が出ないところですが、向き合

うもあまりいい響きではありませんよ

交わしても、みんなが納得のいく着地

い続けなくてはならない問題ですね。

ね。見識のある方による議論は大切

【荒井】 死生観については、今の

なのですが、その見識のある方達の

私の考えが変わらなかったら、将来、

認識と国民の認識があまりにかけ離

点は見いだせないと思います。
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れていると、そこでの議論の結果を

病院歯科の在り方

医科の先生は、最初の接点がちょっと

国民が理解したり納得したりできな
くなってしまう。少し関連する話を出さ

【堀】 話がまた戻りますが、私たち

ないだけだったりしますので、それを1

せていただくと、日本の医療レベルに

は、2009年ぐらいからの病院歯科の

つ繋げれば、あっという間に一緒に動

対する理解というのがあります。国民

在り方についてもいろいろな議論をし

けるようになる関係だと思っています。

一人ひとりに、いかに日本の医療環境

ています。先ほども少し触れましたが、

【堀】 わかりました。個別のアプ

が恵まれているかということを正しく

数字的には、歯科がない病院では地

ローチはたくさんあると思いますが、

理解してもらうべきではないかと思い

域の歯科医師会や歯科診療所との連

病院歯科の機能実態の評価の面では

ます。ちょっと体調がおかしいかなと

携が少し取りにくい傾向があることが

どうでしょう。例えば大学病院の歯科

思った時、希望すればほぼどこでも医

わかっています。

で、普通の歯科治療をやっていると、

者にかかることができますし、ちょっ

病院に歯科がある方が、地域の医科

経営的には難しい。むしろ、さっき千

と診てもらっただけで法外な請求書

歯科連携の観点では格段に良いわけ

葉大学医学部附属病院の例にあった

が来ることはありませんよね。標準的

ですが、一方で、病院経営としては歯

ような口腔機能管理などで役割を中

治療とされていても、多くの先進国で

科は赤字部門だという課題もあると

心として果たしていくと、
採算も上がっ

事実上すべての人が受けることのでき

思います。がんセンターは、歯科もあ

てくると言われていますが、がんセン

ない先進的な治療の大部分が、日本

る病院ですが、荒井先生は病院長も

ターではいかがでしたでしょう。

では国民全員受けることができる。こ

お務めだった立場として、どんな評価

【荒井】 採算上は全くそのとおりで

れがとても恵まれた環境であることは

をされていたのでしょう。またアドバイ

す。ただ病院歯科というのは経営的な

みんなが知っている必要があるし、こ

スがあればお願いします。

観点からだけで見るなら、
「こういう患

の恵まれた環境のためにこれだけの

【荒 井】 病院という組 織の中で、

者さんは診るけどこういう患者さんは

お金がかかっているという事実、そし

歯科の先生は確かに少し特殊な存在

診ない」あるいは
「こういう患者さんを

て、この体制をこのまま続けるのが難

で、チーム医療においても、歯科の先

診ていると、とてもじゃないけどマンパ

しいということを正しく知ってもらう

生との連携がうまく噛み合っていない

ワー的に足りないから、こういう治療

必要があります。その上であれば、国

部分もあると思います。ただ、それは

に限らせてくれ」ということも起きて

民一人ひとりが、例えば、
「私は今は医

最初の取っ付きが上手くいっていない

しまいます。でも、実際は、歯科の先

療を享受しているけど、例えば80歳過

時に起こるだけだと思います。改善案

生にお願いしなくちゃいけない場面が

ぎて大病し、それが月にこれくらいお

を簡単に申し上げると、1週間に1回、

いっぱいあるのは明らかです。そうい

金がかかる治療で、それでいて治らな

10分間だけでも、一緒に話す機会を

う意味では最初の突破口は、医科歯

い治療なのであれば、痛みを取って楽

作れば、あっという間に関係は改善し

科連携に関するエビデンスを一般の

にはしてほしいが、それ以上のことは

ます。
「何かあればいつでも来て」と

医者がしっかりと認識することだと思

いらない」というように自分の死生観

言ってありましたので、歯科の先生は

います。そして、勉強会や講演会など

にあった意思表示をできるようになる

気楽に院長室に来てくれていました。

でお互いの理解を深め、歯科の先生に

かもしれません。

話をする機会があれば、こんなことで

自分の患者さんをちょっと診てもらって、

【堀】 なるほど。その議論も深めて

困っている、あんなことで困っている

会話を始めることだと思います。

いかないといけませんね。大変深く、

ということが本当にわかってきますし、

医科歯科連携は、病院長、あるいは

難しい議論ではありますが。そのため

「そんなの簡単にこうできる」と対応で

そういう立場の人が、医師と歯科の先

には国民の皆様へのさらに多くの情

きることもあれば、
「そりゃカクカクシ

生とがまず1回会話する機会をつくっ

報提供も必要ですね。

カジカで難しいんだ」と言い訳するこ

たり、あるいは自由に相談ができるよ

ともある。でもそういう会話を通じて

うな環境を作ったりするところから始

お互いが理解でき、これが一番大きい

めれば決して難しくないと思います。

んです。要は、話をする機会が必要な

ただ、堀先生がおっしゃられた、病院

【荒井】 そう思います。

14

だけだと思います。病院の中の歯科と
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「8020」理事長対談

経営上、歯科が赤字になりがちという

イナスがなくて右肩上がりになってい

歯科医療がドラマチックに貢献できる

ところは、これは制度が変わらないと

ますが、それも極めてわずかで厳しい

ということをさらに理解を求めていこ

どうにもできない部分です。病院を管

状況です。ここ４、５年のその活性化

うと思っています。

理する側からすると、歯科の赤字は

の兆しをさらに増幅していくのが、次

【荒井】 そこはぜひ。最後は結局エ

抵抗感の大きいところじゃないかなと

の世代への我々の責任と理解してい

ビデンスを求められると思いますが、

思います。ただ、いわゆる口腔ケアっ

ます。

口腔ケアはトータルの国民医療費にも

て、病気にならない、年齢を重ねても

そのために何をするかと言えば、こ

のすごい影響を及ぼす可能性がある

元気に過ごすという観点ではものすご

れまでも話してきたように従来の「歯

ので、そこのエビデンスをうまく示すこ

く大きいですよね。そして、万一病気

科医療は歯を削って、詰めて、歯を抜

とができれば、診療報酬の付け方も

になったときも、治す過程で、先ほど

いて、義歯を作る」という形の回復の

変わってくる可能性がありますよね。

のがんで出されたようなデータに基づ

重点を歯科医療ではなく、口腔の機

【堀】 ありがとうございます。歯科

いて、
本当にもっともっと力を入れてい

能の維持、向上を図る歯科医療を充

医療は口腔のみに留まらず、全身の健

い領域ですし、それこそ国民に知らし

実していきたいということです。簡単

康に深く関わるものであることをさら

めるべき情報じゃないかなと思ってい

に言えば、長寿社会では、ただ長く生

にエビデンスを持って訴えていきたい

ます。

きることを目標とするのではなく、そ

と思います。今日は私にとっても読者

【堀】 歯科の財政状況は医科と比

れよりも、食べる、話す、そして笑う

にとっても大変貴重なご意見やご示唆

べものにならないぐらい厳しくて、伸

といった生活の基本的部分を人生の

をいただく機会になりました。本当に

び続ける歯科医療費をどうするかが

最後まで全うすること、楽しみ、喜び、

ありがとうございました。

議論される中で、歯科の点数は減り続

生き甲斐をもって生き抜くことを目標

けていました。やっとこの4、5年はマ

とするべきだという考えで、そこでは

日本歯科医師会会館にて対談
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作

家

コラム

「自分の『 丈夫な歯 』について想いをはせた時、
真っ先に思い浮かんだのが、先に逝った母親のことや
石ノ森さん、赤塚さんとのエピソードでした」（ちばてつや）

子どもの頃からマンガを描くのが大好きで、それが仕事に
なって以来、細かいペン作業と度重なる締め切りに追われ続け
てさんざん眼を酷使。
現在に至るまで ｢眼｣ のことでは苦労しっぱなしなのですが、
昔から ｢歯｣ だけは丈夫で、４か月に一度のペースで歯石取り
のお世話になっている、行きつけの歯医者さんからも ｢きれい
に手入れされていますね、感心、感心。
｣ とお褒めの言葉を頂く
位なのです。
その度に今は亡き母に言われたことを想い出し、感謝してい
ます。
『お前を身ごもった時はモノがない時代だったのに一生懸命
煮干しを食べ、牛乳を飲むなどして、カルシウムをたくさん採っ
たんだよ』と。
ボクたち漫画家は、なにしろ食生活から睡眠時間に至るまで
すべてがメチャクチャで、仲間にも ｢歯｣ を悪くしたきっかけで、
全部の ｢歯｣ を抜いてしまい、総インプラントにして ｢ワシの口
の中はベンツ数台分のお金がかかっとるんだぞ。
｣ なんて、ヘン
な自慢をしている人もいましたが、マンガを描きながら歯を食い
しばろうが、アイデアが出ず、夜中に寝ながらうなされて歯ぎし
りをしようが、ボクの丈夫な ｢歯｣ は、この歳になってもなお、
しっかりと揃って働いてくれています。
強いてあげれば未だに ｢親知らず｣ が生えたことが無い体
質のボクなので ｢歯｣ については特別にお話しするような事
は・・・と思いましたが、そうそう・・・一度だけ「歯」も巻き
込んだ大事故を経験したことがありました。
若い頃から遅筆で有名だったボクは、いつも締め切りを過ぎ
ても原稿があがらないので、ずいぶん編集さんを困らせたもの
です。
そんな中でもとくに時間がギリギリのときは、いろんな誘惑の
多い自宅から引きずり出され、お化けが出ると一部で有名だっ
た、某出版社の古びた「館」に軟禁されて、強制的に原稿に向
かわされていました。
その時もそこで、いわゆる ｢カンヅメ｣ 状態にあったボクは、
四六時中ずーっと座って原稿に向かわされてストレスが溜まっ
ていたところへ、担当編集さんがやってきて、クドクドと文句を
言い始めたので、一緒に閉じ込められていたアシスタントの弟
と共謀して、その担当編集者に襲いかかり、｢電気アンマ｣ をか
けてやったのです。
男性ならだれしも共感して頂けると思いますが、あれはホン
トに屈辱的で苦しい。
逃れようと必死の編集さんに思い切り突き飛ばされたボク
は、勢い余ってその部屋のぶ厚い窓ガラスに、顔から突っ込ん
でしまったのです。
満身創痍でガラスまみれ、描きかけの原稿にまで血しぶきが
飛び散る大惨事。
眼鏡をかけていたおかげで眼は無事だったものの、ひときわ
大きな破片が口の中に刺さって、左上の奥歯が割れてしまった
のです。
ただでさえ原稿が遅れて ｢カンヅメ｣ になっていたのに、なに

16

8020 No.16 2017-1

『トモガキ』
石ノ森氏、赤塚氏とのエピソードを描いた作品。2008年11月、ヤングマガジン（講談社）
で掲載。

より連載中の漫画家が、血まみれの大怪我をしてしまったこと
で、編集さんは真っ青。
当時ボクは ｢ママのバイオリン｣ という少女漫画を描いてい
たんですが、これが大きく宣伝を打った目玉の別冊付録で、よ
りによって絶対に落とせない最終回なのでした。
ガラスの破片でハリセンボン状態のボクを、弟と担当さんで
シーツにくるみ、大急ぎで隣の東大附属病院に担ぎ込むと、す
ぐに外科の手術室に運ばれました。
あちこちの縫合で時間がかかり、途中で麻酔が切れたらし
く、ボクが意識を取り戻したときは、ちょうど漫画家の生命線
ともいえる、利き腕の右手首の腱をつなぎ直している真っ最中
でした。
あまりの激痛に ｢このまま殺してくれ！｣ とすら思う程でした
が、なんとか手術は終了。
痛みをこらえるために無事だった左手で握りしめていた手術
台ベッドのパイプがひん曲がっていたのだから、よほど痛かっ
たのでしょう。
ホッとして床を見ると、手術室が一面血の海になっており、そ
れが自分の身体から出たものだとわかって、フッと気を失うよ
うに眠りにつきました。

『ママのバイオリン』
1958年6月 〜 1959年5月、少女雑誌「少女クラブ」
（講談社）にて連載。連載開始時、19歳。

に、編集さんに連れられてお礼を言いにトキワ荘を訪れました。
同世代の彼らに会うのはその時が初めてで、しかも自分の失
敗の尻ぬぐいをさせた直後ということもあって、凄く恐縮したの
を覚えています。
口の中を何針も縫っているボクは、ただただ頭を下げるばか
りで一言もしゃべることはできなかったんですが、苦言を言わ
れるどころか歓迎してくれて、彼らがその時作っていた同人誌
｢墨汁一滴｣ に ｢参加しないか？｣ と誘ってもらい、トキワ荘仲
間、同人誌の仲間のひとりに加えてもらったことは、本当に嬉
しかった。
漫画家という仕事って、やっぱり孤独な作業だから、同世代
に切磋琢磨して一緒にがんばっている仲間がいるっていうこと
はかけがえのないことなんです。
今回は縁あって、自分の ｢丈夫な歯｣ について想いをはせた
時、真っ先に思い浮かんだのが先に逝った母親のことや石ノ森
さん、赤塚さんとのエピソードだったことは、なんとも不思議
です。
ボクが彼らの所に合流するまで、｢８０・２０｣ もう少しの間、
大事に手入れをしてもらいながら、大切に守っていこうと、決
意を新たにしているところです。

そんなわけでボクはとても原稿を仕上げられる状態ではあり
ません。

ちばてつや

下描きまでで終わっていたその原稿をどうにか仕上げなくて
は、と、くだんの編集さんが一縷の望みで、当時同じ少女雑

作家・日本漫画家協会 理事長

誌で仕事をしていた漫画家たちが住む、あの ｢トキワ荘｣ に持
ち込んだのです。
自分たちの原稿をやっと仕上げて、さあ寝よう、と、布団に

●プロフィール
1939年
（昭和14年）1月11日、東京築地の聖路加病院で生まれる。同年

入ったばかりの石ノ森章太郎さんや赤塚不二夫さんは、眠い目

11月に朝鮮半島を経て、1941年1月旧満州・奉天
（現中国・遼寧省瀋陽）

をこすりながら ｢まいったな・・・｣ と、ずいぶん迷ったそうで

画同人誌「漫画クラブ」に参加。1956年、単行本作品でプロデビュー。

すが ｢まあ困ったときはお互い様だよな｣ と、さらに徹夜を続
けてボクの原稿を仕上げてくれたのでした。
一週間程経ったころ、やっと外出許可がおりたボクは真っ先

に渡る。1945年終戦。翌年中国より引揚げる。1950年、友人の作る漫
1958年「ママのバイオリン」で雑誌連載を始め、
1961年「ちかいの魔球」
で週間少年誌にデビュー。主な作品に「１・２・３と４・５・ロク」
、
「ユキ
の太陽」
、
「紫電改のタカ」
、
「ハリスの旋風」
、
「みそっかす」
、
「あしたの
ジョー」
、
「おれは鉄兵」
、
「あした天気になあれ」
、
「のたり松太郎」など
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日本では8020運動の広がりを契機に、お口の健康が高齢者
の全身の健康にも大きな影響があることが認識されるように
なってきています。では、海外ではどうでしょう？ 世界での取
り組みに少し目を向けてみましょう。

30
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図１

35-44歳

45-54歳

55-64歳

１．国内に浸透した８０２０

意味のある数字と捉えられているということ

筆者の拙院でも、
「先生、私は8020を達

です。

成していますか？」
、
「今70歳ですが、80歳で

しかしながらここに年齢の要因を勘案し

20本自分の歯が残っているでしょうか？」と

て世界を見ると、
状況はかなり変わります。国

いった会話が患者さんとの間で毎日のよう

勢の影響から平均年齢が50歳に満たない

に交わされます。それほど、
我が国では8020

国も多くある一方、平均年齢では日本と肩を

運動が国民に根付いたものになっており、お

並べる国々も存在します。平均 年 齢 が 8 0 歳

口の健康が全身の健康の入り口であること

前 後 の 国 で は お そらく日 本 と 同 様 の 問

の理解へも繋がってきています。

題を抱 えていると思われますが、 残 念な

最 新 の データで は、8020の 達 成 者 は

がらこれまでに高齢 者の 残 存 歯 数を指 標

40％を超えており、2001年に厚生労働省に

に統 計 がまとめられた 経 緯はなく、 F D I

より策定された「健康日本21」で目標とされ

の データベースであるデータハブ（http://

た、
「80歳における20歯以上の自分の歯を

www.fdiworldental.org/data-hub/atlas.

有する者の割合を、20％以上」を大きくクリ

aspx）を見ると、無歯顎者の割合を算出して

アする結果となっています（図１）
。見方を変

いる国が散見されるだけです（表１）
。高度

えると、超高齢社会とは20本以上の自歯を

成長期を経て現在に至る日本は、このような

もつ患者さんが自分の歯を持っているだけで

国々の先鞭となる責務があります。

は達成できない、更なるオプティマルヘルス

75-84歳

85歳 -

表１

世界の無歯顎者
（FDI データハブより改変）

作業部会の運営上で重要な役割を果たして
います。

ヘの挑戦とも考えることができるかもしれま

３．世界に向けた日本からの働きかけ

せん。日本では人口動態の変化に対応した

2015年３月、東 京で日本 歯 科 医 師 会・

高齢者の口腔保健向上のために、どのよう

取り組みが種々始まっていますが、海外に目

日本歯科医学会・8020推進財団・日本歯

な方略で関わるべきか協議検討することで

を向けると状況はどうでしょうか？

科商工会の主催で健 康寿 命延伸のための

す。このような活動が世界津々浦々で、
8020

歯 科 医 療・口 腔 保 健に関する「世界 会 議

の活動意義を広げることにきっと繋がること

２．世界における８０２０は？

2015（The World Congress 2015, Tokyo,

でしょう。今後、日本に始まった8020運動

世界保健機構（WHO）や世界歯科医師連

Japan）
」が開催され、世界に向けて「東京

がエイティ・トゥエンティ・ムーブメントとし

宣言」を発表しました。

て、
世界中の歯科診療所で共通語として語ら

盟
（FDI）では、
1981年の「2000年に向けて
の歯科保健目標」において「50％以上の者

これが契機となり、FDI で「Oral Health

が機能歯を20歯維持することが可能になる

for an Ageing Population task team（ 高

こと」を、年齢を超えた目標として掲げまし

齢者のための口腔保健向上へのタスクチー

た。また1991年の FDI ミラノ大会で我が国

ム）
」という作業部会が設立されました。今

は「8020運動」を発表し、この20本という

後、２年間をめどに、この作業部会で世界中

数値目標は WHO の口腔保健部門でも採用

の高齢 者の口腔 保 健向上のために歯科医

され、海外でも8020 MOVEMENT（エイ

療従事者や研究機関、行政が何に取り組む

ティ・トゥエンティ・ムーブメント）として認

べきかを検討する活動を始めています。日本

識されるに至っています。

からは、堀 憲郎日本歯科医師会会長が名誉

例えば2007年に発表された報告では、残

委員長を務め、小林慶太日本歯科医師会常

存歯数と口腔機能の関係を調べた83編の

務理事、嶋崎義浩愛知学院大学教授、さら

論文を統合的に解 析した結果、20歯あれ

に8020推進財団より深井穫博専務理事が

ば、１. 咀嚼機能、２. 審美的観点、３. 咬合

座長として参加しています。また、作業部会

の安定、４. 味覚や触覚、に一応の満足が

のスポンサーを務める GC インターナショナ

得られるとされています 。つまり、20本は

ル AG から片岡康弘氏がメンバーに参加し、

1）

この作業部会の大きな役割は、世界中の

れる日が来ることを願ってやみません。

●参考文献
１）Klaus Gotfredsen Angus W. G. Walls : What dentition assures oral function?, Clin. Oral Impl. Res. 18 (Suppl. 3) : 34–45, 2007.
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65-74歳

8020（現在歯20歯以上）割合の年次推移
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ひらの

ひろゆき

平野 裕之
日本歯科医師会
国際渉外委員会 委員長
●プロフィール
日本歯科医師会国際渉外委員会委員長、平
野歯科医院院長
（京都市開業）
、FDI（国際歯
科連盟）学術委員会委員。歯学博士。日本
歯周病学会認定歯周病専門医。1987年大阪
大学歯学部卒業、1991年同大学大学院歯学
研究科口腔 治療学 専 攻修了。1963年生ま
れ、京都市出身
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口腔がんのセルフチェック

はずです。
口腔がん発症に関与するものは、食事の
内容、生活習慣（酒とタバコ）そして慢性的
な刺激の３つです。異常な細胞は分裂する

直視、直達が可能な「口腔がん」ですが、認知度が低いため発見が遅れ制御し難いがん
の一つになっています。また世界的に口腔がん患者は増加の一途を辿り、特に我が国で
は30年前の４倍の罹患者数という報告もあります。口腔の健康を守る歯科医師は日常
の診療で早期発見に努め、国民は口腔がんを知りセルフチェックを行うことが重要です。

時に発生するので、慢性的な傷や粘膜への
刺激で粘膜上皮細胞の分裂回数は増加しま
す。そして分裂回数が多いほどがん化を起こ
す確率は高くなります。
３．セルフチェック法
月に一度は口腔内をご自分でチェックしま

１．今なぜ、口腔がん

も拘らず、認知度が低く理解が少ないため放

しょう（表１）
。唇から口蓋垂の近くまで歯

国民の2人に１人ががんにかかり、3人に1

置されたままになっています。その結果、
「口

肉、頬、舌、口底、口蓋の隅々を観察しま

人ががんで死亡しています。この急増するが

腔がん難民」が多いのが今の我が国の特徴

す。チェックポイントは４つです。病変の色が

んの一端に「口腔がん」があることをご存じ

です。

赤と白、外向性か内向性に発育をしている形

でしょうか？

希少がんと言われ、認知度の

態、触診で病変の周囲に硬さがある、口腔内

低い存在ですが、決して侮れないデータがあ

２．なぜなるの？

と顔面に知覚や運動障害が生じた場合など

ります（図１）
。国立がん研究センターの発

他のがんと同様に口腔がんは一朝一夕で

は要注意です。詳細については、手引きとな

表によれば罹 患者 数は30年前の約４倍以

は発症しません。後天的な遺伝子の傷から

る情報サイトがありますので是非ご覧くださ

上、死亡者数は約３倍以上に増加していま

始まり、くり返される刺激があり5〜 10年を

い（図２）
。もちろん無料で提供しています。

す。ただ、この統計は「口腔・咽頭がん」と

かけてようやく目に見える形となって発症し

口腔は目に見え、手で触れる臓器ですので、

併せて処理していますが、
「口腔がん」の占め

ます。口腔がんの特徴として、突然出現する

皆さんご自身による早期発見が可能です。

る割合が6.5〜 7割であることから「口腔が

ことはなく、何かしらの口腔粘膜疾患を経て

ん」の傾向と言っても決して過言ではありま

がん化していきます。そのため前癌状態のう

せん。早期発見して治療すれば救えるがんに

ちに国民と歯科医師が気付けば予防できる

４．対処法
セルフチェックで異変に気が付いたら、ま
ずはかかりつけ歯科医院を受診しましょう。

表１ 口腔がん早期発見のためのチェックポ
イント

もっと詳しく丁寧に検診し説明をしてくれる

口腔粘膜疾患の見方 ポイント

over が２週間と短く、常に新たな粘膜再生

色

Red & White

形

外向性と内向性

硬さ

周囲の硬結

機能

知覚と運動神経

機能では、下歯槽神経、舌神経、眼窩下
神経の知覚そして開閉口と舌の運動をチ
ェックしてください。

はずです。一般的に口腔粘膜の細胞は turn
へと盛んに分裂している反面、繊細でわずか
な刺激にも対応し粘膜疾患を発症します。睡
眠不足、ストレス、薬剤等で容易に刺激を
受けます。
傷つきやすい口腔粘膜は炎症を伴い、痛
みを発しますが、
「痛い口内炎は怖くない、痛
くない口内炎は怖い」とも言われています。
口腔粘膜疾患に気付いて、２週間たっても
治癒しなければ通常の粘膜疾患でないかも
しれませんのでかかりつけ歯科医院で相談
してみてください。
しばはら たかひこ

柴原 孝彦
東京歯科大学
口腔顎顔面外科学講座 教授
●プロフィール
図１ 口腔・咽頭がんの罹患者数と死亡者
数の推移1)

図2 「口腔がん撲滅委員会」のホームページ

1980年の死亡者数は子宮頸がんと同等
であったが、子宮頸がんは予防活動に
より死亡者数は著しく減少した。

口 腔が ん に 関 す る 情 報 を 発 信。（http://
www.oralcancer.jp/)。 一 般 国 民、 患 者、
そして歯科医師もためになる情報ソース
です。

東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座主任教
授。歯学博士。日本口腔腫瘍学会常任理事、
日本口腔外科学会理事、日本口腔科学会理
事、頭頸部癌学会評議員、日本癌治療学会
評議員。1979年東京歯科大学卒業、1984
年同大学院修了。1954年生まれ、東京都出身

●参考文献
１）国立がん研究センター

がん対策情報センター 2014年から引用
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8020運動を支える歯科保健・医療の流れ

～１億総活躍社会の実現と健康寿命の延長に向けて～
8020運動は、歯科医療従事者の日々の努力を基に、関連施策が進められています。
2016年の診療報酬改定では、歯科疾患の重症化予防について報酬引き上げがされま
した。今後、2018年から、特定健診、特定保健指導の見直しの際、標準質問紙に歯
科保健の内容が追加され、フレイル対策で口腔保健の事業が本格実施されます。

１．
１億総活躍社会の実現と
8020運動の推進
将来の人口減少への対応を図るため、
50年後の人口を１億人に維持し、日本人

命延長のための施策を進めて生涯現役

質 初 期う蝕 について基 本 的な 考え方

社会の実現を図ることが示され、間接的

（http://www.jads.jp/news/enamel.

に8020運動と関係する部分があります

pdf）を取りまとめました。政策的な導入

（図２）
。

誰もが生きがいをもって、充実した生活
ができる１億総活躍社会の実現が政府
の重要な政策課題となっています。
2015年10月の１億総活躍社会国民会

で、中長期的に歯科医療機関によって対
２．8020運動に関連する2016年度
歯科診療報酬改定と今後の動き
革について、2016年の歯科診療報酬改

実現に向けて経済成長や出生率1.8への

定で、かかりつけ歯科医強化型歯科診療

回復を含め３本の矢が示され、このうち

所や、在宅歯科医療を専門に行う歯科診

第３の矢：安心につながる社会保障 ( 介

療所が制度化されるとともに、エナメル

護離職ゼロ ) では、予防に重点化した医

質初期う蝕や歯周病安定期治療（Ⅱ）の

。
療制度の改革が示されています1)（図１）

評価が新設され、既存の歯科疾患重症

その 後 の 国 民 会 議では、 保 健 医 療

化予防の関係項目で重点的に報酬の引

における健康投資の推進を図り、健康寿

応が行われ、今後8020運動の推進に貢
献すると思われます。

前述の予防に重点化した医療制度改

議で事務局から示された資料によると、

サービスの面で、予防への重点化、企業

内容もありますが、既存の評価項目など

き上げがされました（表１）
。
また、 日 本 歯 科 医 学 会 は エナメル

表１ 8020運動に関連して、主に歯科診療所
での歯科疾患の重症化予防を目的とした
診療報酬項目の主な内容
医学管理等
歯科疾患管理料 １００点
エナメル質初期う蝕管理加算 ２６０点（新設）
（かかりつけ歯科医強化型歯科診療所の場合）
洗口指導加算（う蝕多発傾向者） ４０点
歯科衛生実地指導料１
８０点
周術期口腔機能管理料Ⅰ及びⅢ
１９０点（手術前２８０点）
処置
歯髄温存療法
１５０点 → １８８点
直接歯髄保護処置 １２０点 → １５０点
初期う蝕早期充てん処置（シーラント）
１２４点 → １３４点
フッ化物歯面塗布処置
う蝕多発傾向者（12歳まで、３か月に１回）
８０点 → １２０点
エ ナ メ ル 質 初 期 う 蝕（３ か 月 に １回）
１２０点（新設）
う蝕薬物塗布処置 ３歯まで ４０点 → ４６点
４歯以上 ５０点 → ５６点
歯周基本治療
歯周病安定期治療（Ⅰ）
（３か月に１回）
１歯以上１０歯未満 ２００点
1 ０歯以上２０歯未満 ２５０点
２０歯以上
３５０点
歯周病安定期治療（Ⅱ）（１月に１回、かかり
つけ歯科医強化型歯科診療所の場合）
１歯以上１０歯未満
３８０点（新設）
１０歯以上２０歯未満 ５５０点（新設）
２０歯以上
８３０点（新設）
機械的歯面清掃処置
６０点 → ６８点
周術期専門的口腔衛生処置 ９０点 → ９２点

図1

第１回一億総活躍社会国民会議 (2015年10月29日、首相官邸）事務局配布資料

註：太字のアンダーラインは、2016年４月の改定で新設

第3の矢である安心につながる社会保障では、予防に重点化した医療制度の価格が示され、
された項目、アンダーラインは、診療報酬点数の引き上げ
2016年の診療報酬改定にて、重症化予防の評価が診療報酬上行われることに関連しています。
が行われた項目を示している。
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2018年から保険者努力支援制度（国
保では先行実施。歯周疾患検診が評価
指標の一つに位置付け）が開始され、加
入者の健康増進等に努力をした医療 保
険者に補助金上乗せや保険料軽減がさ
れるようになります。
2016年6月に定 められた「 ニッポン
一億総活躍プラン」では、
「健康寿命が
延伸すれば、介護する負担を減らすこと
ができ、高齢者本人も健康に暮らすこと
ができるようになる」とあり、
フレイル
（虚
弱）対策を要する高齢者だけでなく現役
世代の予防・健康増進対策を進めてい
くこと等が提言されています。
図２ 安心につながる社会保障（「第1回一億総活躍国民会議（2015年10月29日、
首相官邸 )」の塩崎厚生労働大臣提出資料から）
生涯現役社会の実現に向けて、健康寿命の延長等が基本コンセプトとして示さ
れ、予防の重点化や企業による健康投資が主な取り組みとして掲げられています。

2016年度に実施されたフレイル対策
のモデル事業の１つに、歯科医師による
訪問歯科健診と歯科衛生士の立寄りま
たは訪問による口腔衛生指導が含まれ、
その成果を踏まえ、2018年から本格実

３．政府の成長戦略と成人・高齢者の

画（レセプト等のデータの分析とその分

歯科口腔保健施策の動きとの関連

析に基づく加入者の健康保持増進のた

医療費適正化要請が強まり、
歯科保健

めの保健事業等の計画のこと）を策定す

を含む成人、高齢者の保健事業が新規

ることやヘルスケアポイントの活用等に

実施され、結果的に8020運動が進めら

よる個人のセルフケアを進める試みがな

れています。

されてきました。

政府の成長戦略として、2013年６月に
閣議決定された「日本再興戦略」では、

この動きを踏まえ、経済団体、医療
団体、保険者等の民間組織が連携し行

「健康長寿と生涯現役に向けて、社会の

政の全面的支援で活動する日本健康会

在り方を変え、社会保障に過度に依存を

議（http://kenkokaigi.jp/about/index.

しないで済む社会を構築する」という基

html）が2015年7月に設置されるととも

本的考え方のもと、医療保険者が加入者

に、健康経営を普及する試みがなされる

の疾病予防を進めていくデータヘルス計

ようになりました。

表２ 第三期特定健康診査等実施計画期間に向けての 特定健診・保健指導の実施について（これ
までの議論の整理）、平成28 年８月10 日 保険者による健診・保健指導等に関する検討会、よ
り一部抜粋とした診療報酬項目の主な内容
１ はじめに
平成30年度から35年度までの第三期特定健康診査等実施計画期間における 特定健診 ･ 保健指導の在り
方については、
平成28 年１月の本検討会及び「特定 健康診査 ･ 特定保健指導の在り方に関する検討会」
（健
康局）の合同検討会の開 催以降、本検討会では、６回に渡って議論したところである。 今後の保険者を
始めとする関係者の実施準備に資するよう、現時点での見直しの議論について、以下のとおり、とりまと
める。
４ 健診項目について
（１）基本的な健診の項目 （２）詳細な健診項目
（３）標準的な質問票 ○ これまでの質問項目との継続性を考慮しつつ、必要な修正を加えるとともに、生
活習慣の改善に関する歯科口腔保健の取組の端緒となる質問項目を 追加することとする。質問項目につ
いては、別添のとおりとする。
別添（一部抜粋）
質問項目

①
13 食事をかんで食べる時の状態はどれにあ ②
てはまりますか。
③
16

回答

何でもかんで食べることできる。
歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部
分があり、かみにくいことがある。
ほとんどかめない

朝昼夕の３食以外に間食（菓子類）や甘
①毎日
い飲み物を摂取していますか。

②時々

③ほとんど摂取しない

施が予定されています。
また、5年に１度見直しがされる特定健
診・特定保健指導制度において、現在歯
科に関する内容は含まれていませんが、
2018年4月から特定健診等で用いる標
準質問紙に、歯科口腔保健の設問が２
題 加 わ る こ と が 予 定 されて い ま す3)
（表2）
。
４

おわりに

8020運動を取り巻く最近の保健医療
制度改革により、今後健康投資への機運
が高まり、歯科疾患が軽症の段階で受
療できる環境が整備され、歯科医療従事
者の日々の活躍によって8020運動の推
進が期待されるとともに、健康寿命の延
長と生涯現役社会の実現に向けて今後
の政策展開が望まれます。

かみじょう ひでゆき

上條 英之
東京歯科大学
歯科社会保障学 教授
●プロフィール
東京歯科大学歯科社会保障学教授。歯学博
士。1983年東京歯科大学卒業、04年厚生
労働省保険局歯科医療管理官、10年厚生労
働省医政局歯科保健課長、14年東京歯科大
学歯科社会保障学教授、1958年生まれ、東
京都出身。研究テーマ

社会保障制度、疫

学、歯科医療経済、歯科保健

●参考文献
１）上條英之、2018年の医療介護改革に向けての 歯科医療の位置づけを予測する、歯科評論、76(9), 149-154, 2016.
２）上條英之、平成28 年度歯科診療報酬改定と医療政策の今後の展開、歯界展望、126(4), 2016.
３）上條英之、歯学の進歩、現状、
「社会保障制度改革とわが国の歯科保健医療サービスの展望～日常の歯科診療への影響は、適切な医院運営のあり方は～」
、歯科学報、投稿中 .

8020 No.16 2017-1

21

8020
Report

4

口腔常在菌研究の現在
生活習慣病の原因は、からだの中の「慢性炎症」です。からだの中には「慢
性炎症」を起こしやすい場所が２つあります。
一つは肥満による内臓脂肪で
す。もう一つはむし歯や歯肉炎など歯の病気です。歯の病気の発症には口
腔常在菌が関与しています。口腔常在菌を適切に管理することが、歯の病
気だけでなく生活習慣病の発症予防に深く関わっているのです。
1. 人類の３つの敵

2. 口腔常在菌

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等

１９世紀の末、カナダの内科 医オス

からだの中には慢性炎症を起こしやす

の生活習慣が、その発症・進展に関与す

ラー先生は、人類の３つの敵を指摘しま

い場所が2つあります。一つは肥満によ

る疾患群（平成8年・公衆衛生審議会）

した。その敵とは熱、
飢餓、
戦争です。当

る内臓脂肪です。２つ目はむし歯や歯周

と定義されています。その後、タバコ、歯

時の熱は感染症による熱発ですが、感染

病など口腔常在菌叢による病気と腸の

の健康が発症要因に加わりました（健康

症の多くは、ワクチンと抗菌薬の開発で

炎症です。腸の炎症には腸内細菌叢が

日本２１）。６要因に共通するのは、慢

制圧され、今日では常在菌による慢性感

関与しています。口腔と腸管の常在菌を

性炎症です。口腔常在菌は歯の表面に

染症や慢性炎症が人類の主要な敵であ

歯磨きや栄養摂取で適切に管理するこ

特殊な微生物膜
（バイオフィルム）を形成

ることがわかってきました。慢性炎症が

とが重要です。最新の研究では、口腔

します。このバイオフィルムが、生体組織

続くと血管の健康が損なわれます。細胞

常在菌が腸の病気や腸内細菌叢のバラ

に慢性炎症を引き起こし、むし歯・歯周

の中の遺伝子も悪い方向に変化してしま

ンスに影響していることがわかってきまし

病と生活習慣病発症の要因になるのです

います。からだの中の慢性炎症を放置す

た。唾液１ミリリットルに約１億個含まれ

（図２）
。現在、口腔常在菌が日本人の死

ると認知症、がん、糖尿病などあらゆる

る口腔常在菌を毎日１リットル以上嚥下

因の１位がん、２位心疾患、３位肺炎、

病気の危険度が上がります。慶 應大学

しているのですから、腸内細菌叢に何ら

４位脳血管疾患にそれぞれ深く関与して

が行った100歳長寿研究でも、炎症マー

かの影響を与えるのは当然です。

いると考えられています。口腔常在菌の

カー値が低いグループは、炎症マーカー

管理をするのは、歯科医師や歯科衛生士

値が高いグループに比べ生活機能や認知

3. 日本人の死因と口腔常在菌の関係

です。歯学部で口腔常在菌叢の研究を発

機能も高いことが判明しています。長寿社

日本人の死因のほとんどは生活習慣病

展させて、100歳まで健康を維持するこ

会では慢性炎症こそ人類の敵なのです。

（非感染症）です（図１）
。生活習慣病は、

主な死因別死亡数の割合（平成27年）

口腔常在菌の微生物膜（バイオフィルム）が
引きおこす疾患

とができる口腔常在菌叢を通常科学の
方法で見つけることが大切です。

慢性閉塞性肺疾患
(COPD)

はなだ

1.2%

大動脈瘤
及び解離
1.3%

その他
22.4%

自殺
1.8%
腎不全
1.9%
不慮の事故
3.0%

悪性新生物
28.7%
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鶴見大学歯学部
探索歯学講座 教授

心疾患
老衰
6.6% 脳血管
15.2%
疾患 肺炎
8.7% 9.4%

出典：平成27年人口動態統計月報年計（総数）

図１

日本人の死亡原因
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のぶひろ

花田 信弘

●プロフィール
九州歯科大学歯学部卒業、同大学院修了、米
国ノースウェスタン大学医学部微生物学研究
員、九州歯科大学助手・講師、岩手医科大学
助教授を経て、1993年国立感染症研究所口腔

口腔常在菌の微生物膜（バイオフィル
ム）による感染症と非感染症の発症

図２

科学部長、2002年国立保健医療科学院口腔
保健部長、08年鶴見大学歯学部教授となり現
在に至る。1953年生まれ、福岡県出身
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歯科医師会の熊本支援
災害時には様々な健康問題が発生し、これらへの対応、また、更なる健康
問題を防ぐための活動が行われ、歯科においても同様です。熊本地震にお
いても、地域の歯科医療機関や自治体の歯科サービスが回復するまで、歯
科医療救護活動、および歯科保健活動が、歯科医師会を中心として行われ、
8020推進員の方々も活躍されました。

災害時の医療救護体制は、自治体の地域

これらの他にも、JMAT（日本医

防災計画や医療救護計画などにおいて定め

師会災害医療チーム）に帯同した

られています。熊本地震においては、熊本県

歯科、全国知事会の医療救護チー

と熊本県歯科医師会の間での「災害支援活

ムに帯同した歯科、保険医協会歯

動に関する協定」
（H25.3.29締結）をもって

科・民医連歯科などの支援があり

の歯科 保健医療救護活動が行われました。

ました。

熊本県歯科医師会内に前震の翌日の4月15

図３

災害時の歯科保健医療活動
災害時には、地域の歯科医院の診療や保健センターの
サービスという体制が回復するまでの間、歯科保健医
療活動が行われます。特に、病気にならないための歯
科保健活動は、地域の医療体制が整わない中で健康を
守るために、とても大切なものとなります。

南阿蘇地区においては、災害直

日より災害対策本部が立ちあげられ、以降、

後から地元の歯 科 医師が 医療救

熊本県歯科衛生士会とともに、被災住民に

護本部に入り、支援できた歯科医

対する歯科医療提供体制の確保、および、

師・歯科衛生士とともに、避難所・

避難所などにおける応急歯科診療や歯科保

福祉避難所のみならず、すべての

健用品の提供、口腔ケア等を行いました。4

介護施設をアセスメントして対応

月23日～ 5月22日にかけては、県外からの

するという体制がとられました。地

歯科支援チームが派遣され、地元歯科関係

元の歯科医師や歯科衛生士とはも

者の調整のもと、市町村の医療救護本部内

ちろんのこと、支援の栄養士やリ

にて活動しました1）( 図１)。

図２ 熊本市総合体育館における8020健康づくりの会
の活動
各地の避難所では、避難生活が長くなるにつれて起き
る「生活不活発病」などの予防としての、健康づくり活動
が行われました。熊本市においては、8020推進員の方々
が、毎日この活動に参加し、お口の健康づくりに一役を
担ってくださいました。

ハビリとも連携した活動は、災害時の「食べ

歯科としては、口腔感染症の予防、とくに、

また、熊本市においては、4月17日より避

る」支援として効果的だったと考えています2）。

誤嚥性肺炎の予防としての、口腔ケア啓発

難所における歯科保健用品の提供、口腔ケ

災害時には、建物などとともに、道路や電

活動、または、健口体操などの歯科保健活

アの必要性のポスター掲示、歯科相談、健

気、水道などのインフラも影響されます。地

動が、継続的に行われることが大切だと考え

康教育、障がい者施設等での口腔ケアなど

域の医療機関が早期に回復することは、ま

。
ています3）（図３）

を市歯科職員と市歯科医師会が協力して始

ずは必要なことですが、同時に、衣食住が

このような「地域で健康に生活する」ため

められました。市内の避難所には、熊本市

整わない中でも、体調を崩さないための工夫

の活動が、応急仮設住宅などにおいても継

民病院の口腔ケアチームが多職種（歯科医

が必要です。しかし、初めての生活環境下

続され、多くの関係者との協働により、
「健

師、歯科衛生士、栄養士、看護師、言語聴

で、何も手に入らないままでは自分でできる

康に生活できる地域づくり」が行われている

覚士）で口腔ケアと歯科相談に巡回し、ま

ことにも限界がありますし、他に心配ごとも

ことを、願っています。

た、
8020推進員も避難所における健口体操

多くて自分の健康管理もおろそかになりが

を行いました（図２）
。

ちです。このため、
保健活動はとても重要で、

全合計

＊ボランティア含む

支援チーム（県外）

熊本県内

提供：熊本県歯科医師会常務理事 牛島隆先生

図１ 歯科支援チーム活動人数
（ボランティア含む）

謝辞： 活動および本稿執筆にあたりお世話
になりました、熊本県歯科医師会、熊本県歯
科衛生士会、日本歯科医師会をはじめとする
関係各位に感謝いたします。

発災直後から体制が整うまでの
およそ1週間は、それぞれの歯科
医療者の判断において、近くの避
難所、縁のある施設や在宅へ、道
なき道を歯ブラシなどを持って訪
ね歩いて応急処置や口腔ケアを
行っていました。4月18日より避
難所訪問を始めた郡市歯科医師会
や、4月22日から避難所の一角に
歯科診療ブースを設けたグループ
もあり、おかげで4月23日からの
組織的な歯科支援がスムーズに開
始できました。徐々に地域医療機
関の回復、避難所・福祉避難所な
どの整理が進み、県外からの支援
チームの派遣は5月22日にて終了
し、その後は地元の歯科医師や歯
科衛生士が対応を継続しています。

なかくき

こういち

中久木 康一
東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科
顎顔面外科学分野 助教
●プロフィール
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
顎顔面外科学分野助教。歯学博士。1998年
東京医科歯科大学卒業、2002年同大学院
歯学研究科修了。著書に
『歯科医院の災害対
策ガイドブック』
『災害時の歯科保健医療対
策』など。2016年日本歯科医療管理学会学
会賞最優秀賞。1972年生まれ、千葉県出身
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NGOリポート 歯科医師の国際貢献

ミャンマー歯科医療支援
～これまでのあゆみと今後の展開～
NPO 法人日本歯科ボランティア協会のミャンマー
に おけるこれまで の 活 動と、 今 後 の 国 際 NGO

（INGO）として、ミャンマー政府と共に学校歯科保
健制度の創設およびそれを担う人材育成に協力して
いく活動についてご報告いたします。

平成26年5月9日
ADVJ, 九州歯科大学とミャンマー保健省の協力関係調印式

NPO法人日本歯科ボランティア協会の発足
ミャンマーでは近年軍政から民政に移管されましたが、
長年に亘る欧米からの経済制裁などの影響で国内、特に

口腔衛生指導を実施の様子（ミャンマーのボランティア団体と）

地方の経済は疲弊しきっていました。そのために住民の
大多数は自身の健康に費やすだけの余裕もありません。
一部の篤志家や寺院が運営する慈善病院において、
ボラ
ンティアの医師、歯科医師が中心となり住民の治療を
行っています。その各病院では治療器具機材は少なく治
療環境は劣悪であり、患者は朝から門前市をなす有り様
です。ミャンマーの人口約5,100万に対し歯科大学は軍
医学校を含め3校のみで、歯科医師は現在約4,000名に
寄付した歯科器具、器材による現地慈善団体歯科医師による治療の様子

すぎません。
平成24年4月からは九州歯科大学理事長・学長に就
任した西原達次先生のご協力で特定非営利法人日本歯
科ボランティア協会
（以下 ADVJ）を立ち上げ、西原学長
と共にミャンマーを訪問し現地の歯科事情、現地歯科医
師のニーズを調査してきました。
九州歯科大学がアジアに開かれた大学として現地大
学と協力すると同時に、私たちはボランティア団体として
大学当局と一体となりミャンマーの民間分野での歯科医

ミャンマー歯科医師会との
協力関係調印式
平成27年9月1日（東京にて）

療援助を幅広く担ってきました。

これまでの活動
平成24年5月を皮切りに現地の慈善団体セイ・ラン・
ミイやマンダレーの僧院運営の慈善病院チャン・ミイ・
トッカに数回にわたり歯科材料や外科器材を寄贈しまし
た。またセイ・ラン・ミイには同団体が運営している学
校にプロジェクター 2台を寄贈しました。さらにチャン・
ミイ・トッカには所属する歯科医師に口腔外科小手術の
無料セミナーを実施いたしました。
バゴー管区カワ町立病院の歯科にも歯科材料、器具
を寄贈すると同時に同地区の小学校２校の児童生徒約
500名に歯ブラシ、歯磨剤や文具を寄贈し、口腔衛生指
導を実施しました。
平成25年には株式会社トプコンの協力でミャンマー保

アウン・サン・スーチー国家顧問、ミン・トエ保健大臣と面談 ( 8月12日 )
ミン・トエ保健大臣と懇談では、当会の計画を大臣へ説明する機
会を得た予防医学が専門の大臣から賛同をいただいた。
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健省に対し大臣出席のもとに眼底検査機器5台を寄贈し
ました。これはミャンマーの医科大学４校とヤンゴン総合
病院に設置されたと聞いています。
ADVJ と九州歯科大学は平成26年5月9日、ミャン
マー保健省との間で提携関係の覚書に調印しました。平
成27年9月1日には ADVJ はミャンマー歯科医師会との
間で提携関係の覚書の調印式を執り行いました。九州歯
科大学はヤンゴン、マンダレーの歯科大学との間で既に
協力関係の覚書を締結しています。

今後の展開（INGOとして）
平成28年9月2日、ADVJ はミャンマー保健スポーツ省
と MOU を交わし歯科分野では初めての INGO となりま
した。最終的には内務省に登録されることになります。
これに先立ち平成28年8月7日から8月14日には現地
の学校保健週間に参加しネピドー地区の学校、幼稚園
11か所のべ1,000名に歯ブラシ、歯磨剤を寄贈し、口腔
健診、指導を実施しました。
この活動には ADVJ から2名、九州歯科大学からは予
防歯科の教授ほか大学院生1名、ミャンマー側からは保
健スポーツ省に属する歯科医師約10名、ドイツからの歯
科学生3名が参加しました。
またこの期間にアウン・サン・スーチー国家顧問、ミ
ネピドー地区で保健省と合同の健診（8/8～ 12 )
5日間、11か所の学校、幼稚園のべ1,000名
以上の健診と指導を行った。

ン・トエ保健スポーツ大臣とも懇談する機会を得まし
た。大臣は予防医学が専門であり私たちの取り組みに賛
同をしていただきました。
ミャンマーでは民主化に伴う急激な食生活の変化によ
り特に子供たちの口腔環境の悪化が予想され、
今回の私
たちの健診にもその傾向が確認されました。
日本で児童生徒のむし歯を減少させたノウハウをもっ
て、この段階で予防処置を講じることがここミャンマーで

口腔内検査の様子

は喫緊の課題だと考えています。
そこで私たちは保健スポーツ省、教育省、大学や歯科
医師会など関係諸機関と連携を取り、健診や歯磨き指導
を行い、データを集め、日本と同様な学校歯科保健制度
導入を求め、それを担う人材育成に協力していきたいと
思っています。
子供は
「国の宝」と言われています。私たちは口腔保健

歯磨き指導の様子

を通して「ミャンマーの未来」に貢献していきたいと願っ
ています。
はせがわ

りょう

長谷川 了

NPO法人日本歯科ボランティア協会 理事長
長谷川歯科医院 院長
●プロフィール
NPO 法人日本歯科ボランティア協会理事長、長谷川歯科医院院長、九州歯
科大学非常勤講師。1990年のミャンマー初渡航以来25年ミャンマー各地を視

平成28年9月2日 ネピドーにおける MOU 調印式

(INGO 登録のため )

察、2012年から日本歯科ボランティア協会として活動、13年に特定非営利法
人
（NPO 法人）として登記完了。1950年生まれ、新潟県出身

8020 No.16 2017-1

25

特集 ライフコースアプローチ

【8020特別対談】

ライフコースアプローチの観点から、
歯科医療・口腔保健を見直す

大木 秀一
石川県立看護大学教授

ライフステージごとの対策という言葉があります。
乳幼児向けの対策なら乳幼児期に、高齢者への対策なら高
齢者に働きかけることを指しますが、高齢者に発現する特定
の疾患の原因の蓄積は、幼少期……さらに言えば胎児期
から始まっていることを示す考え方があります。
より疾患や障害に対するリスクへの本質的なアプローチをとる
場合、時間をまたいだ長いスパンでの対策をこうじるべきである
という考えであり、それがライフコースアプローチです。
ライフコースアプローチ分野を研究する大木秀一教授に
8020推進財団・深井穫博専務理事が話をうかがいました。

深井 穫博
8020推進財団専務理事

■ライフコースアプローチとは？
【深井】 今回、
「ライフコースアプ
ローチの観点から歯科医療・口腔保
健を見直そう」をテーマに色々とお話
をおうかがいできたらと思います。
歯が失われる原因としてむし歯と歯
周病がありますが、これまでわが国で
は、むし歯予防と歯周病の予防が功
を奏して、歯の喪失が予防できるよう
になりました。一昔前までは「年を取
れば歯がなくなるのは仕方がない」と
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人生早期の要因
言われていましたが、今は十分予防可
能です。
歯科の分野では、これまで、例えば
乳幼児であれば乳歯のむし歯予防や
口の機能の発達に注意する、高齢者

NCD

になると歯を失って食べることができ

長期的影響

なくなるなど口の機能が損なわれない
ように注意するといったライフステー
ジごとの対応が取りやすいとされてき

図１

ライフステージ別健康対策の限界
リスク因子の検討がライフステージで分断されがちである。健康日本21（第二次）でも「ラ
イフステージに応じた」という解説が数回ある一方、ライフコースという表現はない。

ました。
一方で、この20年の間で、歯を喪
失している人は寿命が短い傾向にあ

リスク因子があるのかを探していきま

この考え方の一番大きな問題は、い

ることや生活 習 慣 病・NCDs（ 非 感

す。ライフコースアプローチはイギリス

わゆる生活習慣病、今 NCDs と言わ

染性疾患）発症のリスクファクターに

発で、イギリスは1950年以前から追跡

れている疾患の対策において成人期

なっていることが明らかになってきて

調査をやっています。そろそろ結果が

に入ってからの生活習慣だけを改善す

います。このような観点からあらため

出る時期に来ていて、イギリスが中心

る、いわゆる成人期リスク要因モデル

て歯・口腔の問題は長いスパンで予

になって結果がまとめられています。

だけでは症状はなかなか改善されな

防に取り組まなければいけないと考え

ライフコースアプローチ以前も、例え

い現実があることです（図１）
。なぜか

られています。この際、2000年以降

ば出生体重と20歳のときの BMI を調

というと成人期の病気を成人期だけ

WHO 等でも位置づけられているライ

べるような、２点間を測定した縦断研

の習慣改善で対応するには限界があ

フコースの考え方を、歯科口腔保健に

究といったものはかなり行われてきま

るからです。

どう取り入れたらよいのかという観点

した。ライフコースアプローチが、そ

２つ目は、マクロの視点から人生早

からお話できたらと思います。

れと何が違うかというと、もう少し人

期の健康要因を考えるというもので

まず、ライフコースアプローチという

生の流れに沿って細かく見ていくわけ

す。疫学の中に社会疫学という、健康

言葉自体がまだまだ一般的になって

です。
ライフコースアプローチの基にな

の社会的な決定要因を探る分野があ

いない面もあると思います。
そもそもこ

るような大事な考え方は３通りありま

ります。WHO が一番注目する分野で

のライフコースアプローチはいつごろ

す。

すね。その社会疫学では、人生早期

１つ目は、疫学的なアプローチその

の生育環境がかなり長期的に健康に

【大木】 ライフコースとは人生の流

ものの変化です。原因と結果だけで

影響を及ぼすだろうと考えられていま

れということで、最初に社会学、心理

はなく、その間にあるメカニズムを考

す。国は、
「健康日本21」などの施策

学の分野で研究が始まりました。医学

えるという点です。疫学では、曝露が

を通して健康格差の改善に力を入れ

の分野に取り入れられたのはかなり

あって結果
（疾患）があるという２点の

ています。都道府県別にみると、健康

後なのですが、医学の中でも特に疫学

関係を中心に調べて、生活習慣など

寿命の一番良い県と一番悪い県で約

の分野でおよそ90年代の後半にイギ

改善できるリスクは改善してしまおう

３年の差があります。この３年の差を

リスの Diana Kuh という先生によって

と考えます。例えば、たばこを吸えば

遺伝的な素因など生物学的な要因に

ライフコースアプローチという形で循

肺がんになりやすいとか、塩分が多け

帰結させることは難しく、広い意味で

環器疾患の疫学がまとめられました。

れば胃がんになりやすいと考えます。

社会環境に何らかの問題があるので

医学の分野では本来は「ライフコース

ですから、その原因を減らせば、よく

はないかと考えられます。ただ、社会

疫学」と呼べるようなもので、人生全

なるだろうという考えです。その間のメ

環境の違いがどのようにして身体変化

体の軌道の中で、どこに危険因子や

カニズムは特に深く問わないのです。

を起こすかというプロセスがわからな

からスタートしたのでしょうか。
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いという弱点があります。社会環境の

したので、もしかすると、生活習慣病

オロジカル）な側面の両方を学際的に

改善が健康につながるという考えは

と言っているものの根本は子宮の中に

統合していく必要があると考えていま

間違いではないでしょうが、そのメカ

あるかもしれないと考えられるように

す。

ニズムは、なかなか解明が難しい。

なってきました。そしてその裏付けは

【深井】 ライフコースアプローチの

３つ目が、ミクロの視点。イギリス

疫学だけでなく、動物実験によるもの

提唱者・Kuh の概念図
（図２）
をみると

で出てきた報告で Barker 仮説という

が非常に多かったのです。例えばマウ

リスクが出生時から成人期にかけて

ものがあります。これは、大体70年前

スの栄養状態を人為的に悪くすれば、

蓄積していく、あるいは連鎖していく

に低出生体重児で生まれた赤ちゃん

確かに生活習慣病のような症状のマウ

というもので、歯科の場合は理解しや

が多かった地域は、70年後に心臓病

スができるというように。

すい考え方です。例えば、子どものこ

で亡くなる人が多かったという疫学研

ライフコースアプローチは、結局の

ろにむし歯になる。そのむし歯は放置

究です。当時の場合、ほとんどの低

ところ欲張りなんですね。社会的な要

をしておくと、むし歯が進行し歯の喪

出生体重児は、お母さんの栄養状態

因と生物学的なメカニズムと行動的な

失につながる。さらに中高年になると

が悪かったためですが、その仮説で、

要因を人生の流れの中で全部合わせ

歯周病が好発時期となりますので、歯

妊娠中の低栄養が実は乳幼児期だけ

て解明していこうという考えなのです。

周病が進行していくと歯の喪失につ

ではなくて、その後の生活習慣病にま

例えば、高齢者だけの追跡調査をや

ながる。すなわち高齢者の歯の喪失と

で影響するのではないかということが

ると、認知症や寝たきりなどにならな

いうのは、実は小児期からのむし歯と

提起されました。この考え方はその後

かった人というのは、教育レベルや収

壮年期の歯周病というリスクが蓄積し

ミクロな面でも機序が解明されつつあ

入が高い傾向にあったということがわ

連鎖していった結果だと考えられます。

り、DOHaD（Developmental Origins

かります。細かいメカニズムはともか

また、出生時の問題……例えば低

of Health and Disease）という考えが

くとして、80歳の人が教育を受けたの

出 生体 重で生まれた人が中高年に

2000年過ぎに提唱されます。
それが出

は60〜 70年前のことですよね。でも、

なって肥満になりやすいというのは、

てきた理由の１つは、1990年ぐらいか

それがその後の長い人生に確実に影

胎児のときに栄養が足りないから飢

らヒトゲノム計画という、人間の30億

響しているということです。ただ、そ

餓の状態のスイッチがオンになって食

の塩基対をすべて解明しようとする計

のメカニズムは、まだ解明されていま

べ過ぎてしまうという、
そういう理解で

画が始まったことです。途方もない計

せん。ですから、なかなか簡単にで

よろしいのでしょうか。

画でしたが、それが10年少しでできて

きることではない気長な話ではありま

【大木】 そうですね。ごく簡単に

しまったのです。しかし、DNA の塩

すが、社会的な側面と生物学的
（バイ

言ってしまうと、生まれたときにお母

基配列の個体差がわかっても、今のと
ころなかなか効果的な健康増進や疾
病予防に結び付いていません。塩基
配列そのものは原則として変化しない

1

が、遺伝子の発現は環境要因により

a

A

b

A

かなり変化することが次第にわかって

B

a
C

ジェネティックな遺伝子発現制御のメ

D

カニズムですね。こうした現象が現在

d

A

B

e

A

B

C

A

B

C

C

b

2

注目されているわけです。
人 生の早い時期にそういったエピ
ジェネティックな修飾が体内で行われ

f

ているだろうという有力な仮説が出ま
図２
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きました。メチル化などいわゆるエピ
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B

リスクの蓄積モデル

c

d

Kuh et al.,2003; Mishra et al.,2010参照

「ライフコースアプローチの特徴のひとつに、
『 世代間 』があります。」（大木）

さんのおなかの中の環境が栄養不足

るわけではないので、それがいつ起き

であれば、赤ちゃんはそれに適応して

たのかを後から探ることができないの

いくようにプログラムされるということ

です。恐らくDOHaD 仮説の研究者た

です。栄養状態が悪い状態に適応し

ちは、人生のかなり初期に重点を置い

ていたのに、生まれた後、実際は過度

ていると思います。ところで、プログ

の栄養にさらされるというミスマッチ

ラミングという言葉が使われがちです

が起こりぐんぐん肥満になってしまう

が、プログラミングという言葉は「決定

のです。日本では今まで小さく産んで

付ける」ようなイメージが強いので、最

大きく育てろと言われてきましたが、
そ

近では
「条件付け」というニュアンスを

れが肥満につながると言うわけです。

持たせるために、
「コンディショニング」

あとは、赤ちゃんの BMI は、乳幼児

という表現も増えています。

期に下がるタイミングが一度あります

【深井】 生まれながらのと。

が、それが起きる年齢が早すぎるとや

【大木】 遺伝という言葉には決定

はり肥満になりやすいと言われます。

的な、宿命的なというイメージがある

受精してから1,000日、３年が重要だと

のですが、プログラミングというと、そ

よく言われています。

れと似たようなイメージを与えてしま

ただ、赤ちゃんのときの状態は成長

うのです。ただ、ライフコースアプロー

してからでは調べようがありません。

チの場合には、必ずしも人生の初期

自分は専門で双子の研究をやってい

だけを重視するわけではありません。

ますけど、
病気の不一致の一卵性双子

人生の初期が原因で肥満になるとし

は確かにエピジェネティックな差は出

ても、実際問題、成人してからの生活

ますが、生まれたときから追跡してい

習慣はものすごく影響しますので、そ
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の辺も加味して、全体の流れで、いわ

に影響すると記載されるようになって

うかということがまだ十分には明らか

ゆる感受期（ヒトの成長や発生に影響

きました。

にはなっていないと考えられます。

を与えやすい時期）をうまく健康に乗

【大木】 ライフコースアプローチの

【大木】 そう思います。今、
ゲノムに

り切るようにということなのです。人

特徴の一つに、
「世代間」があります。

関連する生体情報を詳細に記録しつ

間の基本的な身体的成熟が思春期過

ある世代の0歳から80歳に留まらず、

つ、人間が生まれてからこれまでに体

ぎまででほぼ完成しますので、重要な

次の世代の健康、さらにその次の世代

験したあらゆる環境要因も調べ上げよ

時期は必ずしも胎児期に限定されて

も……ということです。そして、世代を

うということもやり始められています。

いません。歯に関しても、歯を大事に

超えて伝わるものは何かといえば、生

そうすると山のようなデータいわゆる

する環境や教育は、恐らく成人後も受

物学的には遺伝子がありますね。また

ビッグデータが集まりますが、同時に

け継がれると思うのです。

遺伝子以外にも、さっき言ったエピ

それを解析する技術の開発が進まな

ジェネティックな修飾も世代間で伝わ

いと無理です。またモニターを付けた

る可能性があるとされます。また、社

ままずっと連続的に生体計測すると

会環境が連鎖すると言われているよ

いうことも行われています。こういう広

【深井】 ライフコースアプローチの

うに、親の世代の社会環境、あるい

い概念があることを知った上で、特定

文献を読んだり調べたりしていると、

は生育環境も連鎖するでしょう。例え

の分野……例えば歯科に絞り込めば

どうしても出生時からスタートすると

ば親の学歴と子どもの学歴は非常に

ライフコースの考え方を生かすヒント

いう報告が多いようですね。しかし、

似ますし、所得もかなりの相関がある

につながるのではないかと思います。

ライフコースアプローチを考える場合

というデータもあります。自分がどうい

に、胎児期や乳幼児だけではなくて、

う社会環境で生まれ育つかを子ども

これまでヒトを対象としたフィールド

思春期ぐらいから、あるいは、成人や

は決められませんが、親と類似するん

研究の場合、RCT（ランダム化比較試

高齢者の問題をスタートすると考えて

ですよね。

験）はなかなか採りにくいとされてき

■どこから始めるのが良いか？

親子で世代を超えて伝わるものは

ました。ライフコースの研究方法であ

【大木】 どこから始めるかは難し

遺伝子だけでなくて、社会環境もそう

るライフコース疫学の場合、スタートを

い問題ですが、実は今一番言われて

だと言えます。親が歯磨きしている時

同じにするコホートデータを蓄積して

いるのは思春期以降の女性です。今

間が短ければ子どももそうなる可能性

いくと考えてよいのでしょうか。また、

の日本で低出生体重児がどうして多

が高いかも知れません。いろいろな要

個人や社会や地域などが、どう関係を

いかと言われれば、妊娠可能年齢の

素があり、どこをスタートにするかは非

しているかを分析するマルチレベル分

女性の無理なダイエットが大きな原因

常に難しいですが、次世代を見据える

析のような方法もあるようですが、ラ

ですよね。妊娠中も体重を増やさない

ことは大事だと思います。

イフコース疫学の際にはそういった手

もよいのでしょうか。

30

【深井】 やはりエビデンスですね。

ことで、未熟児が生まれやすいので

【深井】 私も同感です。特に多分

す。お母さんの健康に無理があると、

野が共通して取り組むときには、ライ

【大木】 されていると思います。た

お母さんだけではなくて、子どもの将来

フステージ別の対応となると各専門

だ、現実問題としては統計的な分析方

それも成人期以降の健康にも悪い影

家が分かれてしまいます。早期からと

法が一気に飛躍することはありません

響があることがまだあまりよく知られて

か、地域ぐるみでという観点から考え

ので、やはり今まで通り研究が進めら

いないですね。

たほうがよいときには、このライフコー

れ、そこで出てきたエビデンスを集積

【深井】 歯科だと、重度の歯周病

スアプローチというのは共通の認識を

していく以外にないと思うのです。特

を持っている妊婦が低体重児出産の

持ちやすい考え方だと思います。問題

に日本の場合は長期的な出生コホー

リスクになるというデータがあります。

は、社会的な要因、生物学的な要因、

トがほとんどないですからね。

今、母子健康手帳の中にも、お母さん

行動的な要因のそれぞれがあるとし

【深井】 この分野の研究の端緒と

たちの歯周病の問題が低出生体重児

て、環境と個人がどう相互に作用し合

なったイギリスの1940年代に生まれた
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法は併用されているのでしょうか。

いますが、それは新生児のときの社会

ぐらいになります。この集団が、壮年

経済的環境が成人期以降の歯の喪失

期を経て、高齢者になってからどうい

と関係するという論文だったと思いま

う病気を発症しているかをイギリスは

す。ライフコースアプローチは、いろい

追跡してきたということですよね。日

ろな分野の人が共通の考え方の下、時

本で今から出生時コホートをするのは

間軸を通してリスクを考えると思え

可能なのでしょうか。また、実際に行

ばいいでしょうか。

われている研究はありますか。

【大木】 そうだと思います。ライフ

【大木】 自分も研究をしていて難

コース疫学で一番重視しているのは

しいと思ったのは、登録というものに

時間の流れです。今までの測定は、健

対する国民の感情ですね。日本では

康状態を点で考えてきました。でもラ

ある意味、利益は欲しいけど自分の情

イフコース疫学では健康状態を、もっ

報は提供したくないというのがありま

とダイナミックなものだと捉える考え

すので、どうしてもコホートが作りにく

方が根底にあります。具体的には、健

いのです。しかも個人情報保護法もあ

康状態には上下があり、今健康でも５

り、非常に難しいです。研究に協力し

年後はそうではないし、逆もあり得る

て大きなメリットを全体に還元すると

だろうと。そしてそれがなぜ起きてい

いう、
公共の利益への結び付けがしに

るのかということを考えようとします。

くい環境です。

しかし、ライフコースで前向きに追

【深井】 最近、韓国でライフコース

跡するというのは理想的ではありま

アプローチに関する歯科の論文 [Han

すが、なかなか困難なので、既存デー

DH, Khang YH, 2016] が報告されて

タを活用できる後ろ向きコホート研究

「早期から、地域ぐるみなどの観点から考えた方がよい時に、
このライフコースアプローチというのは、
共通の認識を持ちやすい考え方だと思います」（深井）

人たちのコホートだと、今、70〜 80歳
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が、限界はあっても有効だと思うので

生活習慣病の予防だとか健康格差の

調査するというのが、本当は疫学で一

す。20歳の子でもうまくすれば母子健

是正にこのライフコースアプローチの

番必要なことなのです。

康手帳と学校健康簿とに歯の記録が

考え方を取り入れることは、政策的に

【深井】 8020運動も1989年にスター

あるはずなので、見ることはできます

は何十年も先のことを見据えての先行

トしたときに、当初はちょうどアクティ

よね。本当に欲しい変数のデータが取

投資になるということですよね。

ブ80ヘルスプランといった国の政策が

れないことはあっても、ある程度のも

【大木】 健康格差の是正というの

始まっていたところでした。それまで

のは既存データでわかるし、それがま

は健康の社会的決定要因の修正です

の観察研究で、80歳で歯が20本以上

た次のヒントになって今後の研究につ

よね。これが人生のどの段階でどの

あると何でも食べられるということが

ながることもありますよね。

ように起きているかというのは、今の

わかっていて、なおかつお年寄りは食

ところよくわからないのです。逆に言

べる楽しみのウエイトが高いので、そ

うと、社会疫学のほうで今ライフコー

れを阻害しないようにと、80歳で20本

スの考え方を取り入れる動きがありま

残す運動を国民運動として8020運動

【 深 井】 先 生が 先ほど言われた

す。というのも、ライフコースアプロー

はスタートしています。8020運動とい

NCDs の予防は、日本に限らず世界

チは研究に参加してくださる住民あっ

う言葉は今ではだいぶ一般的な用語

中の健康課題です。社会疫学の観点

ての話になるので、専門職主導でやっ

になってきました。疫学研究から、当

からすると、成人した個人を対象とし

てもなかなか難しいのです。参加型の

初は想定していませんでしたが、実は

たアプローチだけでは行動変容が難

研究というのがわれわれの分野にあ

それが生活習慣病や寿命に関係する

しく、むしろ環境を変えるようなアプ

りまして、住民が納得して行動を自分

というようなことがわかってきました。

ローチをあわせて行う重要性が指摘さ

から変えた方が良い結果になるという

歯の健康が体の健康そのものに影響

れます。

考え方です。

していたということが明らかになって、

■社会でどう取り組むか

【大木】 自分は公衆衛生学的なア

【深井】 なるほど。これまでの専門

この8020運動は単に高齢者の楽しみ

プローチは割と理解しやすいですね。

家の多分野の連携だとか、政策決定

を維持するだけではなくて、社会の健

今まで日本でやっていた、既に症状な

者がより効果的にという観点に加え

康そのものに貢献をしてきたと言える

どが出ている人たちに選択的に介入す

て、もう１つこのライフコースアプロー

ようになったわけです。実際に私が関

るようなハイリスクアプローチも一定

チで大事なのは、一般の人たちの知恵

わっている研究で、沖縄県の宮古島

の効果はあると思うのですが、血圧に

をどう蓄積をしていくかというところ

の住民約5,700人を対象とした15年コ

しろ血糖値にしろ、いわゆる統計数

ですね。

ホートの報告があり、現在25年コホー

値が正規分布をしていて、正常と異常

【大木】 コホート研究を進める際

トの結果を分析中です。歯の数が寿

の境目がないような場合は、集団アプ

に問題となるのは、脱落が多いことで

命に影響するとわかってきています。

ローチがとられていますよね。集団全

す。そうならないためには住民が納得

【大木】 宮古島でやられているの

体を少し良くするというのが一番合理

して参加するというのが一番重要で、

ですね。驚きました。宮古島を選んだ

的だろうということです。

ただデータだけくださいというわけに

理由はあるのですか。

【深井】 そうですね。そうなると、
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はいきません。住民も交え納得の上で

【深井】 東北大学の佐々木英忠先

生
（老年内科）が主任研究者の厚生科

肥満になる条件がそろっています。

学研究として始まりました。レトロスペ
クティブなコホート研究で十分なベー

す。
■歯数は重要なインジケーター

スラインデータがあったことと島とい
う地理的な理由からです。

政策を後押しするような気がするんで
どうしても今の健康政策は、高齢者
の増加が背景にあって、
高齢者世代や

【深井】 そうです。少し話は変わり

生活習慣病に重点を置いています。そ

【大木】 ある意味、日本では珍し

ますが、健康寿命の観点からの肥満

れがもっと早い段階、例えばむし歯が

い地域だと思うのです。特に比較的

指導も大きな課題です。壮年期には太

リスクになっていることが明らかにな

人の出入りが少ない離島ですよね。

るなと言われるのに、高齢期には痩せ

れば、長期で見ればむし歯予防に先

【深井】 沖縄には「命どぅ宝（ぬら

るなと言われる。しかし、歯科の分野

行投資をすることは有効だと主張でき

どぅたから）」という、命を大事にする

からするとすごく説明がつきやすい。

ると思っているところです。ただ歯科

言葉があります。子どもの命と健康が

よく噛まないと肥満の原因になりま

の分野だと、どうしても子どものむし

年寄りになったときの健康のスタート

すし、歯数が十分ないとよく噛めませ

歯予防からせいぜい成人ぐらいまでし

になっていることの根拠のひとつとし

ん。噛めない人の食事は、炭水化物が

か追った研究がないですし、それが高

て住民の方々に宮古島のデータを利

増え、野菜と果実が減ることがわかっ

齢者になるまで追跡するとなるとさら

用していただけるとよいなと思います。

ています。だから成人期には生活習慣

に30〜 40年かかり、取り組む研究者

【大木】 自分が行ってみても、宮古

病、とくに循環器の病気を予防するた

自身もリタイアする時 期になってし

島はこの10年でかなり変わったはず

めによく噛むことが大事です。また、高

まう。

なんです。24時間営業の大型商業施

齢者になると、よく噛めないことが低

【大木】 この場合は、症例対照研

設ができたり、大きな病院ができたり

栄養につながって、フレイルの原因に

究のように、やっぱりエビデンスがな

して都会になってきているのです。

なるという悪循環に陥ってしまうので

いといけない。歯が健康な高齢者と

す。ただ、いずれにしても「よく噛む」

そうでない人たちは何が違ったのかと

という同じ目標で説明できます。

いうのを振り返り調査で知るというの

【深井】 沖縄は、一時、寿命が世
界的にもトップでした。日本でもトップ
だったのが、ライフスタイルが急激に

ライフステージごとに区切ってしまう

変わって、女性が３位、男性が30位ま

と対策が異なっていたのを、歯科の考

で落ちました。その危機意識から沖縄

え方からなら共通理解ができやすいわ

【深井】 先程もおっしゃっていまし

県としては、健康寿命を延ばすとか、

けです。そのためには子どものときに歯

たが、レトロスペクティブ・コホート研

長寿県を回復するにはどうしたらいい

を大事にすることから始まります。

究ですね。母子健康手帳や学校保健

は、１つの大きなデータになると思い
ます。

かと、子どもの食育や成人の食生活お

そして、
子どものときに歯を大事にす

の中の歯科の検診票、あるいは既存

よび飲酒の課題への取り組みが行わ

るには、妊婦の問題もありましたが、そ

の歯科医院の持っている患者さんの

れています。

れに加えて家庭環境や地域環境、お

情報などをデータとして分析ができる

【大木】 その沖縄の例は、
これから

年寄りがどう子どもの面倒を見たかと

可能性があるということですね。

発展していく国にも同じことが言えま

いうことも関係するので、そういうデー

【大木】 おっしゃる通りだと思いま

す。伝統食を食べなくなり、子どもが

タを国民が理解し、さらには、それが

す。
自分は歯科で疫学がどの程度教育
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されているのか不案内ですが、オーソ

【大木】 ということは、いわゆる集

意になってしまいますからね。ところ

ドックスな疫学手法で得られるエビデ

団アプローチがうまくいったというこ

で、むし歯が多い人は歯周病になりや

ンスというのは結構あります。歯に関

とですね。それは大きいですね。

すいのでしょうか。

【深井】 1980〜 90年代、当時、日

【深井】 そこはむし歯が多いからと

本はまだまだ先進国に比べてむし歯

いって、歯周病が多いというデータは

【深井】 歯の数というのはかなりタ

が多かったんです。唯一疫学的にわ

あまりないと思います。むし歯の場合

フなインジケーターです。本人が血圧

かっていたのは、東京歯科大学の竹

には、子どものむし歯、乳歯のむし歯

や体重を気にするように、歯の数をい

内光春先生が、戦時中に砂糖の摂取

と永久歯のむし歯があって、一昔前

つも気にすることができますからね。

量が劇的に減ったのとともにむし歯の

は乳歯のむし歯が多い人は永久歯の

そして、その歯数は後戻りしないので、

本数も減り、その後日本が高度成長

むし歯も多いという報告がみられまし

これまでの疫学コホートデータの多く

を迎えてライフスタイルが変わり砂糖

た。世代効果と時代効果があって、そ

は、歯数を指標としています。歯の数

の摂取量の増加とともにむし歯も増

の時代の社会環境とか予防によって

は歯周病とむし歯の蓄積だという考

えていったということを明らかにしま

も、またかなり変わると思います。

え方で、日本で歯の喪失予防が進ん

した。その後むし歯はどうなったかと

ですから、2000年より前の歯科の

だのは、実はこれまでのむし歯予防

いうと、やっぱり減っていったわけで

研究ではアウトカムを、むし歯になっ

が大きく貢献しています。

す。この理由はまだ明らかでない点も

たとか歯周病になったとか、噛めな

子どもたちも30年後、40年後には成

ありますが、一番説明のつきやすいの

くなったなどに設定していたんですけ

人になって、リスクを抱えている人たち

が、フッ化物の利用が進んだというこ

ど、特に2000年以降、医科と歯科の

も増えてきます。子どもの健康に対す

とです。

分野が共同で研究するようになって、

するデータは豊富にあるのではないで
しょうか。

る環境をもう一度考え直さなければな

日本の場合は国民皆保険制度で歯

大きなサンプルサイズでアウトカムを

らないだろうと思うんですけど、ライフ

が痛くなれば治療に行くという人が多

寿命においたり、あるいは NCDs の

コースアプローチはそのための有効な

いですよね。諸外国なんかだと、保険

発症とする研究が出てきました。その

エビデンスになるのでしょうか。

制度で歯科検診を受けないと治療費

結果、歯の喪失が明らかなリスクファ

【大木】 高齢者が多いので高齢者

が高くなるといった取り組みもあるん

クターの１つだろうと考えられるように

の対策に重点が置かれますけど、社会

ですけど、日本では誰でも治療が受け

なってきました。

的であろうが、生物学的であろうが、

られます。ところが、歯の喪失予防が

ただ、そういうことをあらためて、単

幼少期の健康がその後に大きく影響

進んできたこともあって、定 期 的に

に歯科だけでむし歯や歯周病を予防

します。これは大事なことで、
いったん

歯 科 の チェックを受ける人たちが増

することではなくて、NCDs 全体とか

ある時期までに伸びていないと、その

えています。法制化されていない中で、

国民全体の健康を維持するために、

後にいくら健康状態を維持していても

国民レベルの意識の変化と、歯科医

歯科のリスクの蓄積を人生全体の中

駄目なのです。最初の十何歳までをど

療提供者側の環境がかみあって、歯

で、その予防や一般の健康政策につ

うやって伸ばすかも大きいです。そう

科検診を受ける人が増えています。成

なげたらいいかということの理解は十

いう点で見てもむし歯予防は重要かも

人期の歯周病が減りだしているのも、

分とはいえません。

しれませんね。
先ほど歯の喪失予防の

定期的に歯科医院に行って歯石除去

【大木】 そうですね。恐らく共通リ

お話をされていましたが、うまく行った

を受ける人が増加していることが寄与

スクファクターという考え方、これは歯

むし歯予防というのは学校検診でしょ

していると考えられます。台湾のデー

科から出たのではないですか。

うか。それとも、フッ素でしょうか。

タで、定期的に歯石を取っている人は

【深井】 ロンドン大学のシャイハム

その後の心臓血管疾患の発達が少な

が最初に言ったのが2000年ぐらいで

いという報告も出てきています。

す。というのは、医科と歯科の共同研

【深井】 今はフッ化物の利用が進
んだことが一番大きかったろうと言わ
れています。
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【大木】 成 人 以 降 だと検 診 は任

究もちょうどその頃から増えてきて、そ

■最後に

うなると歯科の分野で例えば歯を磨

器病になっています。今まで高血圧、

くとか、あるいは甘いものを食べない

肥満、たばこ、アルコールなどがリスク

とか、いわゆる生活習慣病のリスクと

ファクターになっていた。しかし
「健康

【深井】 今日、先生のお話を聞い

歯科疾患のリスクというのは、かなり

日本21
（第2次）
」ではきれいに整理さ

て、出生時からばかりでなくて、もっ

共通しているということが明らかにな

れて、一番の目標は健康格差の縮小、

と感受性の高い、後戻りできない思

りました。

健康寿命の延伸であり、そのために

春期ぐらいからのアプローチであって

は NCDs の予防が必要となりました。

も、ライフコースアプローチと考えてい

そして、そのためには機能維持や、社

いということを学びました。

【大木】 医科と歯科で連携するこ
とが一番効率が良いわけですよね。
【深井】 そうです。ですから、歯科

会環境を整える必要があるとなったわ

【大木】 結局ライフコースも0歳か

患者さんに歯科の指導をするときに

けです。その中で本人が取り組めるも

ら70歳を対象とすると期間が長すぎ

は、歯科疾患の予防の指導をして、一

のは何かというと、運動、栄養、休

るのです。つぎはぎのコホートでも、

方で保健師さんとか栄養士さんたち

養、それからたばこと過度な飲酒で

所々の結果を重ね合わせるのが一番

は生活習慣病を予防するために保健

すね。それに歯の健康が現在は位置

現実的な話なのかなと思います。

指導をしていた。同じようなことをして

づけられているので、
共通のリスクファ

【深井】 日本でも多くの大規模コ

いたわけです。これをアウトカムの１つ

クターに構造上はなっています。しか

ホートがスタートしていますけど、15年

にするとなるとかなり効率的ですし。

し、実際にはそういう観点での取り組

とか20年とかを経てデータが出てき

【大木】 本当にそう思いました。

みが十分進んでいるわけではありま

て、それが蓄積をされてくると、スター

【深井】 今の社会保障制度の中で

せん。そこをもう少し整理をして、発

トがたとえ思春期より後の時期だった

財源の問題があり、国の検討でも、特

信して、ほかの分野の人たちと共有し

としても、それもリスクの蓄積、高齢

定健診とか特定保健指導はアウトカ

ていったほうがいいんです。やっぱり

者の問題にどう影響するかの有効な

ムがメタボリックシンドロームや循環

データがないとなかなか難しいので。

データになるということですか。
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【大木】 もちろんなってくると思い

ことはわかっているはずなんです。た

日本と海外の人種差が出てしまう。糖

ます。今までの健康対策はそれでか

だ、研究者の関心が自分の分野に向

尿病にしても、日本の場合、高度肥満

なり成果を収めているというのがあっ

きすぎた時、共通リスクファクターある

でなくても血糖 値が異常をきたしや

て、従来のやり方に取って代わるとい

いはアウトカムがかなり限られてしま

すいので、日本人を対象にしたエビデ

うものではなく、全く新たな考え方で

います。

ンスをまとめるのは、非常に大事では

すよね。理想的には、妊娠中からリク

【深井】 国内の社会 疫 学分 野で

ルートしてゲノム情報まで取れれば一

は、データが蓄積されてきていますけ

【深井】 先生はこの分野の専門家

番いいのでしょうけれど、
そうなると国

ど、もっと長期スパンのライフコースと

ですので、先生のご研究の発展を期

レベルの研究班を組まないと、なかな

いう考え方でデータを蓄積していこう

待したいと思います。私たち歯科のほ

か難しいでしょう。

とか、研究の推進を行っている機関は

うでも、もう一度このライフコースの考

あるんですか。

え方を取り入れ、ほかの分野の方に、

【深井】 限られた資源、限られた技

【大木】 国内ではちょっと存じ上げ

幼少期の歯の問題が成人期以降の健

ないですが、海外の大学にはライフ

康のリスクになるということを発信し、

【大木】 結局のところ、ほかの分野

コースを標榜する学部がありますし、

そういう政策を提案していくことも重

でもそうなんですけど、コホートが幾つ

ライフコースサイエンスという分野は

要と考えています。

あっても効率が悪くて、１個の大きな

確立しています。

術から言うと、
トータルで見たほうがい
いですよね。

【大木】 今回の対談で歯科の分野

ものでさまざまな分野の専門家が知

【深井】 こういう新しい考え方を１

から学ぶことが多かったです。血圧や

識を共有するというのが一番コストパ

つの軸に、整理し直すことが必要とい

健診とかと違って歯は目に見えるもの

フォーマンスがいいわけです。

うことですか。

なので、インパクトが大きいのではな

【深井】 今、先生が言われた、幾つ

【大木】 極めて目新しい考えでは

いかと思うのです。歯の健康がどれだ

かの大学や地域で行われている大規

ないのですが、１つのきっかけにはな

け全体的な健康に関わっているかとい

模コホートをもっと大きい１つのもの

ると思うのです。１つ言えるのは、
ライ

うことを、もっと発信していきたいです

にして、
いろいろな項目を入れていくと

フコースにしても、DOHaD でも動物

し、発信していただけたらと思います。

いう取り組みは、どうしたら達成でき

実験を除けば海外中心に行われてい

【深井】 今回はありがとうございま

るんですか。いろいろな研究データを

るということなんです。ということは、

蓄積するときに、喫煙だとか血圧だと
か、あれこれ病気のことを研究する人
たちは何か最初に仮説があって、その
検証を狙ってスタートするので、ベース
ラインのデータがありますよね。最初
のスタートのときに歯 科のデータが
なければ、結果として歯科がいくら
かかわったとしても、データとして出
てこない。
【大木】 後から追加することは可
能かもしれないですけど、やはり計画
段階だと思います。現実的にそれが簡
単かというと、お互いの分野を尊重し
てとしか言いようがないのですよね。
今までも共通リスクファクターがある
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した。

【column】
超高齢社会を迎え、健康寿命の延伸に向けてオーラ
ルケアの重要性が高まり、保健・医療・介護の環境は
大きく変化しています。
従来の歯科診療所における外来患者中心の歯科完
結型から地域完結型という歯科医療の流れや多職種
連携が加速するなかにおいて、歯科衛生士は、より一
層、専門性を高め、対応することが求められています。

超高齢社会に求められる
歯科衛生士のキャリア
超高齢社会を迎え、
「健康寿命の延伸」が国民的な課
題となるなか、歯科衛生士を取り巻く ｢保健・医療 ･ 介
護｣ の環境は大きく変化して「オーラルケアの重要性」が
ますます高まっています。近年では、
疾病を持つ患者さん
へのオーラルケアの必要性が高まっています。5疾病 ( が
ん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患 ) や周
術期におけるオーラルケアが、入院期間や食事摂取へ影
響していることが報告されています。歯科衛生士が関わ
るオーラルケアは、口腔細菌のコントロール ( 口腔清掃 )
による歯科疾患や肺炎の予防だけでなく、口腔機能の維
持・向上を通した生命維持・活力源の強化、さらには生
きる楽しみ・QOL の向上までをも目指すものとして期待

制大学の教育機関と連携し、
「糖尿病予防指導」および

されております。さらに近年では、口腔機能の維持・向

「医科歯科連携・口腔機能管理」を新設しました。また、

上が、高齢者のフレイル（活力低下）予防にも関わると

科学的根拠に基づく業務の実践をめざし、日本歯科衛生

の認識が高まっています。

学会と協力して歯科衛生研究を推進しています。

一方、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途

さらに、
当会が取り組まなければならないもう一つの大

に、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

きな課題は、歯科衛生士の人材確保です。今後、訪問や

で全うできるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支

介護等の医療現場において摂食嚥下、口腔ケアなど、患

援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築

者さんの日常生活を支えるために必要な歯科医療ニーズ

が推進されつつあります。こうした変化のなか、
歯科医療

が増加することが考えられます。出産、子育て、介護で

の提供体制も従来の歯科診療所における外来患者中心

臨床現場から一定期間離れていた歯科衛生士の復職支

の「歯科完結型」から、今後は「地域完結型」へと変化

援対策が急務となっています。今後の高齢社会における

し、
地域できめ細やかな歯科保健医療の提供が求められ

歯科医療サービスの提供体制に備え、歯科衛生士の養

ます。今後、医療および介護の総合的な確保に向けた歯

成や人材確保に伴い、復職に向けた支援体制が不可欠と

科医療サービスの拡充に伴い、多職種連携が加速するな

なります。歯科診療所に来院していた患者さんが、介護

か、歯科医療従事者としての役割を認識して、より一層、

等が必要となり来院できなくなっても、
病院・施設や在宅

専門性を高めることが大切です。

に訪問して、人生の最期まで患者さんの生活に寄り添っ

そこで日本歯科衛生士会では、疾病を持つ患者さんや
在宅で介護が必要な高齢者を対象に、口腔機能管理を

た歯科医療が提供できるように努力して参りたいと思い
ます。

ベースとした訪問口腔ケアなどの歯科保健医療ニーズに
対応するために、より専門性の高い人材確保のための人
材育成をスタートしました。2008年にスタートさせた認

もぎ

おいて歯科衛生士が一層その実践力を発揮できるよう、
実技研修にも力を入れた認定研修「在宅療養指導・口腔
機能管理」を都道府県歯科衛生士会と連携して開催場
所を全国6か所に拡大しました。また、チーム医療の一
員として歯科専門職の実力向上につなげられるよう４年

みほ

茂木 美保

定制度のさらなる拡充を推進し、病院・施設や在宅等に

日本歯科衛生士会 専務理事
●プロフィール
日本歯科衛生士会専務理事。1986年東京医科歯科大学歯学部附属歯科衛
生士学校卒業、同年住友商事株式会社入社歯科診療所勤務、2008年東京
医科歯科大学歯学部口腔保健学科非常勤講師 併任
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特集 ライフコースアプローチ

【胎児期へのアプローチ】

お母さんのおなかから始まる８０２０
子供のむし歯の第1歩は家庭内伝播、特にもっとも接する機会が多い
母親からと言われています。まずは妊娠をきっかけに母親の口腔内に

対する関心を増やし、子供の歯を一生守るきっかけを与えられるよう
に歯科医師、歯科衛生士等が導いていく必要があると思われます。

代田 あづさ
日本歯科大学附属病院総合診療科 医長
マタニティ歯科外来長

1

妊娠に伴う口腔内の変化

妊娠期には、プロゲステロン（黄体ホルモン）やエスト
ロゲン
（卵胞ホルモン）などの女性ホルモン分泌増加によ
り、口腔組織において炎症が過剰に起こる傾向にありま
す。また唾液の粘調性が増し、分泌量が減少することに
より pH や抗菌作用の低下が起こり、口腔の自浄作用減
少が認められます。さらに妊娠初期に認められる、つわ
りによる食習慣の変化、偏り、繰り返しの嘔吐による口
腔内 pH の低下や口腔清掃不足による口腔環境の悪化
が認められます。そのため妊娠期にはう蝕や歯周炎の原
因菌が増加しやすい環境になります。実際に妊産婦の約

し、歯肉溝浸出液中でも同様に増加します。これらのホ
ルモンを栄養源として増殖する歯周病菌があり歯肉の炎
症を増加させ、妊娠関連性歯肉炎を引き起こします。主
な症状は一般的な歯肉炎とほぼ同様で、歯肉の出血、発
赤、腫脹です。主に、前歯部歯間部歯肉に発生しますが
臼歯部においても認められます。仮性ポケットを形成しま
すが、アタッチメントロスは認めません。歯の動揺を呈す
るものもありますが出産後には消失します（図1）
。
妊娠性エプーリスは歯間乳頭および辺縁歯肉が球状
または扁平状に増殖するもので上顎前歯部に多くみられ
ます。血管腫性の炎症性変化であり、出産後に消失する
場合もありますが、生活に支障がある場合は切除します。
＊歯周病と早産・低体重児出産
重度歯周病に罹患すると炎症性物質のサイトカ

7割に歯周炎や妊娠関連性歯肉炎が認められると言われ

インが生成されます。このサイトカインには子宮

ています。特に妊娠前より歯肉炎、歯周炎に罹患してい

収縮物質（プロスタグランディン）の産生を促進

た女性についてはその症状が顕著に現れます。

2

する働きがあります。これにより胎盤剥離や出産

妊娠関連性歯肉炎、
妊娠性エプーリス

妊娠中は、つわりなどの影響により口腔内環境の悪化
が見られるとともに前述した女性ホルモンが血中に増加

を促進してしまい、早産や低体重児出産を引き起
こす可能性が出てきます。

3

子供の歯はどの時期に
つくられているか

乳歯や永久歯は胎児の頃に作られ始めています。妊婦
さんの中には乳歯のことは想像できても永久歯のことは
生まれてからでき始めると考えている人が少なくありませ
ん。妊娠中から丈夫な歯を作るためのカルシウムやリン、
タンパク質、ビタミンを摂取することが大切です（図２）
。

4
図１ 妊娠関連性歯肉炎：歯間乳頭部歯肉の腫脹・発
赤を認める

母子伝播

う蝕の原因には、
歯の性質や唾液の性状の遺伝的なも
のもあります。さらに原因菌である、ミュータンス連鎖球
菌の量によって影響されることも知られています。
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図２

ヒトの歯の発達と経過（小児歯科学第4版より）

生まれたばかりの赤ちゃんの口にはミュータンス菌は
存在しません。離乳食時に同じスプーンを使用すること
により、
母親などの口から唾液を介して感染すると言われ
ています。したがって家族の口腔環境を改善することに
より子供のう蝕を予防することにつながるのです。
赤ちゃ
んのお口のなかでは乳歯の崩出とともにミュータンス菌
の定着が始まります。乳臼歯の崩出から乳歯列が完成さ
れる18か月から31か月の間が特に感染の注意を必要と
する時期となります。

5

妊娠期の歯科治療について

生まれてくる赤ちゃんの歯を丈夫に育てるために、まず
お母さんの口腔環境を良好にする必要があります。女性
は妊娠を機に生まれてくる子供や自分自身の健康につい
て強く関心を持ちます。この機会に口腔内環境の改善を
行い、子供への感染の機会を少なくするよう導いていく
必要があります。
妊娠期の歯科治療はリスクを避けるために妊娠安定期
（16週 ~27週）に行うようにします。初期
（0週 ~15週）や
後期（28週以降）は応急処置に留めるのが望ましいで
しょう。レントゲン（X 線）撮影については胎児に影響
はほぼないと考えられています（図３）
。

図３

歯科治療における X 線放射線量（東京都歯科医師会 HP より）

また歯科麻酔に関しては、２％リン酸リドカインが最
も使用されており通常の使用量であれば問題はありませ
ん。フェリプレシンは軽度の子宮収縮作用と分娩促進作
用があるため妊娠後期での使用は禁忌です。投薬につい
ては治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場
合にのみ行います。
●参考文献
1)
2)

倉治ななえ、田村文誉：マタニティ歯科外来 ~ 命を育む女性の口腔保健のために ~、
わかば出版、2012.
藤井 彰、秋元芳明：新妊婦・授乳婦の歯科治療と薬物療法、砂書房、2009.

●プロフィール・しろた あづさ
日本歯科大学附属病院総合診療科医長、マタニティ歯科外来長。日本歯科
保存学会専門医、同評議員。歯学博士。1991年日本歯科大学歯学部卒業、
同年日本歯科大学附属病院歯科保存学第二講座入局。2001年同病院総合
診療科。08年同病院ハイリスクセンター併任。10年マタニティ歯科外来併任。
12年同病院総合診療科医長。15年マタニティ歯科外来長
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【乳・幼児期へのアプローチ】

赤ちゃんのための口腔育成アドバイス
愛知県歯科医師会では、
「赤ちゃんからの口腔育成事業」を通じ、正
しい咀嚼、食行動の獲得、口腔周囲組織の発育だけでなく、頭部、顎
を正しく支える体幹や姿勢、また、生活リズムなど子どもの成育全般
に対し良好な生活習慣の確立をめざしています。そのためには、歯が
生える前の０歳から歯科への受診を推奨しています。

1

歯が生える前からの歯科受診

3

今泉 三枝
愛知県歯科医師会地域保健部Ⅰ
今泉歯科 院長

哺乳指導

「健康日本21」で提唱される健やかなライフステージの

正しい哺乳とは、大きく開口して乳房を深く捉え、舌の

スタートである乳幼児期に、正しく機能を獲得すること

蠕動運動により吸啜し、乳児嚥下を行うことです（図1）
。

は、生涯にわたり健康な生活を送るための基礎作りに大

口唇を閉じ、呼吸を止めて行う成人嚥下とは異なります。

きな意味を持つと考えます。

哺乳瓶の利用であっても、乳房に近い形状のものを選

愛知県歯科医師会では、
「赤ちゃんからの口腔育成事

ぶようにします。歯科医師による口腔内診査では、口蓋

業」を通じ、正しい咀嚼、食行動の獲得、口腔周囲組織

裂や舌小帯短縮 ( 強直 ) 症の有無など、形態的な問題が

の発育だけでなく、頭部、顎を正しく支える体幹や姿勢、

ないかを診て、問題があれば、関係諸機関との連携を強

また、生活リズムなど子どもの成育全般に対し良好な生

化します。

活習慣の確立をめざし、歯が生える前でも0歳からの定
期的な歯科受診を推奨しています。

2

赤ちゃんのための口腔育成アドバイス
〜哺乳・離乳食指導と生活習慣指導〜

哺乳指導は、助産師との連携を基本とします。赤ちゃ
んが適切な授乳を学習するのは、生後数週間までともい
われています。赤ちゃんが不適切な授乳を学習する前に、
出産退院後すぐに助産院に通院し、親子ともに正しく、

哺乳とは、生後の反射によりなされる動きです。食べる
機能は、口の機能発達に合わせて、手と口の協調運動ま
でを学習していくことで備わります。この学習過程の時期
が、離乳食期です。この時期は、首すわり前のねんねの
状態から、よつばい、立っち、あんよと人生で最も短時
間で著しい身体変化を起こす時期でもあります。
食べることの基本器官である口腔についても、形態変
化、機能発達は著しく、正しい育成サポートが必要とな
ります。頭部を背骨でしっかり支える姿勢がとれる体幹
を育て、顎位を安定させます。味覚や摂食の調節機能、
睡眠リズム、歯みがきや指しゃぶりなどの口腔感覚の基
礎もこの時期に確立されます。スタート時点で正しい生
活習慣を獲得し、生涯にわたる健やかなライフステージ
をあゆみましょう。

図１
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正しい乳房のくわえ方

図２

離乳食指導（月齢はあくまでも目安。口腔内の状態に合わせた指導が必要）

左右差なく、楽な状態での授乳ができるよう指導を受け
ましょう。
無意識に起こる原始反射による栄養摂取が哺乳です。
原始反射は生後4か月頃から数か月間のうちに消失して

4

離乳食指導

食べさせ方や食物形態などの条件で、子どもの食べ方

しまいます。原始反射が見られるのは、短い期間なので、

は、良くも悪くもなります。同じ0歳11か月児でも、下顎

たくさんの働きかけをして随意的な動きにつながるよう

の前歯2本しか萌出していない子もいれば、乳臼歯まで

機能発達を促します。

萌出して歯が12〜 16本ある子もいます。育児書にある

把握反射により母親にしがみつき、探索反射により乳

月齢に合わせた離乳食形態では、口腔機能に合わない

首を探ります。これらの仕草を見て母親の愛着形成が促

ため、噛めなかったり、噛まなかったりして丸呑みをして

され、母乳分泌による脳内ホルモンの働きは母性増強や

しまうなど、不適切な咀嚼・嚥下を会得してしまうことも

精神安定につながります。赤ちゃんは、口唇反射、吸啜

あります。歯科医師だからこそ、月齢と歯齢の差を考慮

反射、咬反射などの哺乳反射により乳汁摂取します。反

し、
個々の口腔機能に合わせた離乳食指導が可能と考え

射によるものですから、
「飲みたい」という意思によるも

ています（図2）
。

のではありません。母親の匂いを嗅ぎ ( 嗅覚 )、やさし
い語りかけを聞き ( 聴覚 )、肌の感触を堪能し ( 触覚 )、
表情や目の動きを見て ( 視覚 )、満腹による幸福感を学
習します。赤ちゃんから意識が反れてしまうため、授乳中
の携帯電話の使用などは、避けたいものです。

~ 口唇食べ期 ( 無歯期 )~
哺乳反射が消失してきて、首がすわると離乳の準備が
できたこととなります。
食べ物の形は粘稠度が均一なトロ
トロ状、ベタベタ状のものです。食べ方は、介助者が下
唇に置いたスプーンを上唇を降ろして捉え、まっすぐ抜く
ことで口唇によるすくい取りができます。流し込みになら
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ないよう、一口ずつ「ごっくん」を待って、次の一口に進
みます。
口腔内は、哺乳反射による機能発達が十分なされた
か、口蓋が半円型に広がった成長をみせているかを診査
します。

~ 舌食べ期 ( 乳前歯萌出開始期 )~

口腔内は、臼歯が咬み合うことで顎位が安定します。
交叉咬合など顎位の変位はないか、左右均等に顎、頬
が動いているかに注意を払います。問題があれば、生活
習慣全般において、歪みを引き起こすような習慣がない
か考察します。特に食事姿勢では、成長に合わせて食事
台や椅子を調整し、足のついた状態で姿勢良く食べられ
るよう工夫します。

~ 歯食べ期
（乳歯列完成期）~

舌は、前後のみの動きから、上下運動まで可能になり
ます。豆腐、プリン状のものを舌で押しつぶし、口をモ
グモグさせて食べられるようになります。食べ物は指で軽
くつぶせる固さ、舌と上あごでつぶせるぐらいで、水分に
はとろみをつけます。
離乳食期は、正しく食べる方法を学ぶ時期であると理
解し、栄養摂取にばかり気を取られないようにします。
口腔内は前歯が生えはじめます。歯の萌出による違和
感で、口唇咬みや口唇吸いなどの習癖が出現することも
あります。悪習癖として定着しないよう、早期に中止支
援をします。歯がためなどの利用も有効です。

~ 歯ぐき食べ期 ( 乳前歯萌出完了期 )~
上下の前歯が萌出して、舌は前方突出の制限が可能に
なり、左右の動きができるようになります。食べ物を歯ぐ
きの上に移動させることができるようになり、歯ぐきで押
しつぶして食べます。口角が左右非対称に動くようになる
ことが目安になります。口唇を閉じ、頬を膨らませてカミ
カミできます。
食べ物は、歯ぐきでつぶせる固さ、指でギュッとつぶし
てなくなるくらいです。出汁を効かせた薄味で調理します。
自分で食べる意欲、手づかみ食べを大切にします。やや
大きめの食べ物を唇で捉え、前歯で噛み切ることでひと
口量を覚えさせます。
口腔内は、同じ月齢でも個人差が広がる時期です。ま
た、反対咬合や、過蓋咬合などの特徴も現れてきます。
口腔内状況に合わせた指導が特に重要な時期になりま
す。

大きいもの、やや固さのあるものなど色々なものはこの
頃を過ぎてやっと食べられるようになります。口腔内は、
口蓋が浅くなり、歯と歯の間に隙間ができるくらいに十
分成長していることが望まれます。
夜、寝つきの悪かった日でも、朝日を浴びて目を覚ま
し、朝ごはんを食べましょう。朝ごはんにより、3度の食
事を柱にした生活リズムが整いやすくなります。お茶、水
以外の食べ物・飲み物はおやつと考え、時間を決めてと
り、ダラダラ飲み食いの習慣をつけないようにします。た
だし、この頃のおやつは、食事と食事の間の食事
（間食）
と捉え、甘いものやスナック菓子は必要ありません。果
物や野菜スティック、いも類などで栄養を補います。

5

頭位、顎位を正しく支える身体発達

離乳食に段階があるように、身体の発育発達にも段
階があり、定頚ー寝返りーよつばいー自座位ーつかま
り立ちー独歩の順に道筋立てた発育発達が望まれます
（図3）
。
背骨がねじれないよう抱っこや睡眠姿勢に注意を払い
ます。発育発達が追いついていない段階でお座りや立っ
ちを急ぐと、背骨の S 字カーブが十分発達せず、重たい
頭部を正しく支える身体は、つくられません（図4）
。
顎に歪みの出やすい入眠、睡眠姿勢のないよう、自由
に寝返りが打てる空間で寝かせましょう。いつも同じ向
きで寝ている、肘つきをする、横を向いて食事をするなど
の生活習慣は見直し、顎位の安定するしっかりした体幹

~ 手づかみ食べ期 ( 乳臼歯萌出期 )~
上下の前歯が生えそろい、第一乳臼歯が生えはじめま
す。乳臼歯が生えることで、咀嚼の練習が始まります。
様々な食材や味に少しずつ慣れていき、食べることに興
味を持ち、楽しい・おいしいを学びます。
指でギュッとつぶして、少し形が残るくらいのものをよ
く噛んで、口唇を閉じ、ゴックンします。
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乳歯が生えそろい、咀嚼機能も完成して、小さいもの
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を育てましょう。

図３

身体発達の道筋

図４

背骨の発達過程

●参考文献
1) 田角 勝：トータルケアで理解する子供の摂食嚥下リハビリテーション
食べる機能を支援する40のポイント、診断と治療社、2013.
2) 吉田敦子、杉上貴子：おなかにいるときからはじめるベビィケア 妊娠・
出産・育児を気持ちよく、合同出版、2012.

●プロフィール・いまいずみ みえ
愛知県歯科医師会地域保健部Ⅰ、今泉歯科院長。歯学博士。小児歯科学専
攻、日本小児歯科学会専門医、愛知学院大学歯学部非常勤助教、歯科医師
臨床研修医指導医、三河歯科衛生専門学校講師。1993年愛知学院大学歯
学部卒業、1997年愛知学院大学大学院歯学研究科修了
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【乳・幼児期へのアプローチ】

今後の乳幼児歯科健診のあり方と
歯科医師会の地域協働を考える
～１億総活躍社会の実現と健康寿命の延長に向けて～
大阪府池田市歯科医師会では、乳幼児からの口腔機能の発達支援に
取り組み、多職種協働における研修会を重ねることで共通理解や多

職種のそれぞれの現場での取り組みが始まっています。またそれらを
通じて池田市の乳幼児健診事業および歯科医師会乳幼児歯科健診項
目として食べ方に関する項目が追加されました。

1

はじめに・背景

近年の乳歯う蝕有病者率、一人平均う歯数の減少や、
地域のかかりつけ歯科での予防管理や保健指導の充足
は進んでいますが、その一方、生活全般の支援や保護者
への支援も必要と思われるう蝕のハイリスク児への予防
管理によるアプローチは難しくその支援が課題となって
います。池田市児童・保育課による保育士へのアンケー

医療法人優心会こいし歯科 理事長

赤井 綾美
地域歯科保健分野 認定歯科衛生士

とりながらフォローアップしていくことが大切であること
が示唆されています2)。また、口腔機能は乳幼児期にそ
の基本行動が獲得され、高齢、終末期まで人々の QOL
を支える大きな要因として、乳児期からの見守りが重要で
す。

2

口腔機能発達支援研修会

このような背景に基づき、単に歯科専門職に向けた啓

ト調査では、うまく食べられない、舌でつぶす、丸飲み、

発的な研修では乳幼児期の生活習慣や子育てに対する

喉に詰まる、よだれがいつまでも出る、言葉が不明瞭な

現状が伝わりにくく、課題に対する認識や解決に向けた

子が増えている、口が開いたまま等の離乳食や食べ方に

取り組みへの限界があることを踏まえ、池田市では地域

関する困り事が挙げられ、新たな取り組みの必要性が高

の子どもに関わる関連組織や職種も交えた新たなソー

まっていました。

シャルサポートの醸成を目的として歯科医師会主催によ

東京都新宿区では保護者の食事に関する不安に対す

る研修会を開催しました。

る先駆的な取り組みとして、平成20年度より「歯から始

5回の研修の参加者は延べ約250名であり、参加職種

める子育て支援事業」として、1歳児および2歳児を対象

は、歯科医師、歯科衛生士、保育士、管理栄養士、栄

に食べ方も含めた歯科相談事業を行っており、健診時の

養士、保健師、言語聴覚士、助産師、歯科助手、小学

アンケートで約60% の保護者が
「食べ方で気になる点が

校・支援学校教員、医師、子育て支援職など幅広い役

ある」と答えています 。新宿区ではさらに摂食機能の発

職にご参加いただきました。研修では、参加者同士の共

達支援を専門とする大学歯学部との連携による専門的

感や口腔機能の素晴らしさ、乳幼児期における支援の重

支援として、乳幼児の食事のとり方や口の機能に不安や

要性について共通理解が得られました。また回を重ねる

疑問を感じている保護者を対象とした「食べ方相談」事

と、継続参加者も徐々に増え、口の役割や重要性を認

業を展開しています。

識し、現場での口の状況をよく観察するようになり注意

1)

「食べ方相談」での主訴としては、丸のみ、時間がかか
る、ためこみ、好き嫌い等の問題が挙げられ、生じやす
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を促したり、簡単なお口の体操や口のマッサージを実施
するなど現場実践につながっていました。

い問題点は月齢や歯の萌出状況に応じて変化していくこ

摂食・嚥下や口腔機能について学びたいという声の他

とから、個別的な対応の必要性がある一方、食事が楽し

に、
「退職後は池田市でつながりたい」と地域での連携

いといった子どもの食事に対する姿勢が親の心理と相

活動に期待を寄せる看護師や「このような取り組みを自

互に関わっていることから、食べ方に関する相談内容は

分の地域でも広げたい」
「池田市のしくみを学びたい」
「お

背景も多岐にわたり、必要に応じて関連多職種と連携を

口の体操など実践するようになった」など、少しずつ現場
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図２ 研修会はワークショップ形式で行い、それ
ぞれの職種の現場での問題点などを共有して
いきました。

図３ 口腔機能について理解を深めるために、
実際に飲食をする実習を行いました。

図１ 池田市歯科医師会における一連の事業に 図４ 口腔機能に関する講義は講師を招いて行い、 図５ 管理栄養士などの事例発表を行うことで、
は、赤井綾美先生に立ち上げ時より継続し
共通理解を深めました。
専門的な視点がさらに広がり、課題解決のヒ
てサポートいただいています。
ントを多く学ぶ機会となりました。

で定着している様子がうかがえました。
また食べ方がうまくいかない子どもの改善に向けた支

認識から地域包括支援システムの一環として取り組みを
展開したいと思います。

援のポイントや予防的な取り組みの提案として、
「食べ
方」支援だけでなく口腔機能の発達に影響を及ぼす呼

●参考文献

吸や姿勢についての学びを深めました。また事例検討を

１）高橋摩理ら：歯科相談事業における事前アンケートの検討 , 小児保健研究
72(6) : 883-890, 2013.
２）冨田かをりら：食べ方相談に来所した親子の相談内容の検討 , 小児保健研
究72(3) : 370-376, 2013.
３）西川岳儀：足指スローストレッチ , 実業之日本社 ,164-177, 2015.
４）西川岳儀：健口と整足・足育 , 小児歯科臨床21(1) : 6-14, 2016.

多職種で行ったことにより、それぞれの専門的視点がさ
らに広がり、課題解決を生活行動の中で捉えるヒントを
多く学ぶ機会となりました。

3

乳児健診問診票に食べ方に関する
項目の追加

また、これらの研修事業を通し、池田市の乳幼児健診
事業および歯科医師会乳幼児歯科健診項目として食べ
方に関する項目が追加されることとなり、対象者のニー
ズに応じた支援や相談事業の実施に向けた検討に着手
できたことは大きな成果となりました。歯科の臨床現場
では出会いにくい乳幼児の生活場面でのお口の様々な
問題を地域で共有することで、行政の健診のあり方への

●プロフィール・こいし ごう
池田市歯科医師会公衆衛生担当理事、医療法人優心会こいし歯科理事長。
日本小児歯科学会会員、日本口腔衛生学会会員、日本抗加齢医学会専門医。
2003年鶴見大学歯学部卒業、
2012年岡山大学大学院修了。1978年生まれ、
大阪府出身

提言につながりました。

4

今後の展望

今後は、新たな健診体制の整備と人材育成、地域の
各現場で挙げられた問題の相談窓口の設置や課題解決
に向けた多職種連携が必要であると考えます。口腔機能
は、乳幼児期から高齢、終末期まで人々の QOL を支え
る大きな要因として、地域で見守り支えることの重要性の

●プロフィール・あかい あやみ
1995年大阪府立看護大学医療技術短期大学部歯科衛生学科助手を経て
2005年よりフリーランス。地域歯科保健分野認定歯科衛生士。日本口腔衛
生学会会員、日本小児歯科学会会員、日本健康教育学会評議員。1985年大
阪府立公衆衛生専門学校歯科衛生科卒業、2002年佛教大学大学院社会学
研究科社会福祉学専攻修了、修士
（社会学）。1965年生まれ、大阪府出身
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生命活動の３S
「息育」
「食育」
「足育」のススメ
いつまでもおいしいものを食べたい！ あそこへ行きたい！ 誰かと笑っ
て過ごしたい！こういった願いは人間が人間らしくあるべき姿であり、
生
きがいでもあります。
「息育 -sokuiku」
「食育 -shokuiku」
「足育
-sokuiku」の S から始まるこの３つの要因は健康維持や健康増進に
大きく直結し、自立支援ならびに健康寿命へと関わっていきます。

1

はじめに

医療法人西川歯科 院長
豊中市歯科医師会 理事

いです。食べることは生きることです。人間は栄養を摂
取するために食事を摂ります。地球という重力下で唯一、
直立二足歩行を行う人間において、体を保持または動か

戦後70年が過ぎ、医学の進歩や生活環境の変化に

す筋肉 ( 骨格筋 ) の量は健康寿命をも左右します。骨格

よって日本人の寿命は戦後から35年延びました。怪我や

筋の量を増やすためにもまず栄養を取らなければいけま

単疾患によって生きるか死ぬかの時代から、多疾患でも

せん。通常、タンパク質は筋肉として貯蔵され、筋肉は

生きる時代へと変化し、日本人の死因上位に肺炎が浮上

動かずにいると萎縮してしまいます ( 廃用性筋萎縮 )。そ

しました。その１つの誤嚥性肺炎の原因として高齢化に

のため栄養と運動は同時に行わなければ身につかない

おける摂食機能の低下があげられ、
子どもにおいても「噛

ものです ( サルコペニアの予防 )。

めない」
「噛まない」
「飲み込めない」という摂食機能の

2005年食育基本法が施行され、成分など食べる前の

発達不足が示唆１）されており、将来予測として現在の高

食育は一般的ですが、歯科の場合は、口に入れた後の食

齢者よりも早期に口腔機能が衰えてしまう可能性すら考

育も専門といえます。食べるとは口唇を閉じる働きの捕

えられます。

食から始まり、咀嚼から嚥下までをいいます。いくら体に

2

息育 -sokuiku

人間は産声をあげ呼吸から始まり呼吸で終える人生を

良いとされるものを選択し摂取しても、咀嚼なしで嚥下す
ることは危険です。しっかり食べるためには頭の位置を
安定させることが重要です。
そのため、体幹の安定は不可欠であり、足裏の接地が

遂げます。誰に習うでもなく１日２万回以上の自己流の呼

重要となります。足裏が接地していない状態での食は、

吸運動を行っています。呼吸の最大の役割は、酸素を

姿勢が崩れやすく頸部が伸展しやすい姿勢となり誤嚥を

吸って二酸化炭素を吐きだすガス交換です。呼吸には他

引き起こしやすくなっています。摂食嚥下リハビリにおい

にも注目すべき役割として「姿勢保持」という役割があり

て、ベッドの角度や端座位、足底接地、机や椅子の高さ

ます。重力に抗して立位姿勢を保持させる筋肉を「抗重

などの食事姿勢２）は極めて重要であり、食育において他

力筋」
（ 図１）
と呼び、その中には幾つかの呼吸補助筋が

職種に対し発信していく力を歯科が身につけることは極

含まれます。誤った呼吸「口呼吸 - 胸式呼吸」を繰り返

めて重要です。

すと姿勢が崩れてしまいます。
「鼻呼吸 - 腹式呼吸」によ
り横隔膜などの呼吸筋を鍛えることは、呼吸の安定、す
なわち姿勢の安定にも繋がるため極めて重要です。

3

食育 -shokuiku

高齢者にとっても『食』は楽しみであり、まさに生きが
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西川 岳儀
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4

足育 -sokuiku

立位の際に全体重を支えるのが
『足』です。立つことは
生きること、尊厳を自覚する行為です ( ユマニチュード )。
立つことで抗重力筋が鍛えられ、呼吸の安定にも繋がり
ます。

抗重力筋

（呼吸補助筋）
（呼吸補助筋）
（腹横筋：呼吸補助筋）
（大腰筋：呼吸補助筋）

Therapist circle(http://therapistcircle.jp/koujyuryokukin) 一部改変して転載

図１

抗重力筋と呼吸補助筋

頭位前方姿勢

図２ 足指に歪みや変形などのトラブルがあると重心は後退し、後
ろへ倒れないように頭を前に出す姿勢をとる

図３ 姿勢によってまたは呼吸の仕方によって肩甲骨の角度が変
化すると舌骨下筋 ( 肩甲骨と舌骨を繋ぐ肩甲舌骨筋や胸骨と
舌骨を繋ぐ胸骨舌骨筋 ) が伸張する。舌骨上筋を介して下顎
に伝わり下顎が下制方向へ後退し口が開く

近年、足指の変形が高齢者だけでなく乳幼児まで見ら

口腔機能の重要性を社会全体に対して発信する教育医

れ 、重心がかかと側に後退しています 。故に倒れない

療の立場が求められ、地域の多職種とともに力を合わせ

ように頭を前に出す姿勢 ( 頭位前方姿勢 ) をとろうとしま

て取り組む必要性があります。

３）

４）

す（図２）
。
こうした姿勢では足指を使っては歩けず、つまずきやす
く、また口を開ける筋肉 ( 開口筋 ) が優位に働いてしまい
（図３）
、口呼吸を誘発しています。呼吸によって姿勢はで
きあがり、そこに外的因子
（靴下・合わない靴）が加わる
ことによってさらに呼吸を浅くしてしまいます。正しい呼
吸「鼻呼吸 - 腹式呼吸」でしっかり立つ ( ロコモティブシ
ンドロームの予防 ) ためにも、転倒を予防するためにも

●参考文献
１）前田 隆、今井 麗、樋口直人、齋藤健志、赤坂守人：小児の摂食の機能と行動 (
食べ方 ) に関する研究：小児歯科学雑誌28(1):133-142, 1990.
２）舘村 卓：臨床の口腔整理学に基づく摂食・嚥下障害のキュアとケア：医歯薬出
版株式会社 , 東京都 , 2015.
３）原田碩三：子どもの足と健康：http://mam.maternityshop.jp/ashi_kenkou/ 最終ア
クセス 2016年10月5日
４）阿久根英昭：足力 ( あしりょく )：スキージャーナル , 東京都 , 2004.
５）西川岳儀：人生が変わる！足指スローストレッチ , 実業乃日本社 , 東京 , 2015.

足指を伸ばすことが極めて重要です。

5

まとめ

口腔機能は、呼吸機能・摂食機能・運動機能と相互
関係にあり、３S5) の１つが崩れれば口腔機能だけでな
く、健康そのものに影響が出ます。口腔機能を含めた身
体機能の向上・改善は今や高齢者だけの問題ではなく
今後の日本における社会全体の問題といえます。歯科医
療はこれまで歯の形態回復に努めてきましたが、今後は

●プロフィール・にしかわ たかよし
医療法人西川歯科、豊中市歯科医師会理事。2003年岩手医科大学歯学部
卒業、久保田歯科クリニック。1977年生まれ、大阪府出身。著書：人生が変
わる！足指スローストレッチ

8020 No.16 2017-1

47

特集 ライフコースアプローチ

【学童期・思春期へのアプローチ】

子供の歯をむし歯から守るための秘訣
現在、日本ではむし歯は減少していると言われています。
確かにむし歯の数は減少しているのですが、特定のお子さんが複数のむ

し歯になっていることが少なくありません。
お母さん方がきちんと仕上げ
磨きをしているのに、どうしてむし歯ができてしまうのでしょうか？ むし
歯ができるのは、皆さんのブラッシング方法が悪いからなのでしょうか？

杉山 豊
杉山歯科医院 院長

正しいブラッシングを実践すればむし歯はできないのでしょうか？

1

なぜむし歯ができるのか？

むし歯とは、歯に付着している細菌がわれわれの食べ

2

むし歯になる子供の共通点

むし歯は生涯にわたってできる可能性がある疾患です。

た食物をエサにして、その結果産生される酸によって歯

その中で子供がむし歯になる場合、その原因のほとんど

の表面の pH が下がり、歯が溶けていく疾患です。した

は「ジュース類を飲んでいる習慣がある」ことです。しか

がってわれわれ歯科医療従事者はむし歯予防のためにも

も前述したように少しずつ少しずつジュースを飲むように

ブラッシング方法を指導します。しかし広い視野からむし

した場合、むし歯のできる確率はより高くなってしまいま

歯を捉えると、ブラッシング指導よりももっと大切なこと

す。

があります。

ジュースはその甘さを一度覚えてしまうと、子供にとっ

食事をすることで歯の表面の pH が下がっていきます

ては何よりのご馳走に、そしてそれはやがて習慣になって

が、歯が溶けはじめる限界点を臨界 pH と言います。こ

いきます。ジュースの甘さは砂糖が担っていますが、その

の臨界 pH よりも pH が下がったとき、歯は溶けはじめリ

砂糖の過剰摂取によってむし歯菌が増え、脳本来の働く

ン酸イオンとカルシウムイオンに分解されますが、この状

きも乱すと言われています。さらにジュースは液体である

態を
「脱灰
（だっかい）
」と言います。この状態が続けばど

がゆえに歯と歯の間など、細かいところへ入り込み、歯を

んどん歯が溶けていくわけですが、この下がった pH を元

溶かしていきます。さらにジュースそのものも pH が低い

の中性付近に戻す働きをするのが「唾液」です。唾液の

ものが多く、歯はむし歯菌による脱灰と、低い pH の液

働きにより臨界 pH よりも pH が上がり、溶け出したリン

体と、二重の悪い環境によって溶けていくのです。

酸イオンとカルシウムイオンが再び合体し、溶けだした歯

このような説明をすると、
「その後にうがいをしたり歯を

の表面に戻ります。この状態を「再石灰化」と言います。

磨けばいいんでしょ？」と質問をされる方がいますが、残

この pH の変化はまったくむし歯のない方の歯の表面で

念ながらダメなのです。歯の表面の pH が元に戻るには、

も起こっていることなのです。しかし、実際にはむし歯に

唾液による「再石灰化」が必要で、下がったままの pH の

なっていない、それはなぜでしょう？

状態で歯を磨くことは、むしろ歯を削ることになるので、

図１は三食の他におやつ等の間食をした場合の pH の

よくないという見解もあります。私はこのような場合、
はっ

変化を表します。この図のような食生活をしている人は１

きりと「むし歯はジュースをやめない限り、絶対によくな

日24時間のうち、pH の変化が7回も起きます。臨界 pH

りません」とお伝えします。

以下の時間が長ければ、相対的に歯は溶けていきます。

中学生になってから、あるいは社会人になってから、む

すなわち「食べたり飲んだりする回数の多い人」
「間食の

し歯が急に増える方がいますが、その原因はスポーツド

多い人」がむし歯になるのです。

リンクであることが非常に多いです。原因はジュースと同
じです。子供のうちから正しい食生活を指導してあげるこ
と、このことは正しいブラッシングを実践することよりも
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歯の表面のpHの変化

図１

歯の表面の pH の変化を表す。摂食のたびに pH は下がり、critical pH 以下の部分では常に歯が溶けている状態

図２

常にジュースを飲んでいた6歳の男児の口腔内

はるかに重要なことです。

よる感染症であることは間違いありませんが、現実には

ジュース類のほかにももう一つ気をつけなければなら

どのような食生活を送っているかによってむし歯になるか

ないことがあります。それは「飴」です。ジュースに比べ

ならないかが決まります。完璧なブラッシングだけではむ

飴は口の中に居座る時間が長いこと、またジュースに比

し歯から逃れることはできないのです。
子供のむし歯を防

べて糖濃度が高いことから、比較的浅いのですが、多

ぐには「脱ジュース・脱飴」こそが最も大切なことです。

くの歯がむし歯になってしまうことがその特徴です。ただ
し、子供のむし歯の場合、飴によってできるむし歯よりも

●参考文献

ジュースによってできるむし歯の方がはるかに多いと感じ

１）熊谷 崇 , 熊谷ふじ子 , 藤木省三 , 岡 賢二 ,Douglas Bratthall : クリニカ
ルカリオロジー , 医歯薬出版 .
２）杉山 豊：虫歯ゼロへの挑戦 , エムケープランニング .

ています。その理由はジュースを飲んでできるむし歯はそ
のスピードが圧倒的に速いこと、さらに飴に比べてジュー
スは毎日のように飲んでいる子供が多いことだと思いま
す（図２）
。
定期的に診ていた子供の患者さんが、夏休みのあと、
むし歯ができたと飛び込んできたことがありました。むし
歯が1本も無くキレイな歯のお子さんだったのですが、夏
休みお母さんの実家に帰省してたわずか2週間の間に毎
日ジュースを飲むようになり、あっという間に複数の歯に

●プロフィール・すぎやま ゆたか

むし歯ができてしまったのです。

杉山歯科医院院長
（宮城県仙台市開業）。日本顎咬合学会，日本臨床歯周病

東北大学名誉教授・山田正先生は「むし歯は食生活
習慣病である」とおっしゃっています。本来はむし歯菌に

学会，日本歯周病学会，日本インプラント学会，国際先進学際歯科学会アジ
ア部会。1988年岩手医科大学歯学部卒業，同大学歯学部歯科補綴学講座
入局，93年杉山歯科医院勤務，2008年東北大学大学院歯学研究科卒業
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子供の歯を守る、
歯が抜けてしまった時の対応
子供が学校で不測の事故にあってしまい，歯が抜けてしまった場合，
負傷者，学校の先生，保護者は色々な方法により脱落した歯を保存し，
歯科医院に来院することになります。歯の再植（抜けた歯をもとの位
置に戻すこと）は抜けた歯の保存状態がその予後に重大な影響を与
えることが知られていますので，今回は歯が抜けてしまった場合の正
しい扱い方について注意すべき点を示します。

1

歯の外傷について

大阪歯科大学大学院歯学研究科 准教授

山本 一世
大阪歯科大学大学院歯学研究科 教授

添いの方によってさまざまな形で持参されると思われま
すが、ティッシュペーパーや綿花で包んで保管せずに必ず
湿潤状態にすることが重要です。この際、歯の保存液2,3）

日本スポーツ振興センターの平成27年度の報告で、障

に浸けることが一番良いのですが、歯の保存液がない場

害発生件数で「歯牙障害」は21.5％と2番目に多いです。

合、身近な歯の保存液として、牛乳も応用可能です4）。し

子供の口腔内のケガについて、小学生は成長過程なの

かし牛乳は異種タンパク質の反応（乳製品アレルギー）

で、体のバランスを崩し転倒することが多く、その時、歯

を起こす可能性もあるので注意も必要です。歯が抜けて

が抜ける・折れることが多く見られます。中・高生になる

しまった場合は、血や土がついていることが多いと考えら

と、体が成長し、走る速度などが格段に向上し、不意に

れますが、そのまま保存液に入れて歯科医院を受診する

起きる事故が増加し、顎顔面への損傷が多くなると考え

ようにしましょう。あまりに汚れている場合は歯の保存液

られます。外傷による歯が抜けてしまった場合、抜けた歯

を少しかけて流すと良いとされています。

の歯根膜（歯と骨の間をつなぐ組織）のダメージや汚染

患者や付き添いの方は、血や土がついていると感染を

をできる限り抑えて、再植の成功のために、抜けた歯を

恐れて、水道水で洗浄したり、もしくは極端な場合には

大事に保存することが重要です。

ブラシなどでこすってしまったりして、きれいにして歯科医

2

抜けてしまった歯の取り扱いと再植

院に持っていこうと思っていただくのですが、これは全く
の逆効果となってしまいます。水道水で洗浄すると歯根
膜組織が破壊されますので絶対にやめましょう（図2）
。
ま

外傷によって歯が抜けてしまった場合、応急処置として

た歯が抜けてしまってから再植までの時間は、短ければ

清潔なガーゼなどで口の中の血の出ている部分を軽く圧

短いほど良い結果が得られるのですが、歯が抜けるとい

迫するようにします。そして重要なのは決して歯の根の部

う事故の場合、少なからず頭部へダメージがあることが考

分を触らないこと（図１）
、そして抜けてしまった歯を汚染

えられますので、まず医科の処置を受けて、歯科処置は

させず、乾燥させないことに注意しましょう。口腔内の外

後回しになることはやむを得ないです。先に頭部のダメー

傷は血液が唾液と混ざり、思っている以上に出血してい

ジのチェックや治療を行っている間も歯を良い状態で保

るように感じられるので、患者もしくは周囲の人々もあわ

存し、後の再植処置の成功率をあげるように歯の保存

ててしまい、
歯に注意がいかないことが多いです。しかし

液に浸けておいてほしいです。また再植が成功したとして

この最初の段階で歯の根の部分を汚染、乾燥、損傷して

も、歯髄（歯の神経）の機能回復は難しく、適切な時期

しまうと取り返しがつかない事になります。歯の再植で

（再植後おおむね2～ 4週間後）に根管処置を行うことが

は、歯根膜組織をできる限り損傷せず、温存させること
が重要です。 さまざまな研究により室温中に30分間乾
燥状態に放置した場合、歯根膜組織にかなりのダメージ
が起こるとされています1-4）。脱落した歯は、患者や付き
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必要になります。

NG

歯の噛むところ（太くなってるところ）を
持ってください

抜けてしまった歯を見つけた場合
図１

歯の根の部分を触ってはいけません

抜けてしまった歯の処置について

NG

あまりに汚れている場合は
歯の保存液を少しかけて流す

血や土がついていた場合

あまりに汚れている場
合は、歯の保存液を少
しかけて流す

図２

3

抜けてしまった歯の処置について

水道水で洗ってはいけません

●参考文献
１）大山賢司：意図的歯牙再植法における保存液の応用が治癒に及ぼす影響に
関する実験病理学的ならびに形態計測学的研究，日歯保存誌，39，685706，1996．
２）中川寛一，市之川浩：脱落歯の保存と歯牙保存液についての考え方，the
Quintessence, 21, 133-141, 2002.
３）ネオ製薬 HP: http://www.neo-dental.com/prdfs/etp/ts/tsfrm.htm
４）Blomöf L，Lindskog S，Hedström K-G，Hammarström L：Vitality of
periodontal ligament cells after storage of monkey teeth in milk
OrSaliva；Scand J Dent Res，88，441-445，1980．
５）小正玲子，吉川一志，田村 直也，畑下 芳史，谷本 啓彰，竹内 摂，
保尾 謙三，横田 啓太，廣田 陽平 , 岩佐 一弘，木下 智，森田 章
介，小正 裕，山本一世：歯の保存液の普及活動について スポーツ歯学，
19，29-33，2016.

歯の保存液を知ってもらうために

大阪歯科大学では2007年より、ネオ製薬工業株式会
社と日本高等学校野球連盟の協力を得て、歯の保存液

●プロフィール・よしかわ かずし

に対するアンケート調査を行っています5）。しかし2012年

大阪歯科大学大学院歯学研究科准教授。歯学博士。日本スポーツ歯科医学

の結果、まだ34.9％の学校が歯の保存液について知ら

年大阪歯科大学卒業、1996年大阪歯科大学大学院歯学研究科博士課程修

ないようで、まずは保存液の存在を広めることが重要で

会評議員、日本歯科保存学会評議員、日本レーザー歯学会評議員、他。1992
了。著書に『保存修復学2
（第4版）
』など

あると考えられます。我々は歯の保存液の存在を知って
もらうために学会発表などの努力を続けていきますが、
そ
れ以上に学校歯科医の諸先生方の協力がとても重要で ,
学校歯科医の先生方が学校の教員、養護教諭、部活動
の顧問などに正しい知識を啓発することで、歯が元に戻

●プロフィール・やまもと かずよ

る可能性が格段に向上すると考えられます。

大阪歯科大学歯科保存学講座教授、同大学大学院歯学研究科教授。歯学博

できるだけ早い時期にすべての学校の保健室で歯の
保存液が常備されるようになることを切に祈ります。

士。日本歯科保存学会指導医、
接着歯科治療認定医。1982年大阪歯科大学
卒業、1991年同大学大学院歯学研究科博士課程修了、2005年大阪歯科大
学歯科保存学講座教授、06年大阪歯科大学大学院歯学研究科教授
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学校歯科医の役割

平成27年度の文部科学省の学校保健統計によると12歳児の永久
歯のむし歯本数が一人平均で0.9本となっており、昭和59年当時
の4.75本と比べると、日本の子どもたちの口腔内の状況は隔世の
感があります（図１）。そこで平成7年度から変わった学校歯科保健
の動向と今、学校歯科保健が抱える課題について記載し、学校歯

丸山 進一郎
日本学校歯科医会 会長

科医が担う歯科界の役割について述べます。

1

ではなぜかというと、一つには予防歯科学の普及と発

現代の学校歯科保健の動向

むし歯の洪水と言われた昭和40年代から現在まで、日

展だと思われます。フッ化物の効果やシーラント
（予防塡
塞）の普及や1990年代以降は、家庭で使用される歯磨
剤の90% 以上がフッ化物配合のものとなってきました。

本の子どもたちのむし歯の数が減ってきた要因は何かと

また、日本歯科医師会と厚生労働省が国民運動として取

考えると、その理由を考察して種々の意見がありますが、

り組んできた8020運動がそれを加速したとも言われて

背景には歯科医師の人数が増えて日本国民の歯科医療

います。

の需要供給が満たされたことが大きくあると思います。し

さらに一番大きな要因は、そのことに尽力してきた歯科

かし、ある人は「歯科医師が増えて治療が盛んに行われ

医師の力によることは間違いありませんが、それを受容

たから日本の子どもたちの口腔内が良くなった」と短絡

選択したのは国民自身で、その国民全体を啓発したのは、

的に言いますが、12歳児のＤＭＦＴ
（一人平均むし歯経験

１）
まさしく健康教育の力なのだと思うのです（図２）
。私は

歯数）は「むし歯経験のある永久歯」を言いますから、単

学校歯科保健に長く関与してきたので、それを強く感じ

に治療の本数が増えたのではありません。

ています。

4.75本

0.9本

図１
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文部科学省の学校保健統計の一人平均むし歯経験歯数の推移で、平成27年度では0.9本となっています。
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児童生徒の歯磨き指導の風景で、子どもたちは喜んで授業を受
けており、きれいに磨けたことで自己達成感を味わっています。

図２

その背景には、
「3時間待ちの3分間診療」などと国会
で歯科医療供給の問題が取り上げられた時代に、その

文部科学省が歯科保健参考資料として発行しているもので、
昭和53年から改訂されてきています。

図３

当時の文部省は児童生徒の「むし歯の洪水の時代」の解
消のために、生活行動改善や自分の健康は自分で守ると
いう健康教育を施すことにしました。そのための教育教
材として昭和53年7月に「小学校

歯の保健指導の手

引」という教科書を作成し、全国に配布しました。平成

2

学校歯科保健が抱える課題

4年2月には改訂版が発行され、さらに平成16年8月に小

学校歯科保健活動は、今まで述べたように保健教育

学校だけではなく、幼、小、中学校および高等学校や

重視になっており、その基幹になっている学校歯科健康

特別支援学校の全校種に応じた内容に編纂されて、
『「生

診断は、平成7年度よりスクリーニング（ふるい分け）診

きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』と改題

査になっています。健康：０、要観察：１、要受診：２の

されて発行されています。また、学校保健法が50年ぶり

3段階の診査結果を検出しています。その結果は、
一人ひ

に、平成21年4月から学校保健安全法に改正になったこ

とりの健康課題として保健学習や保健指導などの事後

とから『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づ

の措置として1年間計画的に行っていくことが求められて

くり』も改訂されました（図３）
。現在は、口腔機能の健

います。

全育成や食育にも触れられています。

具体的には、ある児童にむし歯の初期病変や歯肉炎が

このような教材の下、全国で保健学習や保健指導が行

春の健康診断で見つかります。その健康課題のための保

われてきたのです。昭和53年ごろに小学生だった大人は

健指導（歯みがき指導）や保健学習により、自分の問題

40歳代以上に達しており、今の子どもたちの親になって

を発見し、改善の方法も身に付け、生活習慣を改善でき

います。歯科保健に対する価値観は教育で培われたのだ

れば病変は改善していきます。それを補助するために臨

と思います。かつての親と比べると、はるかに歯科保健

時健康診断を行ったり、学校保健委員会で組織的なサ

に対する価値観が高く、フッ化物の応用を利用し、きれ

ポートをしていきます。

いな歯並びを望んでいます。

特に歯肉炎は、学童期であれば自分で治すことがで

現代の学校歯科保健の動向というと、疾病の早期発

きるので、問題発見、自己解決型学習の健康教育では

見、早期治療の時代の保健管理重視から保健教育重視

その子自身の教材として有用であると唱えられています

へシフトしてきたと言えるでしょう。

（図４）
。自分の問題を目で確認し、学校で学んだ正しい
歯の磨き方を実践し、自分の間違った生活習慣を改善す
るなどして、歯肉が改善していく姿も自分の目で確認でき
るという特性を持っているからです。文部科学省では
「生
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きる力」を育む教材として認識されています。
しかし、一般の国民はそのような認識を持っておらず、
「学校で健康診断を受けて、むし歯がないと言われたの
にかかりつけの歯科医院でむし歯が見つかった」とか、
「学校でむし歯だと言われて歯科医院に行ったら、むし歯
はないと言われた」などとクレームめいた声を新聞報道
でよく見かけます。
そういった誤解を打破するためにも、学校での歯科健
康診断は健康教育に資するものであって、歯科医療機関

図４

の医療的な健康診断とはちがうものであるということを
国民に広く理解してもらわなければいけないと考えます。

不潔が原因で一部の歯肉に炎症が見られます。
スクリーニング診査では要観察：１と判定されま
す。

重ねて、自分の健康管理は歯科医療機関
（かかりつけ歯
科医）で維持管理していかなければならないことも理解

を推進しているところであります。双方ともに日本の未来

してもらわなければいけません。実際、そのことは平成

には必要なことで、両輪の幅をより拡大することで、社

21年に改正された学校保健安全法に第10条として加え

会から信頼されうる歯科界の幅を拡げていくことになる

られ、規定されています。

と考えています。日本歯科医師会とは連携を取りながら、

また、残念なことですが、教育委員会や学校の教職員
の一部に、ゆとり教育の反省から一般教科の学習時間

片翼を拡充することが日本学校歯科医会の使命と心得
ています。

を増やし、国際社会に引けを取らない学力向上に専心す
る傾向があります。その結果、保健教育の時間が少なく

●参考文献

なってきたという声が学校歯科保健関係者から聞かれま

１）丸山進一郎：健康教育がもつ力を感じてみませんか！ , ザ・クインテッセンス，

す。本来、知育、徳育、体育の学校教育方針がどの学
校にもあるはずですが、正しい体育の理解と運営がなさ
れるように日本学校歯科医会は啓発活動を継続していく

33(8), 84-85，2014.
２）文部科学省：学校歯科保健参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康
づくり，日本学校歯科医会，東京都 .
３）丸山進一郎、他：学校歯科医への提言，10-42，東京臨床出版，大阪府，2015.
４）日本学校歯科医会：学校歯科医の活動指針平成27年改訂版，５-８、77-78，日本学
校歯科医会，2015.

所存です。

３

歯科界における学校歯科医の役割

以上のように、学校歯科医としての活動は、医療者と
しての立場ではなく、むしろ歯科の専門性を持つ教育者
としての立場で、学校という教育の場で活動しているの
です。
本来、歯科医師の役割は、歯科医師法で規定されてい
て、第一章総則第1条では「歯科医師は、歯科医療及び
保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進
に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとす
る。」となっています。学校歯科医の役割は、その一部分
を公的な立場として担っています。
日本歯科医師会、8020推進財団は「健康寿命の延
伸」を旗頭に歯科医療、歯科医学を推進していますが、
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士。1977年日本歯科大学卒業、86年〜 医療法人アリスバンビーニ小児歯科

日本学校歯科医会は日本の将来を担う児童生徒たちの

理事長、98年日本小児歯科学会常務理事、理事、専門医指導医。85年埼玉

健康価値観を育み、自立した健康行動がとれる人材育成
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むし歯予防を目指したフッ化物（フッ素）
による効果的なセルフケアの実際
Health Promotion に基づく健康に対する考え方が、地域保健に
加えて診療所や家庭にも広がった結果、乳幼児期や学齢期のう蝕が

眞木 吉信

明らかに減少しました。そして、その要因の第一はフッ化物応用の普
及であると思われます。むし歯予防を目指したフッ化物配合歯磨剤と
フッ化物洗口による、効果的なセルフケアの実際を解説します。

1

はじめに - いま、なぜフッ化物応用か

日本人の疾病構造は第2次世界大戦後、結核などの感
染性疾患や急性疾患から、いわゆる生活習慣にその原因
があるとされる慢性疾患の「生活習慣病」へと変容した
ことから、少子高齢化が進み人口構成が大きく変化しま

東京歯科大学衛生学講座 教授

応用も加えた日本口腔衛生学会・フッ化物応用委員会
の編集による
『フッ化物応用の科学』4)が上申されました。
ここでは、
表1に示すフッ化物配合歯磨剤とフッ化物洗口に
よる、効果的なセルフケアの実際を解説していきます。

2

フッ化物配合歯磨剤

した。このような疾病構造と社会環境のめまぐるしい変

フッ化物配合歯磨剤は、家庭や職場でのセルフケアに

化と、疾病予防を重視する健康観の変遷を受けて、中央

よるむし歯予防手段として、欧米の先進諸国では1970

集権的で画一性を重んじた疾病管理中心の「公衆衛生」

年代から80年代にかけて急速に普及し、小児う蝕の急

によって「健康をまもる」から、地域特性を重視した住民

激な減少をもたらしたことは高く評価されています。その

参加型の健康教育や保健指導によって「健康づくり」を

結果、歯磨剤に対する考え方も、表2のようにこれまでの

推進していこうという「地域保健」への新しい流れが根

「歯みがきの補助剤」から、未成熟な歯に対応した「積極

底にあります。

的な予防剤」へと変化してきています。欧米各国での

このような Health Promotion に基づく健康に対する

フッ化物配合歯磨剤の市場占有率 ( マーケットシェア )

考え方は、地域保健のみならず診療所や家庭における疾

は90% 以上で、それらの国々でのう蝕減少への貢献度

病予防の拡大にもつながり、その結果、乳幼児期や学齢

は極めて高いといえます。一方、わが国では、1980年

期においてはう蝕の明らかな減少をもたらしました。その

代中期には市場占有率が10% まで低迷していましたが、

要因の第一はフッ化物応用の普及であると思われます。

後半にかけては30% を超すまでに増加し、2015年には

フッ化物の局所応用については、平成15年から平成19

91% まで上昇しました（図1）
。

年にかけて厚生労働科学研究「フッ化物応用の総合的
研究」班より、う蝕予防のための『フッ化物洗口実施マ
2)
ニュアル』1)『フッ化物配合歯磨剤応用マニュアル』
、
、
『フッ

化物歯面塗布実施マニュアル』3)という3部作が出版され
ました。これらのマニュアルは、フッ化物の効果的で安
全な応用法を示した最も新しい出版物であり、従来の手
法とは全く異なる部分も少なくありません。さらに、平成
22年9月末には前述した局所応用3部作をまとめ、全身

表１

フッ化物配合歯磨剤と洗口
方法

用いられるフッ化物

フッ化ナトリウム（NaF）
フッ化物配合 フッ化スズ (SnF2)
歯磨剤
モノフルオロリン酸ナトリ
ウム（Na2PO3F）
フッ化物洗口

NaF：

0.05%（毎日法）
0.1% （毎日法）
0.2% （週1回法）

フッ素濃度

抑制率

500ppm
15～30％
1,000ppm
225ppm
450ppm
900ppm

20～50％
（永久歯）
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表２

フッ化物配合歯磨剤の考え方
変更点

現在・将来

従来

位置づけ

積極的な予防剤

歯磨きの補助剤

う蝕予防効果

歯ブラシ＜フッ化物配合歯磨剤

歯ブラシ＞フッ化
物配合歯磨剤

応用法

フッ化物配合歯磨剤の応用重視

ブラッシングテク
ニック重視

ブラッシング
開始年齢

乳歯の萌出直後（0~1歳）

うがい可能な年齢

使用年齢

生涯にわたって

小児期（永久歯の萌
出終了まで）

応用量

0歳から成人まで年齢に即した応用量

特に規定なし

フッ化物
イオン濃度

0歳から成人まで年齢に即した
フッ化物イオン濃度

特に規定なし

ブラッシング後
のうがい

5~15ml の水で一回のみ

歯磨剤が口腔から
消失するまで何回も
図２

歯磨剤の成分表示の例

１) フッ化物配合歯磨剤の見分け方

２）フッ化物配合歯磨剤のフッ化物イオン濃度

○歯磨剤には、化粧品と医薬部外品があるが、フッ化

副作用のない最大の効果を得るために最小濃度の試

物が配合されているものは医薬部外品である。
○成分表示の薬用成分の欄に、下記の3つのいずれか
の標示がある（図2）
。
『モノフルオロリン酸ナトリウム』
(Sodiummonofluorophosphate, Na 2PO3F,MFP)

薬を使用するという薬理学的な原則に従えば、歯磨剤の
フッ化 物イオン 濃 度はこれまでの “ 量 ― 反 応 関 係 ”
(dose-response-relationship) に関する研究から、最大
2,500ppm までと理解されています。これらの研究成績
は、フッ化物イオン濃度の増加に伴う、むし歯発病の明

『フッ化ナトリウム』(Sodium fluoride, NaF)

らかな減少を示しています。1,000ppm 以上の濃度では、

『フッ化第一スズ』(Stamous fluoride, SnF2)

500ppm 高くなるごとに６％のう蝕抑制効果の上昇が見

○フッ化物配合歯磨剤には「むし歯の発生及び進行の

られるとしています。また、フッ化物イオン濃度500ppm

予防」または「むし歯を防ぐ」という効能・効果の記載が

未満の歯磨剤のむし歯予防効果については明らかにされ

認められている。

ていません5)。ヨーロッパでは、1977年に処方箋なしで
小売店で販売することができるフッ化物配合歯磨剤の
フッ化物イオン濃度の上限を1,500ppm としたことは今

図１
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フッ化物配合歯磨剤の市場占有率（公益財団法人ライオン歯科衛生研究所調べ）
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表３

フッ化物配合歯磨剤の年齢別応用量とフッ素濃度
歯磨剤の F 濃度

洗口その他の注意
事項

年齢

使用量

６か月
（歯の萌出）
〜２歳

切った爪程度
の少量

３歳〜５歳

５mm 以下

５００ppm（泡
上または MFP 歯
磨剤であれば１,
０００ppm）

就寝前が効果的
歯みがき後５〜１
０ml の水で１回の
み洗口

６歳〜１４歳

１cm 程度

１, ０００ppm

就寝前が効果的
歯 み が き 後 １０ 〜
１５ml の水で１回
のみ洗口

１５歳以上

２cm 程度

１, ０００ppm

就寝前が効果的
歯 み が き 後 １０ 〜
１５ml の水で１回
のみ洗口

５００ppm（泡
仕上げみがき時に
状歯磨剤であれ
保護者が行う
ば１, ０００ppm）

※使用量はペースト状の歯磨剤を想定したものである

後の参考になると思われます。また、米国でもモノフル
オロリン酸ナトリウム配合歯磨剤のフッ化物イオン濃度
の上限値は1,500ppm で、その他のフッ化物配合歯磨剤
は1,150ppm となっています。

3) フッ化物配合歯磨剤の効果的な使い方
わが国の歯みがき習慣の定着率は95% を上回り、他

図３

推奨される効果的なフッ化物配合歯磨剤の使用方法

の先進国と比較しても決して見劣りしませんが、むし歯
予防の観点からすると、欧米諸国の12歳児の DMFT 指
数で比較してもいまだに高い値です。この要因としては、
フッ化物配合歯磨剤の普及の遅れがあげられますが、も

使用方法を以下に示します（図3）
。
①歯ブラシに表3に示した年齢に応じた量とフッ素濃
度の歯磨剤をつける

う一つ、フッ化物配合歯磨剤の効果的な使い方の指導

②みがく前に歯磨剤を歯面全体に広げる

がなかったことも否定できません。フッ化物配合歯磨剤

③2～ 3分間歯磨剤による泡立ちを保つような歯みが

は、発病リスクの高低に関係なく、自分の歯をもつあら

きをする ( 特に歯みがき方法にはこだわらない )

ゆる年齢の人々に利用されるべきホームケア (セルフケア)

④歯磨剤を吐き出す

用品です。ところが、利用方法は個々人で異なり、それに

⑤5～ 15ml の水を口に含む

よって有効性と安全性への影響が変化することになりま

⑥5秒間程度ブクブクうがいをする ( 洗口は1回のみ )

す。したがって、歯科専門家をはじめとする保健関係者

⑦洗口は1回のみとし、吐き出した後はうがいをしない

は、フッ化物配合歯磨剤の適正な利用方法をアドバイス

⑧その後1～ 2時間程度は飲食をしないことが望まし

すべきでしょう。ここでは、フッ化物配合歯磨剤の有効
性と安全性を高めることを目的に、科学的な観点から推
奨される使用方法を提示します。

い
さらに、フッ化物配合歯磨剤を用いたブラッシング回
数は、１日2～ 3回と頻度が高いことが望ましいと考えら
れます。

「推奨される効果的な使用方法」
フッ化物配合歯磨剤のむし歯予防メカニズムは、歯み
がき終了後に歯面、歯垢、粘膜および唾液などの口腔環

「フッ化物配合歯磨剤の年齢別応用量、フッ素濃度、
うがい」

境に保持されたフッ化物イオンによる再石灰化と酸産生

これまで報告された知見に基づく年齢別応用量とフッ

抑制効果であるといわれています。しかしながら、その応

素濃度の詳細について表3に示しました。6か月 ( 歯の萌

用効果は使用するフッ化物の応用量、作用時間、洗口回

出 ) から2歳までの応用について、水道水フロリデーショ

数ならびに方法などによって大きく左右されることが予

ンを実施している米国では推奨していませんが、スウェー

測されます。推奨される効果的なフッ化物配合歯磨剤の

デンではこれまでの生後6か月からのフッ化物錠剤の服
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表４

標準的なフッ化物洗口方法

洗口方法

個人（家庭）応用

集団（学校など）応用

かかりつけ歯科医の指導の 園・学校歯科医の指導の
もとに家庭で毎日1回実施。 もとに月～金までの毎日
できれば就寝直前に、通常 （週5回）実施。
毎日
は5～ 10ml の225～ 250 （できれば昼食後歯みがき
（週5 回）
ppm F 洗口液で、う蝕ハイ の後に）5～ 10ml の225
法
～ 250 ppm F 洗口液にて、
リスク児は450 ppm F に
て、30秒～ 1分間（約30秒 30秒～ 1分間（約30秒間）
間）洗口後吐出。
洗口後吐出。
学校歯科医の指導のもと
に小・中学校で週1回実
施。
望ましくない
（誠実に行われにくく、中 （できれば昼食後歯みがき
週1回法
断に結びつく可能性大、薬 の後に）5～ 10ml の900
剤の管理上が理由）
ppm F 洗口液にて、30秒
～ 1分間（約30秒間）洗
口後吐出。

図４

フッ化物洗口剤「エフコート」（サンスター）

一方、
この方法はうがいの可能な4歳以上に適した方法
用に代えて、500ppm のフッ化物配合歯磨剤の使用を推

なので、乳歯に対するむし歯予防方法としては不十分で

奨し始めたところです6)。フッ化物の全身的応用がまった

あり、主に萌出直後の永久歯の予防手段と考えるべきで

くないわが国においても、歯の萌出直後からの低濃度

す。十分な予防効果を得る鍵は、永久歯の萌出直後から

(500ppm、ただし100ppm など500ppm 未満の濃度の

数年以上にわたって継続実施することです。さらに、近

フッ化物配合歯磨剤にはむし歯の予防効果が認められ

年では成人・高齢者の歯根面むし歯の予防にも効果的

ていない ) フッ化物配合歯磨剤の応用が積極的に推奨

であることが示されています。

5)

されるべきであると考えます。

3

このフッ化物洗口の公式な見解としては、平成15年1
月に厚生労働省が、厚生労働科学研究「歯科疾患の予

フッ化物洗口

平成27年3月13日付で、フッ化物洗口液「エフコート」
（フッ化物イオン濃度225ppm、毎日法、サンスター）が

防技術・治療評 価に関するフッ化物応用の総合的研
1)
究」の取りまとめた
「フッ化物洗口実施マニュアル」
に基

づき、医政局長・健康局長連名の通知として「フッ化物
洗口ガイドライン」を以下のとおり発表しました。

要指導・一般用医薬品（スイッチ OTC 薬）として指定さ
れ、同年9月には市販されることになりました7) ( 図4)。こ

1) 対象者

れまでのフッ化物洗口液や洗口剤はすべて医療用医薬

フッ化物洗口法は、とくに、4歳児から14歳までの期

品であり、歯科医師の処方せんや指示書がないと購入で

間に実施することがむし歯予防対策として最も大きな効

きなかったのですが、低濃度の毎日法のフッ化物洗口液

果をもたらすことが示されている。また、成人の歯頸部や

(225ppmF) は、一般の方が薬局でいつでも購入できるよ

歯根面むし歯の予防にも効果があることが示されていま

うになったわけです。

す。

フッ化物洗口法は、毎日または週1回の頻度で、萌出

(1) 対象年齢

後の歯の表面にフッ素を作用させることをねらいとした

4歳から成人、老人まで広く適用される。特に、4歳

局所応用法の一つです。また、洗口の動作は本人が主体

（幼稚園児）から開始し、14歳
（中学生）まで継続する

的に行うもので、代表的なセルフケアの手法といえます。

ことが望ましい。その後の年齢においてもフッ化物は

したがって、
この方法は家庭で個人的に行うことはもちろ

生涯にわたって歯に作用させることが効果的です。

ん、学校などの施設単位で集団的に実施することもでき

(2) むし歯発生リスクの高い児
（者）への対応

ます。前述したように、昨年、毎日法の低濃度フッ化物

修復処置した歯のむし歯再発防止や歯列矯正装置

洗口液 (225ppmF) が OTC 化され、市販が開始された

装着児の口腔衛生管理など、むし歯の発生リスクの高

ので（エフコート、サンスター）
、誰でも近くの薬局で購入

まった人への利用も効果的です。

でき、歯科医師のかかわる部分が非常に小さく、方法が
簡単なうえ安価で確かなう蝕予防効果が得られることか
ら、局所的応用法の中では費用対効果に最も優れている
と思われます。
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2) フッ化物洗口の実施方法
フッ化物洗口法は、自らでケアするという点では自己
応用法
（セルフ・ケア）ですが、その高いむし歯予防効果

や安全性、さらに高い費用便益率
（Cost-Benefit Ratio）
等、優れた公衆衛生的特性を示しています。特に、地域
単位で保育所・幼稚園や小・中学校で集団応用された
場合は、公衆衛生特性の高い方法です。
（1）洗口の手順

５

ライフステージに応じたフッ化物応用法

むし歯のエコロジーは乳幼児から学齢期、成人期、さ
らには老年期へと大きな変遷の過程を経るので、それぞ

洗口を実施する場合は、
5～ 10ml の洗口液で約30

れのライフステージごとに発病するう蝕の種類が異なり

秒 ~ １分間洗口（ブクブクうがい）します。洗口中は、

ます。乳幼児期では乳歯むし歯が問題となり、学齢期で

下を向いた姿勢で行い、口腔内のすべての歯にまんべ

は徐々に永久歯むし歯へと変換していきます。さらに、成

んなく洗口液がゆきわたるように行います。吐き出した

人期から老年期にかけては、歯根面むし歯や再発むし歯

洗口液は、そのまま排水口に流します。

が台頭してくるため、ライフステージごとの加齢変化に対

（2）洗口後の注意
洗口後30分間は、
うがいや飲食物をとらないように
します。また、家庭用専用瓶では一人あたり約１か月
間の洗口ができる分量であり、冷暗所に保存します。

３) 洗口に用いる薬剤と溶液

応したフッ化物応用による予防手段とその組み合わせが
必要となります8)。

6

フッ化物応用への誤解を解く

フッ化物応用には未だに誤解に基づく根強い反対論

洗口に用いるフッ化物として、現在はフッ化ナトリウム

があります。これに対応するために、平成26年には日本

（NaF）溶液が一般に用いられています。フッ化物イオン

口腔衛生学会が中心となり『フッ化物をめぐる誤解を解

濃度は洗口頻度と対応して決められています。標準的な

くための12章』9)を出版したところです。フッ化物をめぐる

処方として、1日１回洗口する毎日法では、0.05％ NaF

誤解は今や健康に関する自然科学の問題ではなく、社会

（225ppmF）または0.1％ NaF（450ppm F）の溶液を用
い、週1回法では0.2％ NaF（900ppm F）溶液を用い
ることが一般的です。
日本口腔衛生学会では、これまでのフッ化物洗口の方
法や実績を検討して、洗口時間や家庭と施設において確
実なむし歯予防効果が得られるように、表4に示した「標
準的なフッ化物洗口方法」を提案しています。

4

フッ化物応用による組み合わせ予防
の考え方

2種類以上のフッ化物応用を組み合わせて使用するこ
とは、一般的には相乗効果をもたらします。しかし場合
によっては、費用 - 便益効果が低かったり、また、全身
応用法との併用によって、歯のフッ素症の潜在的な増加

科学の問題ではないかと思っています。
●参考文献
1) フッ化物応用研究会編：う蝕予防のためのフッ化物洗口実施マニュアル、
社会保険研究所、東京、2003.
2) フッ化物応用研究会編：う蝕予防のためのフッ化物配合歯磨剤応用マ
ニュアル、社会保険研究所、東京、2006.
3) フッ化物応用研究会編：う蝕予防のためのフッ化物歯面塗布実施マニュ
アル、社会保険研究所、東京、2007.
4) 日本口腔衛生学会・フッ化物応用委員会：フッ化物応用の科学、口腔保健
協会、東京、2010．
5) 高江洲義矩 監修：フッ化物と口腔保健 -WHO のフッ化物応用と口腔保健
に関する新しい見解 -、一世出版、東京、2000．
6) Sjögren K,Birlhed D, Rangmar B：Effect of a modified toothpaste
technique on approximal caries in preschool children. Caies Res
29;435-221,1995.
7) 眞木吉信：日本ではじめて要指導・一般医薬品「スイッチ OTC 薬」とし
て認可されたフッ化物洗口剤「エフコート」
（サンスター）, デンタルハイ
ジーン . 35(11) : 1240-1241, 2015.
8) 眞木吉信：成人および老年者における歯根面う蝕の病因と疫学、日本歯科
医歯科医師会誌 . 45 : 205 - 217, 1992.
9) 眞木吉信 編：フッ化物をめぐる誤解を解くための12章、医歯薬出版、
2014.

も考慮しなくてはならないことが海外では報告されてい
ます。しかし、日本では水道水へのフッ化物添加やフッ
化物サプリメントの服用など全身応用が実施されていな
いので、日常のフッ化物配合歯磨剤とフッ化物洗口など
他の局所応用法を組み合わせて実施しても、フッ化物の

●プロフィール・まき よしのぶ

過剰摂取になることはありません。

東京歯科大学衛生学講座教授。歯学博士。1978年東京歯科大学卒業、87
年スウェーデン・ルンド大学歯学部口腔微生物学講座留学、90年東京歯科大
学口腔衛生学講座助教授、2002年同衛生学講座教授、同年ライオン歯科衛
生研究所東京デンタルクリニック院長
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【成人期・壮年期へのアプローチ】

成人期・壮年期の８０２０
日本歯科医師会地域保健委員会
成人・産業部門

日本歯科医師会地域保健委員会では、平成27年に
「一般向け8020達成型社会イメージ図」と「歯科

医療関係者向け 8020達成型社会イメージ図」を
作成しました。

まず、左下の「一般向け8020達成型社会イメージ図」
をご覧ください。
「元気で長生き！」を支える歯科医療・

が健康寿命や、生活の質「QOL：Quality of Life」に大き

口腔保健というタイトルがあります。これは「健康寿命」

く関係していることがわかります。

（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活で

その「お口の健康」は、それこそ一日で成るものではあ

きる期間）に歯科が大きくかかわっていることを意味して

りません。図１に示すようにはじめは妊娠期、つまりおな

います。平成26年に行われた厚生労働省の「健康意識

かの中にいるときから、幼児期、学童期、成人期、高齢

に関する調査」において健康状況を判断する際に重視し

期とすべての年代の積み重ねで成り立っています。

た事項を尋ねたところ、
「病気がないこと」をあげた人が

それは、国民一人ひとりの努力とそれを支えるわれわれ

63.8％と最も多く、次いで「おいしく飲食できること」を

歯科医師や行政、国や都道府県や市区町村の力で積み

あげた人が40.6％、
「身体が丈夫なこと」をあげた人が

上げなくてはなりません。

図１
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40.3％となっていました。このことからも「お口の健康」

一般向け8020達成型社会イメージ図
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図２

一般向け8020達成型社会イメージ図

今度はもう一枚の図２をご覧ください。これは、現在の

表１ 各種歯科検診の実施状況

日本の歯科医療や、口腔保健（お口に関する病気などを
予防し、お口の健康を維持すること）を示しています。左
側が現在実施されている、歯科に関する健診などを表し
ており、中央は、その健診結果などに基づき行うべき対
策を示しています。 右側がこういった健診や対策を行う
ための裏付けとなる法律などが書いてあります。
しかし、左側の現況についてもう一度よく見てくださ
い。各種の歯科健診が記載されていますが、これをまと
めたものが右の表１になります。
「実施されている事業」より
「一部実施されている事業」
と「実施されていない事業」が多いことがよくわかります。

いわゆる「メタボ健診」が行われており、40～ 74歳のす

特に「成人・壮年期」に事業そのものが少ないことが見

べての方が対象者となっています。歯周病検診の対象者

て取れます。
この中でも、
「事業所定期健診」
、
「海外派遣者健診」、
「歯周疾患検診」について具体的に見てみましょう。
「事業
所定期健診」
：労働者
（雇われて働いている人）は労働安

と比べるべくもない状態です。ただ、平成30年度からの
「第3期特定健診・特定保健指導」の質問項目の見直し
において、
「13. 食事をかんで食べる時の状態はどれにあ
てはまりますか」

全衛生法という法律で、雇入時
（仕事を始めた時）や定期

①何でもかんで食べることができる

的に健康診断を受けることが義務付けられています。
しか

②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、か

し、残念ながらこの健診項目には歯科健診は義務付けら

みにくいことがある

れていません。ただ唯一、塩酸・硫酸・硝酸・亜硫酸・

③ほとんどかめない

フッ化水素・黄りんその他、歯またはその支持組織に有

という歯科項目が追加されたことにより、特定保健指

害な物のガス・蒸気または粉じんを発散する場所におけ

導から歯科受診につながる可能性はできました。

る業務に従事する労働者に対しては、6か月以内ごとに

また、日本歯科医師会では平成17年1月に「成人歯科

歯科医師による健康診断が義務付けられていますが、一

健診のあり方検討会報告書」を公表しました。その提言

般の事業所、特に中小企業等では、なかなか歯科健診

の内容は、健診の目的を疾患の早期発見・早期治療か

は行われていません。そこで、平成25年度から、日本歯

ら疾患のリスクを早期に発見し、そのリスクに対応した

科医師会は国に制度予算に対する要望として全労働者

対処を行うことへと転換することとなっています。その提

を対象にした歯科健診の導入について要望しています。

言に基づき
「生活歯援プログラム」を作成しました。これ

「海外派遣者健診」
：海外に6か月以上派遣される労働

は、20の質問項目に答えることで生活習慣などの問題点

者にも労働安全衛生法により健康診断が義務付けられ

を明らかにし、保健指導を行って解決していくことを目指

ていますが、これも歯科健診は義務付けられてはいませ

しています。

ん。産業医学振興財団「平成23年度・平成24年度産業

現在は、Excel を使用した PC 版、インターネット環境

医学調査研究事業」の一環として運営している海外勤務

だけで使える Web 版、お試し版ともいえるセルフチェッ

と健康に関するサイトでも、海外勤務者の健康問題とし

ク版の3つがあります。PC 版、
Web 版は個々のデータを

て歯科疾患が挙げられています。これについても、
日本歯

管理し、過去との比較もできます。セルフチェック版はス

科医師会は平成25年度から、国に海外派遣労働者の増

マートフォンで、この「生活歯援プログラム」の一部を簡

加に伴い、海外派遣労働者の歯科保健についての研究

単に体験できるものですが、個人データの蓄積や、詳し

と派遣前労働者への歯科健診の導入を要望しています。

い評価指導はできません。個人の方はまずセルフチェッ

「歯周疾患検診」
：この検診は平成27年6月に新しいマ

ク版を体験し、また企業や行政の保健担当者の方は、ぜ

ニュアルが作成され、
「歯周病検診」に移行しています。

ひ PC 版、
Web 版をお試しください。これらはいずれも日

しかし、残念ながら対象者は40歳、50歳、60歳、およ

本歯科医師会のホームページから

び70歳の男女とされており、10年に一度しか検診があり

ダウンロードしてご利用いただけま

ません。また、歯周病の予防として考えると、40歳では

す。
（http://www.jda.or.jp/dentist/

遅すぎるのは言うまでもありません。

program/）

一方で、平成20年度より「特定健診・特定保健指導」
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【column】

歯科技工士の役割
おいしく食事をし、健やかに暮らすことは、世界共通の人々の願いで
す。

私たち歯科技工士は、お口と歯の健康を支えるため、失われた歯の一
部分や歯の形や機能を回復し、見た目を損なわないようにする仕事、
歯科補綴装置 ( 入れ歯、歯の詰め物、被せ物 ) 等を作る仕事を、歯科
医師の指示のもと専門的に行っています。

「明眸皓歯」(めいぼうこうし)
おいしく食事をし、健やかに暮らすことは、人類の共
通の願いです。
私たち歯科技工士は、お口と歯の健康を支えるため、

をノミや彫刻刀等で削って（木彫）作ったものです。
この義歯の技法の発明者や発明時期等の詳細は不明
ですが、顎の印象に使う蜜蝋が７世紀に仏教とともに渡
来し、その仏像の鋳造時の鋳型用に用いられたことや、
仏像彫刻用のノミ等の器具が開発され、木彫仏が盛ん

失われた歯の一部分や歯の形や機能を回復し、見た目を

に、大発展した平安朝の時期と一致していることや、その

損なわないようにする歯科補綴装置 ( 入れ歯、歯の詰め

頃、僧侶やその関係者の使用した義歯が数多く発見され

物、被せ物 ) 等を作る仕事を、歯科医師の指示のもと

ていることから、仏師によって始まったものと考えられて

専門的に行っています。歯科補綴装置等にも影響される

います。皆様も、由緒あるお寺の仏像の表情豊かなお顔

歯の噛み合わせは、全身にも影響を与えると言われ、現

の口元等を思い出すことができるのではないでしょうか。

在、8020推進財団を中心に、精力的に研究が進んでい

江戸時代に入ると、仏師にかわり入歯師と呼ばれる専

ます。
「明眸皓歯」( めいぼうこうし ) という言葉があります。

業者があらわれ、木床義歯がより広く人々に普及しまし
た。現存するわが国最古の木床義歯は、1538年（天文

「美しく澄んだ目もとと、白く美しい歯並び」という意味

７年）ごろ、尼僧仏姫（ほとけひめ）
（和歌山市願成寺）

ですが、もともとは非業の死を遂げた楊貴妃を偲んで唐

の用いた上顎、黄楊
（つげ）の木で作られたものがありま

の詩人・杜甫 ( とほ ) が作った詩の中に出てくる言葉で、

す。

楊貴妃の美貌を形容したものだそうですが、
「眸」は瞳、
「皓」は白くきれいなことです。

その後、明治に入り、欧米よりゴム床（蒸和ゴムで作
る）義歯等の技術が伝わり、明治、大正、昭和と発展

この言葉からも、歯と歯並びが、人の印象を大きく左

を続け、産業としての基盤も広がり、戦後の復興期、国

右する大切なものであり、また、その美しさは憧れの対

民皆保険制度での歯科補綴の給付を見据え、昭和30年

象であったことが理解できるのではないでしょうか。

制定の歯科技工法 ( 現在の歯科技工士法 ) が制定されま

日本における歯科技工の歴史
日本における歯科技工の歴史は、森林資源が豊富な気
候風土を背景に、木床義歯と呼ばれる技法の独自の発
展を遂げたことが特徴とされています。この木床義歯は、
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木
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，梅，黒柿）を用いて、義歯床と人工歯
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した。
この歯科技工法により、歯科技工士の資格と教育、業
務等が定められました。

アナログ技工

デジタル技工一人アップ

歯科技工のおもしろさ＜表紙＞
平成27年度、歯科技工士全国統一試験の受験会場

歯科技工士試験の全国統一と
歯科技工士養成の課題

源である日本で18歳人口が著しく減少する中、歯科医療
と歯科技工の発展に見合った、それを支える質量ともに
適切で着実な歯科技工士養成が求められます。

歯科技工士資格も創設から60年の歳月と紆余曲折を
経て、他の医療職種と同様の全国統一試験として実施さ
れるに至りました。
先に述べた、過去から続く歯科技工士の手作りの「匠」
の技の蓄積の上に、現在ではデジタル技術の利活用が
進み、歯科用 CAD/CAMシステム等が実用段階を迎えて
います。それに伴い、歯科技工士教育の内容も基礎的な

●参考文献
1)
2)

歯科技工のおもしろさ－未来の歯科技工士へ－．公益社団法人日本歯科技工士会編．
一般財団法人口腔保健協会．2015 .
歯科医療のおもしろさ－後輩たちに贈る２８のドラマ－．橋本光二、升谷滋行、飯
野文彦 編．一般財団法人口腔保健協会．2013.

ものからより実践的・発展的なものまで網羅すべく、学
ぶべきものも増え、教育現場において教える側、学ぶ側
双方に、限られた時間の中で負担が増してきています。
現在、歯科技工士教育を担う養成所・歯科技工士学

すぎおか のりあき

杉岡 範明

校は、2年制の専門学校や4年制大学の学科等と複数の

日本歯科技工士会 会長

コースがあります。将来を見据え、養成所・歯科技工士
学校の整備と基盤強化、整理も課題として浮上していま
す。
また、日本が人口減少社会に突入した現在、歯科医療
の将来の需給分析・予測に裏付けられた歯科技工 ( 士 )
の安定供給を推進する必要があります。何よりも人が資

●プロフィール
公益社団法人日本歯科技工士会会長、公益財団法人8020推進財団評議
員、公益財団法人国際医療技術財団評議員、一般財団法人歯科医療振興
財団理事。1978年岩手医科大学歯学部付属歯科技工専門学校卒、1955
年生まれ、北海道滝川市出身
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