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「抜くか抜かないか」「どういう時に抜くか」の議論は、

不要で不毛です。

「抜かずに救うにはどうするか」が、

歯科医には大事です。

朝日新聞社発行　片山恒夫著　歯槽膿漏―抜かずに治す  より抜粋

歯だけの問題ととらえたのでは歯は良くならない。
歯は健康の窓であり、しるしであり、入り口である。
と同時に健康の前ぶれであり、また総決算書でも
あるからである。
口腔諸機能の健康獲得が、多くの健康運動の出発
点であり、また健康保持のゴールでもある。

歯だけの問題ではなく、心も身体も健康で、人間として生き、
価値あるすばらしい人生を送っていただくことが、

 歯科医師の願いです。

（愛媛県歯科医師会発刊「歯科予防読本」から引用）

　地球温暖化の影響でしょうか、豪雨が続く中、梅雨、黴雨という情緒ある
五月雨の風情は全く感じられませんでした。亜熱帯化したこの気候は、日本
の季節感を変えてしまうかも知れません。20数年前、ある学者が、海水温が
２度以上昇すると、東京はカルカッタ並の厚さになると言っていました。経済
優先を進める政治のあり方が、今回の「COVID-19」の問題で変わりそうです。
　人間社会を余所に、夏草は豪雨や酷暑そしてコロナ禍の中、逞しく奔放に
生を謳歌しているように見えます。
　今年は、各種の美術展や写真展が中止になりました。伝統ある二科展も来
年に順延となりました。創作意欲を持続させるのにも、発表の場は必要です。
活動が萎縮しないように、的確な方向性を持った梶取が重要と考えています。
表紙の作品は、私の診療室の前に広がる、宗即寺という禅宗の寺の裏山の斜
面で撮影したものです。

「 叢（KUSAMURA) 」
 写真撮影／ 一般社団法人　二科会写真部会員　 石原  正道
  東京都日野市平山2-40-3在住
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季節は変わりましたが、コロナ感染の終息は未だ見えません。
不要不急の外出の自粛、マスク・手洗い、３密注意で第一波の感染拡大は防ぎましたが、第二
波、第三波の感染拡大に予断は許されない状況です。
ここで、感染と発症について考えてみたいと思います。細菌でもウィルスでも感染が即、発症
に繋がる訳ではありません。体の免疫力・抵抗力が高ければ発症は防げるでしょう。
コロナ感染拡大は東京の人口密集が感染拡大の下地にはなっていますが、わたしはコロナ感染
も生活習慣病と考えています。
では、免疫力を高める生活習慣で一番大切なことは何でしょう。
第一は、食習慣が一番大きな役割を果たしています。日本人の体質の研究によると、基本はご
はんと発酵食品、いわゆる和食が日本人の体質に最も合っています。日本は味噌、醤油、焼酎、
日本酒、味醂、酢など発酵食品が豊富です。味噌汁、納豆、漬物などは日常的な食べ物です。周
囲を海に囲まれ、海産物も豊富です。四季があり、野菜、果物の種類も豊富です。
第二は、よく噛んで、唾液の分泌を促すことも非常に重要です。それにより腸内環境も整えら
れます。規則的な排便も大切です。
第三は、現代人はストレスの多い社会で生活しています。ストレスは健康を左右する自律神経

に大きな影響を与えています。自律神経には交感神経と副交感神経があり、拮抗するように働き
ます。免疫をつかさどる白血球の働きにも連動しています。白血球は顆粒球が54％～ 60％、リ
ンパ球が35％～ 41％を占めています。
継続的に交感神経が優位になると、細菌などの大きな異物を処理する顆粒球の数が増えて活性
化し、それにより血圧が上がり、血行が悪くなり、体温が下がり、活性酸素が増加します。どれ
も免疫力を下げて、病気になり易くします。
副交感神経が活性化するとウィルスなどの小さな異物を処理するリンパ球の数が増えます。い
ま、感染拡大で大きな脅威になっているコロナウィルスに対抗するためには副交感神経を活性化
させ、リンパ球の割合を増やす必要が有ります。
ストレスをためない、解消する方策についてはいろいろと論じられていますが、気質・気性に
関わるので、なかなか難しいです。

コロナ感染から
　　　健康を考える

土居　元良
Motoyoshi Doi 

理事長

巻 頭 言
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ストレスを和らげ、副交感神経を活性化するのには、腹式呼吸の励行が非常に有効です。腹式
呼吸とは、口から20秒以上かけてゆっくりと息を吐きます。吸気は鼻からです。起床時に腹式
呼吸を数回行うのが効果的です。また、気が付いたときにはいつでも行ってください。肺を縮め
る筋肉はありません。腹式呼吸で横隔膜を上下させることが大切です。
赤血球が肺胞で酸素を受け取り、炭酸ガスを排出します。ガス交換です。この肺胞は３億個も
有ります。総面積は畳40畳敷きの面積になるそうです。酸素は血色素（ヘモグロビン）と結合
して酸化ヘモグロビンとして各組織に運ばれます。体の隅々まで酸素を届けるには赤血球に酸素
を持たせることが大切です。酸素が体内の組織に必要なのは、人のエネルギー（ATP）を作る燃
料になるからです。酸素の供給とガス交換がスムーズに行われることが大切です。
その為には有酸素運動がとても適しています。有酸素運動は取り入れた酸素を有効に活用し、
炭酸ガスを排出させる身体運動です。
しかし、激しい有酸素運動は活性酸素の発生や疲労というマイナス面があります。どの程度の
運動が良いのでしょうか。

例えば
☆普通の歩行（60 ～ 70ｍ/分）、軽い荷物（１～２㎏）を持って。
☆やや早めの歩行（80 ～ 90ｍ/分）、重い荷物（２～３㎏）を持って。階段を降りる。
☆早めの歩行（100ｍ/分）、ラジオ体操。

年齢、体力によって個人差が有りますが、継続することが大切です。
歩くときは、姿勢を正して歩きましょう。
腹式呼吸と有酸素運動は車の両輪です。
また、睡眠中の口呼吸も避けなければなりません。いびき、睡眠時無呼吸症も慢性上咽頭炎の
下地になります。口テープで防げます。

健康長寿はみなの願いです。
悪い習慣は続くのに、良い習慣は続きません。努めて良い習慣を実行しましょう。
健康は簡単なことの継続で得られるのです。

参考資料	 呼吸の極意／永田　晟
	 日本人の体質／奥田昌子
	 免疫を高めると病気は必ず治る／安保　徹・福田　稔

I n t r o d u c t i o n
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動物を自然宿主としていたウィルスが、人に感
染できた場合、そのウィルスは共生関係を持って
生き延びていくか、人に重い病気を引き起こし死
に至らしめるかである。言い換えれば、人の免疫
システムとバランスをとるか、免疫システムの網
を逃れて爆発的に増えてしまうかであろう。ウィ
ルスには意志がない。宿主の細胞を借りて自身の
遺伝子を残そうとする存在であるから、宿主を死
に至らしめるのは不利である。

一方、人の立場から見ると、ウィルスの本態解
明が中途であり、当然ワクチンも治療薬も作られ
ていないともなると、それぞれの自己の免疫シス
テムの大小により、軽微で済むか増悪するかであ
り、場合によっては死に至る。

遡って見ると、人の誕生時代からウィルスは人
に侵襲を加え、健康を左右するものだった。現在
の人類は、そのウィルスに打ち勝ってきた、ある
いは共存してきた種のみ永らえてきたと考えられ
る。すなわち、私たちは、過去に繰り返されてき
た感染症の大流行から生き残った「幸運な先祖」
の子孫であるということだろう。

さて、人体における免疫機能の60 〜 80％は腸
内細菌マイクロバイオームにあると言われてい
る。

人の腸内には100兆個にもおよぶ微生物が共生
しており、人の免疫システムと絶えざる応答を繰
り返しつつ人の健康と病気の成り立ちに重要な役
割を担っている。この乱れ（dysbiosis）が免疫
の乱れ（dysregulation）を惹き起こすと難治性
の炎症性疾患が生じる。潰瘍性大腸炎、クローン

病だけでなく、肥満、多発性硬化症、糖尿病など
実に様々な病気がこの乱れによるものであること
が証明されつつある。

腸内環境を整えるのは何かと言えば自律神経す
なわち交感神経と副交感神経のバランスであり、
また生活習慣であろう。生活習慣には食生活、体
温の維持、適度な運動と睡眠、口腔における歯牙
の噛み合わせなどが考えられる。その中でも食生
活は重要である。

日本では、江戸時代から「食は命なり、命運な
り」と言われてきたが、私たち恒志会ではこれま
で、フォーラムや会報、ホームページおいて、腸
内細菌マイクロバイオームがいかに人の健康を左
右するかを発信してきた。

昨今、長寿国ということもあり、日本食が世界
からもてはやされるようになったが、近年は食材
そのものに外来種が多くなり、しかも問題が含む
ものも多数あると言われている。

人の命を紡ぐためには体外から食物を摂り入れ
なければならない。その摂り入れるものに最初に
接触するのは口腔である。当然、新型コロナウィ
ルスも口腔や鼻腔から侵入する。忘れてはならな
いのが、唾液には、分泌型IgA抗体や、ラクト
フェリン、リゾチームなど抗ウイルス作用を持っ
たたんぱく質が含まれており、感染防御の最前線
の働きを担っていることである。これらの様々な
事実を積み重ねていくと、歯周病対策による口腔
内環境保全が新型コロナウィルスの感染防御に役
立つ可能性は残されていると思う。

年齢が進むと唾液の分泌量が落ちてくるが、唾

NPO恒志会理事　　松 田 　 豊

コロナ渦中における会報発刊にあたって
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液の分泌を促すために、適度な水分を摂取し、マ
スクで口腔内の湿度を保ち、よく噛んで食べるこ
とが極めて大切なことだということはいうまでも
ない。口腔の健康は、とりもなおさず全身の健康
と直結している。

このように重要な役割を担う口腔および口腔機
能を日常的に扱う歯科医師は、全身の健康との関
わりを看過してはならない。さらに、これまでの
歯科疾患を中心とした考えから、他職種（医科、
介護、行政など）との連携と統合を視野に入れた
考えへの変換が求められており、そのシステム作
りを積極的に推し進めなければならない。

感染症と人との関わりは野生動物を家畜化した
約1万年前からとも言われている。長い戦いを経
て、20世紀には「感染症はもはや人類の脅威で
はない」とWHOや各国は豪語した。しかし1975
年頃を境に感染症による死亡数は年々増加。エボ
ラ、エイズ、SARSやMERSである。これらは新
興感染症と呼ばれ、この感染症の75％は動物及
び家畜由来だとされる。一体何が変わったのか。

‘75には畜産業の経済効率化が始まり、飼育場
は大規模化し、動物は屋内に閉じ込められ、短期
間で成長を促され出荷される時でもあった。集約
畜産は病気の繁殖地と化し、病原体が蔓延する温
床になっていると言われている。飼育場内では高
い感染力や高い致死性が培養されていく可能性が
あるとまで言われている。

飼育密度や通風や採光は動物にとっても不可欠
なものであり、屋外に自由に行き来できる条件
は、感染リスクの低減につながる。しかもストレ
スが少ない住環境は病気への抵抗力が高い。

ふと立ち止まれば、現代の人の社会環境も、飼
育畜産の状況と酷似しているように思えてならな
い。そのような社会環境においては新型コロナ
ウィルス感染症だけでなく、未知の感染症のパン
ダミックも発生し得る。それならどんなパンダ
ミックにも耐え得る新たな社会システム（政治・
経済・医療・教育・環境・各人の生活等々）を構
築する必要があり、今のコロナ禍がその教訓にな
るよう願っている。

今回の会報は決まったテーマを設定しておりま
せんが、今まさに猛威を振るっている新型コロナ
ウィルスの渦中、従来の活動を十分に行えない状
況下で執筆していただいた先生方に心から感謝い
たします。

参考資料
１．高田礼人：ウィルスとは何かを知れば、向き合い方が

見えてくる, 農文協ブックレット21「新型コロナ19氏
の意見」, 2020.05.10, 16-22

２．丸橋　賢：まずは免疫力を高めることから, 農文協ブッ
クレット21「新型コロナ19氏の意見」, 2020.05.10, 62-
66

３．矢澤正人：「新しい8020運動」に向けた希望, 歯界展
望　Vol.127 No.3 2016-3, 583

４．レムケなつこ；感染症のリスクを減らす　今こそ知る
べき「オーガニック」の真価, Forbes, ライフスタイル, 
2020.06.20

医学・医療とは、物理学のような物質やエネルギーを対象とした“厳密科
学・精密科学”の面を持つだけでなく、それにもまして、具体的な場面・事
物の多義性・相互行為に対応する知恵に充ちた“技芸（アート）”であるこ
とである。
� 中村雄二郎「臨床の知とは何か」より
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今回、恒志会の会報に文章をというお話をいた
だき、心から嬉しく思います。というのも、後にお
話しするように、私の東京都や特別区の保健所で
の37年間に及ぶ公衆歯科衛生活動は、片山恒夫先
生との出会いが大きなきっかけだったからです。

私は杉並区役所に昭和57（1982）年に入職し
ました。そして、その後の保健所活動の中で、
8020運動や、要介護高齢者の訪問歯科診療の仕
組みづくりに取り組みました。さらに、最後の
14年間は、多摩立川保健所と新宿区保健所で、
摂食嚥下機能支援のまちづくりをヘルスプロモー
ションの取り組みとして行ってきました。

そんな保健所を舞台とした公衆歯科衛生活動の
原点が、実は、片山先生との出会いにあったこと
を、皆様にお伝えできることは、ある意味、先生
への恩返しにも思えて、心から御礼を申し上げた
いと思います。

片山セミナーに参加して

母校（東京医科歯科大学）の予防歯科学教室で
の動物実験に明け暮れた大学院生活にピリオッド
を打ち、私は、もっと地域の現場に出て、人間の
健康そのものに直に接した仕事をしてみたい、と
強く思い始めていました。そして、その後の進路
も、私の父（故矢澤一浩）と同じような臨床家を
目指すのか、あるいは、予防の道をさらに進むの
かということについて、悩んでおりました。そんな
時に、私は片山先生のセミナーがあることを知り、
早速受講させていただいたのでした（写真）。

泊りがけで学んだ、あのセミナーでの感動は、
今でも忘れることはできません。自宅に帰って、
感激も冷めやらぬ中、私は何気なく、先生の著書
の後ろに書かれていた御略歴を見たのです。する
と、そこには、「豊中保健所に５年間勤務」と書
かれていたのでした。その保健所という文字に、
私は、何か、今まで感じたことのない特別な意味
と輝きを感じたのでした。それは、今、受講して
きた片山先生の素晴らしい臨床の数々は、この保
健所でのご経験が元にあったから生まれたのでは
ないかと考えたからでした。

そう思うと、いてもたってもいられなくなり、
私は、そのことを片山先生に、直接お聞きしてみ
たいと思い、先生の御診療所にお電話を差し上げ
たのでした。私は、ちょうどその頃、杉並区の保
健所への就職の話があったこともあり、電話口に
出られた先生に、単刀直入、「実は、保健所に勤め
ようかと思っているのですが」と伺ったのでした。
「うん。いいと思いますよ」という答えを期待

片山先生との出会いから今へ
　～公衆衛生と臨床の融合を目指して～

医療法人  永寿会陵北病院歯科
（元新宿区健康部参事） Masato  Yazawa

矢  澤  正  人

特 別 寄 稿
Spec ia l  cont r ibut ion
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していた私に、先生の仰った答えは、「賛成しな
いね」という、まったく予想外の言葉だったので
す。私は、一瞬、頭の中が真っ白になり、先生
に、「では、先生、一度、会ってお話を聞かせて
いただけませんか」とお願いしたのでした。なん
と、先生は、それから何日かして、「来週の月曜
日、２時間ほど時間を空けたから、いらっしゃ
い」というお電話をくださったのでした。

当日、約束の時間に、豊中の先生の御診療室の
前に立ち、出て来られた先生に、私は、思わず、

「先生、この診療室は、ガウディの建築にそっく
りですね」とお尋ねしてしまいました。先生は、
一瞬、顔をほころばせて、「君、わかるのか」と
仰いました。私が、父がガウディの建築が好き
だったことを話すと、嬉しそうに、「そうか、さ
あ、入りなさい」と、私を迎え入れてくださった
のでした。

この日、先生は、御自身の診療の哲学を、情熱
的にお話しくださいました。また、歯科治療以外
の健康法のこと、歯科医こそ、患者の食を預かる
という大事な役割を持っていることなど、語って
くださいました。私の中で、記憶に残っているお
話の一つに、栄養学の専門用語の語源の話があり
ました。先生は、その言葉の語源が、仏教から来
ていると語られ、私は先生の知識の幅広さに、心
から尊敬の念を抱かずにはおれませんでした。

先生との対話は、当初の２時間の予定を倍以上
も過ぎたのではないか、と思います。そして、先
生は最終的に、「君が保健所に勤めることはいいと
思うが、臨床も、研究や教育もできるような環境
を選びなさい」というアドバイスをくださったの
でした。

先生が「ノー」と言われた意味

私は、帰路につきながら、再度、先生との対話
を思い起こしてみました。

まず、一番の疑問は、なぜ片山先生は、当初、
私が保健所に進むことに賛成をされなかったか、
ということでした。私は、次のような２つの可能
性と答えを考えたのでした。

その第一は、先生が保健所に勤務された第二次
世界大戦後の日本の公衆衛生上の課題は、感染症

対策であり、それは、何より“結核”だったと思い
ます。結核対策の目的は、まさに、社会防衛で
す。つまり、まだまだ、時代は、さまざまな感染
症を予防することに公衆衛生の多大なエネルギー
を注いでおり、残念ながら、歯周病も含まれる生
活習慣病に対する取り組みには、ほとんど着手さ
れていなかったと思われます。

それゆえ、先生が、20年、30年にわたり、個
人の患者の生活と口腔内状況をフォローし、スラ
イドに記録しながら、自らの行った治療や保健指
導が、どのように患者の健康を変化させたかを検
証するという、実証的な方法論は、残念ながら、
保健所では行えるものではなかったのです。そこ
に、先生は、生活習慣病の予防を、保健所で行っ
ていくことの限界性を感じていらしたのかもしれ
ません。

第二の理由は、先生が、疾患の予防は、必ず臨
床と直結していなければならないという信念をお
持ちだったのではないかと思うのです。それは、
先生が、保健所勤務の時代にも、特別に許可を得
て、夜間開業を行いながら、公衆衛生と臨床の両
者を実践されていたことからも、窺い知れます。

つまり、臨床を通してこそ、真の予防ができ
る、もしくは、予防の方途が見えてくると考えて
おられたのではないか、というのが、先生が、保
健所を勧めなかった、もう一つの理由ではない
か、というのが、私の結論でした。

逆に言えば、先生の理想とされる医療や予防
は、公衆衛生と臨床が融合されたものではないだ
ろうか、というのが、先生にお会いして、私が終
生持つことになったテーマでした。

しかし、ここで誤解がないようにあえて付け加
えておきますが、先生は、公衆衛生という分野に
対して、その重要性をはっきりと認識されていた
と思います。なぜなら、先生が、私に、「東京に
帰ったら、公衆衛生の第一人者である橋本正己先
生に会いに行きなさい」と勧めてくださったこと
でもわかります。

橋本先生とは、当時、国立公衆衛生院（現保健
医療科学院）の衛生行政学部長であられた医師で
した。片山先生とは、戦後、国の２つのモデル保
健所の一つであった豊中保健所で、御一緒に勤務
された間柄でした。帰京後、早速、先生の御指示
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通りに、橋本先生をお訪ねし、公衆衛生の持つ奥
深さを御教示いただくとともに、橋本先生が片山
先生を深く尊敬されていることを垣間見させてい
ただきました。

以上、保健所に勤めたいという私の質問に対す
る、片山先生のお答えは、私に大きな気づきと生
涯追求すべきテーマを与えてくださったのでした。

公衆衛生と臨床の融合を求めて

では、私は、37年間の公衆衛生活動の中で、
その「公衆衛生と臨床の融合」というテーマに対
して、どのような形でアプローチしてきたのかに
ついて、少しだけ触れてみたいと思います。

御承知のように、公衆衛生は、集団を対象とし
ており、一方、臨床は、個人を対象としていま
す。また、公衆衛生は、地域の診断から始まり、
対策の決定、実施、評価と言った手順を、組織的
に行うという方法を取ります。それに対して、臨
床は、個々の患者の診断、治療方針の決定、治療
行為、結果の評価という手順を取ります。大きく
異なるのは、公衆衛生は、きわめて多くの関係者
を含んで組織的に行われる取り組みであり、さら
に、一つの地域という広がりの中で展開される営
みであるのに対して、臨床は、医師・歯科医師を
中心とした医療関係者のチームによって、医療機
関という空間をベースに行われます。

結論から先に述べれば、「公衆衛生と臨床の融
合」とは、「個々の医療機関の治療の取り組みを
ベースにしながらも、単に、それらを別々に考え
るのではなく、住民を中心にして、医療機関、行
政、多くの関係機関が、それぞれの役割を果たし
つつ連携し、地域全体として取り組んでいくヘル
スプロモーション活動として進めていくこと」で
はないか、と考えます。ここに、私が関わってき
たいくつかの事例を挙げてみたいと思います。
①在宅歯科医療のシステム化

訪問歯科診療という臨床と、それを地域のさま
ざまな医療・福祉関係機関と結び付けていくとい
う公衆衛生の取り組み
②8020運動の具体化

8020運動を進めていけるのは、地域のかかり
つけ歯科医の臨床と、行政、住民の健康づくりの

運動、民間や他職種の活動などの総体によると考
えられます。
②食べる機能を支援するまちづくり

乳幼児から高齢者にいたるまで、ライフステー
ジに沿って、食べる機能を支援する取り組みは、
かかりつけ歯科医の医療と保健指導という臨床
と、保健センター、保育所のような子どもの食べ
る機能に関わる施設、また、病院、在宅療養に関
わる医療・介護関係者、老健施設や特養など、高
齢者の食べる機能に関係するさまざまな関係者な
ど、地域全体で支えるという意味で、まちづくり
と言えます。

こういった実践事例の詳細は、紙面の都合上、
別の機会に譲りたいと思いますが、行政が、歯科
医師会などの関係団体と協力して、地域の仕組み
づくりを行うことが、公衆衛生と臨床の融合の具
体的な姿に当ると思っています（文献１，２）。

片山先生が、私に示してくださった「公衆衛生
も臨床も研究や教育もできる場に」との方向性は、
それぞれの持つ役割、機能を総合化していくこと
の大切さだったのではないか、と思うのです。

最後に、先生が、論文の中で述べられていた、
「大慈大悲」の歯科医療というテーマは、医療を
単なる身体の不具合を治すことから、病んでいる
“人”の苦を抜き、楽を与える営みであるとともに、
自らが健康に生きるための指針を持てるように支
援していくことであると考えます（文献３）。

今、私は、療養型の病院で、摂食嚥下機能、認
知機能の後退した高齢者の方に、食支援を行う仕
事に携わらせていただいています。先生の示して
くださった“歯科は患者の食を預かる仕事”という
命題の答えを、これからは探し求めていきたいと
願っています。

片山先生、本当に、ありがとうございました。

参考文献
１　矢澤正人：生涯にわたって食べる機能を支援するま

ちづくり―保健所の公衆衛生と臨床の融合を目指し
て―，公衆衛生．第79巻，第５号，医学書院，2015

２　新田國夫・戸原玄・矢澤正人：食べることの意味を
問い直す―物語としての摂食・嚥下―，クリエイツ
かもがわ，2014

３　片山恒夫：歯科疾患治療原論と臨床診断―慢性疾
患に対する医療態度―，現代の歯科臨床９「臨床診
断」，医歯薬出版
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矢澤　正人（やざわ・まさと） 
　　　　　　元東京都新宿区健康部参事（地域医療・歯科保健担当副参事事務取扱）　
　　　　　　歯学博士・陵北病院歯科　　　　　
【略歴】
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令和元年�８月� 医療法人永寿会陵北病院歯科勤務

【役職等】
東京医科歯科大学非常勤講師
社会歯科学会理事（副理事長：平成28年４月～30年３月）

【所属学会】
日本口腔衛生学会
日本障害者歯科学会
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
社会歯科学会
日本顎咬合学会
日本老年歯科医学会
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老いることの意味を問い直す～フレイルに立ち向かう～（共著）クリエイツかもがわ
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３� 日本老年歯科医学会第22回学術大会　シンポジウム１「歯科訪問診療を考える－多職種協働への道しる
べ－」2011.6.11　於：京王プラザホテル

４� 日本歯科評論　障害者の歯と口腔の健康づくりの新たな取り組みを通して
� ～地域の皆で連携して企画した、歯ミカップ（プレ大会）の試み～　Vol.68⑵　2008.2
５� 日本障害者歯科学会雑誌　障害者の歯と口腔の健康づくりの新たな取組み
� ～歯ミカップ大会の試み～　障害者歯科　第29巻第３号　2008.273
６� 老年歯科医学　東京都・（社）東京都歯科医師会・（社）東京都医師会が協働してすすめる摂食・嚥下機
能支援事業　老年歯科医学　第26巻　第３号　p.369 ～ 374

７� 口腔衛生関東地方会　シンポジウム『平成23年歯科疾患実態調査結果から今後の口腔保健を展望する』
2013.2.

８� 平成20年度全国保健所長会研修会「医療制度改革推進に果たす保健所の役割」報告
� 「北多摩西部保健医療圏における摂食・嚥下機能支援事業」2009年１月
９� 第19回　日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会「行政主導による摂食・嚥下機能支援体制の構
築に向けて⑵　～多職種の連携を目的としたグループワーク型研修の実施について～」2013.9

10� 第21回　日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会「地域包括ケアにおける摂食嚥下機能支援シス
テムの構築～行政が推進する多職種協働のネットワークづくり～」2015.9　於：国立京都国際会館

11� 第65回　日本口腔衛生学会・総会　メインシンポジウム「地域歯科保健からみたこれからの予防－
8020運動から食べる機能の支援まで―」2016.5　於：東京医科歯科大学

12� 日本在宅医学会第20回記念大会　シンポジウム「地域における医科・歯科連携の実際～予防からリハビ
リまで～」2018.4　於：グランドプリンスホテル新高輪

略　歴
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2019年10月、日本政府はゲノム編集食品につ
いて、安全性評価なしの任意の届け出で流通を認
めるとし、表示も不要としました。応用化が始
まった米国から輸出されてくる日も近いと言われ
ています。この新奇の食品について、それがどの
ようなものか人々が知る前に、拙速に無規制で受
けいれを決めた日本政府の米国追随に強く懸念を
覚えます。
「ゲノム編集」は第２世代の遺伝子操作技術で

医学分野や農水産物分野で急速に研究や応用化が
進められています。

遺伝子組み換え技術では種の壁を越えて別の生
物の遺伝子を入れ込み、これまでにない形質を作
り出します。ゲノム編集はその生物が持つ遺伝子
の特定箇所を標的にして切断し、これまでにない
形質を作り出します。切断後そこに別の遺伝子を
導入することもできます。

ゲ ノ ム 編 集 技 術 の な か で 現 在 主 流 な の が
CRISPR-Cas9（クリスパー・キャス９）です。
CRISPRは、古細菌がもつ免疫防御システムとし
て発見されました。古細菌は侵入したウイルス遺
伝子の塩基配列を繰り返しDNAのなかに鋳型と
して置いています。二度目にウイルスが侵入する
と、この鋳型によってウイルスを認識してその
DNAを酵素（Cas9）で切断してしまうのです。

このCRISPRに、ウイルスDNAのかわりに人
工的に設計した標的遺伝子の配列を持つガイド
RNAを作成し、Cas9と一緒に細胞内に送り込み
ます。細胞内で複合体が形成され、ガイドRNA
が標的遺伝子を見つけると、そこをCas9が切断
するのです。20塩基程度のごく短い配列を狙っ
て変異を起こすことができます。

 

米国は無規制・表示なしで応用化を推進してい
ます。その流通第一号は茶色に変色しないマッ
シュルームです。空気との接触によりキノコを黒
ずませる酵素ポリフェノールの生成遺伝子を破壊
しました。切り口や表面が茶色に変色するのは空
気にさらされるとポリフェノールが生成し、表面
を酸化させることで内部の酸化を防いでいるので
す。黒ずまないマッシュルームは古くなったこと
がわからないのです。また、ゲノム編集による高
オレイン酸大豆の油も「非遺伝子組み換え」をう
たって流通（写真）しています。でんぷん量を増
やしたトウモロコシはコーンスターチの原料とし
て2021年に日本に輸出される見通しと報道され
ました。 

動物には筋肉を発達させる遺伝子と発達を抑制
する遺伝子があり、両方がバランスを取ってその

http://darwin-journal.com/gene_editing_crispr

ゲ ノ ム 編 集 食 品

 食政策センター・ビジョン21代表
Setsuko  Yasuda

安  田  節  子

特
集 

　
食
は
今
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生物の形を守っています。ベルジャン・ブルー牛
と呼ばれるベルギーで生まれた異常に筋肉が発達
した牛は筋肉抑制遺伝子（ミオスタチン遺伝子）
が欠損していることがわかりました。そこでゲノ
ム編集でミオスタチン遺伝子を破壊し、通常より
1.5倍から2倍ほど多く肉がつく牛や豚、日本では
京都大学が肉厚のマダイを開発中です。

 
アグロバイオ企業や開発者たちは、ゲノム編集

は新品種開発を劇的に加速できるとし、病害虫耐
性や干ばつ耐性の品種を生み出すことができるの
で農家や食料危機を救うと宣伝しています。これ
には既視感があります。遺伝子組み換え（GM）
作物登場の時と同じことを言っているのです。

除草剤「ラウンドアップ」はすべての植物を
枯らすため、作物が生えると使えませんでした。

「ラウンドアップ」に耐性を持たせたGM大豆の
畑では「ラウンドアップ」が散布でき、雑草だけ
が枯れる省力化が売りでした。しかし「ラウンド

アップ」が大量散布されていくうち耐性雑草がは
びこるようになりました。今では複数の毒性の強
い除草剤を大量散布せざるを得ない事態になって
います。殺虫剤散布がいらないと宣伝された殺虫
毒素を持つ害虫抵抗性GMトウモロコシや綿花で
は作物を食べた害虫は死ぬのですが、まもなく殺
虫毒素に耐性を持つ害虫が発生。収穫量を脅か
し、殺虫剤を散布せざるを得なくなっています。
自然を制圧しようとしても必ず自然の逆襲が起こ
るのです。

病害虫耐性のゲノム編集作物でも同じことが起
きるのではないでしょうか。干ばつに強い品種は
多様性の中から見つけることができます。今日必
要なのは地域に適応した遺伝的に多様な品種への
回帰なのではないでしょうか。

自然の突然変異と同じ？

生物の遺伝子は、紫外線などで傷つけられると
元通りに修復されます。しかし時として修復ミス
が起きます。これが自然界で起こる突然変異で
す。また従来の育種では放射線や化学物質を利用
して突然変異誘発が行われています。

ゲノム編集は、遺伝子を切断し、その修復ミス
を利用する方法なので、自然界で起きる突然変異
や突然変異誘発の育種と区別できないから規制は
不要と開発者は主張します。

まず、ゲノム編集はごくまれに起こる自然の突
然変異と同じではありません。自然では起こりえ
ない高い頻度で、また同時に複数の遺伝子に変異
を引き起こすことができるからです。それに自然
界では突然変異種は淘汰される場合が多いので
す。

自然には滅多に生じない遺伝子変異をもった、
いわば奇形種を食品として大量に生産し、食べ続
けてよいのかと思います。ベルジャン・ブルー牛
は人工繁殖で肉として利用されているそうです
が、その筋肉量が自然の分娩を困難にして、帝王
切開でしか仔を産めません。自然界では子孫を残
せず淘汰される奇形種なのです。

次に、突然変異誘発育種においては生まれた突
然変異種は何代にも渡って選抜を繰り返し、その
性質が環境のなかで安定的に引き継がれ、問題な

ベルジャン・ブルー牛
出典blog-imgs-27-origin.fc2.com
https://matome.naver.jp/odai/2137059314126498201

カリクスト社の高オレイン酸大豆油の表示
2019年9月24日NHKクローズアップ現代プラス
「解禁！ゲノム編集食品　食卓への影響は？」より
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いことが確認されて初めて利用に至るのです。そ
うした環境におけるスクリーニングを受けないま
ま人工的に増やせば生態系に悪影響を及ぼしま
す。既存種を脅かし、近縁種と交雑して環境に重
大な影響を与え、また世代を超えて影響を残す恐
れもあります。

ゲノム編集も遺伝子組み換え（GM）

土壌菌アグロバクテリウムは植物体に感染し
て、自分の細胞内にあるプラスミド（環状DNA）
を植物細胞に送り込み、植物細胞のDNAを組み
換える働きを持ちます。このプラスミドに導入し
たい遺伝子を挟み込んで植物細胞に送り込むアグ
ロバクテリウム法が遺伝子組み換えでは最もよく
使われています。植物のゲノム編集においても主
な導入方法はアグロバクテリウム法です。細菌の
プラスミドに成功した細胞を選び出すためのマー
カー遺伝子（クラゲの発光タンパクを作るGFP遺
伝子やカナマイシンやアンピシリンなどの抗生物
質耐性遺伝子）もCRISPR-Cas9と一緒に挟み込
みます。導入が成功した細胞は発光したり、抗生
物質を浴びせても生き残っているので選抜できる
のです。しかし、GM同様これらいくつもの余分
な遺伝子が取り込まれてしまう問題があります。
GFP遺伝子はアレルギーを、抗生物質耐性遺伝子
は抗生物質耐性菌を生み出すことがわかっていま
す。プロセスはGM以外のなにものでもありませ
ん。

EUでは2018年７月、欧州司法裁判所が、その
プロセスからすべてのゲノム編集によって生まれ
るすべての製品（植物および動物）は、GM生物
として規制する必要があると裁定しました。従来
のGM生物と同様に環境影響と食品安全評価と追
跡可能性（トレーサビリティ）そして表示を必要
としたのです。

一方、米国はプロセスではなく、できた製品が
ごく短い塩基の変異であり通常育種と区別がつか
ないことを理由に規制不要としました。EUは技
術のプロセスでGMとし、米国はプロダクトレベ
ルで見てGMではないとしたのです。

EUでゲノム編集に注力しているのがモンサン
ト社を買収したバイエル社やドイツの総合化学

メーカーのBASF、中国のケムチャイナが所有し
スイスに拠点を置くシンジェンタなどです。EU
ではGM食品は厳しい規制がかけられ流通は困難
でした。そこでこれらの企業はゲノム編集作物が
GMではなく従来の育種と変わらないとし、安全
性評価と表示なしでのリリースを目論んでいたの
です。

しかし欧州司法裁判所の裁定により、彼らは
EU市場から、EU離脱の英国やゲノム編集を規制
しない米国での販売に軸足を移し、さらに規制な
しの日本への輸出を視野にいれているのです。な
お、EU市場をあきらめたわけではなく、強力な
ロビー活動は続いています。

ゲノム編集のリスク　オフ・ターゲットが
避けられない

CRISPR-Cas9は、高効率であることの代償と
して標的部位と類似の標的外の部位でDNAを切
断する「オフ・ターゲット変異」が避けられませ
ん。ガイドRNAが認識する塩基数は20塩基と短
いため、たくさんある類似の塩基配列を切断して
しまうのです。

2017年、学術誌『ネイチャー・メソッド』に
発表された米国コロンビア大学などの研究で、コ
ンピューター・シュミレーションで予想された箇
所以外で変異が起きていました。マウスの失明
に関わる遺伝子をCRISPR-Cas9で操作し、うま
くできたはずでした。しかし、1500以上のヌク
レオチド（核酸を構成する構造単位）の変異と、
100以上のより大規模なゲノムの削除と挿入が起
きていたのです。

2018年、科学誌『ネイチャー・バイオテクノ
ロジー』に発表された英国ウエルカムサンガー研
究所の研究チームの論文でも標的以外のDNAの
塩基配列の周辺で、数千基分の配列が消えてし
まったり、別の塩基配列が組み込まれたりしてい
たことを解明しています。どちらの研究チームも

「DNA全体を変異がないか徹底して調べるべき」
と警鐘を鳴らしています。
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ターゲット上でも意図しない変異

ターゲット上においても細胞のDNA修復プロ
セスにおいて意図しない欠損、挿入、置換などが
起こり得るのです。King's College Londonの分
子遺伝学者Michael Antoniou博士は「標的外の
部位だけでなく、意図された遺伝子編集部位にお
いても、多くの意図しない効果を生み出します。
遺伝子編集ツールがそのタスクを終了した後、編
集プロセスが細胞のDNA修復機構のなすがまま
になっているとき、多くの意図しない効果が発生
します。その結果、それらは新たな毒素やアレル
ゲンを生成したり、野生生物に悪影響を及ぼす可
能性があるのです」と述べています。

また、2019年10月『ネイチャー・メソッド』
に掲載されたスミッツらの研究では、CRISPRを
介した遺伝子ノックアウトは完全なノックアウト
ではなく、部分的なノックアウトであり、そのた
め最も頻繁に起こる結果は、元のタンパク質の構
造内に欠失があるタンパク質になることを発表。
もとのタンパク質の機能を部分的に保持するだけ
でなく、未知の結果を伴う新しい機能を獲得する
可能性があります。そのような変異タンパク質
は、新しい毒素またはアレルゲンの生産につなが
る恐れがあると指摘しています。

そして標的遺伝子を破壊した場合、その遺伝子
が他のたんぱく質生成にも使われていれば他のた
んぱく質も破壊することになります。想定外の遺
伝子が消されたりすると予想外の毒性やアレル
ギーを引き起こす可能性があります。

遺伝子編集ツールはまだ完璧には程遠いという
ことです。それらは主張されているほど正確では
なく、またその結果も予測可能ではないのです。

ゲノム編集の角がない牛に抗生物質耐性
遺伝子が存在

2019年７月28日、米国食品医薬品局（FDA)の
研究グループは、米国Recombinetics Inc.がゲノ
ム編集技術のTALENを使って作出した角がない
乳牛に、ゲノム編集に使ったプラスミド（細菌の
環状DNA）由来の遺伝子の組み込みを見つけた
と専門誌Nature Biotechnologyに発表しました。

細菌由来のさまざまな遺伝子配列とともに、２
つの抗生物質耐性遺伝子（カナマイシン耐性遺伝
子とアンピシリン耐性遺伝子）が見つかったので
す。

このゲノム編集の角がない牛にオフ・ターゲッ
トはなかったとして2016年Nature Biotechnolo-
gy誌に報告され、ゲノム編集技術の模範として提
示されてきました。Recombineticsの研究者カー
ルソンは、遺伝子編集の結果、標的外のDNAの
挿入や削除などの変化は検出されず、オフ・ター
ゲットは起きないと結論付けたのです。彼の主張
は、ゲノム編集の正確性の主張とともに、遺伝子
編集で作出された動植物は監視する必要がないと
するバイオテクノロジー業界の主要な論拠となっ
たのでした。

FDAの 発 表 を 受 け て、Independent Science 
News2019-8-12は次のように指摘しています。
「過去に他の研究者は標準的な実験手順の一部

として、望ましくない細菌プラスミドのDNAな
ど潜在的な汚染DNAを厳密に除去するよう遺伝
子工学者に求めてきた。しかしRecombineticsは
明らかにこれに失敗した。

抗生物質耐性遺伝子の存在は、抗生物質耐性遺
伝子の広がりというバイオセーフティの問題を提
起する。ゲノム編集された牛のすべての細胞に抗
生物質耐性遺伝子が含まれるため、それらを細

菌に簡単に移すことができるからだ。FDAの研
究者による子牛のゲノム中の細菌DNAの発見は、
規制は不要とする議論に対する大きな打撃となる
だろう。ゲノム編集された生物を遺伝子組み換え

角のない乳牛の子牛
（Independent�Science�News,�2019-8-12）



14

生物として規制するEUのアプローチの（正当性
を示す）強力な証明でもある。」
 

2019年10月、米国食品医薬品局（FDA）は、
ゲノム編集動物を規制するガイドラインの草案を
発表しました。

GM動物の商業的認可の前に、ゲノム編集を含
むあらゆる遺伝子改変について、健康や環境に
リスクをもたらさないこと、その他の安全性に
関する質問に適切に対処されていることをFDA
は求めています。GM動物の意図的に変更された
DNA配列の名前と機能、およびゲノム内のこれ
らの変更の数と場所、オフ・ターゲットの意図し
ない影響を探して説明すること、子孫を生産する
方法を申請に含めること、組成の違いが「毒物学

的懸念を示唆する」可能性があるかどうかを評価
すること、そして環境に対するGM動物の潜在的
なリスクの評価などが申請者に求められることに
なります。そして市販後のモニタリングを必要と
しました。

ゲノム編集家畜を予防原則で規制しようとする
FDAとゲノム編集作物を無規制で応用化を推進
する農務省（USDA）とでは対応が分かれます。

GMの歴史は20年程度とまだ浅く、ゲノム編集
はさらに新しいバイオテクノロジーで、リスクは
まだ定まっていません。ゲノム編集はいまだ統一
された評価法すらないのです。動物に食べさせて
の安全性試験はされていません。

安田節子（やすだ・せつこ）食政策センター ・ビジョン21代表

NPO法人「日本有機農業研究会」理事
一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト理事
日本の種子（たね）を守る会常任幹事
オールジャパン平和と共生運営委員
（2013年3月まで埼玉大学非常勤講師）
1990年～ 2000年� 日本消費者連盟で、反原発運動、食の安全と食糧農業問題を担当
1996年～ 2000年� 市民団体「遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン」事務局長
� 表示や規制を求める全国運動を展開
2000年11月� 食政策センター�・ビジョン21設立
2000年12月～� 情報誌「いのちの講座」を創刊し発刊中

　〈著書〉
『食べものが劣化する日本』（食べもの通信社）
『TPP本当の話』（ビジョン21制作小冊子）
『わが子からはじまる食べものと放射能のはなし』（クレヨンハウス・ブックレット）
『自殺する種子―アグロバイオ企業が食を支配する』（平凡社新書）
『消費者のための食品表示の読み方―毎日何を食べているのか』（岩波ブックレット）
『食べてはいけない遺伝子組み換え食品』（徳間書店）
『遺伝子組み換え食品Q&A』（岩波ブックレット）

　〈共著〉
『日本のお米が消える』（月刊日本）
『種子法廃止でどうなる？　種子と品種の歴史と未来』（農文協）
『TPP反対は次世代への責任―この国の医・食・農・労働を守る16氏の提言』（農文協）
『種から種へつなぐ』（創森社）
『TPPと日本の論点』（農文協ブックレット）
『肉はこう食べよう　畜産をこう変えよう』（コモンズ）　他

公式サイト　　http://www.yasudasetsuko.com/

略　歴
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【はじめに】

2016年の診療報酬改定において、栄養サポー
トチームに院内又は院外の歯科医師が参加した場
合を評価する「歯科医師連携加算」が新設されて
から４年が経過した。このことにより、口腔機能
の低下から低栄養、フレイルサイクルへの流れに
対して、「歯科領域で早期対応することの重要性」
が示され、「口腔機能と栄養状態は密接に関連」
していることが脚光をあびている。

歯科疾患と食物との関係は、これまでどちらか
というと「う蝕」及び「歯周病」に代表されてき
た。なぜなら、その発病、進行により欠損や障害
が蓄積すると、歯の喪失に繋がるため、食生活や
社会生活等に支障をきたし、ひいては、全身の健
康に影響を与えるもの１）とされているからであ
る。このことから歯及び口腔の健康を保つこと
は、単に食物を咀嚼するという点からだけでな
く、食事や会話を楽しむなど、豊かな人生を送
るための基礎となるものといわれるようになっ
た。口腔は食物の入り口であるものの、う蝕のよ
うに、食物が直接口腔疾患と関係するものもあれ
ば、間接的に口腔内環境、機能の維持に貢献する
役割を担うものもある。

そこで、要介護の原因である口腔問題と低栄養
の関連を解析するにあたり、国が示した「日本人の
食事摂取基準（2020年版）」を基に、新時代の口
腔機能と栄養の関連について考察することにする。

【寿命の変化と歯科保健】

1946年（昭和21年）日本人の平均寿命は、男
性50.06歳、女性53.96歳であった。人生50年の時
代である。その後、社会の高度経済成長に伴っ
て、日本は平均寿命を着実に伸ばしてきた。戦後
しばらくは、社会情勢・健康・食料事情の安定
化、さらには「戦死」要素が事実上無くなったこ
ともあり、大きく上昇傾向が見られる。（図１）

しかし、1950年代後半からはその上昇傾向が
緩やかになり、流れのまま上昇している。1960
年（昭和35年）には男性65．32歳、女性は70．
19歳となり、女性は人生70年の央台に乗せた。
ちなみに、この頃1960年（昭和35年）当時の歯
科医師の養成校は７校（740名）２）、全国の歯科
医師数は31,109人、人口10万人対歯科医師数は
34.8人であったと報告されている３）。

1970年代までは、イレギュラー的にやや大き
な上昇の年もあったが、それ以降はほとんど変わ
りないペースが続いている。1970年（昭和45年）、
厚生労働省（当時の厚生省）は、人口10万人対
歯科医師数36.5人であった歯科医師数を、1985
年（昭和60年）までに人口10万人対50名とする
目標を掲げた４）。

1978年（昭和53年）には、健康日本21の前進
である第一次健康づくり対策が始まり、日本は
1990年（平成２年）に、男性75.92歳、女性に
至っては81.9歳と、平均寿命はとうとう80台に突
入という成果をあげた。そしてこれまで、加齢に
伴って歯がなくなるのが当たり前、永久歯が生え
てくるから乳歯はむし歯でも仕方がない、文明が
進むとむし歯が増えるというように捉えられてき

食生活の変遷から見た「口腔機能と栄養状態」
～日本人の食事摂取基準（2020年版）から新時代を読み解く～

 仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科
Yuko Sasaki

佐々木　裕子

特
集 

　
食
は
今
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た幻想が、1989年から開始された「8020運動」の
展開によって大きく方向転換をしていった５）。

2000年にスタートした第３次国民健康づくり
運動「健康日本21」では、生活習慣病及びその
原因となる生活習慣等の課題について、９分野

（①栄養・食生活、②身体活動と運動、③休養・
こころの健康づくり、④たばこ、⑤アルコール、
⑥歯の健康、⑦糖尿病、⑧循環器病、⑨がん）の
2010年度を目途とした「基本方針」、「現状と目
標」、「対策」などが策定され、歯の健康の数値目
標が明確となった１）。まず、１．歯の喪失防止の
目標、２．幼児期のう蝕予防の目標、３．学齢期
のう蝕予防等の目標、４．成人期の歯周病予防の
目標が数値目標で示され、歯の喪失の防止にむけ

ての目標が明確となった。
昭和から平成は、医療法、医師法、歯科医師法

をはじめとした初期の医療の基本法となる各種医
療関連法が整備され、健康増進法、健康づくり政
策（第１次、第２次、第３次）、また、歯科単独
の法律として歯科口腔保健法が2011年に施行さ
れるまでに至っている。

一方、こうした現状において、さらなる平均寿
命の延伸を「健康づくりの目的」と位置づけにく
くなったため、健康づくり政策は、2012年「健
康日本21（第二次）」へ駒を進めるにあたり、基
本的な方向を「平均寿命」から「健康寿命の延伸
と健康格差の縮小」、「生活習慣病の発症予防と
重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予

引用資料�：�1950年及び2010年は厚生労働省「簡易生命表」、1960年から2000年までは厚生労働省「完全
生命表」、�2020年以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月
推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果
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防）」、「社会生活を営むために必要な機能の維持
及び向上」、「健康を支え、守るための社会環境の
整備」「栄養・食生活、身体活動・運動、休養、
飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣
及び社会環境の改善」と定めた６）。これらにより

「歯の健康」は、「歯・口腔の健康」と名称が変更
されたのである。
（図２）
時代の政策とともに、国民の口腔の健康意識が

高くなってきたこと、歯磨剤にフッ化物が配合さ
れている割合が95％を超えたこと、１日に１回
以上、あるいは１回から２回以上磨く歯磨きを行
う人が増えていること、虫歯になってから歯科医
院に行くのではなく歯のクリーニングのために定
期的に歯科医院に行く人が増えているなど、口腔
保健行動が変化していることの表れといえる。

【高齢化社会の更なる進展】

高齢化の進行具合を示す言葉として、高齢化社
会、高齢社会、超高齢社会がある。65歳以上の
人口が、全人口に対して７％を超えると「高齢化
社会」、14％を超えると「高齢社会」、21％を超
えると「超高齢社会」と呼ばれる。

日本は、高齢人口の急速な増加の中で、医療、
福祉など増加する高齢人口の問題に対応すること
が、喫緊の課題となっている。このような高齢社
会の到来の中で、従来の医療制度、老人保険制度
では対応しきれない問題が生じ、高齢者の医療は
若年者の医療と異なった立場で取り組む必要性が
生じてきている。

高齢化の進行は２つの要因が考えられている。
１つは医療分野の発展や生活の変化などにより、

項　　　目 対　象 現状値
（最新年） 目�標

①口腔機能の維持・向上（60歳代における咀嚼良好者の割合の増加） 60歳代
70.70%

80%
（平成29年）

②歯の喪失防止

　ア　80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加 80歳�
（75～ 84歳）

51.20% 50%
（平成28年）

　イ　60歳で24歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加 60歳�
（55～ 64歳）

74.40% 70%
（平成28年）

　ウ　40歳で喪失歯のない者の割合の増加 40歳�
（35～ 44歳）

73.40% 75%
（平成28年）

③歯周病を有する者の割合の減少

　ア　20歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合の減少 20歳代
27.10% 25%

（平成26年）

���イ　40歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少 40歳代
44.70% 25%

（平成28年）

���ウ　60歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少 60歳代
62.00% 45%

（平成28年）
④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

���ア　３歳児でう蝕がない者の割合が80％以上である都道府県の増加
40 23

（平成29年）

���イ　12歳児の一人平均う歯数が1.0歯未満である都道府県の増加
31 28

（平成30年度）

⑤過去1年間に歯科検診を受診した者の割合の増加 20歳以上
52.90% 65%

（平成28年）

引用資料：健康日本21（第二次）歯と口腔の健康の数値目標より抜粋

図２
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日本の平均寿命は長寿となり、2018年時点でも
平均寿命は男性が81.25歳、女性が87.32歳と少し
ずつではあるものの、未だなお延び続けている。

（図１）65歳以上の人口増加に伴い、死亡者数も
増加傾向にあるが、年齢構成を調整した死亡率で
ある「年齢調整死亡率」は低下傾向にある。寿命
の延伸とともに、高齢化のもう１つの要因が少
子化の進行である。1970年代に訪れた第２次ベ
ビーブームをピークに出生数は減少傾向にあり、
2017年には出生数が94万人、人口1,000人当たり
の出生数である出生率は7.6となった。2016年に
始めて年間の出生数が100万人を割り、今なおも
減少している状況である。

【生活習慣病の増加】

先に述べたように、第二次世界大戦後、国民の
生活水準は飛躍的に向上した。平均寿命は、戦
後、生活環境の改善や、医学の進歩により急速に
延び、いまや世界有数の長寿国となった。しか
し、その一方で、人口の急速な高齢化とともに、
食生活、運動習慣等を原因とする生活習慣病が増
え、その結果、痴呆や寝たきりなどの要介護状態
になってしまう人々も同時に増加し、深刻な社会
問題も招いた。食糧事情や衛生状態などの大幅な
改善は、結核等感染症の減少をもたらした一方、
過剰栄養や運動不足等による生活習慣病の増大と
いう、わが国の疾病構造の大幅な変化をもたらし
た。

第２次健康づくり対策が終わりを迎える1998
年頃には、生活習慣病は死因の６割にも達してお
り、健康寿命の延伸及び生活の質の向上の観点
から、生活習慣病予防の必要性は高まった。さ
らに、生活習慣病関連の医療費は、7兆5000億円
に達し、医療費適正化のためにも生活習慣病早
期発見、そして対策が大きく国民に求められた。
2014年の患者調査によると、最も患者数の多い
疾病は高血圧疾患、次いで歯周炎及び歯周疾患、
糖尿病、脂質異常症、う蝕、心疾患、悪性新生
物、脳血管疾患となっている。

また、厚生労働省2025年問題（４人に１人が　
65歳以上の高齢者となりうる）、さらに2050年

（令和32年）にはその割合が３人に１人になると

見込まれていたため、高齢化に伴い生活習慣病の
さらなる増加が懸念された。生活習慣病は生命を
奪うだけでなく、身体の機能や生活の質を低下さ
せ、「寝たきり」や「痴呆」等、要介護状態を招
くことが予測された。その根底には、メタボリッ
クシンドロームとしての肥満症、糖尿病、高血圧
症、高脂血症及びこれらの予備群、脳卒中や虚血
性心疾患、そしてがんなどがあげられている。が
ん、循環器疾患、糖尿病及びCOPD（慢性閉塞性
肺疾患）に対処するため、国は一次予防に重点を
置いた対策を推進するとともに、合併症の発症や
症状の進展等の重症化予防に重点を置いた対策を
推進することとなった。

【食生活の変遷】

生活習慣病の進展には食習慣が深く関わってい
る。日本の食糧事情は、戦後の復興の時代である
昭和から平成、令和と80年あまりを一気にかけ
ぬけてきた。世界各国が平均寿命を延ばしている
背景には、医薬品の開発、医療技術の進歩、環境
衛生の改善、乳幼児死亡率の低下、健康保険制度
の充実、栄養摂取の改善などがあげられている。
しかし、その中でも我が国が1945年の平均寿命
50歳の時代から毎年寿命を延ばし、1970年代に
世界最長寿国となって以来、今日までそれを維持
している食生活の背景は評価できるものがある。

分析によれば、我が国を世界最長寿国とした最
大の理由は、食生活にあるといえるといわれてい
る。具体的には、米、大豆、魚などを主食や主菜
としていること、エネルギー摂取量を大きく増加
させず、肉、卵などの良質たんぱく質の摂取量を
増やし、海藻、緑黄色野菜、根菜類などを常食し
ている、つまり、和食中心の食生活が影響してい
るといえるであろう。

しかし、近年の食生活の欧米化、食の簡便化、
精製・精白食品、調理済み食品、加工食品、外食
の増加そして習慣化によって、様々な疾病を引き
起こしている現状がある。飽食の時代と呼ばれる
現代は、個人的な理由ばかりでなく、忙しい現代
社会は食環境のみならず、家庭の食事スタイルに
も変化をもたらし、食の価値観を変えてしまっ
た。
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さらに、若年女性（20歳代）のやせの問題が
浮上している。この問題は1990年台初頭より、
BMI＜18.5の割合が20％に達し、その後も横ば
い傾向にある。若年層には朝食欠食も目立つ。平
成30年国民健康・栄養調査結果では、20 〜 50歳
代の女性のやせの者（BMI＜18.5㎏ /㎡）の割合
は、いずれの年齢階級も10％超であり、特に20
歳代では19.8％と報告されている７）。「健康日本
21（第二次）」では、若年女性のやせは骨量減少、
低出生体重児出産のリスク等との関連があること
が示されており、女性の痩身願望、小児から思春
期のBMIの増加不良問題解決に向けて、更に研
究が必要である。

【栄養素摂取量の変遷】

肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病、女
性のやせが増加していると報告されているもの
の、日本人のエネルギー摂取量は80年間で大き
く変動してはいない７）。（図３）

終戦間もない1946年（昭和21年）平均のエネ
ルギー摂取量は1903kcalであったが、2017年で
は1897kcalと横ばいが報告されている。エネル
ギーの摂りすぎが生活習慣病の増加を巻き起こし
たという表現には、いささか誤解が生じる。

では、エネルギー必要量の概念が変化し、肥
満、メタボリックシンドローム、糖尿病など生活
習慣病がエネルギー摂取量の影響でないならば、
では、いったいどのような食習慣の影響によるも
のだろうか。

戦後大きく変化したのは、動物性たんぱく質、
脂肪エネルギー比率である。脂肪エネルギー比率
は７％から４倍の28.6％まで増加し、その結果、
穀類エネルギー比率の低下を招いてきた。これか
らの食事摂取は、エネルギー摂取の問題よりも、
何の食物からエネルギーを得るか、改めて「量」
より「質」を論じることが重要とされてきてい
る。

栄養素
復興期 高度経済成長期 安定期・低経済成長期
1946 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2016

エネルギー 1903 2098 2104 2096 2184 2210 2188 2084 2088 2026 2042 1948 1904 1849 1889 1897 1900

たんぱく質 59.2 68.1 69.7 69.7 71.3 77.6 80 77.9 79 78.7 81.5 77.7 71.1 67.3 69.1 69.4 70.4

　　　　　動物性 10.5 17.6 22.3 24.7 28.5 34.2 38.9 39.2 40.1 41.4 44.4 41.7 38.3 36 37.3 37.8 38.9

脂質 14.7 18.3 20.3 24.7 36 46.5 52 54.4 56.9 56.9 59.9 57.4 53.9 53.7 57 59 59

　　　　　動物性 6.5 8.6 14.3 20.9 27.4 27.2 27.6 27.5 29.8 28.8 27.3 27.1 28.7 30 30

炭水化物 386 415 411 399 384 368 337 313 298 287 280 266 267 258 258 255 255

カルシウム 253 276 338 389 465 536 550 535 553 531 585 547 539 503 517 514 514

鉄 48 47 14 13 － － 13.4 13.1 10.8 11.1 11.8 11.3 8 7.4 7.6 7.5 7.5

ビタミンA 4640 2348 1084 1180 1324 1536 1602 1576 2188 2567 2840 2654 694 529 534 519 519

ビタミンB1 1.80 1.49 1.16 1.05 0.97 1.13 1.11 1.16 1.34 1.29 1.22 1.17 0.87 0.83 0.86 0.87 0.87

ビタミンB2 0.74 0.72 0.67 0.72 0.83 1.00 0.96 1.01 1.25 1.33 1.47 1.49 1.18 1.13 1.17 1.18 1.18

ビタミンC 173 101 76 75 78 96 117 107 128 120 135 128 106 90 98 94 94

食塩 － － － － － － 14.0 13.0 12.1 12.5 13.2 12.3 11.0 10.2 9.7 9.5 9.5

穀類エネルギー比率 81.1 79.1 78.1 76.1 70.3 66.6 61.6 60.1 57.1 56.7 40.7 41.4 42.2 42.5 41.2 53.9 53.9

脂肪エネルギー比率 7.0 7.9 8.7 10.6 14.8 18.9 21.4 23.5 24.5 25.3 26.4 26.5 25.5 25.9 26.9 28 28

図 3 栄養素摂取量の変遷
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【日本人の食事摂取基準2020年版】

１）策定の経緯８）

日本人の食事摂取基準は、健康増進法（平成
14年法律第103号）第16条の規定に基づき、国民
の健康の保持・増進を図る上で摂取することが望
ましいエネルギー及び栄養素の量の基準を定めた
ものである。厚生労働大臣がこの管轄にあたり、
５年ごとに改定を行なっている。

2020年版改訂のテーマは、「だれもがより長く
元気に活躍できる社会を目指し、高齢者のフレイ
ル予防のほか、若いうちからの生活習慣病予防に
対応」と記載されている８）。つまり、策定の目的
に「高齢者の低栄養・フレイル予防」が明確に追
加されたのである。内容としては、高齢社会の
更なる進展とその先の社会への対応を視野に入
れ、単に栄養の摂取ではなく、栄養に関連した身
体・代謝機能の低下回避の観点が重要視されてい
る。対象者の年齢区分も、高齢化社会を意識し
て、2015年版までは50歳以降が50 〜 69歳、70歳
以上と２区分だったものから、50 〜 64歳、65 〜
74歳、75歳以上と細分化された。また、2020年
版では、いわゆる健康食品やサプリメント由来の
エネルギーや栄養素も対象とされ、食事として経
口摂取されるものに含まれるエネルギーや栄養素
も含んで定義され、特に「たんぱく質」、「カルシ
ウム」、「ビタミンＤ」等にフレイル予防の記載が
追加され強調された。

２）エネルギー
日本人の食事摂取基準では2015年版から、エ

ネルギーの過不足の評価指標として、BMIを採
用することが発表された９）。エネルギーは、摂取
量に目を向けるだけではなく、消費量も考慮にい
れて「エネルギー収支バランス」の維持が課題と
されたためである。基本理念としては、エネル
ギー摂取量がエネルギー消費量を上回る状態が続
けば体重は増加し、逆に、エネルギー消費量がエ
ネルギー摂取量を上回る状態では体重が減少す
る。食べる量を制限するのではなく、食べた量が
多かった日は、運動で消費すればよいことにな
る。したがって、いったいどれくらいのエネル
ギーが必要量なのかという疑問には、無視できな

い個人間差が要因として多数存在するため、性、
年齢、身体活動レベル別に単一の値として示すの
は困難と判断され、見送られた。

また、健康の保持増進、生活習慣病予防の観点
からは、エネルギー摂取量を過不足なく充足する
だけでは不十分であり、望ましいBMIを維持す
ることが重要とされ、BMIの目標が策定された。
18 〜 49歳では、18.5 〜 24.9、一方、高齢者で
は、フレイル予防及び生活習慣病の発症予防の両
方に配慮する必要があることも踏まえ、目標とす
るBMIの範囲は65歳以上21.5 〜 24.9と高齢者に
はBMIの下限が緩やかに設定された。

３）たんぱく質
たんぱく質は、ほかの栄養素から体内で合成で

きず、必ず摂取しなければならない栄養素であ
る。その機能は、酵素やホルモンとして代謝を調
節し、ヘモグロビン、アルブミン、トランスフェ
リン、アポリポたんぱく質などは能動輸送に関与
し、γ－グロブリンは抗体として生体防御に働い
ている。たんぱく質を構成するアミノ酸は20種
で、その20種のうち、11種を他のアミノ酸又は
中間代謝物から合成することができるが、それ
以外の９種は食事から直接に摂取しなければな
らず、それらは不可欠アミノ酸（必須アミノ酸）
と呼ばれている。不可欠アミノ酸はヒスチジン、
イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、
フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファ
ン、バリンである。今回の改定では、たんぱく質
維持必要量は、0.65から男女共全年齢区分で同一
の0.66に変更された。

2020年 版 で は、18 〜 49歳 の 目 標 量 は13 〜
20％エネルギーに対して、50 〜 64歳では14 〜
20％エネルギー、65歳以上では15 〜 20％エネル
ギーと、年齢があがるにつれてたんぱく質を多め
に設定されている。

また、たんぱく質の摂取不足が最も直接的に、
そして、量的に強い影響を及ぼし得ると考えられ
る疾患は高齢者におけるフレイル（frailty）及び
サルコペニア（sarcopenia）である。そのため特
に、高齢者の低栄養予防・フレイル予防の記載が
追加された。習慣的なたんぱく質摂取量とフレイ
ルの発症率又は罹患率との関連を検討した観察疫
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学研究（横断研究及びコホート研究）のメタ・ア
ナリシスは、観察集団内における相対的なたんぱ
く質摂取量が多いほどフレイルの発症率又は罹患
率が低い傾向があると結論している10，11）。　高
齢者を対象としてたんぱく質摂取量とその後の身
体機能の変化との関連を検討したコホート研究の
メタ・アナリシスでは、解析対象にできた研究数
が少なかった（合計７研究。サブ・アナリシス　
では２研究又は３研究）ために結論を出すのは難
しいが、追跡開始時におけるたんぱく質摂取量が
0.8ｇ/㎏体重/日だった群に比べて1.0ｇ/㎏体重/
日未満だった群では、追跡完了時における下肢身
体能力が有意に高かったと報告している12）。

その一方で、たんぱく質をサプリメントで負荷
した場合の筋肉重量、筋力、生活能力（歩行速度
及び椅子からの立ち上がり回数）への効果を検討
した無作為割付比較試験のメタ・アナリシスで
は、　筋力トレーニングをせずにサプリメントを
負荷した研究、筋力トレーニングをしながらサプ
リメントを負荷した研究のいずれでも、筋肉重
量、筋力、生活能力のいずれにおいても有意な効
果は認められなかった。ただし、これらの研究で
は対象者のサプリメント負荷前の食事からのたん
ぱく質摂取量が平均として1.1 〜 1.2ｇ/㎏体重/日
であり、たんぱく質をこれ以上負荷しても更なる
効果は期待できない可能性が考えられた13）。

フレイルについては、現在のところ世界的に統
一された概念は存在していないが、今回の食事摂
取基準においては、食事摂取基準の対象範囲を踏
まえ、フレイルを健康状態と要介護状態の中間的
な段階に位置づける考え方が採用された。よっ
て、フレイル及びサルコペニアの発症予防を考慮
し、50歳以上の目標量の下限値が13％エネルギー
比から15％エネルギー比に引き上げられている。

しかし、フレイル改善のためのたんぱく質の
「量」については、論文が少ないため、明確な結
論は出ていない。その理由としては、フレイル又
はサルコペニアを有する高齢者を対象として、運
動、たんぱく質の両方を負荷して、筋肉量、筋機
能等の改善を検討した介入試験は相当数存在する　
14）。しかし、これらの研究のメタ・アナリシスで
は、body mass、握力などの増強は認めているが、
これらが運動負荷によるものか、たんぱく質負荷

によるものか、両者の相乗的な効果なのかは明ら
かにはできなかった15）。また、たんぱく質の負荷
量は報告されていても、食事からのたんぱく質摂
取量は報告されていないために、総たんぱく質摂
取量は不明であった。そのために、フレイルを改
善させ得るためのたんぱく質摂取量がいくらであ
るかは明らかになっていない。

一方、既にフレイル又はプレフレイルの状態に
ある高齢者を対象とした介入試験では、1.5ｇ/㎏
体重/日のたんぱく質摂取量は、0.8ｇ/㎏体重/日
のたんぱく質摂取量に比べて有意に筋肉量や身体
機能を改善させたとする報告もある16）。このよ
うに、研究数、研究の質ともにまだ十分でなく、
2020年版ではフレイルを改善させるための「量」
に関して結論を出すことはできなかったようであ
る。

そうは言っても、長期的なたんぱく質不足によ
るフレイルは、筋肉のみならず、内臓の修復、歯
茎の状態、歯肉炎の回復にも影響する。口腔内環
境は、脳、肺炎、心臓、糖尿病、骨、ひいては早
産、低体重児出産など全身疾患へ発展する。高齢
者においては、口の周りの筋肉の衰えなど、オー
ラルフレイルが要介護へと発展する可能性もあ
る。たんぱく質は大きく動物性（魚、肉、卵、乳
製品）と植物性（大豆製品、穀類由来）に区分さ
れることから、「量」のみに囚われず、「質」も考
慮に入れた食生活を心掛けるべきである。

４）カルシウム
カルシウムは、体重の１〜２％を占め、その

99％は骨及び歯に存在し、残りの約１％は血液
や組織液、細胞に含まれている。血液中のカル
シウム濃度は、比較的狭い範囲（8.5 〜 10.4㎎ /
dL）に保たれており、濃度が低下すると、副甲
状腺ホルモンの分泌が増加し、主に骨からカルシ
ウムが溶け出し、元の濃度に戻る。したがって、
副甲状腺ホルモンが高い状態が続くと、骨からの
カルシウムの溶出が大きくなり、骨の粗鬆化を引
き起こすこととなる。骨は、吸収（骨からのカル
シウムなどの溶出）と形成　（骨へのカルシウム
などの沈着）を常に繰り返しており、成長期には
骨形成が骨吸収を上回り、骨量は増加する。カル
シウムの欠乏により、骨粗鬆症、高血圧、動脈硬
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化などを招くことがある。
したがって、30 〜 74歳の男性では、推定平均

必要量600㎎ /日、推奨量750㎎ /日、女性でも推
定平均必要量550㎎ /日、推奨量650ｍｇとされた。
さらに75歳以上では、男性推定平均必要量600㎎
/日、推奨量700㎎ /日、女性では推定平均必要量
500㎎ /日、推奨量600㎎と男女とも引き上げられ
た。

カルシウムの必要量の生体への影響としては、
骨や歯の健康が重要である。カルシウム摂取量と
骨量、骨密度、骨折との関係を検討した疫学研究
をまとめたメタ・アナリシスによると、摂取量と
骨量、骨密度との間には多くの研究で有意な関連
が認められている17，18，19）。カルシウム摂取量と
骨折発生率との関連を検討した我が国で行われた
疫学研究では、有意な関連　（摂取量が少ない集
団での発生率の増加）が認められているが20）、世
界各地の研究をまとめたメタ・アナリシスでは、
摂取量と発生率の間に意味のある関連は認められ
なかった21）。このように、　疫学研究の結果は必
ずしも一致していない。また、カルシウムの摂取
と高血圧や肥満など生活習慣病との負の関連が報
告されているが、カルシウム摂取による予防効果
は確立されているとは言えず22）、現時点では、骨
や歯の健康以外を生体指標としてカルシウムの必
要量を決めるのは尚早であると考えられる。

カルシウムは、骨や歯の健康を通して、フレイ
ルに関係すると考えられる。カルシウムの摂取量
と骨粗鬆症、骨折との関連を検討した疫学研究は
多数存在するものの、その結果は必ずしも一致し
ていない。現在の必要量の算出方法は、高齢者で
は骨量の維持を考慮したものとはなっていない
が、現時点でフレイル予防のための量を設定する
には、科学的根拠が不足していると報告された。

５）ビタミンＤ
天然にビタミンＤ活性を有する化合物として、

キノコ類に含まれるビタミンD2（エルゴカルシ
フェロール）と魚肉及び魚類肝臓に含まれるビタ
ミンD3（コレカルシフェロール）に分類される。

ビタミンＤは、肝臓で25─ヒドロキシビタミ
ンＤに代謝され、続いて腎臓で活性型である1α，　
25─ジヒドロキシビタミンＤに代謝される。1

α，25─ジヒドロキシビタミンＤは、標的細胞
の核内に存在するビタミンＤ受容体と結合し、ビ
タミンＤ依存性たんぱく質の遺伝子発現を誘導す
る。ビタミンＤの主な作用は、ビタミンＤ依存性
たんぱく質の働きを介して、腸管や肝臓でカルシ
ウムとリンの吸収を促進することである。骨は、
コラーゲンを中心としたたんぱく質の枠組みの
上　に、リン酸カルシウムが沈着（石灰化）して
形成される。ビタミンＤが欠乏すると、石灰化障
害（小児ではくる病、成人では骨軟化症）がおこ
る。欠乏よりは軽度の不足であっても、　腸管か
らのカルシウム吸収の低下と腎臓でのカルシウム
再吸収が低下し、低カルシウム血症となる。これ
に伴い二次性副甲状腺機能亢進症が惹起され、骨
吸収が亢進し、骨粗鬆症及び骨折のリスクとなる
ことから、成人、特に高齢者において、ビタミン
Ｄ欠乏とはいえないビタミンＤ不足の状態であっ
ても、それが長期にわたって続くと、骨粗鬆症性
骨折のリスクが高まる。

食事摂取基準2020年版では、従来の18歳以上
の目安量である5.5㎍ /日から8.5㎍ /日に引き上げ
られた。なぜなら、高齢者では、骨粗鬆症により
種々の部位の骨折リスクが高まり、ビタミンＤ不
足は、特に大腿骨近位部骨折を含む、非椎体骨折
のリスクを増加させる23）。これらの骨折は、特に
高齢者において発生する23）。ビタミンＤが不足状
態にある例は、高齢者で特に多いことが日本人で
も報告されている24，25）。

しかし今回、明確に「フレイル予防を目的とし
た量」を設定するには科学的根拠がないと報告
された。ビタミンＤは、食品からの摂取以外に
も、紫外線の作用下で皮膚においても産生される
ことから、ビタミンＤ摂取量と骨の健康維持に関
しては、量・反応関係を示す科学的根拠に欠ける
が、血清25─ヒドロキシビタミンＤ濃度は、食
品からの摂取と紫外線による産生を合わせた設定
となった。このように、日照により皮膚でビタミ
ンＤが産生されることを踏まえ、フレイル予防を
図る者は、日常生活において可能な範囲内での適
度な日光浴を心掛け、ビタミンＤの摂取について
は、日照時間を考慮に入れることが重要であると
結論づけられている。
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６）ビタミンＣ
ビタミンＣは、皮膚や細胞のコラーゲンの合成

に必須である。ビタミンＣが欠乏すると、コラー
ゲン合成ができないので血管がもろくなり出血傾
向となり、壊血病となる。症状は、　疲労倦怠、
いらいらする、顔色が悪い、皮下や歯茎からの出
血、貧血、筋肉減少、心臓障害、呼吸　困難など
である。また、ビタミンＣは、抗酸化作用があ
り、生体内でビタミンＥと協力して活性酸素を消
去して細胞を保護している。

通常の食品で可食部100ｇ当たりのビタミン
Ｃ含量が100㎎を超える食品が少し存在するが、　
通常の食品を摂取している者で、過剰摂取による
健康障害が発現したという報告は見当たらない。
つまり、健康な者がサプリメント等によりビタミ
ンＣを過剰に摂取しても消化管からの吸収率が
低下し、尿中排泄量が増加することから26，27，28）、
ビタミンＣは広い摂取範囲で安全と考えられて
いる29）。しかし、ビタミンＣの摂取量と血液中濃
度、体外排泄を検討した研究から、1ｇ/日以上を
摂取する意味はないことが示されている27，30，31）。
種々の疾病発症に対するビタミンＣサプリメント
の有益な効果はいまだ明確になっていない32）。そ
うは言っても喫煙者は、非喫煙者よりもビタミン
Ｃの必要性が高く33）、同様のことは受動喫煙者で
も認められている34，35）。該当者は、まず禁煙が
基本的対応であることを認識し、同年代の推奨量
以上にビタミンＣを摂取することが推奨されてい
る。

【オーラルフレイル】

生活習慣病予防の効果などにより、日本は世界
に冠たる長寿国となったが、さらに近年では、そ
の長さだけでなく健康寿命に注目が集まってい
る。健康寿命の延伸のためには要介護の原因予防
が重要視され、平成18年から老年症候群の予防
を目的とした介護予防サービスが開始された。同
時に、オーラルヘルスと健康寿命との関係が注目
され始めた。高齢者では口腔機能が低下すると、
経管栄養の有無にかかわらず、認知機能の低下や
全身のフレイルを招きやすいことが知られてい
る。

オーラルフレイル概念の作成は、　平成25年度
厚生労働省老人保健健康増進等事業「食（栄養）
および口腔機能に着目した加齢　症候群の概念の
確立と介護予防（虚弱化予防）から要介護状態に
至る口腔ケアの包括的対策の構築に関する研究」
36）で設置されたワーキンググループで提唱され、
オーラルフレイルの概念図が作成された37）。オー
ラルフレイルとは、口に関するささいな衰えを放
置したり、適切な対応を行わないままにしたりす
ることで、口の機能低下、食べる機能さらには心
身の機能低下まで繫がる負の連鎖が生じてしまう
ことに対して警鐘を鳴らした概念とされ、４つの
フェーズ　「社会性/心のフレイル期」　、「栄養面
のフレイル（オーラルフレイル）期」、「身体面の
フレイル期」、「重度フレイル期」に大別され構成
されている38）。

【終わりに】

近年では、人生100歳時代を迎えるにあたり、
口腔の健康な人が増え、生涯を通じた口腔の健康
を皆が考えるとともに、「口腔の健康」から「全
身の健康」を獲得できる時代となった。不老長寿
を願う先には、加齢にともない低下する「運動機
能」、「栄養状態」、「高次生活機能」を維持するこ
とがカギとなる。しかしこれらは、専門家の基準
はあるものの、本人がその低下を自覚し難く、潜
在的にいつの間にか低下することが多く、家族が
その低下を確認した段階では回復が困難な状態ま
で進んでしまっていることが多い。高齢になる
と、残存歯数や咀嚼力、嚥下機能、咬合支持も含
めた歯科口腔機能は、知らないうちに食欲減退に
繫がってしまう危険性も高い。

口腔機能の衰えは内臓機能の衰えでもある。東
京医科歯科大学の研究グループは、経口栄養と口
腔内および腸内細菌叢との関連を細菌学的に検討
した研究を発表した39）。腸内細菌叢がさまざまな
疾患に影響することはすでに知られているが、経
口栄養が、全身の健康の維持にも重要であること
を細菌学的な見地から示した意義のある成果とい
える。また、東京都健康長寿医療センター研究所
は、甲状腺からのホルモン分泌が、自律神経に
よって調節されることを発表した。咽頭を刺激す
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【資格】� 管理栄養士・障害科学博士・スポーツ科学修士・糖尿病療養指導士
� 東北大学医学部　非常勤講師
� 宮城高等歯科衛生士学院　非常勤講師
� 東北大学大学院医学系研究科機能医科学講座　非常勤講師
� 宮城学院女子大学生活科学部食品栄養学科　非常勤講師
【学歴】� 昭和58年　宮城学院女子大学学芸学部家政学科管理栄養士専攻卒業
� 平成14年　仙台大学大学院スポーツ科学研究科修士課程健康科学領域修了
� 平成17年　東北大学大学院医学系研究科（障害科学専攻）博士後期3年の課程修了
【学会活動】
� 日本栄養改善学会、日本栄養士会、宮城県栄養士会、宮城県公衆衛生学会、日本栄養・
� 食糧学会、日本公衆衛生学会、日本体力医学会、日本病態栄養学会（評議委員）、
� 日本高血圧学会、日本腎臓学会、学校保健学会、心臓リハビリテーション学会、
� 日本糖尿病学会
【地域食育活動】
� 宮城県食育推進会議委員（会長）
� 加美町食育推進検討会議委員（会長）
� 女川町食育推進会議委員（会長）
� 宮城県「第2次みやぎ21健康プラン」有職者ワーキング委員
� 大崎市健康増進計画策定委員（委員長）

略　歴
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OPINION
オピニオン

歯科医師・NPO 恒志会常務理事　緒方　 守

『我が一元論』
（その一）

Mamoru Ogata

切っ掛け

一元論を機関誌に書いてくれと言われたのは平
成31年のはじめと思うが、沖先生からの依頼で
あった。思うにその頃、当「恒志会」の機関誌に
も登場したことのある橋口邦夫先生がメール上
で、盛んに歯科大の教育カリキュラムの中で脳カ
リキュラムを取り入れるべきと主張し、福岡歯科
大の田中健藏先生亡き後、「一元論」を世の中に
振起し、それを小冊子にして発表し、歯学部の教
育をまず脳から始めるべしと大学人や知人に呼び
掛け、業界にも出版応募に精を出していた時期で
あった。そこで盛んに顔の広い沖先生にも力を貸
して欲しいとメール上で呼び掛けていた。恒志会
機関誌に掲載も呼び掛けていたので、その前に私
に一元論を書かないかと沖先生からの呼び掛けが
あった。で、書こうとした矢先に土居先生から恒
志会を解散することにしたらどうかとの提案があ
り、それどころではなくなったという経緯があ
る。

令和に改元した直後の５月26日に開催された
NPO法人恒志会総会の日にその提案はなされた。
だから、１年以上を経て、書き始めているが、そ
の間あれこれと一元論について考えてはいた。

第二次健康日本21（平成24年７月）の指針
は歯科大学の思惑を超えている

その彼の悲願は今も続いているが、私自身はそ
の小冊子の原稿は見てないが世の中の風潮は、歯

科が医科に吸収されるか、歯科が医科の分野にな
だれ込んでいくのかは別として、厚労省の「健康
日本21」の指針９つの中の６番目に「歯の健康」
があげられていることからも解かるように、確実
に一元の方向に向かっていることは理解できる。
ただ、大学の教育がその動きに対応出来るかどう
かだ。７、８、９番目の医科の担当分野の先に歯
科が挙げられていることの意味は、大学人よりも
また大衆よりも先に、この国を動かそうとしてい
る官僚をはじめとする政治勢力の中に歯科を理解
する者が存在している証拠でもある。

「一元論」の雄、田中健藏先生の動き

田中健藏先生が、現行の単位制の法規制の中で
いかにして歯学部教育のカリキュラムを一元化の
方向へもっていくかに苦労されていたことを知っ
ている。晩年は歯科を外して学校名まで変えよう
とされていたが、文科省は既存の大学人の考慮も
せねばならず、簡単には許可は下せず、歯科界の
考えを聞いてくれということになった。果たし
て、歯科界はどのような動きをしたかと云えば、
日本口腔外科学会の機関誌を見れば、当学会は学
校名を検討する機関ではないとの回答を寄越すに
とどめ、この田中健藏先生の問題提起に真っ向か
ら取り組もうとはしなかったことでも解かる。

平成28年（2016年）10月に田中健藏先生の率
いる福岡歯科大学の企画の下に第23回日本歯科
医学会総会が開催されたが、その４年前の平成
24年に恒志会創健フォーラムの５回目を記念し
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て沖先生が企画して、田中健藏先生に講演してい
ただいた。しかし、田中先生ご自身は歯科医学会
総会前年の平成27年（2015年）の紀元節当日に
逝去された。総会に向けて情熱と全精力を傾けて
いたことを知っている親族の方は、亡くなった本
人が一番驚いているだろうと語っていたぐらい、
本人も周りも晴天の霹靂だった。総会は４年に１
度開催されることが慣わしだったが、そのお鉢が
福岡歯科大にどうだと打診して来たのが、我々の
第５回創健フォーラムの直前だった。控室で田中
先生は何故九州で初めての総会が公立の九州大学
や九州歯科大でなく、それら伝統校を出し抜いて
新興の私立福岡歯科大に回って来たのかなと発言
されていたが、この総会開催には体裁をととのえ
るためには莫大な費用が掛かる。それを担当校は
工面せねばならず、福岡歯科大を潰してしまえと
いう勢力と九州大学という元帝國大の総長に花を
持たせるというよりも「健康日本21第２次計画」
が出された年でもあるので、田中先生ならやって
くれるだろうという勢力の思惑が働いていたと想
像出来るが、やはりターゲットにされたのは、日
ごろからの田中健藏先生の「一元論」の本気度だ
ろうと思う。

当番校を誰がどこで決めるのかさっぱり分らな
いが、福岡（歯科）学園の理事長が田中健藏先生
で無かったら、当番校に福岡歯科大が選ばれるこ
とは無かっただろうとは容易に想像できる。

日本の公立大歯学部及び私立歯科大の思惑

日本歯科医学会の会長は住友雅人先生だが、出
身校は日本歯科大である。中原市五郎先生から始
まる中原一族が運営してきた学校であるが、その
創始者の高邁な精神と理想に燃えて、私財を投げ
打ってきた歴史から考えると、歯科に対する誇り
と伝統を保持せねばとの自負は並大抵のものでは
ないだろうと容易に想像できる。沖先生はその学
校の出身者で、茨城県に来た日本歯科大関係者の
講師の方に沖先生の名前を出したら知らない人が
居ないほどだったから、やはり、沖先生という人
は日本歯科大にとって貴重な人だったのだろう。
その沖先生が言うには、中原泉先生は一元論に対
し警戒していて、容易に田中先生の主張には同調

しないだろうとのことだった。たしかに、医科歯
科一元論は歯科単科大学は不要との論に発展しか
ねない。

フォーラムの控室で当番校を引き受けてみよう
と思うと付き添いの方にも意思表明された田中先
生だったが、一番の懸念は資金集めだが、その時
点で億単位の資金を都合つけるという自信があっ
たのではと思う。というのは、田中先生の葬儀当
日に、土居理事長と沖先生と３人で福岡に飛んだ
がその葬儀の献花の多さは半端でなく、福岡一の
大きな葬儀場の外までぐるりと飾られていたこと
から解かった。その人脈は歯科界など問題になら
ない多種多様な業界からのものだったし、土居先
生が乗ったタクシーの運転手が、「今日はなにご
とがあったのですか？こんなの初めて見た。」と
語っていたと言うから、よほど色んな方々に恩義
を感じさせていた一生だったのだろう。国会の忙
しい中、麻生太郎副総理兼財務大臣も、一番最初
に弔辞を述べて、すぐ国会へ戻ったが、消費税導
入の際の知事選挙で麻生が担ぎ出した田中健藏先
生が落選された時、一片の不平も愚痴も言わず、
その責は自分にあるとされた人柄に感化されたと
の思いを述べていた。沖先生共々、我々恒志会が
初めて田中先生とお会いした時、「何故か、麻生
大臣が僕の言うことをよく聞くので、僕を利用し
て政治を動かしてもよい」とおっしゃっていた
が、その何故かの理由が分かった。
「日本会議」の福岡で活動していた者も、今日

九州の「日本会議」があるのは、田中先生のお陰
だと断言していたので、その人柄はやはり勲一等
だったのであろう。温和で柔和なもの静かな口調
でアジテーター的な要素を一片たりとも見せな
かったが、医科歯科統合の口腔医学のその奥にも
う一つの更なる目標があった大正末期生まれの日
本人であった。今、生きていたら97歳である。

その翌年の歯科医学会総会の当日は、どのよう
に田中先生の遺志が継がれていくのか、福岡歯科
大の今後と共に興味あった。福岡学園（田中先生
は大学の名称変更は出来なかったが、学校法人の
名は福岡歯科学園から歯科を除いて福岡学園に改
称）の理事長は九大の病院長を経て、九大の副理
事長に就任していた水田祥代先生が就いた。これ
には驚いたが、同大学の同窓生に聞くと、自分の
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後任を水田先生と決めたのは田中先生ご自身だっ
たとのことである。九州大の医学部出身者が、一
元論としての「口腔医学」を本気で理解して、田
中先生の情熱を継承していけるだろうかと疑問に
感じていたが、歯医者の方が一元だの二元だのと
言っているだけで、医者にとってみれば、人間の
病気を治すのは、一元に決まっているが、ただ
我々は歯科医学の教育をせいぜい６年間で１〜２
週間しか習ってないので、削ったり、抜いたりし
て修復する技術屋の歯科医は、こちらの要求にも
のつくりとして存在してくれたらいいよという
程度だと思う。SAT（つくばサイエンス・アカデ
ミー）の交流会の講演の中で東大の医学部のカリ
キュラムを作成する医学部出身の副学長に何故歯
学部を東大に作らないのか尋ねたら、「えっ、歯
科ですか？」と、本当にキョトンとしていた。歯
科がどの程度全身に大切か考えたこともないと
言った表情だった。国民が歯科医を見る目は、当
時日本医師会に君臨していた武見太郎が「歯の
110番」の時代に、金属を変えるだけで、歯科治
療費が何十倍も高くなるのはおかしいと発言して
いたが、その通りだと国民の誰もが思うだろう。
で、歯科医は保険の評価が低すぎるから、その技
術評価を補うために保険のきかない貴金属で保険
評価から切り離し、そこで適正な評価を下してい
るのだと言い訳をしてきたが、こう税金で賄う総
医療費と虫歯の数と歯科医の数のバランスが変化
してくると、そんな手法がいつまでも通用すると
はとても考えにくい。今も「歯の110番」時代の
メタルボンドがインプラントに変わっただけで、
国民の歯科医を見る目は大して変わっていないと
思う。

田中先生亡き後は、福岡歯科大は「一元論」の
言挙げのトーンを下げ、「口腔医学」の文字が
キャッチフレーズとして前面に出る筈の歯科医学
会総会では、次第にその旗を降ろしてしまった。

福岡歯科大の先生方の名刺には「口腔医学」の
文字は残っていても熱心にそれを語る人を知らな
い。総会当日、田中先生の下で総会の企画を準備
してきた北村憲司前学長にお会いしたので、「口
腔医学」の旗を次第に降ろしてしまったのは何故
かお聞きした。先生もその認識は持っておられ、
その換わりに発表されるテーマは「口腔医学」に

関するものを、優先的に意識的にとり上げてきた
と答えられた。プログラムを見て、成る程なと思
えた。恐らく圧力が掛かり、名は捨てても実質的
なものはこっちで戴いてしまえという戦術を用い
たのだろう。歯科は二元で行けという中原御大の
意向が日本歯科医学会の方針であるということが
垣間見える。

一方公立の動きはと言うと、国立大の東京医科
歯科大の元を創設したのは東大の医科から飛び出
た島峰徹先生だが、島峰先生は終戦の直前の昭和
20年２月に他界されている。その東大を飛び出
して作った専門学校を継承したのが、やはり東大
から飛び出した長尾優先生である。

長尾先生は、この専門学校が戦後大学に昇格し
た時の初代学長に就任している。長尾優先生は留
学先のアメリカの補綴学を取り入れ、日本の二元
論哲学の生みの親ともいうべき歯科教育を実践さ
れた。ただアメリカと日本の医学では歴史が違い
過ぎる。西洋の近代医学ではもともと医者は一元
なので、医者の教育を受けた者が歯医者になるの
は当たり前のことで、歯医者は医科と歯科のダブ
ル教育を受けていなければならない。医科歯科大
の教授に就任するものはダブルライセンスを持っ
た者がなるということが当初の医科歯科大の常識
であった。

中国から医科歯科大に留学してきた歯科医に尋
ねたら、中国も西洋の医学教育を取り入れ、最初
は医学生として教育を受け、専門に別れる最後の
２年間で医学部のトップ50人が歯科に進学して
いるとの答えだった。こんな教育を受けた中から
は、先の東大医学部のカリキュラムを作成する医
学部出身の副学長など出てこないであろう。

筑波大の歯科口腔外科に在籍した歯科医が国費
で西洋に留学しているが、あちらでは口腔外科医
は当然ダブルライセンスを持っているので、日本
人も同じだろうと考えて扱われるので戸惑うと報
告発表していたが、それも頷ける。それほど、我
が国の近代医学教育は先進国の制度から見れば歪
んでいる。

島峰徹先生のことを医科歯科大の同窓会雑誌に
連載投稿されていた大先輩に群馬県の村上徹先生
がいたので、田中先生が我々のフォーラムで講演
されることになったので、面識は無かったが、案
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内を出してみた。すると田中先生の一元論はよく
存じていたので、一度お目にかかりたいと思って
いたからと参加されてきた。その大先輩が日本の
歯科医学教育の間違いの、その諸悪の根源は長尾
優だとはっきり言われるので驚いたが、それは補
綴を歯科の本髄だと発想し、医科に出来ない補綴
を強調し、日本の歯科医学教育を補綴など物つく
りの中心にし、二元教育を不動のものにしたこと
を言わんとしているのではないかなと愚推してい
るが、何故長尾優先生が諸悪の根源だと言い切る
のかを村上先生の論文では私は不勉強で知らな
い。ちなみに村上先生は片山先生のことをまった
く存じてなかった。

二元は三元の時代になり、 
臨床現場は多職種連携となった

田中先生の一元論としての口腔医学の理念は福
岡歯科大では、付属病院や付属学校に残されてい
るが、「一元論」という言葉は死語に等しくなり、
今は一元論の代わりに出て来た「医科歯科連携」
の用語は歯科界だけの用語になり、この数年は医
療を取り巻く業界は「多職種連携」という標語に
置き換わってきている。

一元は医科と歯科の二元の統一を意味していた
が、薬学部が臨床に携わる薬剤師の教育に６年制
を導入することとなり、今や医科教育は医科歯科
薬学の三元の時代に突入している。

三元教育をどうコントロールしていくかが薬剤
師を含めて臨床医をどう育てていくかの文科省の
課題となるだろうし、それよりも増して今や医療

の現場はコロナ騒動が持ち上がり、世界中を挙げ
ててんやわんやとなっている現状では、医療体制
と医学教育をどう導くべきか、その根本となる哲
学をどう確立して行くかの方が最大の課題になる
ことは間違いないように思える。

もう、従来の一元論では既成勢力の思惑が強
く、それをクリアするには時間が無いし、その努
力は時間の無駄だと思うに至った。

その哲学を究めるには大学のカリキュラムなど
に関わって行くよりも、開業医は開業医としての
道を極めて行く方が手っ取り早い様に思える。恐
らく、医学教育は教育現場から変わるのでなく、
臨床の現場から変わる時代に突入したものと考え
た方が得策である。

言い換えれば、歯科医学教育は開業歯科医から
変わって行くということであり、その哲学は開業
歯科医から生まれるのではないかということを意
味している。学問が臨床をリードするのでなく、
こう情報が手に入れやすい時代になると、現場の
臨床が学問をリードする時代に突入してきたので
はないか？

もう、米国からの輸入医学でなく、臨床現場か
らの翻訳で無い現実の医療が世の中を救済する時
代に変わっているのだと思う。特に歯科臨床には
日本を救う可能性の哲学を有していると思える。

その答えは既に片山という人物が出している。
　「原因除去」と「長持ち」という片山二大用語
の落とし穴を思考することから、それは始まる。

 以上「我が一元論（その一）」
 令和２年８月15日記



30

Ｑ　まず、先生の言葉としての「メインテナンス=療養」という
お話からうかがいたいのですが………
片山　メインテナンスは、術後の状態保存といった意味で、歯周
病の種々の処置を行った段階で、その都度メインテナンスの科目
が浮かび出てくる。その目標に向かってやらなければならないこ
とを、まちがいなく続けてやらせるのがメインテナンスだと考え
ている。Goldmanもメインテナンスは治療の最初のその日から
始まるのだということを明言しているように、こうしなければと
いうことを注意し、指導した。それが守られている、ということ
だろう。決して処置がすんだ時点からそれが始まるものではな
い。

いまから20数年前、その点を強調して「メインテナンス」と
いうことの重要性を提起しました。メインテナンスを医療者（主
治医）の指示を、守り行う病人の回復行動、という意味として、

「療養」と文字に訳して歯科医療の中に入れて行ったのは私が初
めてだったわけですね。

メインテナンスは治療の
最初から

Editor's Voice 歯科臨床診断について、先生からお話いただい
ているいくつかのことがらが、どうしても必要な内容だとは思う
のですが、いざそのうちの何がと問われますと、明確にこたえら
れず、自分自身も歯がゆい思いをしております。今日は歯科治療
の中の原因除去療法とはどういうことか、治癒の考え方やとらえ
方、モチベーション、健康観、予防の考え方などが質問のメイン
になるかと思いますが、先生のお話は、いつも前回お聞きしたと
きよりも、多くのことで意味が深まり新しい概念が追加されて，
新たな感動を覚えるのがつねですので、あまりテーマを限定せず
にうかがいたいと思います。

 聞き手／斉藤純一（山形市）、藤村三良（盛岡市）、宮地建夫

歯科疾患治療原論と臨床診断
　　　　　　　　　　　　　　　　　　片山　恒夫

Ⅰ．メインテナンスをめぐって�

DENTAL MOOK 
現代の歯科臨床 9  臨床診断  より

医療における
「大悲」と「大慈」

歯科疾患治療原論と
臨床診断

1987　医歯薬出版

I n t e r v i e w
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具体的には、第一に適切なブラッシングということになるが、
齲蝕予防を目的とするのではなく、ある時期にはそれだけで十分
治ってしまう効力をもっている歯周病治療のもっとも基本的な治
療方法の一つである、病因除去の処置で、しかしブラッシングは
歯医者の手でだけするわけではない。やはり患者自らが手を動か
すわけで、そのことからすると、医者の治療の一部を患者に委託
して、患者がその治療を代行していることになる。しかし、患者
が治療するといってもいわゆる家庭療法とはちがう。｢家庭療法｣
といわれているのは、患者白身がこうやるべきだと考えてやるも
ので、医者の指示によるものではない。「療養｣ は、この病状で
あればこうすべきだということを医者が処方し、指示して、患者
がそれを守っていく。けれどその場が職場だったり家庭だったり
で医院の中ではない。そこで医療参加ということが出てくるわけ
です。治療の一部を患者に分担させて治療に参加させる。その成
否が治療効果のほとんどを支配していくものだと考えた。

Ｑ　治療の最初からメインテナンスが続くということは、現在は
イニシャルプレパレーションなどという言葉で、おもな治療処置

（アクティブセラピー）以前のブラッシングという言葉におきか
えていますが、はじめからメインテナンスあるいは療養とよんだ
ほうがいいのだということになりますね。
片山　イニシャルプレパレーションの中では、ブラッシングは
フィジオセラピーの中の一つに位置づける。ブラッシングは歯周
治療の中ではセラピーだと、はっきり頭にはいった人で初めてイ
ニシャルプレパレーションの中で、フィジオセラピーの重要性が
わかってくる。
Ｑ　治療が終わったあとには今度はセラピーではなくなってき
て、そのときにはブラッシングの処方も変わるということなんで
すか。
片山　もちろん。けれどもやはりそれはフィジオセラピーであ
る。だから一般にいわれている、“治療の終わり”は、医師の手が
働いての治療、つまりアクティブセラピーの終わりをいうので、
全体の治療終了を意味しているのではない。アクティブセラピー
という医者の手でする治療がすんだあと、患者の療養のみに委
ね、治癒を待つ時期が続く。アクティブセラピーと同等に非常に
重要な治療としてのフィジオセラピーはまだ続いていく。だから
フィジオセラピーというのは、初めからおしまいまで続く。

では、アクティブセラピーという、医者がいかにも治療のよう
にしてやっていることは何かというと、それこそがプレパレー
ション、準備処置だ。

イニシャルプレパレーションという言葉を使ったのはなぜなの
かというと、その中でも一番大事なフィジオセラピーを進めて治

家庭療法は療養ではない

指示されたブラッシングは
セラピーの処方

フィジオセラビーは初めから
終わりまで

フィジオセラピーと
プレパレーション
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癒にもっていくためのプレパレーション。だが往々にして手術のため
のプレパレーションと考える、そこのところをまちがえるのです。
Ｑ　そういうことからいうと、歯周治療の場合、たとえばイン
レーやクラウン、パーシャルデンチャーを入れるのもプレパレー
ションの一環で、それはセラピーが行われやすいためにというこ
となんですね。
片山　そうです。フィジオセラピーを十分やらせていくためのプ
レパレーション。

Ｑ　そういう説明であると、自分たちが何か手をくだすことの意
味というものが整理されると思うのです。
片山　本当の医療というのはいったいなんなのかと考えると、そ
の人の病苦や悩みをなくして、健康を回復し、そしてよりいっそ
うの健康の喜びを享受してもらうものだ、と思うのです。

そうすると、特に体と精神の問題でね。苦しみと悩みをとって
あげるというのは、日本のいままでの文字ではどういう表現を
使っていたか。お金が足りないのも苦しみ、けれどもこれは経済
の問題。食べ物が足りないのも苦しみですが、そういうものでは
なくて、自分の肉体と精神、その両方の痛み、悩み、それをなく
してあげるのというのに、どういう字を使うか？それが一番当て
はまるのは「悲」という字、悲しみ、慈悲の「悲」、これが痛み
苦しみを抜いてあげるという字なのです。「悲」というのは苦し
みを忘れ、苦しみを癒すという、そういう字なんです。

それから、もう一つは、ここで健康を回復して、健康を増進し
て、そして喜びを与える、健康の楽しみを与えていくのは何かと
いうと「慈」、それで「慈悲」という言葉ができるわけですよ。
その「慈悲」という言葉は、肉体と精神の場合を考えた場合に医
療ということになる。

その上に、日常的な言葉でなくて、もっと大きな「大悲」、「大
慈」という大きな言葉がある。「大慈」というのは、楽しみを与
えてあげるのだけれども、物をあげてお布施をして、これを食べ
なさい、これを着なさい、これで遊びに行きなさいといったこと
を指すのではない。その人の身につくような、その人自身の力で
それがかち取れるような因縁を人に与えるということは、その人
白身がそれを自分で求められるような力を与えてあげる､ それが
｢大慈｣。それから、自分で痛み、苦しみを取り除けるような因縁
を与えるというのが ｢大悲｣ なんですよ。そうすると、どうで
す、フィジオセラピーの療養指導にならないか。

本当の医療というのは
いったいなんなのか

痛み、苦しみを抜いてあげるの
が「悲」、健康になったための楽
しみを与えていくのが「慈」

Ⅱ．「大悲」と「大慈」�
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手でこすって取ってあげて、薬を飲ませて痛みを取ってあげて
ということは「大」の字がつかないのです。もっと大きなのは、
その人の生涯にわたって、「ああ、あのとき教えてもらったあれ
でやって、こうなった」というように、ずっと生涯続くような、
もう二度と再び歯周病にはならないと、あの悩みはもうあれから
いっさい心配はない、そういう力を患者に与えること。それか
ら、もう一つは治っただけでなく、もっともっと歯が丈夫になっ
て、そしてなんでも嚙めるように､ そしてなんでも味わえるよう
になったその喜び、それを与えるのは「大悲」でなくて「大慈」
ですね。

だから「大慈大悲」を与えられるというのは指導のいかんによ
るわけです。そうするとおしまいには、何もしないで何かチャン
スを与えることによってその人が翻然と考え方を変えて、具体的
にいうと、病因になるものすべてを除去する生活に変える。たと
えばその第一として、本当に適切なブラッシングを自分で選んで
やれるようにする力をつけてあげるということで、全部治って健
康を増進して、そして長寿を楽しんで全うする。そこまでいかな
ければいけない。

それを今度、逆に言うと、「大悲」という「悲」という字は、
悲しむという字でしょう。人の痛みを自分の痛みと感じて、そし
てともに悲しんでそれを除いてあげようとする。これはシンパ
シーです。それでは応急、対症療法だけで、病因は残り、再燃再
発は必至であれば、その人はよくならないだけでなくて、楽しみ
を得るということもできない。そうでなくて、エンパシーになる
と、それをもっと超えて、どうするとあの人は悩んでいるところ
から出ていって、そしてもっと健康を、喜んで過ごすことができ
るような力がつくかということをあれこれ考えて、向きを変えて
あげる。だから、エンパシーというのを「慈悲」と訳している人
もいるが、すこし理解がたりない。だから、そういうようなかか
わり方でみていくと、わかりやすい。

Ｑ　エンパンーだの「慈悲」なんていうことは、わかるのですけ
れどもそれを実際にやるのはかなりむずかしい。歯を削ったりな
んかするのとは全然ちがって、「大慈大悲｣ なんていうのを目標

「大慈大悲｣ を与えられる
指導を

IV．大慈大悲と臨床�

Ⅲ．シンパシーとエンパシー�
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に掲げると、どういうふうに診療室で患者さんをそちらの方向に
もっていくのか………
片山　一つ一つをそういうような関連でみて、解釈しながら行動
していく。というのは面倒さいことになるのだろうね。たとえば
このような状態ではブラッシングが効果が上がらないだろうか
ら、棚状の骨もとるし、引っかからないように手術をする。そう
すればブラッシングも時間もかからないで簡単ですむと考える。
Q　メインテナンスしやすいように治すセラピーだということ
で、まちがいではないのでは………？
片山　でもいまの ｢大悲｣ ｢大慈｣ からみると、私はまちがいだ
と思う。そういうときに、本性でないやさしさと愛想のよさを
装って、これもあげましょう、こうしなさい、これが簡単になる
というような、楽になることをしてやることは、生涯にわたっ
て、本当にその人の「大悲｣ ｢大慈｣ になるかどうか。因縁をつ
くらせるように､ その人自体の中から湧いて出て幸せをとっつか
まえる、その力を与えるどころか、かえって眠らせてしまう。そ
このところがちがっているから、アメリカのやっているやり方で
は、やればやるほど悪くなっているじゃないか。やがて自分に
返ってくる。

Ｑ　歯科で「治癒」ということをどう考えたらいいのでしょう
か。
片山　おもな口腔疾患では治療することによって、治癒がもたら
されると思うのは甘い考えだということです。

治癒には「治」という字と「癒」という字がある。「治」とい
う字は治すということでしょう。何かしてあげることがもとで
す。「癒」というのは癒えるということです。癒えるということ
は自身の自然の力で治っていくということでしょう。だから自然
の力で癒えていくことをお手伝いするのが「治」です。

癒えていくことを願って、最高のお手伝いを提供するというこ
とが医者の治療です。

だから治療の目的は治癒である。治してあげられるような行為
を加えることによって、自ら癒えていくものを早く楽に治ってい
けるようにしてあげることにある。

それともう一つは、再発をしない、また再び同じ病いを始めな
いようにする。それが治療の目的だということになると、硬組織
疾患を考えてみてもそれができるかどうか。硬組織疾患では癒え
ていくことには、なんらお手伝いできるものではないということ

Ｖ．�治癒をめぐって�
治癒と診断

硬組織疾患と治癒
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ははっきりしています。癒えないことがわかっていれば、治すこ
とが非常に重要になります。この場合は、患者が治すことのため
にどう努力したって、虫歯はどうしようもないです。そうすると
硬組織疾患は、やはり治すということに非常に大きな重みがあ
る。治すことだけ。
Ｑ　歯科の中での最終的な目標が治癒と考えると、患者さんの口
の中を診ていくときに、どういう目で診ていくかという診断的な
行為も、治癒像が変わるということによって、変わってくるので
はないでしょうか。
片山　治癒の理解によって診断の深さが変わってくるから、そう
いう意味で、まずその治癒と診断との関連から考えていこうとい
うわけですね。
Ｑ　たとえば虫歯があってインレーを入れて、それを治癒として
考えるのならば、虫歯の程度をみることが診断になり、治癒像を
もうすこし全体に広げて考えれば、また別の診断行為が要求され
るのではないかと考えたのです。
片山　診断というものをわれわれの担当分野では、どういうよう
に考えていけばいいか。診断とは、“治療の最終目的は、歯の脱
落をなくし、終生その機能を全うさせるために、いまどのような
処置を最善とするかと考えること”とすれば、現在そして生涯の
この人の口腔状況で何をしてあげられるかを考えの中で選別して
いく、選んでいくというようにも考えられます。
Ｑ　病気の原因を探していって病名を決め、それにあった処方を
書いて、というのが一般的な意味での診断ということだろうと思
うのですが、どうも歯科の中ではそういう診断はきわめて狭い範
囲に適応され、あまり役に立たないのです。

先生のお話では診断というもののとらえ方がもっと広く、各治
療のあいだにも診断的な行為がはいってくるだろうし、あるいは
口の中を飛び出して、その人間性を含めて何をしてあげるかとい
うことを計っていくことだとすると、かなり大きな診断の重みが
出てくると受け取ったのですが…
片山　診断の中にはやはり患者の症状による悩みと苦痛、それを
前にして、それを生涯にわたって除去すべきなのか、そうでなく
て現在だけやってあげればいいのか、そういう判断もかかわって
くると思います。いま完全に治すことができて、治してあげれば
それで生涯保証される見通しが立つものと、そうでないものでは
考え方がちがうと思うのです。自分の知識と技術のすべてを傾注
して、自分の力量でどこまで何をしてあげられるかということを
考え、最良の方法を選び出すということも診断の中にはいると思
うのです。外ずらの診断でなくていわゆる内向的な、その人の考
えの中へ向いての診断ということを、しっかり見つめるというこ
とが大事なのではないか。

診断とはそこに何をするかだけ
でなく患者その人に何をしてあ
げられるかを考えること
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Ｑ　治癒と治療の関係はどう理解するのでしょうか。
片山　いつまでどうやったって癒えないのだという前提があれ
ば、お手伝いして治すということで、癒えたようにしてあげると
いうことが治す目標ではないですか。そうするとどういうように
治すかといえば、まず第一に痛みのないこと、よりいっそう悪化
しないこと、それからそのもつ組織臓器としての役割りという
か、機能を完全に回復していければということでしょう。そこで
機能回復を完全にやる。悪化することもないように、そして痛み
のないように、そういうことを自然の力で癒えたように、つまり
その治した状態がずうっと長く続くようにしてあげるわけです。
結局応急処置で、対症療法、包帯することにすぎませんから、不
注意であれば再燃再発必至です。長く効果が保てないと“あたか
も癒えたごとく”ではありえません。

Ｑ　インレーやクラウンが包帯だということは非常にわかりやす
いのですが、歯周病についても同じ範疇で考えていっていいので
すか。
片山　同じだとはいえない。つまり、目ざましくすぐ回復はでき
ない。Goldmanが言っているのは、いまの状態から悪くしない、
いまの状態をもっとよい状態にして完全に進行を止めるにすぎな
いというのです。
Ｑ　それは自然治癒がないということと同じなわけですね。
片山　同じような意味合いでね。ところがそうでなくて、わずか
ながらも癒えていく、回復していく力は私は認めているのです。
そうすると硬組織疾患とはすこしありようがちがうのですよ。

Ｑ　そこには治癒という概念があるというふうに考えられる。
片山　だけれども完全治癒は考えられない。とすると機能異常が
どのぐらいあるか、あるいは苦痛がどのぐらいあるか、この状態
が悪化する可能性がどのぐらいあるかということをまず見てとる
ことが診断の第一になってくるのではないでしょうか。

そうすると、まず治療のための診断なのだから、まず苦痛があ
るのかを考えてみると、歯周病では嚙みにくい、嚙めないという
ことと、急性症状を起こしたときの痛み―これはほっておいて
も治ってしまうように思っている。それから口が臭いとか、なん
とかいうようなことも、本人が気がついてなければ苦痛の中には
いらない。醜さというようなことも気がついていないか、あきら
めているときには苦痛の中にはいりません。そうすると、第一の
問題は嚙みにくさということだろうと思う。

治癒と治療の関係

Ⅵ．歯周病における治癒�

歯周病と患者の病感
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Ｑ　けれど指で触わってもぶかぶかするのに、そんなに不便でな
いという人が多い。
片山　それはあとの問題とかかわってくるのですけれども、いま
はほとんど嚙むことを必要としないで日常生活ができる。嚙めな
くても、医学的だとか健康学的にみても十分栄養がとれるといわ
れている。かたくて嚙めなければ、調理して、ミキサーにかけ
て、といったことでなんとかやれるのではないか。そうなるとや
はり嚙みにくさということが、苦痛になるということもだんだん
現状では出てこない。
Ｑ　本当であれば機能低下が起こっているのですが、それを自覚
的につかみ切れないことがかなりあるとすると、悪化をするか、
しないかを読み取るということが診断のメインになるのでしょう
か。もしそうであるとすると、患者さん側としては悪化するか、
しないかというのは、自分の自覚的症状からは離れていますか
ら，医療サイドだけの問題になる？
片山　患者の病感（健康観）からはずれているわけです。私の謂
う生活由来性疾患、一般に習慣病の特性です。
Ｑ　その出発がかなり歯周病の治療の最初からのブレーキになっ
ている、それが治す最終目標から考えた診断ですから、最終目標
も結局は患者さんがこれでいいのかどうかということも、つかみ
切れないで終わるという感じがするのです。だから内科的な診断
よりもかなり複雑というか、えたいの知れないものが歯科の中に
はありそうだ。

片山　そこで、いまグラグラになってきてから患者がやってき
て、抜かないでくれという。なぜそう言うのか。それは抜いたら
入れ歯でしょう。入れ歯になって何か悪いかというのは、歯医者
のほうの言い分ですよね。いまよりもよく嚙めるし……、と言
う。ところが患者は入れ歯を拒否する。なぜ入れ歯を拒否するの
かというと、入れ歯は嚙めないだけでなしに、非常に不快だ。口
へ入れていることが非常に不快だ。それを患者は強調するから、
いまのほうが快適だから、いまの状態を保ってくれというのでは
ないですか。そうすると、入れ歯の不決さということを歯医者が
認めていないということです。そこに大きな原因があると思う。

もう一つは、入れ歯の不快さだけでなくて、入れ歯の不便さ。
終始はずして洗わなければならないとか、肝心なときにガタッと
はずれてくるとか、いろんな不便さがある。もう一つは、入れ歯
の不調和さというか、醜さ。それらを問題にして入れ歯を拒否し
ている。そうなると、入れ歯を満足なようにすればそれでいいの
かというと、それを可能にしても、今度は入れ歯の長持ちが望め
ない。つまりしょっちゅうかえなければいけない。その不便さは
どうしてくれるか。

歯周病における診断

歯周病の主訴
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それをもう一つ言いかえると、自分のいまのこのグラグラの歯
でも、自分の歯で一番慣れているからそれがいい。醜さも、この
程度であれば我慢がつく。しかしこれ以上歯が長く見えたり、汚
くなったり歯と歯のあいだが醜くあいたりするのでは困る。そう
でないように治してほしいというのが無理か無理でないかという
のは、患者はわかりません。患者の望みとしては、現状維持で
やってほしい、できることならばもっと若々しいような状態に治
してくれという望みになっているわけでしょう。

それを可能にする方法を自分はもっているのかどうかというこ
とによって、不可能だとか可能だという限定があり、そこで診断
されるわけです。その前に、保存可能かどうかの診断がされる。

だから歯周病の診断の中には、保存可能かどうか、その保存は
患者の望みをかなえるような状態での保存かどうか、ということ
です。その中には、いまの状態をよりよくし、長く保つことが望
まれている。

それがいまはほとんど可能な状態になってきているのではなか
ろうかということ。一つは嚙むことが可能。いまの歯の状態のま
までOKできる。その中には歯肉がものすごく退縮する。その限
度は耐えられるか耐えられないか考えてみると、耐えられる範囲
内で可能だと。つまり歯肉もある程度回復してくる。一時は下
がってるけれども回復していく。そして、回復した一番いい状態
を考えてみて、それで患者は満足するのかどうかということにな
ると、多くは腕がよければ満足の範囲内で回復させることができ
る。

だからさきほどお話ししたように、自分の知識、技術がそれを
可能にするかどうかによって、診断が非常に変わってくるという
ことが問題ではないかと思うのです。

Ｑ　もし自分の技術がそこまでいってないとしても、そういう一
つの物差しがあって、患者さんの要求を満足させることが目的で
あれば、その線に沿ってこれから何年間かのうちに、自分の腕を
みがくという目標値ができると、勉強していく、あるいは技術を
学んでいくときにも、かなり整理された学び方ができますね。自
分が技術的にどのくらい未熟なのかということが非常にわかりや
すくなると思うのです。
片山　だから患者の要求に育てられていくというか、患者の要求
が高ければ高いほど技術水準を高くしなければならない。そうい
うような患者の要求から生まれ出た技術、要求にこたえなければ

保存可能かどうかの診断

Ⅶ．患者の希望・要求�
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ならないために研讃していく。医療というものは、そういうもの
であったし、またそうあるべきだと思うのです。
Ｑ　そうすると患者さんの要求にこたえるということになります
と、個々にちがうそれらの要求が、どのくらい強いのかというこ
とを受け取るのも診断的な行為になるわけですか。
片山　それを言いかえると、患者の要求を医者として受けるべき
ものかどうかの判断を、診断の中に入れていくかどうかというこ
とです。

医者としての行為、つまり倫理として考えられることは、その
人の肉体と精神を蝕んでいくような行為はとらない。だからたと
えば病気を悪化させる、あるいは治療の方向にはずれている、よ
くならないというものであれば、それは拒否する。

Ｑ　患者の医療への第一要求は延命だ。けれども現代では、延命
さえはかればいいわけではない。植物人間でも命は残っている
が、それでいいわけではない。健康に回復して延命を図ることが
医療者としての倫理行動です。その線に沿って患者の要求を分析
して、患者と納得のいくまで話をする。その到達点で行動を起こ
すということが診断行為の中で考えられなければならないことだ
ろうと思うのです。
片山　そうですね。そうなるから現状をどうするかということか
ら一歩も出なかったと思うのです．つまり健康で長持ちというた
めには具体的に、いま何をしていくのか、どうすればその目標が
達成されるのか。その目標を達成するためにはどうすればいいの
かということから、いま満足できる修復と補綴だけでは不足だと
いうことです。

その処置効果が長く時つということは何を意味するかという
と、残存している組織を悪比させないということでしょう。その
効果が長持ちしないということは何を意味しているか。つまりそ
の“もの”だけがはずれてだめになったヒいうことだけではなく
て、かならず組織が悪化して、それがはずれてだめになるという
ことのほうが圧倒的に多いわけです。そうすると、長持ちしない
ということは言いかえれば、組織が悪化するということです。

悪化を許しているということ。それはわれわれのエシックスか
らは許せない。治せないことは許されても悪化させてはならな
い。“いじればいじるほど悪くなる”は許せない。
Ｑ　組織の悪化を防ぐことが治療目標になるわけですね。
片山　そのために“生活の中の病因を除去”するというそのことの
中で、硬組織だけを目標にしたときにでも、病因を除去すること
で、いわゆる治療効果、包帯効果とでもいうか、その効果があが
るかどうか。病因を除去しないでも、現在をよくするということ
にとどまっていれば、そこそこ効果があがっていたのじゃないで
すか。

長期保存という目標

長持ちしないのは残存組織が
悪化するということ
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ところがそれがさっきのように長期にわたってそれが保持でき
るのでなければ……、という範疇まで概念を広げていくと、そこ
のところで落とし穴になってくるわけ。だから長期保存というこ
とを目標に据えるか据えないか、歯科治療に対する患者の望みで
あり、自然治癒のない組織の疾患治療に携る者の望みでもある
“長持ちの治療”を入れるか入れないかこれが問題ですよね。
Ｑ　そこのところは、若い人たちにも理解されるようになってき
たのじゃないかと思います。その目標を達成するためには
………。

Ｑ　最初の話に戻って、患者に療養にめざめてもらう、そういう
努力をまずしていくというのが大切だということですね。
片山　その根本は、人間を相手にして、物が大事なのか、知識、
理解、感情、そういうものが大事なのか、それが全然いままで考
えられていないということですよ。考えてみようなんて思ってい
ない。相手は人間だということです、物じゃない。

自然科学というのは人間以外の“物”を相手にしての学間で、人
間を相手にして自然科学はなりたたない。自然科学というのは、
第一に、物を有利に生産して生活を豊かにしていくということの
ために考えられた学問です。人間の幸せ、福祉、特に健康に向け
ては、自然科学は一部の基礎になるだけで、根本にはならない。
そこのところの最初のスタート、足のたて方がちがう、それが問
題ですね。
Ｑ　さきほどの、歯科医の治療のそういう慈悲という心でいまの
お話しは、現場でじかに理解できると思うのですね、そういうふ
うに考えれば………。
片山　物を確実に、同じ一定のものをたくさん、できるだけ簡単
につくっていこうとするのが、技術の中で科学がついた科学技術
というやつです。そうなるためには、分析分業と能率、これが第
一命題なんですよ。それで世の中はいま動いていて、その中に組
み込まれていこうとしているのが医療なんです。

医療を成立させている物の部分というのは、自然科学の手法で
発達してきたから重要視されているわけで、躰を含め、一部分と
してそれも大切ですが、だんだんそれが全部のようにまで考えら
れすぎている。そのことを懸念するわけです。

役者が舞台で芸をする、それは科学技術ではないけれども、や
はり技術でしょう。技術の中で科学がつかないのは芸術です。芸
術の技術は何を主題にしているかというと感銘ですよ。感銘を得

Ⅷ．人間をみる�

物を対象とする自然科学

自然科学の手法は万能
ではない
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たことによって、生きていたことがよかったな、新しく生きよう
と思わせるのはなんだろう。言いかえれば、その感銘によって生
きている存在を感じるだけでなくて、よりいっそう生きようとす
る意欲を湧かせる芸術。それは、決して科学技術の中にはない。
科学技術は豊かさを与えるもの、物の豊かさを与えるもの。それ
は生きるに都合がいいようにということはあっても、よりいっそ
う生きようとする力にはならない。

われわれが、患者に、よりいっそう力強く生きようとする力を
与えていくには科学技術ではないものが必要だと思う。それは治
療の中からの人の技の感銘だ。治療は、人が人にじかに触れ合う
心の技術、アートです。みんなその人の手づくりですよ。

とことん自分で考えて考えて苦労して、仕上げる、その考え
は、その仕事はいかにして感銘を与えられるかという、そのこと
に集中している。だから入れ歯だって自分で苦労して、自分で手
づくりで、その人のためにだけ作る。

今日の観衆のためにだけ踊る。それに集中している。それでな
ければ、患者に感銘を与えられない。

自然科学の成果、近代文明の中でわれわれは生活している。
その中にどっぷりつかっている。それでも、自分の命ということに
かかわってくると、そんなものはどうでもいいみたいになってくる。

ところが、歯医者の仕事は命にかかわっていない。入れ歯、修
復、みんな物でしょう。だからわれわれは物から離れられない。
けれども、そうじやなくて、本当に長続き長持ちさせて、老後に
至るまで、いま、最高のもの（その状態）を求め、よりよく生か
すことを考えなければならない。本当に幸せを与えてやろうとい
う考えになったら、感銘を与えるという、それがよりよく生きよ
う、よりよく物を生かそう、新しい生活へのモチベーションなん
ですよ。

だから、そうなると、科学技術から早く卒業しなければならな
い。何か自分の見る目標をもたなければいけない。いまはこう
やっている、だけどもこれじゃだめだ、これをつかまなければい
けない、その目標を与えるのが僕のセミナーだと考えている。

確かにそうだということになれば、そっちのほうに早くはっき
り脱皮しようと思う。脱皮だっていろいろあるのです。蛇は脱皮
するが、いつまでたっても蛇で大きくなるだけ。変容する脱皮で
なくてはいけない。蝶のように美しく脱皮しなければいけないと
思っています。
Ｑ　何か、狭い頭がまた満員になっちやう。（笑）これ以上聞く
と、ノイローゼになりそう。（笑）前にうかがったときも、半分
ちょっと頭がおかしくなって帰って、熱にうなされたような
………きょうは大丈夫かなと思って安心してきたら。またやはり
……。（笑）

科学技術からの卒業を
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後遺症が５、６年続いて。そんなことをずっと悩んでいるうち
に、何かこれは自分で考えたのじゃないかと思うようになっちや
う。そうすると、後遺症から脱皮する。
片山　そう、それで自分の考えになるのですよ。そうでなきゃだ
めなんだ。
Ｑ　平気で人にも同じことを言ったり………。自分で考えたみた
いに。
片山　だから、考える因縁をも与えるのです。ちょっとした気づ
きのチャンスを与えるだけ、あとは自分で脱皮するのです。

過去にもいくどかお話しをお聞かせいただき、先生の多数の論
文も読ませていただきましたので、おおよそのことは理解してい
るつもりだったのですが、今回のお話しでいっそう理解を深める
ことができ、さらに新たな示唆に富む概念をお教えいただき、あ
りがとうございました。

歯科医療が「歯」や「口腔」から一歩越えて「患者」の悩みを
対象にしだしたとき、技術優先から、患者優先へ切り替えようと
するとき、その基準が問題になります。患者の悩みにはいりこみ
すぎれば、ぐずぐず医療・妥協の医療だと非難されましょうし、
その反対に医療がイニシアティブをにぎりすぎれば、押しつけの
医療となってしまうという曖昧性です。そこに先生は「慈悲」と

「大慈大悲」という東洋思想からの深い意味の言葉を引用されて、
どちらにも流されない、確立した医療姿勢が必要であることをお
示しくださいました。たぶん一度にすんなりと理解できるという
内容ではないと思いますので、よく咀嚼して、これからの自分自
身の臨床に役立てていきたいと思っております。ありがとうござ
いました。

 医歯薬出版　1987年９月８日　第１版　第１刷発行（転載許諾）

�

お 話 の あ と で
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2006年１月10日
歯科医師として、歯が抜けそうなまでに変化し、患者本人は病気を認め、治し
て欲しいと意志を表明している場合、どのような手段を取っても治したい…とい
うのであれば、十分な解説を行った上、もう一度、回復治療を望んでいる本人の
意向を確かめたあと、保存回復が出来た場合は、医療者の責任を、或いは義務を
十分に果たしたものといえるであろう。
しかし我々は、それで十分とは考えない。
患者が、自身の日常生活の中で、どのようにそれを維持できるか、或いは、
益々健康を増進させていけるか。
即ち、回復の状態を保ち、再び病状を呈することのないように、つまり病気の
再発再燃の阻止を自分で完全に行えるように仕上げていくための指導は、病気の
回複のための手段を指導することとは異なり、命の健康を教育することとなる。
つまり病気を治すことは、内科・外科と分かれる方法で治していくものと考え
ている人に、自分自身の生活そのものを考え直し実行し継続して暮らしていくよ
うな教育は、医療者から教育指導されるものとは考えられないことであるため、
殆どの人はそのように生命全体の健康についての話、教育などについて聞くこと
がない。
つまり、気持の問題こころの問題、両方からのいまの暮らしの改善、明日への
継続。
つまり自分の周り総ての環境とどのように調和を得ながら暮らしていけるか。
いまの暮らしをどのように改善していけるか。歯だけの問題ではなく、口だけ
の問題でもない。生きていく暮らしそのものをどう考えるか。
そこまで考えなければ完全な再燃再発、つまり、病変の完全な排除は出来な
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

片山先生は2006年（平成18年）２月22日、黄泉の人になりましたが、存命の
最期まで医療に対する情熱は冷めることがありませんでした、床に伏しながらも
語り続けた想いを平井さんが書きとっともので、その一部です。

晩 年 の 口 述



恒志会会報　令和元年度　Vol.15
令和２年８月５日　発行

発行人　　土居　元良
発　行　　特定非営利活動法人（NPO法人） 
　　　　　恒志会
　　　　　〒561-0884 豊中市岡町北3-1-20
　　　　　TEL 06-6852-0224  FAX 06-6852-0446
編　集　　松田　  豊
印　刷　　有限会社  現代印刷出版

落丁・乱丁はお取り替え致します。 禁無断転載

FAX：06-6852-0446　メール：info ＠ koushikai-jp.org　HP：www.koushikai-jp.org
会費振込先：三井住友銀行豊中支店　普通口座6856827
　　〃　　：郵便払込：00930-6-76346　NPO法人　恒志会

恒志会は、 一般市民と医療関係者が手をたずさえ、より良い健康を目指して生涯学習を
つみ重ねてゆくNPO法人です。心ある皆様の参加をお待ちしています。

お申し込みは、 住所・氏名・所属・医療関係者・一般の方などご明記のうえ、
ご都合のよい方法でお申し込みください（HP からも可能です）。

正会員　一般会員	 入会金	 なし	 年会費	 3,000円
正会員　医療関係者	 入会金	 10,000円	 年会費	 10,000円
賛助会員（個人）	 入会金	 5,000円	 年会費	 5,000円
賛助会員（団体）	 入会金	 50,000円	 年会費	 50,000円

入 会 の ご 案 内

編 集 後 記

� 松田　豊

・沖先生不在の中での会報発行は実に大変なもの。彼の広い人脈、
人柄でいかに助けられてきたかをつくづく感じた。
・表紙の写真を石原先生に依頼してくださったのは、病床に横たわっ
た状態でのこと。ありがとうございました。
・もちろん、快く「叢」を提供して下さった石原先生には心より感謝申
し上げます。
・叢KUSAMURAは写真でありながら、水墨画を思わせる。どこか
懐かしさを覚えるのは、日本人の原体験を形にしたような作品だか
らでしょうか。
・会報名とも調和し何ともしっくりくるのです。
・新型コロナウィルスの蔓延はもう大都市だけではありません。各地
の会員の皆様、恙無くお暮らしくださいますよう。

来年こそはフォーラムを開催し、また会場でお会いしましょう。



「抜くか抜かないか」「どういう時に抜くか」の議論は、

不要で不毛です。

「抜かずに救うにはどうするか」が、

歯科医には大事です。

朝日新聞社発行　片山恒夫著　歯槽膿漏―抜かずに治す  より抜粋

歯だけの問題ととらえたのでは歯は良くならない。
歯は健康の窓であり、しるしであり、入り口である。
と同時に健康の前ぶれであり、また総決算書でも
あるからである。
口腔諸機能の健康獲得が、多くの健康運動の出発
点であり、また健康保持のゴールでもある。

歯だけの問題ではなく、心も身体も健康で、人間として生き、
価値あるすばらしい人生を送っていただくことが、

 歯科医師の願いです。

（愛媛県歯科医師会発刊「歯科予防読本」から引用）

　地球温暖化の影響でしょうか、豪雨が続く中、梅雨、黴雨という情緒ある
五月雨の風情は全く感じられませんでした。亜熱帯化したこの気候は、日本
の季節感を変えてしまうかも知れません。20数年前、ある学者が、海水温が
２度以上昇すると、東京はカルカッタ並の厚さになると言っていました。経済
優先を進める政治のあり方が、今回の「COVID-19」の問題で変わりそうです。
　人間社会を余所に、夏草は豪雨や酷暑そしてコロナ禍の中、逞しく奔放に
生を謳歌しているように見えます。
　今年は、各種の美術展や写真展が中止になりました。伝統ある二科展も来
年に順延となりました。創作意欲を持続させるのにも、発表の場は必要です。
活動が萎縮しないように、的確な方向性を持った梶取が重要と考えています。
表紙の作品は、私の診療室の前に広がる、宗即寺という禅宗の寺の裏山の斜
面で撮影したものです。

「 叢（KUSAMURA) 」
 写真撮影／ 一般社団法人　二科会写真部会員　 石原  正道
  東京都日野市平山2-40-3在住
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