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歯科医学の進歩は、まさに日進月歩とめまぐるしく、早い。
われわれ専門職の責任から、新進の学術を身につけなけれ
ばと、まことに忙しい。どの職業の人も同様に忙しく、他の職
域の進歩、変革を理解している暇などない。そのような二人
が、主治医と患者として出会ったとき、両者の知識には大き
な開きがあるのは当然だ。
分っていながら両者ともに、十分信用してかかる気は薄れて
いる。とすると新進の治療術式は、不理解、疑惑の目で迎え
られれば、その効果は十分に現れない。

信用されようと好感を与えるのに腐心し、機械設備を飾り、
巧妙に説明したとて、かえって用心される。その上、結果
が不味ければ一層悪い。
具合よく長もちしてこそ信用を生み、信用されての治療は結
果が良い。結果こそすべてを決める。
具合よく長もちさせる鍵は、まず病因としての口腔不潔が改
善されたか、どうかにかかっている。

歯科医の生き甲斐は、
患者の感謝と信頼のなかにある。

治療中もその後も、依然、病因が残存すれば、
結果は当然悪い。

不信は現実化し、固定する。

解決点を考え、見つけ、実行してきた40年にわたる記録である。

開業歯科医の想い―片山恒夫論文集―  帯より

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）

木肌に苔や着生植物をまとった異様な姿で立つこの屋久杉は、悠久の時を生抜き、森の精をま
とった魑魅魍魎と化し神 し々く威光を放っていた。幹周り12.6m、樹高24mのこの老木は、この撮
影の四ヶ月後の2010.9.10の夜半に根元から折れ、2000年の樹齢を閉じた。同行のガイドに電話
すると「なあにまた2000年もすると元に戻っていますよ」と笑う。どうやらもう倒木更新は始まって
いるらしい。

石井  正仁　1949年生まれ  横浜在住  歯科医師
2003年 銀座 富士フォトサロン個展
 写真誌「日本フォトコンテスト」個人特集記事掲載
 写真誌「日本カメラ」巻頭掲載
2004年 富士フィルム本社イメージサロン個展 
 桐蔭学園ホール個展 他　　AMA 特別招待作家  

「魑魅魍魎」   撮影地／屋久島 
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　W.A.プライスが1923年に出版した［歯牙感染
―口腔と全身 第Ⅰ巻］、［歯牙感染と退行性疾患 
第Ⅱ巻］が日本の歯科大学に寄贈されたのが1926
年でした。
　しかし、その大書（Ⅰ、Ⅱ巻で約1200頁）は
2007年まで歯科関係者の目に触れる事はまったく
有りませんでした。
　アメリカ歯内療法専門医G.E.マイニーがプライス
の著書の重要性に気づき、その要約本をROOT 
CANAL COVER-UPとして1993年に出版しました。
　片山恒夫先生は早くからプライスの業績に注目
されており、要約本を知り翻訳出版に取り組まれ
ましたが、志半ばで2006年２月に逝去されました。
片山先生のご遺志を引き継ぎ、我々恒志会が「虫
歯から始まる全身の病気」として出版したのが
2008年です。
　日本の歯科関係者がプライスの偉業、「歯牙感
染と全身の病気」に触れたのは80年後でした。偉
業はまさに隠ぺい（COVER-UP）されていたの
でした。
　一方、腎臓内科医堀田　修氏はIg－Ａ腎症の治
療体系の確立に際して、病巣感染の視点から口腔

（扁桃、上咽頭、歯肉、歯牙）に注目され、その
重要性に着眼されました。
　扁桃摘出、虫歯・歯周病治療、口腔清掃の徹底
とステロイドパルス療法の組み合わせで治療実績
を上げられ、世界で初めて難病治療の突破口を開
いたのでした。
　「慢性免疫病の根本治療に挑む」堀田　修  著

（2007.4発行）

　免疫学の進歩は著しく、特に昨年からの口腔病
巣感染と全身に関するニュースを目にすることが
多くなりました。
2010. ４．７ 脳梗塞患者では歯周病原菌感染者が

1.2倍高い。広島大研究グループ。
2011. ９. 28 虫歯菌が脳出血を助長し、発症リス

クを４倍にする。阪大などの研究
チーム。

2011. ５. 20 歯周病原菌が動脈硬化を悪化させる
因果関係を遺伝子レベルで解明、歯
周病予防や治療で動脈硬化の発症が
抑えられ、医療費の抑制にも結びつ
くと。新潟大歯学部。

2012. ２. 23 飲酒しない人も発症する非アルコー
ル性脂肪肝炎患者が歯周病原菌を保
有する割合は健康な人の４倍と高
く、歯周病治療で肝機能が大幅に改
善すると。横浜市立大、阪大チーム。

　などなど、最新の免疫学の手法で虫歯菌、歯周
病原菌と全身病との関係解明が進んできました。
いずれも虫歯、歯周病の予防、日ごろの口腔清掃
の重要性を示唆するものです。
　厚労省の発表による平成23年度の疾病別死亡率
では肺炎が長年の４位から３位になりました。依
然として口腔清掃不備による誤嚥性肺炎が多いこ
とが推測できます。
　口腔清掃で誤嚥性肺炎が高率に予防できること
が、介護施設や病院関係者に認められてきていま
すが、一層の啓蒙が必要であることを痛感します。

さらに増す口腔清掃の重要性

恒志会理事長

土居　元良
巻 頭 言
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　作家・遠藤周作が晩年に行なったキャンペーン
「心あたたかな医療を考える」は、遠藤家で家事
を手伝う女性の、突然とも言える死がきっかけと
なってはじまった。彼女は25歳という若さで骨髄
癌に冒され、余命一ヶ月を宣告されていた。それ
でもなお種々の検査が繰り返されるという状況を
見かねた遠藤は、病院に対して検査回数の減少を
申し入れた。同時に、遠藤は人気作家になって以
来初めて、自分から原稿を新聞社に持ち込んだ。
そのエッセイ「患者からのささやかな願い」は
1982（昭和57）年の４月４日から９日まで「読売
新聞」夕刊に掲載され、それに共感した読者から
の投書は300通を超えたと報告されている。
　こうして、「心あたたかな医療を考える」運動
は開始された。遠藤は新聞・雑誌で精力的に医療
関係者たちと対談をした。あるいは病院や大学で
講演を行ない、医療奉仕のボランティア・グルー
プも組織した。しかしそのような提言や行動が、
一部の医師や看護師からの反発を招いたのも事実
だった。彼等の多くは言った。
――医療には、小説家のような「医療の素人」に
はわからぬ問題が数多くあるのだ。
これに対して遠藤はこう反論した。
――医師が病気の玄人だと言うのなら、私は患者
の玄人です。
　実際、この作家は若い日からじつによく病気を
していた。学生時代の結核にはじまり、痔、肝臓
病、糖尿病、そして結核の再発。その後も高血圧、
蓄膿症、腰痛、前立腺炎を体験し、さらに最後は

腎臓を患っての人工透析と、その人生のほとんど
を病気と向き合ってきた。だからこそ、「私は患
者の玄人です」と言うのである。
　しかし遠藤は新聞や雑誌で、医療制度批判や医
学の倫理を説こうとしたのではなかった。彼が提
案したのは、病院で改善可能と思われる現実的な
問題――たとえば、入院患者の夕食時間について
であった。当時（1980年代）の病院の夕食時間は
４時半から５時というケースが多くみられたが、
それについて遠藤はこう言った。健康な人間でも
そんな時刻に夕食は摂らない、まして病床にあっ
て運動はもちろん動くこともままならない患者な
ら尚更ではないか。だから、「せめて夕食の時間
は午後６時に」と提案したのである。
　あるいはまた、尿検査の際、患者が若い女性で
あったとしても、病院側は「この紙コップに尿を
採って、ここまで持って来てください」と言った。
つまり、その若い女性患者はトイレで採った尿を
入れた紙コップを手にして、多くの人びとがいる
待合室の前を歩かねばならなかった。その無神経
さに対して、改善を勧めたのである。
　いま、夕食時間が４時半や５時という病院を見
かけることはないし、また尿検査の紙コップもト
イレに所定の容器入れが備えられているのを我々
は知っている。
　こうした遠藤周作の医療への提言に賛同した人
びとは当時も多かったが、そのなかには当然なが
ら医学の専門家たちもいた。前弘前大学学長の吉
田豊氏もその一人で、彼には『医者がみた遠藤周

遠藤周作、30年前の提言から
「心あたたかな医療」運動のこと

作家　 「三田文学」編集長

M u n e y a  K a t o加藤　宗哉

特別寄稿
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作――わたしの医療軌跡から』（プレジデント社
刊）という著書もある。　　
　そのなかで吉田氏は「わたしの記憶に深く残る
ひとりの生理学者」として久野寧の名を挙げ、久
野の色紙の言葉「医の道は弱者への無限の道場で
ある」についてこう記している。
　「わたしはずっとその言葉こそ医療の本質だと
思い、座右の銘としてきた。
　作家・遠藤周作と生理学者・久野寧の考え方は、
この『無限の同情』、あるいは『哀しみへの連帯』
という点で深く結びついている。だからこそわた
しは遠藤周作という作家が行なった医療への提言
に心惹かれるのだ」
　吉田氏が書くように、遠藤文学は弱者や苦しむ
者への共感と連帯感が主要なテーマになってい
て、その意味では先の医療キャンペーンも発想の
根本は同じである。そして遠藤周作の場合、日常
の生活においてもそれはまったく変ることはな
かった。
　思い出される光景がある。まだ遠藤周作が60代
の初め、にぎやかに飲んで騒いで笑った集りの、

夜の帰り道、タクシーが信濃町駅前に差しかかろ
うとしたとき、遠藤が不意に、車をとめてくださ
いと言った。そして舗道に降り立ち、車道の向こ
う側をじっと眺めはじめた。私も車を降りて一歩
離れて立ったが、遠藤周作の視線の先は慶應病院
の入院病棟だった。すでに午後９時を過ぎてい
て、病室の灯りは消えていた。その黒い窓に向か
い、いっとき、長身を伸ばすようにしていた。30
秒ほどだったろうか、「いや、すまない」と言うと、
もう車内にもどっていた。
　私は、尋ねることがなぜかためらわれた。そし
て一人で勝手に考えたのだが、たしかにそこは、
かつて30代の終りの結核再発で３年の入院生活を
余儀なくされた場所だった。だがその個人的な思
い出のためにさっき、夜の舗道に降り立ったので
はないように思えた。……その黒い窓のむこうに
は、いまも多くの入院患者たちがいて、病と向き
合っている。その人びとの辛さや苦しみに思いを
合わせ、共感し、連帯しようとしたのだ、そうに
違いない、と私は確信した。

P r o f i l e

加藤　宗哉  ❖  かとう　むねや

1945年	 東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。
学生時代に遠藤周作編集の「三田文学」に参加、同誌に発表した小説が文芸誌に転載され、作家
活動に入る。
著書に『モーツァルトの妻』（PHP文庫）、『遠藤周作	おどけと哀しみ――わが師との三十年』（文
藝春秋）『愛の錯覚	恋の誤り――ラ・ロシュフコオ『箴言』からの87章』（グラフ社）、『遠藤周作』
（慶應義塾大学出版会）など。
現、慶應義塾大学文学部非常勤講師、東京工芸大学芸塾学部非常勤講師。

1997年より	 「三田文学」編集長。
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　沖　淳さんは30年を超える我が家のホームドク
ターである。沖さんに片山さんが拓いてきた道を
お聞きし、突き動かされた。
　ご紹介頂いて『こころの時代』になった。

　豊中市のご自宅に片山さんをお訪ねしたのは
2001年の早春である。　
　90歳の片山さんはベッドに背もたれを当てて座
り応対してくださった。
　当時、週に一回、朝５時に全国の各地の歯科医
と電話をつないで電話セミナーを開いておられた
が、セミナーも同じくベッドに座ってのスタイル
とのことであった。

　言葉は明晰、こちらの質問にある時はすぐに、
ある時は言葉を選び出しながらお話下さった。
　片山さんの大阪言葉にくるまれると難しい医学
用語も歯磨きの毎日の実践の効用を説く言葉もや
わらかく聞こえる。
　患者の心が動かされるのも道理と思わせる話し
方をなさる。

　私が、片山さんを知ったのは、大阪放送局に勤
務した80年代である。「抜かずに治す歯医者が豊
中市にいる」だったが、歯は悪くなかったからそ
こまでの話で終わった。
　東京に転勤し沖歯科医院の近くに住んだ。「大学
の助教授を辞めて開業した先生」「抜かずに磨くだ

けで治す先生』と評判で妻や娘、孫まで掛かった。
　待合室の書棚の多くの本の中に『歯無しになら
ない話』（長倉功著）があった。
　長倉氏は歯を磨くだけで歯槽膿漏が治癒するの
か、と疑ってかかる患者に歯磨きを実践させ治し
ていくプロセスを活写している。
　
　沖さんは日本歯科大学助教授を辞職すると同時に
片山さんの勉強会に加わり、セミナーに参加した。
　関東と関西で春秋２回開かれていたセミナーに
は大学の垣根を超えて教師や学生、開業医が延べ
5,000人参加した。
　これだけの受講者を集める片山さんの魅力を知
りたかった。

　
　片山さんにお手紙を差し上げた。中野は『ここ
ろの時代』の企画と聞き手であり、この２年間の
出演者の氏名とテーマを添えた。

　例えば作家の城山三郎さんのお話のテーマは直
木賞受賞作『総会屋錦城』であった。
　城山さんは、株主総会での総会屋の存在が無視
できないことが世間に明らかになる30年も前に総
会屋が会社運営の潤滑油として機能していること
に着目した。昭和55年に直木賞受賞。以来、昭和
の時代と正対して作品を書いてきた姿勢をお話頂
いた。
　　

片山恒夫さんのこと

1999年～ 2010年
NHKラジオ深夜便「こころの時代」担当

M a s a y u k i  N a k a n o中野　正之

遺 稿
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　　『銀メダルの人生』は橋爪四郎さんである。
　第二次大戦後の日本の競泳は古橋広之進選手と
橋爪四郎選手が牽引した。

　ヘルシンキ・オリンピックまでは常に二番手の
存在だった橋爪さんが銀メダルを手にした。古橋
選手は無冠に終わった。
　挫けるこころを奮い立たせたのは「いつかは」
という意思だった。

　片山さんから出演承諾のご返事を頂くまでには
長い時間がかかったことを記憶している。

　自然食主義を唱える高名な大学教授が歯槽膿漏
を患って訪ねてきた。
　治療というより論争を挑むつもりでお出でに
なったようである。
　（教授）
　人間は歯を磨かないで進化してきた。
　歯に滞留する付着物を取るための歯磨きか。　
　食物は胃にも滞留しているが胃袋に歯ブラシを
かけた人はいない。

（片山）
　動物は自分に適した食料を捜して食べる。人間
は加熱処理し澱粉質を糊状に変えて食用にする。
　　　　　　　
　片山さんには、500ページを超える学術書『食
生活と身体の退化』（プライス著）の翻訳がある。
1968年に私費出版した。（2010年に恒志会が増補
改訂版を出している）。

　教授の論点に「進化」はあるが「退化」はない。
しかし、教授の話を遮らないで聞き続ける。
　潮時をはからって自然食主義教授の「歯垢」を
採取し、1,800倍の位相差顕微鏡で見せる。　

（教授）
　ウーン。黴菌がピンピン・ウネウネしている。
ホゥ。こりゃあ取らにゃきゃだめだ。

（片山）　
　「歯ブラシ」を使って磨き、噛める状態にして
からまた食物の話をしましょう。
　３ヶ月後に来てください。

　教授は３か月たたずに再診に来た。

（教授）
　ご飯がおいしくなりました。酒量が減りました。
歯磨きの「効き目」と脱帽した。

　
　恒夫少年は11歳で母と死別した。母は結核だっ
た。感染を防ぐために四歳から岡山に移り祖父母
に養育された。
　祖父（剛太）は、備前藩の武道師範だった。　
山岡鉄舟が明治に入って創めた「一刀正伝無刀流」
の研鑽を重ねた。
　恒夫少年は大阪府立豊中中学校に進学し、剣道
部主将を務めた。

　祖父から「剣道は日々怠ることない練磨で上達
する。相手の力量を見抜いて攻める。
　相手には勝ったと思わせ、こちらも無傷で終わ
る」と教わった。
　片山さんが患者と向き合う時に思い出す言葉で
ある。

　医者が患者と向き合う時間は極めて短い。その
間に患者に理解させ、歯磨きの実践に踏み出して
もらう。
　1967年北海道大学歯学部が新設され、70年から
片山さんは連続して講師に招かれた。
　『歯科医学と一般医療の谷間を埋めるもの」で
説いたのは医師は患者に学問を押し付けるのでは
ない。医師と患者＝双方で治していくのである、
と講義している。

　片山さんは、大阪歯科医学専門学校を卒業し、
豊中市で開業した。中流の住宅地で律儀に働く勤
め人の町だった。24歳だった。

「腕のいい歯医者」と評判を取った。
　
　32本ある歯の一本一本は、一つしかない心臓一
つしかない胃と同じ役割をもって人間の進化とと
もに存在してきている。
　人生を全うするには、歯を大事に、大事にして
長生きのお手伝いをしてもらう。
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　そのために歯を磨く。
　歯槽膿漏や虫歯になれば金が掛かる。
　歯を磨けば歯医者に払うお金が少なくて済む。
そう諭して毎食後の歯みがきを勧めた。
　

インターネットで片山恒夫を検索すると
①豊中保健所口腔衛生係長。開業医として夜間営
業を認める。
②大阪府歯科衛生士養成所所長。夜間開業認可
③市立豊中病院歯科部長。夜間開業認可
とある。
　公務員の兼業は特例であった。＊１

　
　ここに至る経緯は以下である。
　1945年敗戦。片山さんは大阪梅田の焼野原に置
かれたGHQの福祉部門にピーター福田二世を訪
ねた。
　片山さんは、学校医として挙げた五年間の成績
を福田二世に示し、「学校保健改革片山案」を説
いた。学校保健を正課とし、歯をみがく時間を設
ける、である。
　担当した国民学校（当時）も視察させた。
　
　豊中保健所が、これからの公衆衛生のセンター
として新しい保健所のモデルになった。
　口腔衛生係が新設された。

　片山さんは係長に補され妊産婦・乳幼児の歯科
保健指導に新分野を開拓した。
　昼間は公務員だが、夜間は開業医として患者を
診療できる、は特例である。
　市立総合病院歯科部長に就任しても、夜間は開
業医だった。
　
　片山さんは、日本で初めて豊中市に生まれた歯
科衛生士養成所の所長である。
　校舎の物件を捜し出し、カリキュラムの作成、
講師の選定、庶務係として学生定期券証明書の発
行から経理係も担当した。
　日本銀行大阪支店で給与として支払う現金を卸
した帰途に全額盗まれた。尾行されていたらしい。
勿論弁償した。

　1955年、片山さんは『薬品工場で使う原材料に
よってそれを扱う作業員の歯はどのように蝕まれ
ているか』の論文で大阪大学で医学博士の学位を
得た。
　「一人ひとりの歯」を大事にする、同時に、「社
会における歯科医の役割」を果たす。
　その姿勢は多忙を極めた当時でも変わりはな
い。

　
　鈴木博信さんはNHKの記者だった。
　特派員としてアフリカやベトナムの勤務中にマ
ラリアや風土病に罹った。
　以後、13年に及ぶ闘病生活が始まる。
　後遺症の腎臓病が悪化し休職して療養したが治
癒せず退職した。
　
　療養生活中に歯茎が腫れ、３人の歯科医に掛
かったが、どの医師も抜歯を勧めた。

「医事新報」を読んでいて歯槽膿漏関連の記事に
出会った。
　執筆者に電話した＊２。

『歯槽膿漏の神様が関西にいる』との回答だった。

　片山さんを訪ねた。当時、50歳ぐらいだった。

　以下は、初対面の二人の振る舞いはかくもあっ
たか、という中野のイメージである。

　鈴木さんは後遺症の治療に全力を傾けた。関連
の内外の医学書、医療記事を渉猟し、知人の記者
のネットワークを通して医療関係者に話を聞いて
回った。徹底的に調べた。
　そして遂に『歯槽膿漏の神様』の存在を知った。
お目見え出来た。
　片山さんには、鈴木さんは諸国を回って剣の名
人・達人と試合した武芸者に写ったことだろう。

　「やつれていた。歯は全部ブラブラだった』。
　片山さんは鈴木さんのこれまでを徹底して聴い
た。
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　片山さんは　『歯を磨きましょう』の一言を発
しただけだった。
　鈴木さんにはこの言葉は「他に頼らず自分の力
だけで切り抜けること」、と聞こえた。
　
　余談だが、旭川動物園園長だった小菅正夫さん
に中野が聞いた話がある。
　小菅さんは獣医である。動物園で死亡した動物
の遺体のすべてを解剖して死因を調べてきた。
　「よくこんなになるまで生きていてくれた。痛
いの一言も言わずに。」と涙した。
　体の諸機能がゼロに磨り減るまで生き抜いて命
を終えていたからだった。

　初対面以降も二人の間の対話の量はごく少な
かった。
　片山さんのいう「自力」を悟った鈴木さんは歯
をみがくことで「養生」＝いのちを養った。
　歯は一本も抜かなかった。
　健康を回復した。

P r o f i l e

中野　正之  ❖  なかの　まさゆき

1933年　生まれ
1956年　九州大学経済学部卒。同年NHK入局。デイレクター・農林水産番組チーフプロデューサーとして番組
	 制作を担当。
	 UNICEF（ユニセフ）と共同制作「発展途上国と地域取材（ブラジル・タンザニア・イラン・インド・タイ・
	 ホンコン・アメリカ・フィンランド）＜婦人と社会＞」。
	 「ある人生ー生還者」　玉砕の島硫黄島の初取材。地下の延長20㎞の壕に潜んで２万人の将兵が戦った。
	 放置された戦友の遺骨を生還した兵士と捜す。
	 NHK特集「輸入食料ゼロの日」。「輸入断」始まる日以降の想定ドキュメント。
	 「シルクロード」チーフプロデューサーとして取材スタッフ選定・現地取材車両確保。
	 番組制作局長。「紅白歌合戦」審査委員長。清原和博・千代の富士貢・渡辺　謙らが審査員。
	 管理部門に転じ放送総局副総局長として国会・郵政省担当。
1990年　NHK退職。学校法人「日本放送協会学園」理事・理事長。
1997～ 2003年
	 横浜家庭裁判所家事調停委員。
1999～ 2010年
	 NHKラジオ深夜便「こころの時代」の企画と聞き手を担当。片山恒夫さん（2001年放送）はじめ
	 238人にご出演いただく。
2012年	 本稿を最期の仕事とされ、８月７日に逝去されました。

　片山さんは60歳で引退されたので、鈴木さんは
先生の弟子に診てもらった。
　その方も亡くなられたので、今は別のお弟子さ
んの診療を受けている。
　

＊１片山さんの特例を認めさせたのは、当時豊中保
健所の医師だった橋本正巳さん、後に、国立公衆衛
生院部長。厚生省局長橋本道夫氏は実弟。
＊２「医事新報」の寄稿者は日本大学口腔衛生学教
授木所正直さん

長女みさき様より、先生が８月７日夜肺炎のため
急逝されたことを知らされました。まさに晴天の
霹靂でありました。お便りには７月初め持病から
肺炎を発症し苦しそうだったが、最期の数日は
とても安らかだったとのこと。そして絶筆となっ
た原稿依頼をとても喜んでいたとありました。我
らはそれを聞いて涙痕新たにし、このご遺稿に
感謝し、期待に応えたいと思います。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
 合掌
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恒志会理事長 土居　元良

これからの医療と
� 創健フォーラムの足どり

第５回創健フォーラム

　第五回創健フォーラムを開催するにあたって、
５年間の足どりを振り返ってみます。
　第一回の創健フォーラムはG.E.マイニーのRoot 
Canal Cover-Upの翻訳（虫歯から始まる全身の
病気）出版を記念して開催しました。医学の進歩
は病気の究明のために、より分科して、臓器別、
組織別の専門に分かれてしまった為に、患者さん
全体を診て診断することが希薄になっているよう
に思われます。
　プライスが25年の歳月と心血を注いだ研究を現
代に生かすには、口腔と全身の関係を同時に診る
ことできる医学が必要です。このような考えか
ら口腔医学の創設と病巣感染の復興を柱として
フォーラムを企画いたしました。

　
第一回　メインテーマ：［病巣感染を考える］　
2008年７月20日
演題
・「病巣感染と慢性免疫病」 堀田　修 先生
・「扁桃病巣感染」 形浦　昭克 先生
・「歯周病原性バイオフィルムは健康破綻をもたらす」
 奥田　克爾 先生
・「歯牙根尖病変の治療－長期経過からみて」　
 藤卷　五朗 先生

第二回　メインテーマ：［歯性病巣感染を考える］
2009年10月11日
演題
・「医科と連携した混合感染（歯性病巣感染を含

む）が関与する全身疾患を考える」
 杉本　叡 先生
・「歯性の病巣感染と皮膚疾患について」
 押村　進 先生
・「歯科と連携して治す病巣感染が関与する皮膚疾患」
 　高橋　慎一 先生

　口呼吸が慢性上咽頭炎を引き起こし病巣感染巣
して全身に様々な影響を与えていると言われるこ
とから、口呼吸について理解を深める企画をいた
しました。

第三回　メインテーマ：［口呼吸を考える］
2010年10月10日
演題　
・「口呼吸：口呼吸をほっておくと顔の変形を起

こします」 水野　均 先生
・「なぜ口呼吸になるのか？　生物学的な見地か

ら［口呼吸］に対する解決法を考える
 元開富士雄 先生
・「視点を変える医療へ」 今井　一彰 先生
・「IgA腎症と口呼吸」 堀田　修 先生

第四回　メインテーマ：［口呼吸を考える］
　　　　臨床実践編　2011年11月23日
演題
・「呼吸と口腔機能の接点を考える―鼻呼吸のス

イッチはどこにあるか」 元開富士雄 先生
・「口呼吸・不正咬合の予防と早期治療
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　―簡便な寄既成装置（The Trainer System）
による方法」 福岡　雅 先生

・100歳の人生を見据えた歯・口と脳づくりのた
めの手入れ 荒井　正明 先生

・「口呼吸と病巣感染」 堀田　修 先生

第五回　創健フォーラムについて

　４回にわたり、病巣感染、口呼吸の勉強をいた
しましたが、今回のフォーラムでは歯学と医学の
壁をどう乗り越えるかという、大きな課題に取り
組むことといたしました。
　学校法人福岡学園理事長田中健藏先生は我々の
フォーラムの数年前より口腔医学の必要性につい
て多くの論文・講演等で発表されてます。
　福岡歯科大学の教育改革にも取り組んでおられ
ます。
　田中健藏先生を第五回創健フォーラムにお招き

いたします。
　西日本新聞で「食卓の向こう側」シリーズを主
導されている佐藤　弘編集委員をお呼びいたしま
す。
　佐藤氏は今年の日本歯科医師会雑誌１月、２月
号「内の目・外の目」欄で歯科の重要性と啓蒙の
ポイントについて書いておられます。
　歯科に対していつも暖かいご支援をいただいて
おります。
　NTT東日本関東病院リハビリテーション部長
稲川利光先生にご講演をお願いしております。
先生は30年以上にわたって一貫としてリハビリ
テーションに関わられておられます。
　ご著書も多数ございます。
　リハビリテーションにおける医科歯科連携の大
切さ、口腔機能(摂食、咀嚼、嚥下、発音等)の重
要性と口呼吸の弊害、についてのお話も伺えると
思います。

歯界展望：第49巻　第１号・昭和52年１月

「余滴」は昭和52年１月（1977年）から12月まで匿名（Ｋ）とし片山恒夫が１年間歯界展望に依頼されて連載されたものである。

下手な道具選び滴
余

　「イギリスの作家の言葉に、『美しい顔が推薦状であるならば、美しい心は信用状だ』という
のがある」との書き出しで「外観の美しさは推薦状、基礎工事の良きは信用状 」というように
建物の場合を云々する時評が眼についた。
　近頃のわれわれの仕事、そのなかで開業費の高騰が大きな運営の重荷となっていることがい
われている。しかし、そうはいうものの、新しく開業しようとする人はできるだけ立派な外観
をもつ待合室、治療室を設備しようとする。それが美しい顔であり、推薦状であると考えるか
らであろうことはまちがいないであろう。
　しかし、美しい心であるかどうかはなんともいえない、おそらく金利あるいは返済のことは
常時、心の重荷となっているはずだし、それが仕事にかかわらないとは決していえないであろう、
たとえ美しい心の持主であったとしても、その美しさはこのことによってひどく汚されるはず。
　だのに、なんとかの理由を設けて、ほとんどの人が美しく装うことを止めないのは、このこ
とが推薦状であることに疑いをもたず、また心の醜さは見抜けないことに疑いをもたないから
ではなかろうか。しかし、そうだといえるだろうか。患者はなにをおいてもその人の心の美し
さを見極めようとしている。腕のたしかさを見定めようと、かかっていることはまちがいない。
　そこで、“下手の道具選び、藪医者の薬箱かざり” という言葉のあることを思い出した。 （Ｋ）
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9：15 ～ 16：4510月７日（日）開場９：15　開会９：452012年日　時
場　所 日本歯科大学九段ホール  （地下１階 定員200名）

第 5 回 創健フォーラム

フリートークの場：各講師を囲んでグループで話し合いができます。
懇話会・相談会　田中健藏先生、佐藤弘氏、稲川利光先生・恒志会理事

【第二部：グループ懇話会  会場 1 階フロア】 15：35 ～ 16：45

「医療者は何をすべきか」5 周年記念

【第一部：医療者は何をすべきか】

「口腔医学の学問体系の確立と医歯二元論の再考」
歯学から口腔医学へ

キーワード：口腔医学　医学・歯学一体教育　全身との関連

講　師 学校法人福岡学園理事長  元九州大学総長  医学博士 田中　健藏
10：00 ～ 10：45

「その人らしさを支える― リハビリテーションの実践から ―」
口腔機能とリハビリテーション

キーワード：口腔機能と人としての尊厳、医科歯科連帯

講　師 NTT東日本関東病院リハビリテーション科部長 稲川　利光
12：45 ～ 13：45

「食卓の向こう側に見えるもの～だから歯科からなんだ」
国民は医療に何を期待するのか

キーワード：社会に対するアプローチの仕方、行動変容

講　師 西日本新聞　編集委員 佐藤　　弘
10：55 ～ 11：55

【昼　食】 11：55 ～ 12：45

長岡市開業　関歯科医院 関　正一郎
横浜市青葉区開業　沖歯科医院 沖　　　淳
東京都江東区開業　横田歯科 横田　　裕（司会）

「先達片山恒夫先生から学んだ医哲学」
生き方が変わった・診療が変わった

キーワード：予防・再発予防　原因除去療法　医患共同　生活由来疾患

恒志会理事　歯科医師
13：50 ～ 15：20鼎　談
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学校法人福岡学園理事長　九州大学元総長

はじめに
　最近の医学、歯科医学の進歩は目醒ましく疾病
構造に著明な変化がみられ、寿命は延長し、少子
高齢社会を迎えて、医学と歯学、一般医療と歯科
医療との関係は大変密になってきた。そのため、
従来の医療のあり方、医師・歯科医師の教育体制
について変革を行う気運が高まり、「口腔医学」
の学問体系の確立と、「医師、歯科医師の一元化」
が、患者中心の医療のあり方「知の統合」として
注目されている。
　医師法、歯科医師法、学校教育法などの変革は
大変なことであるが、医師、歯科医師およびその
教育関係の人々が一体となって努力し、患者中心
の医療における「知の統合」を計ることが緊急の
課題と考えられる。

歯学教育の歴史的変遷と口腔医学の学問体系の確立
　二十世紀後半からの医療、歯科医療の急速な進
歩は、社会環境の改善と相埃って疾病構造に著明
な変革をもたらすとともに、国民の医療や健康保
持に大きく貢献し、わが国は世界一の長寿国と
なった。しかし、これまでの歯科医学・歯科医療
は歯およびその周囲組織の疾患を主な対象とし、
全身とは切り離された形で実践されてきたととら
れ、一般医療とはやや異質のものとみられている。
　ギリシャ、ローマ時代には、医療は祈祷師や医
師によって行われていた。人類を悩ました歯痛や
ゆるんだ歯牙の抜歯などが歯抜き師、入れ歯師、
香具師、職人によって行われ、それらを含めた歯

およびその周囲組織の疾病の治療をdentistryと
してdentistが行うようになった。
　十九世紀、アメリカのMaryland大学医学部が創
設されたとき、歯学はartでありscienceでないという
論理で、医学部に含まれなかったため、Hayden，
Harrisら に よ っ てBaltimore College of Dental 
Surgeryが創設され、医学と歯学の教育体制が別
れ、その流れがヨーロッパやわが国にも及んだ。
　わが国では、かつて歯科医療は口中科として一
般医科にふくまれていたが、1874年医制が制定さ
れ、また1890年には高山歯科医学院が創設され、
それ以後歯学は主として私立専門学校で教育され
てきた。法的には、1906年医師法、歯科医師法の
制定によって、医科と歯科とは完全に分離された
のである。
　第二次世界大戦敗戦後、学制改革により、歯学
の教育は新制の歯科大学として、医科大学と同じ
ように６年制となった。
　なお、戦前の国立大学医学部には、歯学部新設
まで歯科口腔外科学講座があり、歯学部を創設し
なかった医学部で、顎口腔科学分野、口腔病態学
分野などとして、歯学・口腔医学の教育が行われ
ている。東京大学医学部には口腔外科学があり、
病院の顎口腔外科・歯科矯正歯科を担当している。
　最近は歯科大学に、オーラルメディシン講座、
口腔内科を開設している大学もあり、歯科大学で
の医学一般の教育が拡充され、さらに総合病院、
医科歯科総合病院を開設している大学もある。ま
た最近、口腔内科学会が設立された。

口腔医学の学問体系の確立と
医歯二元論の再考

K e n z o  Ta n a k a田中　健藏

特 集

─歯学から口腔医学へ─

医 療 者 は 何 を す べ き か



14 恒志会会報  2012　  Vol.7

　こうした立場に基づいた今日までの歯科医学、
歯科医療の教育体制、学術体制、医療体制は独自
に発展し、歯科としての「業」も強固なものとなっ
たが、一方で医学の進歩に比して、歯学の進歩は、
中距離レースに例えれば周回遅れになっていると
いう批判もある。
　歯およびその周囲組織を含めた口腔は、摂食、
咀嚼、嚥下、消化、呼吸、構音、味覚など生命維
持の基本的機能をもつ臓器であり、口腔領域の疾
患は全身疾患（例えば糖尿病、動脈硬化、心筋梗塞、
自己免疫疾患など）と関連し、また口腔機能は脳
機能の活性化に関連している。発音も口腔・歯の
重要な機能である。さらに、近年の超高齢化社会
においては、歯科の患者の多くが高齢者で有病者
が多く、また、「口腔ケア」は誤嚥性肺炎の予防
やQOLの向上、活力ある高齢者の社会参加に大
いに貢献している。
　現在行われている歯学教育カリキュラムや歯科
医療は、単に歯とその周囲組織に留まらず、口唇・
口蓋・舌・唾液腺は勿論、顎骨・顎関節など広く
口腔領域の疾患を対象としている。
　従って、従来の「歯学」の概念を改変し、歯お
よびその周囲組織を含めた口腔領域全体を教育、
研究、診療の対象とする「口腔医学（口腔科）」
を確立・育成することは、国民医療の向上を考え
る上で基本的課題である。口腔疾患についての専
門知識・技術とともに、医学一般の基礎的教育を
受けた者が口腔疾患の予防、治療を担当すること
は、患者さんの立場からは大変好ましいことであ
る。医学教育においても、口腔疾患の学習は重要
である。口腔の健康維持から全身の健康を守る心
構えが必要である。
 

「医歯一元論」の実現を
　口腔医学の学問体系を確立した上で、歯科医学
は今一度原点に立ち返り、図のように医療と歯科
医療の一元化を実現し、口腔医学（口腔科）を医
学の一専門分野とすることが妥当であると考える。
　医歯一元論、二元論は、古くて新しい課題であ
る。東京歯科大学創立120周年記念誌によると、
わが国では、明治28（1895）年医科きっての論客、
日本医事週報主筆の川上厳華は医歯一元論の立場
をとり、医学を修めた後歯科を専修するのが良い

と主張した。これに対し、髙山歯科医学院に学び、
歯科医師の免許を取得した血脇守之助は、歯科は
技術と理論を習得することが必要で、ドイツやフ
ランスのように、医学を修了した後に歯科の技術
を身につけるとなると ２、３年は余計にかかり、
歯科の志望者が減る。アメリカのように医学の概
要を学び深く習得することが良いと反論した。川
上の理想論に対し、血脇は現実論を主張した。そ
の後も何回か、一元論、二元論の議論はあったが、
今日でも両論についての評価はまちまちである。
そして現在まで二元論をもとに歯学教育は行われ
ている。
　平成元年８月、産経新聞の“花時計”に、遠藤
周作は“なぜ歯学だけ別扱い？”というエッセイ
を書いている。「歯や口だって特別に独立したも
のではなく、人体に属するのはちょうど合衆国の
州がアメリカに属しているようなものだ」と、さ
らに「歯科医で人体の臓器や疾病と歯との関係を
調べる研究をしていくだろうと思っている。」

「そうしてみると将来は歯科医も眼科医もおなじ
く正当な意味での医者であるべきだと考えるのだ
が」と述べている。
　医学と歯学、一般医療と歯科医療とを分離する
ことは、学問的にも医療の面からも、患者の立場
からも不自然で、医と歯の統合一体化をすること
が必要である。宮崎大学迫田医学部長も医歯の一
元化が医学の教育に必要なことと述べている。
　最近、茨城県科学技術振興財団が行った「分野
別横断イノベーション課題検討会」でも、歯周病
が心筋梗塞や糖尿病に影響することなどから、医
科・歯科の統合の妥当性を述べている。
　カナダDalhousie大学のCohen教授は、“Today’s 
dentistry will become tomorrow’s stomatology, 
a specialty of medicine”と述べており、アメリ
カではこの考えに賛成する人も多いと聞いてい
る。
　瀬戸皖一教授が「歯科医療は世界のどこの国で
も医療とは別の業として区別されているが、その
区分けは国によって異なり、しかもどの国でも曖
昧で問題が生じやすい。困ったことは業として厳
しく分けられて長年月経ているうちに学術的にも
段々と疎遠になる傾向があり、一方では歯科とい
う小さなフレームの中では切磋琢磨が行われにく
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いだけに、少しずつ進歩のスピートが遅れ気味と
なって、その結果、中距離レースにたとえるなら
ば、いつの間にか歯科の研究レベルは、医科と比
べて周回遅れになってしまったという現実に直面
している」と分析されているのは、もっともな意
見であり、重要な指摘である。
　医学と歯学とを相対峙するものとして捉えるこ
とからは、両者の「知の統合」は成し遂げられな
い。医学と歯学の関係者が、それぞれが持つ文化
と歴史の違いを止揚し、「口腔医学（口腔科）」は
医学の一専門分野であることを認め合うことに
よって、初めて「医学」と「歯学」の「知」は統
合され、患者にとって最良の医療を提供できるよ
うになる。
　飯塚哲夫氏が述べている意見は大変貴重で妥当
なものである。「歯科医師の歴史から学ぶことは、

「歯科医師」と「デンティスト」とは同じでない
ということと、大多数の歯科医師はそれを理解し
ていないことである。歯科医師がデンティストで
あるかぎりは、歯科医師の社会的評価は低いとい

うことである。デンティストという職業は、歯科
疾患に罹患した歯を抜いて入れ歯を入れるという
仕事から始まったもので、香具師や職人の仕事
だった のである」。Dentistryはdental medicine、
そしてoral medicine、stomatologyへ変革する必
要がある。
　歯学から口腔医学へ、そして口腔の健康から全
身の健康を守る医療体制を目指すことが、国民の
健康を維持向上させるには重要なことである。

口腔医学という学術語は慣用されている
　口腔医学という学術語は既に慣用されている。
国立大学の大学院は、専攻科名を口腔医学、口腔
生命科学、口腔科学等としている。また、歯学部
のない国立大学医学部では、従来の歯科口腔外科
を顎口腔科学分野（群馬大学）、口腔病態学分野（岐
阜大学）、口腔顎顔面外科学分野（三重大学）、口
腔顎顔面病態外科学分野（鳥取大学）などとして
いる。また、口腔内科（北海道大学）、分子口腔
医学講座（徳島大学）、オーラルメディシン講座（東
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京歯科大学）、総合口腔医学講座（日本大学・松
戸歯学部）などの部門が開設されている。
　国際的にも、アメリカでは、歯科系大学を
School of Dentistryで は な くSchool of Dental 
Medicineと呼称する大学がHarvard大学等14大学
ある。学位は、Doctor of Dental Medicineであ
る。多くの大学はOral Medeicine部門を設置して
いる。また中国では、歯科系大学を口腔医学院
School of Stomatologyと呼んでいる。

まとめ
　学校教育法、医師法、歯科医師法などの法改正、
大学・医療関係諸団体のあり方の改変など、改正
すべき課題は多いが、まず「口腔医学（口腔科）」
の学問体系を確立し、それを基盤として「医歯一
元化」を実現し、口腔医学（口腔科）を医学、医
療の一専門分野とすることは、「患者中心の医療」
の「知の統合」として意義深いものであり、その
実現を計ることが緊急の課題である。
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天気と口は西から変わる
 ─医科歯科連携への期待

西日本新聞　編集委員

H i r o s h i  S a t o佐藤　　弘

　１月16日、私は仲間たちと、福岡県宗像市で「命
の入り口セミナー」を開いた。口をテーマに、志
を同じくする歯科医師や医師、教師、理学療法士
らと手をつなぎ、実行委員会形式で開いた３回目
のイベント。人口10万人弱の地方都市での開催、
有料（1000円）、組織的動員も一切なかったが、会
場は1500人の熱気であふれた（写真①）。
　なぜこうしたセミナーを、私のような一般紙の
新聞記者が展開しているのか。それは、この社会
の閉塞状況に風穴を空け、世の中をより良き方向
に動かすために新聞ができることは、良質な問題
提起と実効性ある“半歩先の提案”だと思うから
である。

　私たちの主張は、単なる食の安全安心や、食の
裏側の暴露でもないし、「○○してはいけない」
といった攻撃的な話でもない。主題は「人と社会
のありよう」であり、そのものさしを「食」に求
めただけのこと。ともすれば、一過性の報道に陥
りがちな新聞が、政治でも事件でもない暮らしの
記事を家庭面や文化面ではなく１面でしつこく取
り上げて続けていることには、多少なりとも意義
があると思っている。
　「天気と食は西から変わる」を旗印に掲げる私
たちのシリーズ最新作が、嚙むことの重要性と口
腔をテーマにした第13部「命の入り口  心の出口」
である（写真②）。

日常の中に潜む危機

　西日本新聞は2003年秋、朝刊１面で連載企画「食
卓の向こう側」をスタートさせた。
　第１部「こんな日常どう思いますか」のプロロー
グは、福岡市に住む３人家族の、ごくありふれた
日常から始まる。「これのどこがニュースなのか」
─。社内には、そんな声もなくはなかったが、掲
載と同時に読者から共感の声が続々と寄せられ
た。

抜け落ちていた「口」

　「口」を取り上げようと思ったのは2006年。「地
産地消とまちづくり」をテーマにしたシンポジウ
ムに招かれたのがきっかけだった。シンポも終盤
に入り、できるだけ地元の物を食べることが、家
族の健康と地域の暮らしを守ることだとまとめる
私に、パネリストの歯科医師が手を挙げた。
　「佐藤さん。あなたはさっきから食材のことば
かり言うけど、首から下のことは考えていますか。
どんな食べ物も嚙まないと意味がないんですよ」

「…」いやあ、参った。シンポジウムがきれいに
終わらないとか、壇上で己の無知をさらしたとか、
そんな次元の話ではない。食をテーマにしていた
私の思考のなかで、「嚙む」は全く抜け落ちてい
た部分だったからである。
　食を考える際、多くの人は「食べる」ことでし
かとらえていない。だが、人の健康度がわかるの

特 集 医 療 者 は 何 を す べ き か



19恒志会会報  2012　  Vol.7

は、何を食べたかよりも何を出したかの方だ。立
派な便が出るときは、腸内細菌の状態もいい証拠。
体の免疫機能も働いている。
　「食べる」前には「作る・捕る」もある。いつ、
どこで、だれが、どう作ったかで栄養価は変わる
し、それを受け入れる私たちの体の状態も季節に
よってまた違う。さらに、「買い物する」「調理す
る」「土に返す」とともに、感謝やひもじさといっ
た感情・感覚と組み合わせて食を語ってきた私に
欠けていたのが、「食べる」と「出す」の間にあ
る「嚙む」だった。（23頁図）
　それから４年。少しずつ取材を進めた。歯科関
係者にとっては当たり前の話でも、私にとって取
材は驚きの連続だった。さらに、歯だけではな
く、呼吸も考えねばならないこと。記者が感じた

「へー」が読者に伝われば、「新聞を読んで得した」
と思ってもらえる。このシリーズは当たると思っ
た。反応は想像以上だった。

シンポジウムからセミナーへ

　2010年２月、恒例の連載終了後のシンポジウム
を福岡市内で開催した。メンバーは、メーン講師

に、岡山大小児歯科の岡崎好秀先生▽“不採算部
門”として総合病院から歯科がなくなる傾向にあ
るなか、逆に高次医療の一つとして歯科を開設し
た済生会八幡総合病院（北九州市）の松股孝院長
▽歯科からの食育に奮闘する山口知世・歯科医師。
満員の会場は、口の世界の奥深さに感嘆した聴衆
の声であふれた。
　そしていま、展開しているのが「命の入り口セ
ミナー」。これは、社ではなく取材班が主催する、
いわば“自主興業”で、予算は一切なし。会場費
や講師陣へのギャラ等は、すべて入場料でまかな
うのを原則としている。シンポとセミナーの違い
に対する私の解釈はこうだ。シンポの場合、不特
定多数が相手になるから話の内容は薄く広くにな
る。一方、セミナーの場合、参加者がある一定程
度の基礎知識を持っていることを前提に話を進め
られるから、即、本論に入れる。有料ゆえに、本
気度も高い。
　問題はその組み立て方である。これまで記者と
して200回を超えるシンポジウムを見てきた私の
結論は、業界の人が業界のことを大事だと叫んで
も、なんの説得力もないということ。身内で盛り
上がり、業界紙は特集を組んでくれても、一般紙

写真①：1500人の聴衆が集まった第3回命の入り口セミナー　写真②：連載は1回終わるごとに、 
ブックレット化。写真は「食卓の向こう側第13部・命の入り口  心の出口」ブックレット

①

②
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なら、まあ30行。
　歯科に置き換えれば、歯科関係者が「歯を大事
にしよう」と叫ぶことと同じ。学会発表のように
正しい話を正しく話しても、一般市民が正しく理
解してくれるわけではない。
　そこで私がとったのが、口呼吸の弊害を説く内
科医の今井一彰先生（みらいクリニック、福岡市）
をメーンにすえ、歯科医師ではない立場から口の
大事さを語ってもらった上で、後半を歯科医師が
締めるという構成である。
　今井先生は現代人に多い口呼吸を鼻呼吸に変
え、人体を支える足の形を矯正するなど、体の機
能を正すことによって、関節リウマチやアトピー、
アレルギーなどを治療している医師。「歯医者に
なりたかった」と言うくらい、歯科医師に対する
リスペクトがあるから、歯科関係者にも受け入れ
られると考えた。
　とはいえ、一般市民対象の健康イベントは無料
が一般的。有料のイベントに集まるのか、多少の
不安はあったが、ふたを開けてみると、2010年６
月の第１回（福岡県歯科医師会館、400人）、同年
９月の第２回（福岡市中央市民センター、500人）
ともに入場をお断りする人気ぶりだった。

低すぎる歯科の評価

　第13部を連載していて感じたことがある。それ
は、医科と歯科との間にある壁である。
　「今度、歯をテーマに取材しようと思うんです
が、体と歯の関係は…」。何人も、親しい医師に
相談したのだが、その多くは、「なんね、歯ね。
まあ、歯が悪くなっても、死ぬわけじゃないから
ね」「あんまり咬合とかで、全てが治るように書
いたらいかんよ」。それが大半の反応だった。
　不思議だった。おなかの中は毎日のぞけないが、
口ならいつでも自分でチェックできる。歯茎から
血が出たり、口臭がひどくなったりするときは、
何かの異常のサインだし、舌でも健康状態はわか
る。医学生が授業の最初で学ぶという「ペンフィー
ルドの絵」を見れば、「生きる」ということにお
いて、いかに手足と口が、脳と密接なつながりが
あるかは、誰が見てもわかるだろうに。
　静岡県の歯科医師、米山武義先生が明らかにし
た口腔ケアと肺炎の関係、静岡がんセンターの大
田洋二郎先生らが取り組んでいる、がん患者への
手術前の口腔ケアが予後を良好に保つことは、科
学的にも証明されている。まさに口は健康のシグ

図　筆者が考えた食の循環図
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ナルであり、全身の病とつながっているのに、医
科と比べて歯科の評価は明らかに低すぎる。
　私たちの体に境目はないのに、器官・機能を、
医科と歯科という人の都合で区別していること
が、おかしいのではないか。
　私はここに現代社会の抱える闇を見たような気
がした。

連携こそが道を開く

　組織や学問は細分化することで発達してきた。
だがそれは一方で、たこつぼのような関係を生ん
だ。野球でいえば、自分のポジションに来た球は
捕るが、ちょっと外れると対象外として見向きも
しないようなものだ。でも現実には正面に来る球
などごくわずかだから、現実社会とずれていく。
　それは、私が生業としている新聞でいえば、い
まの時代、新聞がニュースの新しさを追い求め、
批判するだけで満足していてよいのか、という疑
問と同根である。
　記事はあくまで手段であり、よりよき社会をつ
くるためにある。「新しい」「珍しい」「衝撃的」
だけを追い求めて、問題は解決するのか。人々の
行動変容が生まれなければ、「報道した」という
自己満足で終わる。
　それは医学もまた同じではないか。
　「症状を聞き、薬を処方するんだけど、薬が効
かなくなって」と、友人の漢方医が嘆いていた。
長い歴史のある漢方だが、それはヒトの体温が36
～ 37度あり、よく嚙み、歩くこと、そして口で
はなく、鼻から息をすることを前提として体系だ
てられたもの。ヒトとしての前提条件が崩れたと
したら、同じ処方をしても、効果が薄いのは当然
だ。1939年、米国の歯科医師A・プライスが、マ
オリやイヌイットなど世界14の未開民族を訪ね歩
き、伝統食を食べて健康な生活を送っていた民族
が、近代文明に触れたとたんに、歯や口、顔の形
だけではなく、精神の疾患まで引き起こしたこと
を克明に著した「食生活の身体の退化」（恒志会、
農文協）」を読んでいた私にとって、腑に落ちる
話だった。
　根本は、私たち一般人はもちろん、プロの医療
関係者も含めて、嚙むことや食生活という、極め

て日常的な行為を軽視していることにある。根っ
こを押さえなければ、問題は次々に形を変えて吹
き出すだけ。もはや、一歩自らの枠を超えたとこ
ろに踏み込まねば、真の解決策は見えてこないの
は、いずこの世界も同じだろう。

「響育」に見る公教育の可能性

　病気という現象だけを見つめ、誰も発見してい
ない難病の原因を突き止める。あるいは奇跡のメ
スで救う─。それが研究者や、臨床家としての喜
びであることはわかる。だが、私たちが目指すべ
きは、そんな医師たちだけが脚光を浴びる社会で
はあるまい。
　なにかことがあれば、すぐに駆けつけてくれる
消防署にはお金をかけるべきだが、サイレンを鳴
らした消防車が忙しく町中を走り回る状況を望む
人はいないからだ。基本は習慣の積み重ねにある。
そこに目を向けず、対症療法を行っても、また元
に戻るだけ。根っこを正す方法が、最大のワクチ
ンといわれる「教育」なのだと思う。なかでも、
公教育の果たす役割は極めて大きい。
　そこで第３回セミナーには、私たちの連載を活
用した授業を展開している長崎県島原地区の口之
津小学校、福田泰三教諭に登場してもらった。自
ら学んだ知識を家族に語る授業を通じ、「自分が
知ったことを伝えることで、家族を幸せにする」
喜びを知った子どもたちの活動は、福田教諭のい
う学校での学びを家庭から地域へと広げる、「教
育」から一歩踏み込んだ「響育」の実践であり、
公教育の持つ無限の可能性を示せたと思う（写真
③）。

技術、制度、価値観

　「医は食に、食は農に、農は自然に学べ」。聴診
器とともに鍬を持ち、有機農業を行いながら、い
のちを見つめる医療を展開してきた公立菊池養生
園（熊本県菊池市）の竹熊宜孝医師（現名誉園長）
の言葉である。
　医学がどんなに頑張っても、食が悪ければ病人
は増えるだけ。だが食は、健全な農（一次産業）
がなければ成り立たない。その健全な農もまた、
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清らかな自然（水や空気、土、光など）があって
こそのもの。解決すべき問題は常に、いま見えて
いる事象の向こう側にある。
健康なときは、だれも自分の体に注意を払わない
が、いったん被害に遭って当事者になれば、言わ
れる言葉は心にすっと入っていく。
　そこで、国民病といわれるむし歯や歯周病に
なって歯科を訪れる患者に、「なぜむし歯になっ
たのか」どんな食生活を送れば歯周病にならない
のか」などの指導が行われるようになったらどう
だろう。職場で行われる定期健診で血圧を計るよ
うに歯科検診が義務づけされたら、国民の意識付
けが図られ、健康度はぐっと上がるはずだ。
　だが現実には、削ったり、埋めたりしなければ、
歯科の経営は成り立たないようにできている。そ
れはまさに、日本の医療制度が解決すべき問題で
あろう。
　ただそれは、「米国並みに国が医療費にかける
割合をGDPの10％にまで引き上げる」などとい
う方向ではない。医科歯科連携によって病気が減
るのなら、診療報酬が上がって文句を言う人はい
ない。2009年度の総医療費は34兆円だが、病気の
治療に使った34兆円と、病気にならないために
使った34兆円では、その意味は全く違う。国民が
望むのは後者にほかならない。
　技術、制度、価値観のいずれかに変化があった

とき、世の中は変わるという。
　口を命の入り口にするか、病の入り口にするか。
たかだが80万部しかない九州のブロック紙でも、
まっとうな価値観をつくるお手伝いぐらいはでき
る。2011年度もまた、６月に東京国際フォーラム
で開かれる歯科医師最大の学会である日本顎咬合
学会に、今井医師や福田教諭と乗り込むことも決
まり、セミナーも九州各地で次々に開かれる予定
だ。
　「天気と口は西から変わる」。面白くなるのはこ
れからだ。
 2011年５月21日付日本医事新報より

写真③：班ごとに分かれて発表用の資料をつくる
口之津小学校の児童

P r o f i l e

佐藤　　弘  ❖  さとう　ひろし

中学時代、有吉佐和子の「複合汚染」を読み、ふるさとの野山がおかされていくわけを知る。百姓を志し、東京農
大農業拓殖学科に進学するも、深遠なる「農」の世界に触れ、実践者となることを断念。側面から支援する側に回
ろうと西日本新聞社に入社。システム開発部、日田支局、筑豊総局、経済部などを経て、現在、生活特報部で「農、
食、くらし」を担当。1961年生まれ。福岡市出身。

【著作】
「『農』に吹く風」（共著、不知火書房）、「食卓の向こう側①～⑩、⑫⑬」（共著、西日本新聞社）
コミック版「食卓の向こう側」（原作、西日本新聞社）、「竹田読本」（共著、西日本新聞社）
「農は天地有情～宇根豊聞き書き」（西日本新聞社）、「アイガモがくれた奇跡～古野隆雄聞き書き」（家の光協会）
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その人らしさを支える
─リハビリテーションの実践から─

NTT 東日本関東病院リハビリテーション科部長

To s h i m i t u  I n a g a w a稲川　利光

はじめに

　当院でのリハビリテーション（リハビリ）の取
り組みを紹介しながら、“その人らしさを支える”
ということについて、私なりの思いを述べたいと
思います。

脳卒中から廃用症候群まで

　当院は606床の急性期の総合病院です。
　当リハビリ科は急性期の脳血管障害や運動器疾
患などのリハビリを行なっていますが、それのみ
でなく、呼吸器科・消化器科・内分泌科・血液内科・
緩和ケア科など、院内の全科から寄せられる廃用
症候群のリハビリも広くおこなっています。廃用
症候群とは、種々の治療を行う中で心身の機能を
低下させてしまった患者さんを指します。例えば、

「がんの治療はうまくいったけれど、歩けなくなっ
た」「骨折は治癒したが、四肢の関節拘縮が進ん
でしまった」「肺炎は治癒したけれど食べられな
くなった」などといった患者さんです。
　高齢者では治療の対象となる疾患の背景に、脳
卒中や骨関節疾患、心疾患や呼吸器疾患など、い
くつもの合併症があり、ある疾患の発症を契機に
他の疾患を併発することが多々あります。病気に
よるストレス、治療によって加わる侵襲、不必要
な安静、不十分な栄養などといったことが相乗し
て患者さんの心身の機能は容易に低下します。
　患者さんの高齢化に伴い、廃用症候群の患者さ

んは年を追うごとに増えています。

廃用症候群への課題

　入院している廃用症候群の患者さんに対して、
私たちは、毎日リハビリを行います。しかし、患
者さんの多くは高齢で、その病状も複雑化してお
り、期待するほどリハビリの効果は上がりません。
そして、日常なんらかの介助を要する状態で退院
となるのが現状です。廃用症候群の患者さんの多
くは、退院してからも、いくつかの病気をもちな
がら寝たり起きたりして生活している状況で、ど
こか一つが悪くなれば、他の悪いところが加わり、
生活機能は著しく低下します。寝たきりのような
状態となって再入院されてくる廃用症候群の患者
さんは後を絶ちません。
　廃用症候群の患者さんの栄養状態に関して、
2010年に当科で行った調査があります。この調査
では、入院時にアルブミン（Alb）が3.5以下の低
栄養状態の患者さんは廃用症候群全体の80％以上
にもおよんでいました。この廃用症候群の患者さ
んが退院するまでの期間で、①Albが0.3mg/dl以
上向上した群（向上群）、②0.3mg/dl以上低下し
た群（低下群）、③0.3mg/dl未満の増減に留まっ
た群（維持群）の３郡に分けてそれぞれの群で
日常生活動作能力（ADL）の変化をみたところ、
②の低下群や、③の維持群に比べて、①の向上群
において入院中のADLが有意に改善していまし
た12。この調査結果を通じて、廃用症候群の患

特 集 医 療 者 は 何 を す べ き か
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者さんは、入院してこられた時点ですでに低栄養
の状態であり、ADLの改善に向けては、疾病の
治療と同時に、早期からのリハビリと充分な栄養
管理が必要だとわかりました。そして、リハビリ
スタッフと病棟看護師・栄養士・歯科医師などと
の連携強化が非常に重要であることを認識しまし
た。

脳卒中のリハビリ　―急性期での課題―

　急性期のリハビリでのアプローチの要は廃用の
予防、意識の賦活、随意運動の促通、肺炎などの
合併症の予防です。障害が重度であっても、全身
管理のもとで、口腔ケア、スキンケア、その他、
関節可動域訓練や麻痺側への意識付けなどを発病
当日から行ないます。
　急性期の脳卒中治療においては誤嚥性肺炎の予
防は非常に重要です。口腔ケアと座位のポジショ
ニング、早期からの栄養管理はリハビリの基本の
部分です。
　脳卒中の発症直後の患者さんの口の中をのぞい
てみると、驚くほど汚いことがあります。意識レ
ベルの不良な重度の患者さんに多いのですが、頻
回にケアをしているようでも、少し時間をおくと
すぐに汚くなります。歯垢や舌苔、食物残渣や痰
の貯留など、これらはすべて雑菌の繁殖培地とな
り、肺炎のリスクを高め、患者さんのリハの進行
を阻害することになります3。
　ベッド上での姿勢にも配慮が必要です。仰向け
に寝た状態では、頭は重いので頸部は伸展位とな
りがちです。頚部が伸展位となれば、口は開口位
となり舌は咽頭方向へ後退します。そして口呼吸
による口腔内の乾燥も加わって、舌は干からびた
ようになり、嚥下機能は大きく低下します。　口
がきちんと閉じていれば、舌は前上方向に伸びて、
舌の尖端は上顎の歯の裏側に着く状態で安定しま
す。したがって、口を閉じた状態は舌の委縮を予
防し、口腔内の乾燥も防ぎます4。
　「口を閉じていられること」がとても大切で、
そのためにも「臥床時の頸部の伸展を防止する」
ことに配慮します。したがって、「座位を保つ」「離
床を促す」ことが必要です。さらに加えて、「義
歯を外したままにしない」ということも大切な配

慮となります。義歯のない状態では下顎が不安定
でなり、舌の位置が定まらなくなります。歯がな
いので上下の奥歯の噛み合わせ、いわゆる「喰い
しばり」ができず、座位や立位が安定しません。
もちろん、ものを飲み込む時の力も低下します5。
リハビリを行う上での義歯の適合は非常に重要で
リハビリと歯科との協動は欠かせないものなので
す。

咀嚼について

　「座位の状態で咀嚼する」ことは、開口位とな
ることの予防や舌運動の改善、唾液分泌による口
腔内の自浄作用の促進などにつながります。また、
意識レベルを賦活し、頸部や体幹の筋緊張を高め、
姿勢を保持することにもつながります6。
　嚥下障害が重度の患者さんには、まずは食物を
用いずに運動のみの間接訓練を行いますが、それ
に加えて小氷片を咀嚼訓練に取り入れます。氷片
は有効な咀嚼の材料で、多少誤嚥しても（口腔内
がきれいにされていれば）肺炎につながる危険は
低いと思います。氷片の代わりに短冊形に切った
昆布を咀嚼するのもよいでしょう。ただし、昆布
は噛むためのもので、飲み込まないようにします。
氷片や昆布に飽きたら、リンゴのスライスをガー
ゼに包み、それを咀嚼するもの良いことです。噛
めば果汁が出るので、その味覚や香りを楽しみな
がらの訓練は患者さんのQOLにつながります7。

「嚥下障害がある！」とみなされると、患者さん
にはゼリーやプリン。流動食、などと噛まずに飲
み込むだけのものだけが提供されてしまうように
なります。もっと「咀嚼」することを取り入れた
アプローチを考えてもよいのではないかと思って
います。

緩和ケアとリハビリ

　緩和ケア病棟に入院してくる患者さんは、抗が
ん剤治療や手術の侵襲を受け、全身の筋力や呼吸
機能などが著しく低下していることがしばしばで
す。担癌状態であるという理由で、リハビリ的な
アプローチは受けていないことがほとんどで、「な
す術はなく、後は最期を待つ」という心境で、身
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も心も鬱々として入院してこられます。私たちは
そのような患者さんに少しずつリハビリを始めま
す。座位がとれたり、車椅子に乗ることができる
ようになる患者さん、歩行ができるようになり、
体力がついて外出や外泊が可能となる患者さん、
一時的にでも退院できる患者さんがいます。四肢
を動かすだけでも夜間の良眠が得られ、痛み止め
のモルヒネの量が減る患者さんもいます。
　ほとんどの患者さんが、死亡退院となり、私た
ちと患者さんとの関わりは、ごく短い期間です。
しかし、その関わりのなかで、患者さん一人ひと
りが「生きている」ことの大切さを我々に伝え、「希
望がある」ということの意味を深く諭してくれま
す。
　私の診察室の机の引き出しには笑顔でＶサイン
をしている患者さんの写真があります。歩行器で
歩きながら、満面の笑顔を浮かべ、奥さんがそば
に寄り添っている写真です。喉頭癌の末期の患者
さんで、話すことも食事をとることもできず寝た
きりの状態でしたが、痛みが緩和され、リハビリ
が行えるようになって、少しずつ歩けるようにな
りました。本人には「可能ならば、もう一度、自
宅に帰ってみたい」という希望があり、写真はそ
んな思いをもちながらリハビリをされている時の
スナップです。亡くなられる数日前の笑顔です。
希望は叶わずに終わりましたが、そこには希望に
向かうご本人の意思があり、その意思を共有する
スタッフの関わりがありました。
　患者さんが亡くなった後、奥さんから「あんな
笑顔が最期までみられたことは、一緒に過ごして
きた家族にとってとてもありがたいことでした」
という言葉を頂きました。　
　死は免れないことであるだけに、それを穏やか
に、自分らしく迎えられることはだれしもが念ず
ることだろうと思います。人生の終末をどのよう
に迎えられるか…、それは、本人にとっても家族
にとっても、そして関わる私たちにとっても大切
なテーマです。

おわりに

　急性期の患者さんから緩和ケアの患者さん、そ
して廃用症候群の患者まで、私たちの目の前には

いろんな患者さんがいます。刻々と時間の単位で
症状が変化する急性期の患者さんに対しては、私
たちは時間を競うようにして関わります。急性期
のリハビリのあり方はその後の患者さんの機能回
復に大きく影響するので、関わる側の緊迫感は非
常に大きなものです。その一方で、人生の終焉に
及んで、亡くなるまでの緩やかな時の流れを共有
する患者さんもいます。そこには関わる側のゆと
りが必要です。関わり方は異なるにしても、どの
ような患者さんに対しても、その患者さんにとっ
ての一番大切なリハビリを提供させていただくと
いう思いはいつも同じです。　　　
　緩和ケアのリハを始めた当初、私は若いセラピ
ストから「何で亡くなる人にリハビリをするので
しょうか？」と率直な質問を受けたことがありま
した。「目の前のその人が、あなたのお母さんだっ
たら、あなたの子供だったら、あなたは、どうし
たい？」と一緒に考えました。「亡くなるからこ
そ、治らないからこと大切にしてあげる。その関
わりがあってはじめてセラピストであることの技
術が使える。持ち合わせの技術でもって関わろう
とすると、かえってその関わりが見えてこないの
ではないか？」そんな議論も繰り返しました。「な
ぜ関わるか…？」私もセラピストも、ともに、自
分なりの答えを求めながら、これからも関わりを
続けていくつもりです。
　障害をもっても、年をとっても、どのような病
気になろうとも、最後まで人としての尊厳のある
生き方をしていただくこと、それこそがリハビリ
の目的だと思います。
　リハビリに限らず、広く、医療や介護に言える
ことですが、すべては人と人との関わりの中で行
われるものです。技術的なことは確かに必要です
が、忘れてはならないことは、どのような気持で
関わるか、そしてその関わりから何を学ぶか、と
いった姿勢だと思います。患者さんの人生の大切
な部分に関わることで、実は私たち自身がどう生
きていくか、何を大切にして生きていくか、を学
んでいると思います。
　人を支えているようで、実は自分が支えられて
いる…。人に関わる、ということは一方的なこと
ではなく、相互に得られる大切なものを享受しあ
うことで成り立つものなのでしょう。
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はじめに
　片山先生の医療者としての際立った特質は出
会った患者さんの抱える問題の本質を見抜き、ど
うすれば患者さん自ら真の健康を取り戻すことが
できるのか、その人が自立でき幸福につながるの
かを見据えた医療であったように思います。
　一人ひとりに自立して生きていく人間になって
もらえるよう治療をとおして出会った患者さん丸
ごと引き受ける「人間愛」あふれるほんものの臨
床医でした。
　教科書やマニュアルに頼るような治療中心の医
療、その治療が済めば役割は終わりという医療者
とは根本的に違っていました。数え切れない多く
のことを学ばせて頂きました。

医療と哲学
　４日間の片山セミナーは医療の本質を気づかせて
もらうものでした。宣伝など一切なし、すでに受講
した者の紹介が参加の条件であり、さらに特徴的
なことは何度も同じ人が参加していたことでした。
　セミナーでは医療哲学をはじめ、生き方、考え
方をわかりやすく講話してもらい、具体的には自
らの臨床例を多数示しながら５年10年20年30年経
過した症例で何を考え、何を目標に、どんな治療
をしたか、その結果がどうなったかを詳しく解説
してもらいました。
　15年間（先生が71歳から86歳まで）年２回30回に
わたり行われた片山セミナーの最終回、参加者全員
に贈っていただいた本が哲学者で大阪大学医学部

において我国最初の医学概論の講義を開講された
澤瀉久敬（おもだかひさゆき）先生の「医の哲学」と

「医の倫理」の２冊の本でした。先生が最後にみん
なに伝えたかったことだと思っています。
　「医の哲学」の中で医学とは「医の学」でなけれ
ばならぬとしたうえでその医は単に病気を治療す
る「学」ではなく病気を予防する「学」であること、
そして更に医学はそのように病気を治療し予防す
るという「病気に関する学」であるだけでなく「健
康に関する学」でもなければならぬ、医学におい
て「学」とはただ理論ではなく術であること、そし
て術とは医学においては単に技術ではなく仁術で
もなければならないと書かれています。
　“私たちは人間を診ていることを決して忘れて
はいけない”というのが先生の医療哲学でした。
　人間を対象とする医療者は口腔を見て身体全体を
見ない、身体ばかり見てこころを見ない単なる技術
者であってはならない。病人は身体的苦痛とともに
精神的苦痛を持つ人間です。時には社会的問題も抱
えておられることも肝に銘じるべきです。
　歯科は歴史的には人工物を入れる修復、補綴が
中心の医療でした。手先がとても器用で技工物はす
べて自分の手作りで最善のものを患者さんに入れる
ことを信条とされていたと同時に治療の結果が機能
回復はもちろんのこと健康回復、再発予防、さらに
健康増進へとつながっていき、害がなく、すべてが
長持ちをする治療を目標にされていました。
　長持ち（再発予防）は言葉では簡単ですが実際
には卓越した「総合力」が求められ、とても難か

片山恒夫先生から学んだ医哲学
―口腔医・医療の目的と目標―

恒志会  常務理事  歯科医師

J u n  O k i沖	 　　淳

特 集 医 療 者 は 何 を す べ き か
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しことです。
　以下は片山先生の論文集「開業歯科医の想いⅠ」
の帯に書かれている言葉です。
　歯科医の生き甲斐は、患者の感謝と信頼のなか
にある。
　歯科医学の進歩は、まさに日進月歩と目まぐる
しく、早い。われわれ専門職の責任から、新進の
学術を身につけなければと、まことに忙しい。
　どの職業の人も同様に忙しく、他の職域の進歩、
変革を理解している暇などない。
　そのような二人が、主治医と患者として出会っ
たとき、両者の知識には当然大きな開きがあるの
が当然だ。分かっていながら両者ともに十分信用
してかかる気は薄れている。とすると新進の治療
術式は、不理解、疑惑の目で迎えられればその効
果は十分に現れない。
　治療中もその後も、依然、病因が残存すれば、
結果は当然悪い。不信は現実化し、固定する。
　信用されようと好感を与えるのに腐心し、機械
設備を飾り、巧妙に説明したとて、かえって用心
される。その上、結果が不味ければ一層悪い。具
合よく長持ちしてこそ信用を生み、信用されての
治療は結果がよい。結果こそすべてを決める。
　具合よく長持ちさせる鍵は、まず、病因としての
口腔不潔が改善されたか、どうかにかかっている。
　臨床医は「哲学」と「科学」を併用しながら患
者さんの健康回復、健康増進に直接かかわれる実
学の最前線で活躍できるやりがいのある仕事を
担っています。

病因の除去
　病気になった以上原因が必ずあるはずです。で
すから病因の除去は治療の最も基本的ことです。原
因には主因、素因、誘因があることを加味し、あら
ゆる方面から原因除去療法を進めていくべきです。
そこで根本原因を見つけなければなりません。
　現在のような生活は複合的な要因が絡み合って
病気を発症しますから根本原因を見つけることは
容易ではありません。
　口腔内疾患の主たるもの虫歯と歯周病は一般的に
は細菌感染による感染症であることは常識です。し
かし先生はそれだけではないことを早い時期から主
張されていました。生活由来疾患（生活習慣病）で

もあるということです。とくに重要視されたのが食
生活でした。食生活の指導の難しさから教本として
プライス博士の書かれた「食生活と身体の退化」を
60歳すぎてから翻訳自費出版をされました。（現在
恒志会出版、農文協へ委託販売）。
　歯周病治療には４本組のブラシを考案され独特
のブラッシング法（フィジオセラピー＝自然良能
賦活療法）により抜歯しか選択肢がないような重
度の歯周病の寛解、治癒を実現されました。
　徹底的に病因の除去を患者さん自らが行うこと
により、驚異的長期間、歯が保存できた症例をい
く例も見せてもらい、それまでの抜歯の基準が明
らかに違っていたことを学びました。歯を抜いて
いくほど楽な治療法はありません。
　先生は卓越した観察眼、洞察力、技術力で驚く
ほどその人の病因を見抜き、長期保存を達成され
た方です。病気を治すために今までの生活を見直
し、生活を改善していくことの大切さはわかって
いても実行し続けることは患者さんにとって大変
な努力と根気が要ります。そこを支援するための
考え抜かれた戦法、患者さんともに治癒、改善に
むかって治療を進めていくという「医患共同作戦」
がありました。　

医患共同（協働）
　歯科医師一人で頑張っても患者さんが治りたい
という気持ちになっていただかなければ治療は成
功しません。医患共同とは医師・患者がおなじ目
標に向かって進む。支援する側、される側の役割
分担はあるにしても共に同じ方向に向かって協働
してひとつの目標を達成していくことだと私は理
解しています。
　言葉にこだわる先生が作り出された言葉が「医
患共同作戦」です。
　患者さんが行動変容を起こすにはまず「気づき

（自覚）」は絶対条件です。
　そのために何気ない方法のように見えますがそ
の裏には学問と経験に裏付けられた巧みな作戦が
ありました。先生が考案されたモニター付き位相
差顕微鏡、口腔内規格写真などを利用する視覚教
育から始まりモチベーションを高めていく手法。
日常の何気ない会話を通じて自分の生活の問題点
に気づいてもらう方法、資料、権威ある人の書いた
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本や、新聞記事などを使って徐々に患者さんに正し
い知識を伝えていく方法等々。（開業歯科医の想い
Ⅱ－片山恒夫セミナースライド写真集参照）
　日常の診療で日々患者さんへの観察眼「なぜこ
うなるのだろうか」「なぜ考えたとおりにならな
いのか」を熟考する習慣を身につけること、とく
に歯周病においては記録写真が必須です。患者さ
ん自身が行動した結果、歯肉にどのような変化が
起こったのかを記録写真を患者さんにも詳細に見
てもらう。少しでも良い方向に変化していれば患
者さんの治そうというモチベーションは驚くほど
高まります。
　自らの気づきが行動変容のまず第一歩です。専
門的な教育、指導も大切ですが私たちには“自分
の言葉で話してもほとんどは信用してもらえてい
ない、伝わっていない”と思えと教えられました。
信用・信頼されることがいかに難しいとかという
ことでしょう。
　それに気付かず患者さんに巧みな説明や説得で
一方的に信頼関係ができていると誤解しているこ
とが多いと思わなければなりません。
　医患共同作戦では患者さん一人ひとり必要なこ
とが違ってきます。
　害が無く最も適切なことは何かを患者さんと共
に見つけていくことが大切です。タテとヨコ、ど
こまで深く、どこまで広く診れるかの能力が歯科
医師の力量ということになるのかもしれません。

予防・再発予防
　医療者が目指す究極の目標の一つに予防、再発
予防があります。予防医療を提供する側と受ける
側とどちらが主体性を持つか、どこまでを受け持
つかということが問題です。
　私は専門家が主体性を持つべきだと考えていま
したがその考えが全く間違っていました。自立が
キーワードでした。同じ支援でも仕方によってそ
の後、患者さんが自立できるどうか、結果が全く
違ってくるのです。
　予防するにはまずは第一段階として患者さんは
正しい知識を学ぶ必要があります。
　そこで専門家からの科学的根拠に基づいた知識
の教示や行動に対する支援が必要になります。専門
家の役割として教育、支援の手を差し伸べることが

必要ですがこの行為はしばしば相手の主体性を奪っ
てしまうことになってしまいがちなのです。
　医療など専門性が高まってくればくるほど専門
家から支援を受ける側と支援を提供する側で立場
の差が大きくなってしまいます。対等という関係
が崩れると一方的に頼らざるを得ない関係になっ
てしまうのです。
　先生はそこを正してくださいました。専門家は
一歩後ろに下がって、支援を患者さんに気付かれ
ないように背中をそっと押してあげるようにする
ことが大切だということでした。
　なぜなら患者さん自身に自分の努力で病気を克
服したという自信を持ってもらい最終的には自立
してもらうためです。自分の身体は自分で守ると
いう心構えが大切だからです。
　全面的に医師に頼って手に入れた健康では自分
の努力で治ったという自覚がなく自信も持てません。
問題が生じるとすぐに人や薬やものに頼るということ
になってしまいがちだということなのです。
　先生からは予防、再発予防、健康増進、その人
の自立まで支援することを目指さなければならな
いこと、それらは初めて出会ったときからはじめ
治療中も予防の支援をしていくことを教えてもら
いました。メンテナンスの考え方も同じです。口
を通して得られた、「あきらめない」「やれば出来
る」というようなすべての体験を「生き方・生き
る力」に応用してほしいというのが先生の考えで
した。予防中心の医療は多くの方が望んでおられ
るはずです。
　これから歯科医師が関われる予防はまだまだあ
ります。口腔の機能と形態との関連性から生じる
諸問題の予防、顔の歪み、不正咬合、口呼吸、い
びき、睡眠時無呼吸、姿勢などです。高齢者にと
くに問題となる誤嚥性肺炎の予防、摂食・嚥下困
難者にしないような予防、胃ろうや介護必要者に
ならないような予防も歯科医師の大切な使命に
なって来ると思います。
　歯科医師はさらに生活習慣とくに食生活など全
身の健康を見据えた医療、老若男女と広範囲の
方々の健康にかかわれる医療者です。

歯科医から口腔医へ
　口腔医をめざし、歯だけ見るな、高価な材料や
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科学だけに頼るな、人間全体を見よということを
いろいろな場でお話しされていました。
　20世紀は科学の急速な進歩により診断を科学に
頼りすぎる時代になったともいえます。先生のお
考えは医療はすべてを科学の力に頼ることはでき
ない、自然の持っている力、こころ、癒しの力に
も言及しておられました。最終目標は社会のあり
ようでした。
　科学優先の社会、倫理観のない経済優先の社会、
優しさが気薄になっている社会、治療格差も含め
た格差社会も問題になっていくように思います。
　20世紀に大きく進歩した科学により大きな恩恵
を受けているのは事実ですが病気や病人は減らず
わが国では生活習慣病、慢性病、こころの病気な
どは年々増加傾向にあります。
　なぜでしょうか。今こそ医療の原点をもう一度
考え直してみる時期なのかもしれません。
口腔医とは口をとして生涯にわたる心身の健康を
受け持つ医療者なのです。
　医療は一般企業のような利益を優先するビジネ
スとは根本的に違うはずです。
　先生は医療を商売に結び付けることを極端に嫌
い、困った人、ひたむきに頑張っている人を助け
るという強い信念を貫いた偉大な先達でした。
　医療者として一人ひとりが「自分に何ができる
のか」「何をしなければならないのか」答えを見
つけていかなければならないことです。
　もしその努力を怠れば社会に必要とされない歯
医者となってしまう可能性があります。

むすび
　歯科医は上司を持たないことがほとんどである
から若いうちから自分が一番ということになりが
ちであるとよく口にされていました。裏を返せば
常に自分自身を見つめ直す謙虚さが大切だという
ことを言いたかったのではないかと思います。
　96歳で亡くなる直前まで自ら考え出した知恵と
経験知を全て包み隠さず後進に伝える努力をされ
てきました。一人のひとと長期間係われる歯科こ
そ出会った人の生涯にわたる健康を担える科であ
る、これからは介護の問題も社会の大問題になっ
ていく、身体全体を見据えた口腔医の役割は大き
いというのが最後の言葉でした。

　これから後に続くものとしてやらなければなら
ないことは山済みです。
　乳幼児期から口腔機能を健全に育てること、自
らの手で健全さを生涯維持できるようになるこ
と、高齢期になっても機能が落ちないよう、また
介護が必要ないような健康を目指すこと、歯科医
師はこれらのことに係わりながら社会に貢献でき
るますます重要度が増す職業です。

ひとりの人との出会いで生き方を大きく変えるこ
とができました。

　最後にいつも患者さんに出会うとき自分に言い
聞かせていることばがあります。

　“そのときの出逢いが人生を根底から
　　　変えることがある　よき出逢いを”
� 相田みつお　

　出会ったことに感謝をしてくださる患者さんが
おられることを励みに、先達の知恵を学び自分の
仕事を天職と思えるようになることを目標に進ん
でいけたらと思っています。

経歴
1971年日本歯科学卒
日本歯科大学補綴学教室第一講座入局
日本歯科大学補綴学第一講座助教授
1980年横浜市青葉区で開業
青葉区歯科医師会理事、副会長．監事歴任

片山恒夫先生に師事

公職歴
横浜市「健康21」評価、修正検討部会委員
横浜市「市民医療を考える横浜懇話会」委員

歯学博士（歯科補綴学）
日本歯科補綴学会認定専門医

NPO法人口腔健康推進協会サークルｉ代表
NPO法人恒志会常務理事
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　チェルノブイリの事故後、原子力がメンテ中心で
新しいことがなく、東大原子力学科が改組される、
と東大・早野先生から聞かされた。このとき、歯科
も同じだなって思い、友人（薬理）に話した。戦後
学制改革で始まった医歯大の長尾優の医・工・歯路
線が始まり80年代歯単独路線に転換しているように
みえたからだ。大学昇格した初期はビタミンＤ・須
田教授など人材もいたが、歯科ムラ化に危うさを感
じた。75年頃、医歯大では細菌学に中谷教授の耐性
菌、清水・堀川教授は誤嚥性肺炎にもなる常在菌の
生態系の研究があり、ポリオや赤痢菌の時代は過ぎ、
細菌学は不要だと言われていた。７－80年代千葉大
多田富雄門下の徳久先生からＴ細胞や多田ワールド
の話を聞かされたが、90年代になると一気に崩壊の
様相を呈してきた。確かに70年代、このまま歯科の
体制も続く、とみえた。だが衰退の兆しはあった。
むしろ、生材研の赤尾・青木教授の人工骨アパタイ
ト、接着の増原教授、チタンの塙教授など工学と、
ビタミンＤでは薬学の金子・山田教授と、成果があ
がっていた。医の上野隆司先生は臨床を離れ、早石
修、井上昌次郎教授と成果を上げ起業し米国で成功
した。井上先生は生物学出身だが、このように創造
は常に境や異端から生まれるものだ。
　昨年、福島原発事故があって科学技術不信は広
がった。かつて大学は12世紀欧州でうまれたがグー
テンベルグの活版印刷が有名なように、アカデミー・
専門学校の役割が大きかった。19世紀にベルリン大
学が国民国家の人材育成と研究のために設立され、
このフンボルト型大学が日本で1886年の帝国大学令
に、1949年新制大学の南原繁につながった。現在、

19－20世紀国民国家と共に世界に広がった大学が、
逆に国民国家の崩壊で浮遊しだした。19－20世紀第
二次産業革命で設備と熟練工が求められ文部省は協
調性教育をし、KY社会に、分業化は医療でもトヨ
タ式万能工から単能工（専門医）に、さらに国を中
央集権管理をすればうまくいくといったカン違いす
ら、生れた。この産業資本主義のおこぼれに命の大
切さで医療は授かり、治療による新たな病気すら
作っていたが、70年代、ポスト資本主義を論じる欧
州哲学に日本は遅れをとり、自ら変革できなくなっ
た。そもそも資本主義は人類と共に自分の身体を所
有することで自意識をもつ私有に原点があり、人間
の脳は２分化・円環思考し社会が成立している。モ
ノであってヒト、ヒトであってモノ、宇沢弘文先生
が医療・教育は社会資本というように資本主義も契
約だけでなく医療のような信任と２つあり、医師法
も２元思考をもった脳が創ったものにすぎない。だ
から、人間は境や異端という極値（想定外）をどれ
だけ考察できるか、できなければ社会が自壊する危
険をはらんでいる。
　中世、アリストテレスがイスラム世界にでて、キ
リスト教社会に逆流し、歴史を展開させたように、
口腔医学もそういう問題を提起している。ただ確か
なことは、変革をもたらしたパスカル、アインシタ
インといった知の巨人は、田中健藏先生や恒志会の
先生同様、ムラの外からやってきたということであ
る。

一元論と人間の一義性
展開できなかった戦後世代

OPINION

東京医科歯科大歯学部昭和50年卒

浜松医科大学口腔外科前教授・鹿児島大学医学部卒
東京医科歯科大歯学部昭和50年卒

橋口　邦夫
橋本　賢二

文献：橋本賢二、橋口邦夫、口腔医学のために、医事新報、
　　　2012（印刷中）
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　Weston Andrew Valleau Priceの残したpriceless
なWorld Heritageとも言える表題の名言につい
て「本当にどう解釈したらよいのか」という事が
恒志会メーリングリストで話題になった事があり
ました。結局は片山恒夫先生が翻訳された「十全
な生活とは母なる大自然に従って生きることであ
る。」「生命があらゆる面で十全であるためには、
この母なる大自然に従って生きなければならな
いのである。」（W. A. Price 著・片山恒夫訳 1978 
p494 & p507、W. A. Price 著・片山恒夫／恒志
会訳 2010 p412 & p461 今後発行・販売されるの
は後者なので、以後後者のみに統一）の通りで良
いのですが、この事はその「上手に外国語を訳し
て日本語表現してあるという結果に至る迄の過
程」が分らない、即ち「納得のいく英文解釈」が
出来ていないという自分を誤魔化せない正直さに
よるもどかしさのなせる業だと思います。私自身
そこまで深くは考えていませんでしたので、本当
にどうしてだろうと思ってその九つの英単語を眺
めつつ心に移り行く由無し事を由有る事に出来な
いかと考えを巡らせてみました。

１．三 つ のLife in all its fullness is mother 
nature obeyed.たち 
　W. A. Price（1st Edition 1939）Nutrition and 
Physical Degenerationにはこの文章が二回登場
します（見落しがあるかもしれません。また筆
者 所 有 の 物 は6th Edition 《16th Printing》 2004
で す ）。 第28章 のLIFE IN ITS FULLNESS IS 
MOTHER NATURE OBEYED．（W. A. Price 

2004 p499）と最終章である結び（Conclusion）
のそのまた結びの言葉としての　LIFE IN ALL 
ITS FULLNESS IS THIS MOTHER NATURE 
OBEYED．（W. A. Price 2004 p510）です。一般
に流布している文章に比べ、本文28章の文はALL
がないので八文字、結びの文ではTHISがあるの
で十文字です。　
　このTHISについてはTHIS MOTHER NATURE 
に対するTHAT MOTHER NATURE や THAT
／ THIS FATHER NATUREが存在するとは思
われないので、何か他の比較対象を意識しての 
THIS では有り得ません。何故ならばMOTHER 
NATURE は一つであり、全ての生命の源だか
らです。THIS MOTHER NATUTREのTHISは

「世界を巡り回って長年の調査研究に基づいた結
果を本書で縷々延々述べて来た所の『この』母
なる自然」というemotional なthisと思われます。
従って名言が原典を離れて独り歩きし始めた時、
THISの指し示す内容が不明瞭になるのでTHISは
省かれたのでしょう。
　一方のALLについては有っても無くても意味
は通りますが、ある方が「十分に、完全に、全て（に
おいて）」などと意味は強くなります。同様の理
由で独立した金言になった時、ALLがある方が
力強いためALLは残ったのでしょう。「好調」よ
りも「絶好調」の方が世間受けするのは世界共通
のようです。
　ところが８th Edition： Expanded Edition（19th 
Printing） の 第28章 に は LIFE IN ALL ITS 
FULLNESS IS MOTHER NATURE OBEYED．

Life in all its fullness is mother
nature obeyed. に見る Price の思想

恒志会理事・歯科三田会会員・愛知県日進市 aux 歯科クリニック

M a s a s h i  Fu k u o k a福岡　　雅

寄 稿
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(W. A. Price 2009 p456）と、世間で認知され流
布している文章に差し替えられています。 然
るに恒志会の先生方で増補・改訂され『食生活
と身体の退化』はLIFE IN ITS FULLNESS IS 
MOTHER NATURE OBEYED．（W. A. Price 
著、片山恒夫／恒志会訳 2010 p412）と、旧版の
ままです。元々の手書き原稿（乃至はタイプラ
イターで打った原稿）を確認しないと何とも言
えませんが、Price自身は一度もLIFE IN All ITS 
FULLNESS IS MOTHER NATURE OBEYED．
とは記していないようです。Expanded Edition
を出すにあたりALLが入ったわけですが、改訂
者がALLを加筆したのか本来あったが抜けてい
たALLを補っただけなのかは判りません。
　原文に手を加えるかどうか、ここは難しい所です。

『熟語本位英和中辞典』（斎藤秀三郎 1915）のよう
に完成された芸術品のような或いは後進が乗り越え
られないような業績は独自の世界を壊すような改訂
を拒む傾向があり、この場合原文には手を加えない
増補という形を取る事が少なくないのです。

２．Life in all its fullness is mother nature 
obeyed．をどう受け止めるか？
　国語力や英単語力が豊かな人であれば単語の意
味を繋いで行くだけで「中らずと雖も遠からず」
的な訳は可能です。テストでは何か書いておかな
いと0点になるので、こういう方法も時には必要
でしょう。しかし何時もこうであると、あるとこ
ろからは進歩が止まります。多くの人が嫌いな文
法は、例外だらけの無意味な規則の集大成という
側面が確かにありますが、認知科学的に見ると人
の心の複雑な動きの軌跡を示したものであり、こ
れを知る者にとっては充実した意味を持つもの
です。As the Language is, so also is the nation．

（Otto Jespersen 後述）というように言語は国民
性をも表すのです。
　そこで文法の規則にあくまで忠実に且つ文を書
いた人の気持ちに寄り添いながら、数学や物理・
化学の計算のように文章を捻って転がし（まさし
く捻転し）て弄繰り回してみたところ、間違って
いるかもしれませんが自分なりの答えが出まし
た。ここにその回答をその分析過程と共に披露さ
せて頂きます。

元の文：Life in all its fullness is mother nature 
obeyed．
①Life （←in all its fullness） is mother nature（←
obeyed）．
② Life is in all its fullness mother nature 
obeyed．
③ Life is in all its fullness， mother nature 
obeyed．
④Life is in all its fullness，mother nature being 
obeyed．
⑤Life is in all its fullness， mother nature being 
obeyed by you （us，living things，and so on）．
⑥Life （→in all its fullness） is mother nature （→
obeyed）．
⑦That life is in all its fullness is that mother 
nature is obeyed．
⑧Life is nature．
　文章構造は単純でA is B.という単文に過ぎま
せんが、訳すのは意外と大変です。①は伝統的な
漢文読解法に則って日本人なら誰でもやる解釈
で、形容詞相当語句が後ろから前にある名詞を修
飾するというものです。「全てに満ちている所に
ある生命は、従われている所の自然である。」単
語力でカバーできる人はこれで意味をつなぐと何
とかまともな日本語になる可能性が出てきます
が、既に述べた通りこれは誤訳の基でもありま
す。やはり文脈を追う方が（勘・感・観はとても
大切ではありますが、理数系では勘よりも計算
による方が）間違いは少なくなります。②は恥
ずかしながらinをisと打ち間違えてできた産物で
す。しかし、ペニシリンやタッチパネルのように
間違いから発見・発明される事物は少なくなく、
間違い大いに結構です。その結果Life is in all its 
fullnessの部分は「生命が全てその満ち足りた状
態にある」と正しく解釈できます。次にmother 
nature obeyedの処理ですが、取り敢えず分詞構
文としておいて、元の文中にない語句を任意に加
えたのが③～⑤です。⑤まで来ると分詞構文の部
分をif （when， as long as， in case， etc．） mother 
nature is obeyed by youとし、さらにこれを能動
態にしてif you obey mother nature すれば「貴
方（私たち、生きとし生けるものが）が母なる自
然に従うならば／限り、その生命は全てに満ちま
す。」ということになります。
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　しかしこれは苦し紛れのまだ不完全な解釈だ
と感じました。つまらないことですがus，living 
thingsであればそれは複数のため、LifeはLivesに、
its は their に修正（活用形に）する必要が出て
きます。そこで単数複数同形のyouで逃げておく
のが無難との考えが働きます。しかもPriceがそ
んな小さなことを言っている筈がないので、文を
もう一度練り直すことにしたのが⑥です。当初に
戻った訳ですが、矢印の方向が逆（←から→）に
なっています。すでに②で明らかにした通りLife 
in all its fullnessは意味上の文とも考えられ、同
様に今述べたようにmother nature obeyedも意
味上の文になります。上手ではありませんが文と
して書き直したものが⑦です。①にある考え方は
形容詞相当句が後ろから名詞を修飾するという限
定的なものですが、⑥は意味上主語と述語の関係
にあるとする叙述的解釈で、デンマークの産んだ
偉大な英語学者Otto Jespersen の術語を借りる
と⑥ではnexus、①ではjunctionということにな
ります。組織学（ミクロ解剖学）ではnexus のこ
とをgap junction といいますが、この距離感は言
語学でも組織学でも全く同じです。
　「生命が全てに満ちているということは、自然
が遵守されているということである。」これが私
の結論です。ここを踏まえれば後は表現の問題で
すので「AはBである」を「AはBを意味する」「A
したければBするしかない」「AはBの時叶う」と
脚色することは可能です。
　最後に、元の文から一切の修飾語句を取り除い
て文章成立上必要最少単語に絞った、意味上では
なく実際の文が⑧です。単語の意味の大きさか
ら言ってLife is nature．とは言えてもNature is 
life.とは言えません（「倒置だ」「強調だ」と強弁
は可能です）。「生命は自然の一部なのだ」から、
自然に従うしかなく、自然から逸脱したり自然に
反したりしていては生命に明日はないのが自然

（natural）で当然（natural）だ。
　ところで（THIS）MOTHER NATUREはとも
かくも、何故LIFEには冠詞が無いのでしょうか？
それはcontextで決まっていると考えられます。
こ こ でcontextと は 即 ちNutrition and Physical 
Degenerationの（少なくとも第28章と結びの章
の）ことであり、本書が世に問うている内容に
よって冠詞の無いように（無冠詞を）要求してい

るのだと思われます。要するにこのauthorである
Priceの考え方がPriceをして無冠詞を採用せしめ
たという事です。冠詞には定冠詞（the；der）と
不定冠詞（a，an；ein）がありますが、実はもう
一つ「無冠詞」という概念があります。冠詞論は
これを論ずるとその言語学者の一生が無くなるほ
ど奥が深く、また冠詞は日本語にはない概念（品
詞）ですので印欧語を学ぶ日本人には苦手な分野
です。そもそも普通の日本人には「無冠詞」以前
の「無関心」と言った方がよいでしょう。ごく簡
単に乱暴に言ってしまうと、定冠詞は旧情報を、
不定冠詞は新情報を、無冠詞は何も規定しない

（《という》事を規定している《という》）事を意
味していると言って良いかと考えられます。
　Life in all its fullness is mother nature 
obeyed．はこれを読んだ native ならばすぐに
If you obey mother nature, your life will be in 
all its fullness.と かAs long as we obey mother 
nature, our lives are in all their fullness. といっ
たような意味だと判る筈ですが、どうしてこうな
るのか自分たちにはself-evident過ぎて説明し難
いのもまたnativeです。（私たち日本人は「成ら
ねばならない」は義務で「行ってはいけない」は
禁止だとすぐに解りますが、「すべし（do）」な
のが「すべからず（don’t）」なのか識別理解でき
ない外国語話者に、何故・如何にしてそういう意
味になるのかを文法的に正しく説明して分らせる
ことは何故か如何にも難しいのです。これは私た
ちが日本語のnative＝母国語話者で、何度も繰り
返し聞いてきた結果、条件反射的に最早迷わない
レベルに達しているからです。）しかもこの言い
替えでは元の意味深長な文に対して余りにも内容
が矮小です。私たち人類の生命だけが輝いていれ
ば良いという訳ではありません。Priceの考察は
歯・口腔・個人の身体だけでもなく、全人類（未
開人・文明人）にも留まらず、動植物さらには土
壌にまで及んでおり、少なくとも地球規模で物を
考えています。Priceは自分自身のためにより多
くの財産を獲得することが成功の尺度であるとす
る物質中心主義的（material）な白人の文明は失
敗に終わっていると結論付けているのです（W. A. 
Price 著・片山恒夫／恒志会訳 2010 p344）。
　即ち、ローマ時代から中世に至るヨーロッパ
白 人 社 会 の よ う な 神 中 心 の 思 想 で も な く、
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Renaissance以降の人間中心主義でもなく、特定
のどの生物の生命ではなしに土壌中の微生物に至
るまですべての生きとし生けるものの生命は自然
の一部であるという認識が、無冠詞のLIFEを採
用させたのだと考えるのが妥当です。
　いずれにせよこの金言は、未開人と言われた先
住民の人々のspiritualな生命観・自然感と、そこ
に辿り着きそれを学んだPriceの境地を吐露した
ものと言えるでしょう。それとともに、それでも
失われ行く自然や先住民族を慮って、後世に残
した遺言とも警鐘とも受け取れます。現代の世
界や日本の有体を見てもLife in all its fullness is 
mother nature obeyed．の輝きは増すばかりだ
と思います。

３．Hippocrates におけるnature
　natureを重視した偉人に医学の祖とも父とも或
いは医聖とも称されるHippocratesが挙げられま
す。ヒポクラテスの医学は自然への信頼に基づい
ているとされています。ヒポクラテスの誓い（The 
Oath）は余りにも有名で医療系の学校に学んだ
人ならば誰でも一度は目や耳にした事がある筈で
す。その主だった部分を抜粋すると次のようにな
ります。

・ I wil l apply dietetic measures for the 
benefit of the sick according to my ability and 
judgment. I will keep them from harm and 
injustice 
・I will neither give a deadly drug to anybody 
if asked for it, nor will I make a suggestion to 
this effect. Similarly I will not give a woman an 
abortive remedy. In purity and holiness I will 
guard my life and my art.
・I will not use the knife, not even on sufferers 
from stone, but will withdraw in favor of such 
men as are engaged in this work. 

（Lyons & Petrucelli 1978，p214　筆者註：この
stone とは結石を指す） 

　ここで明らかなようにヒポクラテス医療の根幹
はdietetic measures（食餌療法、食養生）にあり、
the Charles Darwin of nutrition と称されるPrice
や食聖とも食育の祖とも称される石塚左玄と相通

ずるものがあります。
　一方で彼の医療の方法（ヒポクラテスの方法）
は、その重要さの割にあまり知られていないよう
ですが、次の通りです。

The Hippocratic Method 
１．Observe all. 
２．Study the patient rather than the disease． 
３．Evaluate honestly. 
４．Assist nature. 

“As to diseases, make a habit of two things； to 
help or at least not to harm．” 

（Lyons & Petrucelli 1978，pp215-217より作成）
　 
　１と２はヒポクラテスの医学・医療が患者を中
心に据えられていることを示します。１は「木を
見て森を見ず」２は「病を見て人を診ず」「癌は
無くなったが患者も亡くなった」と揶揄されるよ
うに、全体や人を見る事が重要ということでしょ
う。何事にも専門分化が進んだ今日では「葉を見
て木も見ず」「数字（データ）を見て病も診ず」「歯
を見て口も診ず」「歯の根の穴を見て歯も診ず」
となりがちです。そのような警告にも拘らず、専
門化が進めば進むほど自分の専門分野しか視野に
入らず、その分野や関連分野を過大評価したり、
その中の特定の事物にのみに原因や解決法を求め
たりしがちな現代社会では、１・２はより重要性
を増していると思われます。
　３も医院経営や医療ビジネスが声高に叫ばれる昨
今では「正直に評価する」事はますます「言うは易く
行うは難し」という感があります。少なくとも歯科で
はMicroscopeやCTなどの設備を導入する事が「患
者さまのため」「他院との差別化」とばかり推し進め
られています。局所ばかりに目が行くのを助長すると
ともに、皆黒髪では没個性だからと白髪でもないの
に毛染め使う人が増えた結果これまた皆同じような
髪の色になってしまって何も手を加えない自然な黒
髪の方が却って新鮮に見るのと似て、余計な事や無
駄な事はしない方が良いのにという事が世の中多く
なっているように思われます。
　４は「自然を助けよ」という事ですが、人が自
然と助けるなどとはおこがましい事です。既に述
べた通りヒポクラテスの医学は自然への信頼を基
調にしており、医師の役割は患者の体内の自然力
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を調和させて健康回復への環境整備だとされてい
ます。古代ギリシア語の原典がどうだったのか知
る由もありませんが、「（母なる）自然の営みを支
援する（少なくとも妨げない）」というのが 望ま
しい態度・訳語と思われます、
　病気に関して（As to diseases）の所が特に重
要で、邦訳書には「病気に関しては、二つの習慣
を身につけよ。助けることと、少なくとも害を与
えない事である。」（Lyons & Petrucelli著・小川
鼎三監訳 1980ｐ216）という訳を与えています。
片山医療の真髄であるPrimum non Nocere（害
のない事が第一）の英訳されたものがat least not 
to harmだと思われます。このto help or at least 
not to harmに対して小川監訳では「AとBの二つ」
のような日本語になっています。元の元のギリシ
ア語がどうだか分りませんが元の英語は「A or B」
です。「A and B」というと「AとB（と《の何れも》）」

「AもBも」という意味で「AとBの二つ」という
事になると同時に「AとBの二つで一組」とも言
えます。これに対して「A or B」は「AかB（か《の
何れか》）」「AまたはB」でAとBの間の独立性が
強まり「A及びBは其々別々の一つずつで、計二つ」
なのがAとBが相反する内容であれば「AかBかの
何れか一つ」並立可能な概念であれば「Aまたは
B」で時に「AとB」もあり得る事になります。
　ここで（to） help と（not to） harm の関係は
４通りあります。最善は「害を与えずに助け（ら
れ）る」事です。次善は「害を与えて（も）助け
る」か「害を与えず（に）助けない」かです。ヒ
ポクラテスは自身メスを使わないがその手の者に
委ねるとは言っていますので、現代医療に照らし
てみると内科医が外科医に手術を依頼するような
ことはあったでしょう。度重なる手術（気管切開・
胃瘻も含め）や多剤投与等で何とか延命を図るの
が前者で安楽死や尊厳死は後者になるかと思われ
ます。次々善なのは「害を与えて（も）助け（ら
れ）ない」事で、簡単に言えばこれは最悪ですが、
病気と最後まで戦う「闘病」を患者が望み医師が
それに応えた結果、助からなかった／助けられな
かったことを一概に最悪とも言えません。
　ところでorには上記の基本的意味の他に「命令
文＋or ～」に代表される「…せよ、さもないと～」

（＝or else，otherwise）という逆接的結果・展開
を示す事があります。helpは「助けたいから助け

る」訳（わけ）ですが、助けようとして助かる場
合もあれば助けようとしても助からない場合も出
てきます。
　今一度The Oathを読んで頂くと分るように、
ヒポクラテスの辞書には「見捨てる」「殺す」「切
る」という文字はなく、常に患者を助けようとし
ているのです。ここを踏まえるとto help or ～は

「助けること、そうでない場合は～」「努力して助
けようとするが、それが叶わぬ場合は～」という
事になります。
　ここでat least が生きてきます。通常は「少な
くとも、最低限」ですが、医療に100％は有り得ず、
助けようとしてそれが叶うかどうかは常に完璧に
と迄は判らない状況です。強盗に入られたお金持
ちが殺されそうになった時を想像すると「お金も
金銀も宝石も全部持って行って結構ですから、せ
めて命だけはお助け下さい。」この状況下で「せ
めて」の対象になっているものが、あれもこれも
他の物が全部無くなっても最後まで残しておきた
い他の何物にもかえ難い全ての中で最も（above 
all．first of all；über alles）大切なものという事
になり、何もない所から数えれば「第一に」と同
義になります。これで at least が primum に繋
がったと思います。
　こうしてto help or at least not to harmは「助
けること、それが叶わぬ場合（も／は）、せめて
害を与えないこと」と解釈できます。ここでさら
に踏み込んで「も（でも、にも）」で繋ぐと助か
る場合も助からない場合も助けるという行為の中
に一貫して「害を与えない」ことがあり、「は（で
は、には）」で繋ぐと助かる場合において助ける
という行為の中に多少に害が含まれることがある
というニュアンスが出てきます。前者の解釈の方
がヒポクラテスの考え方にはより近いと思われま
す。ただ、ここまで踏み込むと翻訳では却って苦
しくなる可能性がありますので、無難な所に納め
ておくのが 賢明かと思われます。
　Hippocratesの教えは比較的同時代の東洋の聖
人孔子と非常に似ています。洋の東西も時代も超
えて普遍的思想であり価値であり倫理であるとい
う事が言えると思います。
・身体髪膚、受之父母。不敢毀傷、孝之始也。

（孔子『孝経 開宗名義章』藤沢正纂訳 2001ｐ33より）
・This body of mine, down to the very hair, is 
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my parents’ gift, and it is my first filial duty to 
keep it safe from harm.（斎藤秀三郎 1928 p3386） 

４．日本におけるPrice の紹介と日本のそれ以前
それ以後
　Price 1939 Nutrition and Physical Degeneration 
全巻を翻訳して出版されたのが片山恒夫先生なの
は周知の事実ですが、その業績を一早く日本に伝
えたのは食養会昭和28年12月15日付発行『食養』
誌で、片山先生を遡ること四半世紀という事に
なります。その中のArnold De Vries著・沼田勇
抄訳『未開人の食物』（食養会1953 pp10-13）と
いう記事としてなので、極僅かではありますが
Price の業績を兎にも角にも日本に最初に伝えた
のが石塚左玄の後継者たちという事実は由あるこ
とでしょう。大戦で発行中止となっていたのか第
四七年第四一〇号の本誌には復刊第二号と謳って
あります。　　
　私の知っているオーストラリアの歯科医師は

“Price 1945” と講演スライドに出していますが、
1939 ‐ 1945は第二次世界大戦の時期と完全に重
なり、破壊と復興に多大な労力を費やしてPrice
の偉大な業績が認知されるのがそれだけ（戦勝国
でも６年、敗戦国日本では片山訳が出来るまで39
年）遅れたことは勿体ない事であり、またそれ故
にその業績を認知せしめる努力が今尚求められて
いると言えます。これは一部の専門家が仕事とし
て行っていてもその努力は結実しないと思われます。
　三井甲之（1883 ‐ 1953）は正岡子規の高弟で
歌人であると同時に思想家であり、また旧制甲府
中学校校長江口俊博（1873 ‐ 1946）の創唱実行
した「手のひら療治」を理論付けた施術家でもあ
りました。江口は教師であり医師ではありません
が「人間自然ノ良能二料金ヲ課スル謂ワレナシ」

（三橋一夫 2001 p76）と高邁な倫理感の持ち主で
した。三井は大正期の間に我が国の歯科医師の数
が十倍に増加したことについて次のように述べて
います。

　「齒科醫の増加といふことは衛生思想ことに齒
牙衛生といふことが普及したとも見らるゝのです
が、元來食物に就いての注意が足らず、食養法の
誤りから齒が惡くなるのですからして、齒科醫の
殖えたことは衛生思想進歩であるか、衛生思想の

退歩であるか分らぬのであります。」（三井甲之
1930 p259）

　明白に殆ど衛生思想の退歩（degeneration）で
あると言っているのです。歯の三大疾患は虫歯（う
蝕・齲蝕）・歯周病・不正咬合ですが、このうち
虫歯と歯周病については、虫歯治療（operative 
dentistry；この訳語がどうして「保存修復」と
なるのを筆者は学生時代から今日に至るまで未だ
理解できないでいます。言語に余程鈍感なただ早
く生まれただけの先達が訳したのだとしか思われ
ません。）がcariologyに、歯周治療（periodontics）
が periodontologyに、-ology がついて科学的・
学問的な装いになりましたが、これらは疾患の原
因や治療の対象について細菌（biofilm）をその
targetにしています。（歯科）医学・学問として
は細菌学を基盤とし、医療としては感染症対応と
する。これは一つのあり方とは思いますが「何故
細菌が異常に蔓延るのか、弱毒性常在菌まで悪さ
をするようになるのか」というその背景にはあま
り立ち入っておらず、「terroristが悪いのだから
掃討作戦だ」という如何にもアメリカンな或いは
欧米的な考えに近いと感じます。これが実際の治
療になると「biofilmは溜まるもの。定期的な歯科
受診で専門家にbiofilmを破壊して貰い、メインテ
ナンスを。」ということで通院しなければ健康を
保てない人が増えるのです。医療従事者がこれを
実践すれば、行き着く所は医業としての増患を目
指したものになって行くのです。「患いが増える」
…患者にとってはologyというよりはelegyだと思
います。
　Priceはう蝕の発生について、砂糖や澱粉が酸
産微生物の増殖を助長して虫歯発生に繋がるとい
う口の中の一部の条件にその原因を求める今日

（とはいっても「1930年代の今日」であるがその
当時から「2012年の今日」まで続いているところ）
の理論を批判した後、次のように言及しています。

　「もう一つ考えるべき点は先住民の人々は
しょっちゅう糊状の食物を口にしているが、口を
洗おうともしていないことである。しかし、それ
にもかかわらず、彼らは虫歯にかかっていない。
口腔衛生と虫歯予防の学習をも含めての近代文明
化を進めていると思われる未開種族の多くには、
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こういった健康に重要なことを教えても近代化さ
れた未開種族は虫歯に対する免疫性を失ない、虫
歯がひどくなっていくのである。」

（W. A. Price 著・片山恒夫／恒志会訳 2010 p240）

　この記述はPriceの生きていた「今日」（その当時）
の学問の傾向から「将来」（今日）のcariology出
現を予見し、その狭視野を前以って批判している
かのように私の眼には映ります。
　歯科矯正治療については「先ず痛い。複雑な装
置が虫歯や歯肉炎のリスクになる。肉が下がり骨
も歯も溶ける（歯肉退縮、歯槽骨吸収、歯根吸
収がある）」というPrimum Nocereぶり。それだ
けではなく１番歯～７番歯の中心の４番に位置
し、正常咬合であれば咬合平面に対して歯軸が垂
直に萌出する唯一の歯種故に咬合の長期維持には
不可欠で、中切歯・犬歯・第一大臼歯に勝るとも
劣らぬ程大切な永久歯で、しかも不正咬合の原因
とは全く無関係な、さらに重度の虫歯や歯周病で
ある筈もなくその殆どは健全歯である第一小臼歯
を抜くとまで教科書に謳われ、かつそれが止む
を得ずと言う割にはさほど情容赦もなく実践さ
れているのですから、現状では永遠にologyには
なれず、材料や技術の進歩に伴う術式変化内での
orthodontics止まりでしょう。さらに治療後も後戻
り防止のためにずっとリテーナーという名の松葉
杖が必要とまで恥ずかしげもなく言っているよう
では、これぞ本当のorthodontelegyです。Nocere
の連続なのですから。
　Priceは不正咬合の原因について次のように述
べています。

　「歯列弓の不正を矯正することによって顔の形
を整えるという問題から、『歯列矯正』として知
られる歯科医学の特殊部門が発展することとなっ
た。（中略）叢生は、両親の一方から大きな歯を、
他方からは小さな顎骨を受け継ぐことによると言
われてきた。そのように遺伝によって、歯列弓が
小さくなりすぎて、そこに生える歯が収まりきら
ない事態になるというのである。（中略）上顎前
突についての一般的説明によれば、それは親指を
吸う癖の結果として起こるといわれている。（中
略）ほかの要因として挙げられているものには睡
眠時や呼吸時の悪習癖がある。歯列・咬合の不正

の多くは、以上述べてきたことに着せられてきた
のである。（中略）本章に続く諸章を読み進む場
合にも、こうした観点を心に留めておくことが肝
要である。というのは、次章以下で、近代文明の
食物を食べ始めた親から生まれた第一世代におい
てさえ、種々の人種集団の中で、多くの体系上の
変化が日常的に発生してきているということを記
述しているからである。（中略）レアード氏は、『愚
か者が支配する国』（中略）の中でこう述べてい
る。（中略）愚か者が今やワシントン、ウォール街、
ラサール通りを支配しているのである。……アメ
リカの一般的な能力の平均水準は世代毎に低下し
てきている。」

（W. A. Price 著・片山恒夫／恒志会訳 2010 pp10-11より）

　虫歯や歯周病の発生においては細菌が重要な役
割を担っている感染症の側面はあっても、細菌異
常繁殖の背景として免疫力の低下とさらにその上
流にある食をはじめとする生活習慣の乱れに立ち
入らないでは、全ての医療行為は枝葉末節になら
ざるを得ないのです。
　保健センターや学校で歯科検診をして感ずるの
は、近年は確かに虫歯が減りましたが、乳歯期で
も過蓋咬合はじめ不正咬合の割合が増加した結
果、正常咬合が統計的には異常だと言って良いほ
ど少数になっていることです。結果としての歯
並びを治しても、原因が残っていたのでは治療
後のrelapseやrecurrenceは当然の結果として起
こります。そこで不正咬合の直接的原因として
の口腔はじめ身体の悪習癖に対する筋機能療法

（MFT=Myofunctional Therapy）が近年盛んに
なり、各種既製装置も開発されて正しく指導・使
用されればかなりの成果を挙げるようになってき
たことは、医療従事者にとっても患者にとっても
福音です。しかし、これとても不正咬合の蔓延も
が近代食を食べた結果としての身体変形の一表現
として解釈され、歯を抜こうが抜くまいが単に歯
を並べても、MFTで多少は歯の並びやすい環境
整備をし得たとしても、長期的には何も問題解決
はしないと思うのですが如何でしょうか。
　食の乱れが感染（症）に対する免疫力も身体変
形に対する抵抗力も低下せしめ、遺伝的素因に
よって個人的・家系的に弱い局所から疾患を生ぜ
しめ（W. A. Price 1923 pp400-401）、その病名や
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症状は様々であっても真因はそれほど多くはな
く、食の改善が不可欠だという事になります。結
局、偉大な先達医師の言われていた所へ戻ること
になる訳です。
　いま日本ではあちこちで「専門家が足らない」と
言われていますが、既に人口減少局面に入った国勢
で何の専門家を増やし何の専門家を減らせば良いの
でしょう。日本も1930年頃のアメリカ合衆国に似て
来て自分で自分の事が出来ない国民が増えただけで
はないでしょうか？ この事も実は第2章や第19章に
1930年代のアメリカ合衆国のこことして書かれてい
ます。第26章には「アメリカでは妊娠100件につき、
25件は死産である」（W. A. Price 著・片山恒夫／
恒志会訳 2010 p388）とも。「日本では」今でも「欧
米では」「アメリカでは」という指導者が多いのです
が、ある一部分しか見ないでそういうことを言う彼ら
は「欧米にobey」という精神構造で思考力も立派に
degenerateしたことを独白している人たちと考えた
方が良さそうです。アメリカで開業経験を持つ中学
高校の同期生の小児科医師は「医学は一流、医療
は？流。びっくり、アメリカ医療の現場。」（二木良
夫 2009 帯）と書いています。
　私が小学生になったばかりの頃母や祖母が通っ
ていた近所の美容院には沢山の女性向け雑誌や漫
画が置いてあり、そこでやたら目についたのがこ
の「欧米ではもう常識」という文言でした。当初
意味は分りませんでしたが「何か物を売る時に都
合の良い宣伝の決まり文句なんだろう。」と思っ
ていました。

５．PriceのHumor
　Priceの書いた内容は非常にボルテージが高く
て「一千万人と雖も我行かん」という気概さえ伝
わってきますが、笑わせてくれる所もあります。

　「オーストラリアの原住民たちは、現存してい
る人類の内最古の種族であるといわれている。眉
の出っ張りと奥まった眼に注目して欲しい。右上
の人物は槍とワマラと呼ばれる槍を飛ばす道具を
持っている。彼らは身体に装飾を施すのが大変好
きである。頭の禿げた人は老人のなかにも見られ
なかった（Little baldness was seen even in the 
very old.）。」

（W. A. Price 著・片山恒夫／恒志会訳 2010ｐ137図 

52、W. A. Price 2009 p149 FIG. 52）

　年を取ればbaldnessになるのは遺伝だから
仕方がないと殆どの人は思っており、Priceも
恐らくその一人だったのでしょう。Australian 
Aboriginesに出会う迄は。Priceは食には気を遣っ
ていたと思われますので医者の不養生というよう
なことはなかったと思われますが、自然に反した
心身にストレスの多い生活をする結果、抜け落ち
るのは歯だけでなないことを身を以って感じたの
ではないでしょうか？ 
　baldnessもまた遺伝よりも環境の産物であるな
ら、医薬品や遺伝子治療に頼る迄も無く手の施し
ようがあるという事になります。Priceが皮膚科
医であったなら、別の『身体の退化』を書かれた
ことでしょう。
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歯科医学の進歩は、まさに日進月歩とめまぐるしく、早い。
われわれ専門職の責任から、新進の学術を身につけなけれ
ばと、まことに忙しい。どの職業の人も同様に忙しく、他の職
域の進歩、変革を理解している暇などない。そのような二人
が、主治医と患者として出会ったとき、両者の知識には大き
な開きがあるのは当然だ。
分っていながら両者ともに、十分信用してかかる気は薄れて
いる。とすると新進の治療術式は、不理解、疑惑の目で迎え
られれば、その効果は十分に現れない。

信用されようと好感を与えるのに腐心し、機械設備を飾り、
巧妙に説明したとて、かえって用心される。その上、結果
が不味ければ一層悪い。
具合よく長もちしてこそ信用を生み、信用されての治療は結
果が良い。結果こそすべてを決める。
具合よく長もちさせる鍵は、まず病因としての口腔不潔が改
善されたか、どうかにかかっている。

歯科医の生き甲斐は、
患者の感謝と信頼のなかにある。

治療中もその後も、依然、病因が残存すれば、
結果は当然悪い。

不信は現実化し、固定する。

解決点を考え、見つけ、実行してきた40年にわたる記録である。

開業歯科医の想い―片山恒夫論文集―  帯より

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）

木肌に苔や着生植物をまとった異様な姿で立つこの屋久杉は、悠久の時を生抜き、森の精をま
とった魑魅魍魎と化し神 し々く威光を放っていた。幹周り12.6m、樹高24mのこの老木は、この撮
影の四ヶ月後の2010.9.10の夜半に根元から折れ、2000年の樹齢を閉じた。同行のガイドに電話
すると「なあにまた2000年もすると元に戻っていますよ」と笑う。どうやらもう倒木更新は始まって
いるらしい。

石井  正仁　1949年生まれ  横浜在住  歯科医師
2003年 銀座 富士フォトサロン個展
 写真誌「日本フォトコンテスト」個人特集記事掲載
 写真誌「日本カメラ」巻頭掲載
2004年 富士フィルム本社イメージサロン個展 
 桐蔭学園ホール個展 他　　AMA 特別招待作家  

「魑魅魍魎」   撮影地／屋久島 
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