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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

この本は現在絶版となっております。

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）

南福島の山中に広がる「駒止湿原」は大小三つの湿原からなり、五月の雪解けと
ともにミズバショウから始まり、ワタスゲ、リュウキンカ、ニッコウキスゲ、ヒオウギア
ヤメ、レンゲツツジ、コオニユリ…とまさに百花繚乱の状態となり、花好きにはたま
らない東北の隠れた名勝地。特に朝日に輝くワタスゲの群生は圧巻である。

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  

「湿原の彩り」   撮影地／南会津駒止湿原
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　2013年５月にWHOから平均寿命ランキング
が発表されました。日本人の平均寿命は83歳、
194カ国中第１位、主要国における平均寿命世界
一を守っています。
　WHOは「健康寿命」という言葉を2000年に公
表しました。厚生労働省が国民の健康増進を図る
ための指針を発表し、本年４月より開始された『健
康日本21』（第２次）には「健康寿命の延伸」と「健
康格差の縮小」が目標の中に盛り込まれています。
健康寿命とは健康で、支障なく日常の生活を送る
ことができる期間を指す、つまり生活の質（QOL）
を重視する概念です。
　2010年に厚生労働省が初めて健康寿命の推計値
を公表し、平均値男性70.42歳、女性73.62歳。同
じ年の平均寿命と比べてみると健康寿命は男性が
約９年、女性が約12年短い。この差をいかに小さ
くし健康寿命を延ばしていけるかが、医療関係者
の社会的使命ともいえるでしょう。
　恒志会の生みの親、故片山恒夫先生はいち早く
歯科医療に治療のほかに予防を重視し、生涯に亘
る健康を達成するための医療を目指されました。
そのためには、とことん病因を探求し、除去する
ことでした。
　そこには食生活を始め生活習慣が深くかかわっ
ていることを見抜き、病因除去法として多方面か

らの工夫を重ね口腔医として健康長寿づくりに寄
与されました。
　生活改善、とくに食習慣改善指導を臨床の重点項
目にしてこられた先見性には、ただ驚くばかりです。
　人口激減時代に突入し30年後、2010年と比べる
と15歳から65歳までの現役世代は29％減少し、75
歳以上の後期高齢者は57％ほぼ確実に増えること
がわかっています。
　2030年の平均年齢は51.4歳まで急上昇します。
３人に一人が65歳以上の高齢者になる2030年問題。
日本が世界で最初の幸せな長寿国家になるのか、
またその逆になるのか世界の注目を集めています。
　義歯が入っただけで本当に「健康長寿の延伸」
が可能なのでしょうか。目指す「口腔機能」とは
一体どんなことなのでしょうか。
　正しい食生活の指導、健全な口腔機能確立など
は口腔医として社会に貢献できる大切な分野で
す。暗いイメージばかりが漂う超高齢化社会を幸
せな長寿社会に変えるために異分野の人々とも連
携しながら明るい長寿社会をどのように達成して
いくか、急がなくてはならない問題が山積してい
ます。
　「健康寿命の延伸」に多岐にわたり深く係わる
ことができる口腔医の役割は、非常に重要かつ責
任も重いのではないかと思います。

口腔医はどこまで
『健康長寿』に係われるのか

恒志会常務理事 沖　　淳

巻 頭 言
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生活習慣病は食生活で予防できる

　日本人の平均寿命は昨年香港にトップの座を
譲ったが、特に女性は過去20数年、世界一であっ
た。しかし、現実は脳卒中による寝たきりや認知
症などの病気に苦しんでいる高齢者は多く、自立
性を保てる健康寿命は平均年齢よりも男女平均し
て10年も短い。まさに「人は血管とともに老いる」
といわれるように、高齢化社会を迎え、血管病、
すなわち循環器疾患を主にした「生活習慣病」の
予防はますます重要になっている。最近の基礎研
究や疫学調査などで循環器疾患や糖尿病、骨粗鬆
症などは、まさに食生活によって予防が可能であ
ることがわかってきた。

高齢化社会における高血圧の増加

　日本では従来、脳血管障害としては脳出血が多
かったが、近年は脳梗塞からの認知症という経過
で多くの高齢者の健康が損なわれている。脳血管
障害の最大の危険因子は、高血圧である。日本で
は極めて多く、年齢とともに増加し、60歳代、70
歳代になると３分の２の人の血圧が異常で治療も
必要となっている。このように高血圧の頻度が多
く、それによる脳卒中で、寝たきりや認知症がま
すます増え、高齢者のQOL（生命の質）が大き

く損なわれている日本は、単に平均寿命の長い“長
命国”であっても“長寿国”とはいえない。

モデル動物で証明された栄養の脳卒中予防効果

　日本における循環器疾患の研究は、私どもが京
大で成功した脳卒中易発症ラットなどのモデル動
物の開発によって大きな進展を遂げてきた。ま
た、このモデル動物は骨粗鬆症の自然発症モデル
としても注目され、1996年にはNASAのスペース
シャトルによる日米の共同研究にも取り上げられ
た。遺伝的に100％脳卒中になるこのラットでさ
え、大豆や魚のたんぱく質を充分与え野菜、果物
に多いカリウムや食物繊維を充分とらせ、さらに
海藻に多いマグネシウム、乳製品に多いカルシウ
ムで脳卒中が予防出来、さらに、それに大豆製品
に多い女性ホルモン様の作用のあるイソフラボン
を摂取すれば、骨粗鬆症の予防も可能であること
がわかってきた。高齢者に多い循環器系疾患や骨
粗鬆症などはたとえ遺伝因子があっても食事など
でコントロールしうる明るい見通しが出てきた。
　高血圧や血栓症は、脳卒中、脳血管性認知症へ
と導く疾患である。これは脳の中の小動脈（穿通
枝動脈）の壊死や血栓が原因となって脳出血や脳
梗塞が生じるためである。一方、高脂血症の場合
にはコレステロールが関係し、粥状動脈硬化が冠

世界調査でわかった
自分でつくれる健康長寿

Yu k i o  Ya m o r i

京都大学名誉教授
武庫川女子大学教授　国際健康開発研究所所長家森　幸男

特 集 健康長寿の秘訣　食生活と健全な口腔機能　　―科学的根拠からの検証―
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動脈などに起こりやすく血栓症をともなって心筋
梗塞を招く。脳底部の血管（皮質枝）などにも粥
状硬化が起こり、脳梗塞の原因となる。このよう
に脳梗塞や心筋梗塞は、ともに血栓症が関係して
いる。

塩分摂りすぎの害を防ぐ栄養

　高血圧、高脂血症、血栓症には栄養因子として
塩分が関係することを実験的にも確認した。塩分
は血圧を上げ、腸管からのコレステロール吸収を
高めて高脂血症を起こす。さらには血液が固まる
ときに重要な血小板の働きを高めて血栓症の原因
にもなる。しかし、環境因子としての塩分の害に
対して動物実験ではカリウム、カルシウム、マグ
ネシウムが拮抗的に作用することが確かめられ
た。このほかに塩分に対抗する食品としては食物
繊維があげられる。食物繊維はナトリウムを吸着
し脳卒中を防ぎ、またコレステロールを吸着し動
脈硬化を防止する。さらに、糖分を吸着して糖尿
病の予防にも役立っている。そしてたんぱく質は、
その代謝産物である尿素が塩分の尿への排泄を促
進することもわかっている。また、たんぱく質の
構成するアミノ酸には、アルギニンのように血管
内皮細胞で血管拡張物質を産出するのに役立つも
のがあり、タウリンなどは高血圧を抑制し、高脂
血症を抑制する作用もある。栄養のバランスを良
好に保てば、脳卒中易発症ラットのような遺伝素
因の強いラットでさえ、脳卒中の発症は予防出来
る。

世界の人々の食と健康

　このように見ると、人の食生活にも良質のたん
ぱく質やカルシウムを豊富に含む牛乳や、食物繊
維やカリウムの多い野菜、果物、さらにマグネシ
ウムも多い海藻などは、まさに循環器疾患予防の
ために欠かすことができない食品ということがで
きる。しかし、このことは人では実験をして証明
することはできない。そんなわけで、世界中で多
くの民族、さまざまな地方の住民がいろいろな食
生活をしているが、循環器疾患とどのような関係
があるかを調べれば、食事による循環器疾患の予

防指針が得られるはずだと考えた。
　そこで、WHO（世界保健機関）の協力を得て、
1983年以来、世界25カ国60以上の地域で疫学調査

（WHO CARDIAC研究）を実施し、循環器疾患
と栄養との関係を調べた。この研究は24時間尿や
血液の中の各種の栄養の生物学的マーカーの分析
によって栄養と高血圧や脳卒中、心筋梗塞などの
関係を精査した最初の世界的規模の研究である。

世界に学ぶ長寿食とは

　その結果、24時間尿中に、食塩特にナトリウム
が多いほど血圧は高く、したがって脳卒中による
死亡も多いこと、逆に24時間尿中にマグネシウム
や、蛋白質の摂取量を示す尿素が多いほど、血圧
が低いことも確かめられた。そして、血液のコレ
ステロール値は少なすぎると脳卒中、多すぎると
心筋梗塞が増え、100ml中に180－200mgの中庸
の値で両方の死亡率が最低となることがわかっ
た。さらに大豆や魚介類摂取のマーカーである24
時間尿中のイソフラボンやタウリンが多いほど、
また、血液中の燐脂質の脂肪酸中に魚介類に多い
EPA、DHAなどオメガ３系多価不飽和脂肪酸が
多いほど、心筋梗塞も少ないことがはっきりとわ
かってきた。
　さらに、この世界各国の調査地域の中で1990年
代のはじめに世界一の平均寿命となっていた沖縄
の人々では、まさに食塩の摂取は少なく、大豆は
充分摂取し、魚介類も適量取っているので、血液
のコレステロールレベルは中庸で、脳卒中、心筋
梗塞がともに少なく、まさに沖縄の食事の特色が
長寿を支えていることがわかった。
　この沖縄からハワイやブラジルに移住した日系
人と沖縄の方々を比較して、遺伝以上に食環境、
とりわけ沖縄に見られるような日本食が長寿に
とって重要であることが確かめられた。ハワイへ
移住した人々は、食塩摂取が減り、たんぱく質や
カリウムの摂取は増え、魚や大豆、海藻を食べる
という日本的食生活が保たれていたために、1980
年代にすでに世界一の平均寿命に到達した。一
方、ブラジルでもカンポグランデなどの内陸部で
は、日本的食生活は失われ、心筋梗塞は増え、平
均寿命が17年近くも短くなっていた。そこで、高
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血圧、高脂血症肥満などリスクの高いブラジル、
カンポグランデ在住の50歳代前半の日系人100人
に魚（DHA3g/日）、大豆（イソフラボン40mg/
日）、海藻（わかめ粉末５g/日）を10週間にわたっ
て食事と一緒に摂取してもらったところ、血圧や
血中コレステロール値は低下し、さらに骨からの
カルシウムの吸収が抑制された。さらに日常的に
食べるパン食に大豆たんぱく質（25ｇ/日）又は、
魚のDHA（２g/日）を入れ、ブラジルやハワイ
在住の日系人や、ヨーロッパでは心筋梗塞のリス
クが高く平均寿命の短いスコットランドの50歳代
前半の男女、そして世界一生活習慣病者の多い
オーストラリアの先住民の方々に４週間から８週
間食べてもらったところ血圧や血清コレステロー
ル値は有意に低下した。
　典型的な日本食の中の栄養源が、まさに循環器
疾患や骨粗鬆症など「生活習慣病」の予防に有効
であると証明された。

遺伝子による予知と栄養による予防で長寿は可能

　今や日本の食文化を見直すことが長寿の鍵とい
える。米食を中心としてカロリーの半分を取り、
魚介類を一週間に主菜として４、５回は食べて、
交感神経の過剰な興奮を抑え、ストレスにも強く

なれるタウリンや血栓症を防ぐオメガ３系多価不
飽和脂肪酸を摂取し、大豆食は乾燥大豆にして75
ｇを毎日摂取し、血管を拡張させ、血栓を予防す
るイソフラボンやコレステロールを低下させる大
豆の蛋白質を充分にとり、さらに海藻や野菜・果
物から食物繊維やマグネシウム、カリウム、カル
シウムをとれば健やかな長寿を確実に全うできる
と期待される。
　さらに近年、遺伝子学の方法論がすすみ、私共
の手によってモデル動物の高血圧や脳卒中の遺伝
子座位もわかってきている。しかし遺伝素因があ
るからといってあきらめる必要はない。それをポ
ジティブに活用し、疾患が遺伝子によって予知で
きれば、早くから予防が始められる。たとえ遺伝
的に100％脳卒中・骨粗鬆症を発症する脳卒中ラッ
トでさえ、これらの疾患は確実に食事によって予
防できるのである。栄養には遺伝子を越える“ゲ
ノムプラス”の力のあることがわかって来た。予
知から予防への医学、これは「未病を癒す」とい
う中国医学の根本思想である。日本食は塩分過剰
やカルシウム不足の２大デメリットを改めれば世
界の長寿食に最も近く、それを自ら実践していく
ことが循環器疾患をはじめとする「生活習慣病」
を克服して健やかな長寿を実現する“王道”であ
る。今や健康長寿は自分でつくれるのである。
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	 昭和42年３月（1967年）京都大学大学院医学研究科博士課程修了、医学博士
	 昭和44年２月（1969年）米国国立医学研究所客員研究員
	 昭和50年４月（1975年）京都大学医学部助教授
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	 平成11年４月（1999年）財団法人生産開発科学研究所学術顧問
	 平成13年４月（2001年）京都大学名誉教授、兵庫県健康財団会長
	 平成18年１月（2006年）武庫川女子大学教授　国際健康開発研究所所長

主な著書	 原著論文（英文）約600編。一般書に、『世界の長寿レシピ』（主婦の友社）、『Dr.Yamoriの長寿
食のススメ』（淡交社）『カスピ海ヨーグルトの真実』（法研）、『カスピ海豆乳ヨーグルトダイエッ
トレシピ』（法研）、『やっぱりすごい！カスピ海ヨーグルトの健康力』（法研）、『大豆ダイエット
レシピ』（法研）、『栄養学のABC』（朝日新聞社）、『110歳まで生きられる！脳と心で楽しむ食生活』
（NHK出版）、『「長寿食」世界探険記』（筑摩書房）、『食でつくる長寿力』（日本経済新聞出版社）、
『遺伝子が喜ぶ長生きごはん』（朝日新聞出版）、『ついに突きとめた究極の長寿食』（洋泉社）、『世
界一長寿な都市はどこにある？』（岩波書店）、『大豆は世界を救う』（法研）、ゲノムプラスの栄養学：
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	 昭和60年（1985年）美原脳血管障害研究振興基金美原賞受賞
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	 平成20年（2008年）日本高血圧学会特別功労賞受賞　
	 平成24年（2012年）瑞宝中受章
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9：15 ～ 16：45９月23日（祝）開会10：00　閉会16：202013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 6 回 創健フォーラム

◦フリートークの場　
◦咀嚼能力体験コーナー　グミゼリーを噛んでもらい咀嚼能力を数値化できます。貴方は本当に噛めていますか

【第二部：グループ懇話会  会場 1 階フロア】 15：20 ～ 16：20

【第一部：口腔機能と生活の質（QOL）】

【昼　食】 12：00 ～ 13：00

14：35 ～ 15：10鼎談・質疑応答

「健康長寿の秘訣　食生活と健全な口腔機能」
―科学的根拠からの検証―

10：00 ～ 11：00基礎臨床編

「科学的検証から分かる
 身体に良い咀嚼パターンと咀嚼能力」

― 生涯の健康を見据えた歯科補綴学 ―

日本歯科大学生命歯学部　歯科補綴学第１講座教授 志賀　　博講師

11：00 ～ 12：00臨床応用編

『 「暮らし」を織り込んだ義歯の臨床』
― 「噛める」の次にくるもの ―

恒志会理事　群馬県みどり市開業　臨床歯科医師 籾山　道弘講師

「健康長寿の秘訣　食生活と健全な口腔機能」
―科学的根拠からの検証―

京都大学名誉教授　武庫川女子大学教授　国際健康開発研究所所長 家森　幸男

司会／ 田　康文

日本歯科大学生命歯学部　歯科補綴学第１講座教授 志賀　　博
恒志会理事　群馬県みどり市開業　臨床歯科医師 籾山　道弘

「世界調査でわかった
 自分でつくれる健康長寿」

京都大学名誉教授
武庫川女子大学教授　国際健康開発研究所所長 家森　幸男講師

13：00 ～ 14：30特別講演
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はじめに

　歯科臨床は、害われた咀嚼機能の回復とその維
持を主な目的として標榜してきましたが、肝心な
咀嚼機能の診断は、一般に主観的または経験的な
評価に拠っているのが現状です。そこで、筆者ら
は、臨床の現場で簡便に活用できる客観的な咀嚼
機能検査法として、咀嚼運動の分析による下顎運
動検査法とグミゼリー咀嚼時のグルコースの溶出
量の分析による咀嚼能力検査法を開発しました。
これらは、装置が小型・軽量かつチェアサイドで
の応用が容易であり、短時間で咬合・咀嚼機能を
客観的に評価できる方法として、平成23年３月に
有床義歯装着患者に対し、先進医療（技術名：有
床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検
査）として採用されました。
　本稿では、咀嚼運運動の分析による下顎運動検
査法について，あらましを説明させていただきま
す。

１．咀嚼運動の記録・分析時の咀嚼条件 
（被験食品、咀嚼側、分析区間）

　咀嚼運動は、咀嚼系を構成する咀嚼筋、顎関節、
歯（咬合）、ならびに口腔周囲器官の機能の統合
によって営まれる運動であり、これらの構成単位

のいずれかが障害されても他の構成単位の機能に
悪影響が誘発され、咀嚼系全体の機能異常が発現
するといわれています１）。したがって、咀嚼系の
機能を評価するために咀嚼運動を調べることは、
きわめて重要であると考えられ、数多くの研究が
報告されてきました。その結果、咀嚼運動は、各
人固有のパターンを呈するものの、いくつかのパ
ターンに分類される２－７）こと、また健常者では、
個々のサイクルが規則的で安定するが、不正咬合
者や顎機能異常者では、個々のサイクルが不規則
で不安定である２，８－10）ことなどが明らかにされ
ています。一方、記録・分析時の咀嚼条件は、咀
嚼運動に強い影響を及ぼすので留意すべきである11）

ことが指摘されています。したがって、咀嚼条件
によって咀嚼運動がどのように影響を受けるかを
知る必要があるといえます。

１）　被験食品
　咀嚼運動を分析するための被験食品は、パン、
カマボコ、チューインガム、生ニンジン、ピーナッ
ツ、ビーフジャーキー、生米、煎餅などが用いら
れておりますが、食品別にみた咀嚼運動を分析す
るためには、一般的な食品が選択されるべきであ
り、可及的に性状が異なることが望ましいですが、
被験食品数を多くすると、疲労が生じたり、記録
時の随意的要素が加わる可能性があるので、留意

咀嚼運動の分析による
下顎運動検査法

H i r o s h i   S h i g a

日本歯科大学生命歯学部
歯科補綴学第１講座教授志賀　　博

特 集 健康長寿の秘訣　食生活と健全な口腔機能　　―科学的根拠からの検証―
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しなければなりません。
　運動の安定性を分析するためには、硬さや量が
変化しやすい食品咀嚼時では、咀嚼の進行に伴っ
て運動が変化することにより、健康な被験者でも
不安定になることがあります（図１）ので、咀嚼
の進行に伴う硬さや量の変化が少ない被験食品を
選択しなければなりません。咀嚼運動の安定性の
分析では、軟化したチューインガムが最適であり、
グミゼリーがそれに準ずることが明らかにされて
います11）。また、被験食品の重量は、２gにすると、
安定した咀嚼を営むことが確認されています12）。

２）　咀嚼側
　咀嚼側の指定は、主咀嚼側（習慣性咀嚼側）、
自由咀嚼から抽出した主咀嚼側、あるいは自由咀
嚼など、研究によって区々です。咀嚼の進行に伴
う運動の変化や咀嚼能力の分析では、自由咀嚼で
も問題ありませんが、自由咀嚼をさせると、右側
から左側、または左側から右側へと咀嚼側が変化
した際に咀嚼運動も大きく変わる（図２）ために、
咀嚼運動が安定している健常者でも不安定として
評価されてしまいます（図３）。また、主咀嚼側
咀嚼時と非主咀嚼側咀嚼時とを比較すると、運動
経路、運動リズム、　咀嚼筋筋活動は、いずれも
主咀嚼側咀嚼時の方が非主咀嚼側咀嚼時よりも安
定し、両咀嚼側間の機能的差異が認められていま
す13－15）。したがって、咀嚼運動の安定性の分析で
は、咀嚼側は、主咀嚼側の指定が望ましいといえ
ます。

３）　分析区間
　咀嚼運動の分析区間は、咀嚼中の全サイクル、
咀嚼開始後の第１サイクルからの一定区間、咀嚼
が安定してからの一定区間、咀嚼開始直後の数サ
イクルを除いた一定区間など、研究によって区々
です。
　咀嚼の進行に伴う運動の変化や咀嚼能力の分析
では、咀嚼中の全サイクルや咀嚼開始後の第１サ
イクルからの一定区間を選択することもあります
が、咀嚼運動の安定性の評価では、咀嚼開始直後
と後半を除いた区間が推奨されています。これは、
咀嚼開始直後では、意識的要素が加わり、また後
半では、唾液の貯留による咀嚼の中断や嚥下の準

         CO

CO CO CO CO CO CO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2
        

3
        
        CO

CO CO CO CO

備動作が加わることにより、咀嚼運動が不安定に
なるためです。一方、咀嚼運動の安定性の分析で
は、一般に市販されている軟化したチューインガ
ム咀嚼時の分析区間を調べた研究16）から、咀嚼
開始後の第５サイクルからの10サイクルが運動経
路、運動リズムともに最も安定し、分析に最適で
あることが明らかにされて以来、これに類似した
区間が多用されています。
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２．咀嚼運動経路のパターンの分析

　健常者の運動経路は、正中に平行あるいはやや
咀嚼側に偏位しながら開口後、開口路よりも外側
を通って閉口する涙滴状あるいは類楕円形状のパ
ターンを呈するものの、各人固有のパターンを有
するといわれていますが、いくつかのパターンに
分類できることが明らかにされています（図４）。
　筆者ら７，17）の多数例の健常者と顎機能異常者
における咀嚼運動経路のパターンに関する分析で
は、健常者のパターンは、Ⅰ～Ⅶの７種類に分類
でき（図５）、そのうち中心咬合位から作業側へ
向かってスムーズに開口し、その後中心咬合位へ
convexを呈して閉口するパターンⅠと中心咬合
位から非作業側に向かって開口後作業側へ向か
い、その後中心咬合位へconvexを呈して閉口す
るパターンⅢの２種類が代表的なパターンといえ
ますが、顎機能異常者のパターンは、健常者のそ
れとは明らかに異なり、代表的なパターンが存在
せず、種々なパターンを呈し、分布も異なること
が明らかにされています（図６）。また、健常者
では、70 ～ 80％を占めるパターンⅠは、実験的
咬合干渉を付与すると、明らかに減少し、逆にパ
ターンⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶの増加が確認されています（図
７）18）。実際に、平衡側に咬合接触が認められる
と、主にパターンⅤとパターンⅥ、あるいは閉口
路がconcaveを呈するパターンが発現し19，20）、こ
れらの平衡側の咬合接触を除去すると、パターン
Ⅵが消失します21）。さらに、片側性臼歯交叉咬合
者の反対側では、正常咬合者と同様のパターンを
呈しますが、交叉咬合側では、正常咬合者とは異
なるパターンを呈する22）ことや不正咬合を是正
すると、正常咬合者の代表的なパターンⅠとⅢが
増加する23）ことも確認されています。
　これらのことから、咀嚼機能が健常で咬合に問
題がない場合には、咀嚼運動経路は、パターンⅠと
Ⅲに代表される健常パターンを呈するが、咬合の
不正や咬合干渉が存在する場合には、パターンⅠと
Ⅲ以外の異常なパターンを発現するといえます。

３．咀嚼運動の安定性の分析

　筆者ら16，24）は、咀嚼機能、すなわち咀嚼運動
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の安定性の分析のための咀嚼条件を検討した結
果、被験食品として咀嚼の進行に伴う大きさや硬
さの変化の少ない軟化後のチューインガム、咀嚼
側として主咀嚼側での片側咀嚼、分析区間として
咀嚼開始後の第５サイクルからの10サイクルが適
切であることを見いだしました。これらの条件下
で、運動経路と運動リズムの安定性を表す定量的
な指標を求め、咀嚼機能の客観的な評価を検討し
ました。
　運動経路については、咀嚼開始後の第５サイク
ルから第14サイクルまでの10サイクルについて、
各サイクルの中心咬合位を基準にして、前頭面に
投影した開閉口路を上下的に10分割し、各分割点
の座標値を求めた後、各分割点における10サイク
ルの平均と標準偏差を算出し、この平均点を連ね
る平均経路（図８）で表します。この平均経路上
の各平均点における開口時と閉口時の水平方向、
開閉口時の垂直方向の各標準偏差の平均を算出
し、それぞれ開口時側方成分、閉口時側方成分、
垂直成分とし、これらの各成分を開口量（平均経
路の最下方点）で除算するSD ／ OD値（標準偏
差／開口量）を求めることによって、安定性を表
す指標としました（表１）。また、運動リズムに
ついては、咀嚼開始後の第５サイクルから第14サ
イクルまでの10サイクルにおける開口相時間、閉
口相時間、咬合相時間、サイクルタイムの平均と
標準偏差から算出した変動係数を求めることに
よって安定性を表す指標としました（表２）。
　こられの運動経路の安定性を表す３指標と運動
リズムの安定性を表す４指標について、健常者群
と顎機能異常者群の咀嚼運動の安定性を評価した
ところ、いずれの指標も両群間に高度な有意差が
認められ、顎機能異常者の咀嚼運動が極めて不安
定であることが確認できました16，25）　（図９）。し
かしながら、健常者群の平均値＋2SD（標準偏差）
以内を正常範囲とし、敏感度と特異度を求める
と、特異度は90％以上でしたが、敏感度は46％～
70％となり、低い値を示す指標も認められました。
そこで、主成分分析を応用し、運動経路の３指標
と運動リズムの４指標からそれぞれ統合指標26）
を作成したところ、敏感度が86％以上となり、極
めて高い値を示すことが確認できました（図10，
表３）。つまり、この咀嚼運動の安定性の分析は、
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咀嚼機能の健常と異常との識別に十分な信頼性が
あるといえます。

おわりに

　咀嚼機能を客観的に評価できる咀嚼運動の分析
による下顎運動検査法のあらましを述べさせてい
ただきました。
　本検査法は、最近のコンピュータエレクトロニ
クスの発展に伴い、咀嚼運動の記録から分析まで
を容易に行うことができるようになり、特別な知
識や習得を必要とせずに咀嚼パターンが表示さ
れ、簡便かつ短時間での咀嚼機能の客観的な評価
が可能です。また、有床義歯装着者のみならず、
咬合問題や歯の欠損に伴う咀嚼障害を有するすべ
ての患者に応用でき、治療前の障害程度、治療後
の回復程度、定期検査時の維持状況をデジタル画
像化や数値化することにより、客観的に評価する
ことができます。害われた咀嚼機能の回復とその
維持を客観的に評価することにより、信頼性ある
歯科臨床による健康増進が期待できるものと思わ
れます。
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１：はじめに

　今年の恒志会創健フォーラムのメインテーマは
「健康長寿の秘訣　食生活と健全な口腔機能」で
あるという。
　「健康」「健全な口腔機能」という言葉が列ぶな
かで、「では、歯を失ってしまった場合には？」
という疑問が生じてくる。
　「欠損歯があると健康とは言えないのか？」と
いえば、答えはNOである。
日々、歯を残す為の治療と患者指導を続けている
と、歯を守り、健康を回復・獲得、維持・増進し
ていく為には、義歯が大きな役割を果たしている
事に気付かされる。
   翻って、我が国の歯科臨床における義歯のポジ
ションを考えてみるに、人々の健康に寄与するど
ころか、標記の「健全な口腔機能」とも縁遠い様
なケースに度々出会う。
　特にパーシャルデンチャーでは、「総義歯製作
マシーン」ともいえるようなケースを見かける事
がある。
　私達歯科医師は、日々の臨床で、欠損した歯を
補う補綴処置を日常的に行っている。補綴処置の
成否を判定する基準に則って治療を進めているは
ずであるが、この基準が果たして「健全な口腔機
能の獲得」を示しているかといえば、大きな疑問

が残る。
パーシャルデンチャー、総義歯にかかわらず「歯
医者満足、患者迷惑」のごとき治療結果を、往々
にして目にする。　
　歯科医師のいう「よく噛める義歯」というもの
が、患者さんの「暮らし」とマッチしない事に原
因があるように思う。
　片山恒夫医博は、その著作のなかに「具合良く
長持ちしてこそ信用を生み、信用されての治療は
結果は良い。結果こそ全てを決める。」と述べて
いる。
　そこで、「具合よく」という言葉をキーワードに、
私たちの診療室で、義歯治療に際して注意してい
る点をお示ししながら、患者さんの「暮らし」に溶
け込んだ義歯の姿というものを考え直してみたい。

２：健康とは

　先ず、保存、補綴領域等に係わらず、共通の治
療目標であるところの「健康」というものについ
て考えてみたい。

「健康の定義とは何か？」こう質問すると、「健康
とは病気ではない事」とう返答が最も多く返って
くる。
　しかし、よく考えてみるとおかしな表現で、「健
康」そのものを端的に言い表しているとは言いが

『「暮らし」を織り込んだ義歯の臨床』
―「噛める」の次にくるもの―

M i c h i h i r o   M o m i y a m a

恒志会理事
群馬県みどり市開業　臨床歯科医師籾山　道弘

特 集 健康長寿の秘訣　食生活と健全な口腔機能　　―科学的根拠からの検証―
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たい。「犬とは猫ではない生物である」という表
現と同じ様に聞こえる。
　WHO憲章の健康の定義では、
　「Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity.」和訳すると「健
康とは、完全な肉体的、精神的ならびに社会的に
良好な存在状態であって、単に病や弱さの存在
しないことではない」とされている（1946年）。
更 に1998年 に は「Health is a dynamic state of 
complete physical, mental, spiritual and social
……….」のように太字下線部分のような文言を
追加する改正案が提案され、より精神性、心と身
体、生活との係わりといったものを感じる。
　そして、ゴールドマン＆コーエンの「歯周治療
学」第５版では
　「歯周疾患の診断や、その病因を知るには、正
常な歯周組織に精通した完全な知識が必要であ
る。疾患の範囲や程度は正常な所見からどれだけ

離脱しているかによって決まってくる。それゆえ
正常で、健康な歯周組織の性質をつかんでおく事
は、非常に重要な事である。しかし、そのような
安定した状態においては、健康の基準というよう
な所見が見られそうだが、実際はそうではない。
健康とか正常とかいう言葉は、一つの状態をさす
のではなく、健康であると判断される様々な状態
をまとめてさしている。色、構造、形態などにも
範囲があり、それはまた年齢、個人さらに人種に
よっても変わってくる。」と記されている。
　このように、健康とは、医学的、病理学的に病
気や弱さが無いということだけではない。そして、
一つの数値的基準で言い表せるようなものでもな
い。
　私は個人的に「現代社会で暮らす人間が、所属
する社会、コミュニティーにおいて、一日、一年、
…一生という時間軸の中で健やかに、前向きに人
生を送る事が出来る心と身体の状態」と定義して
いる。

10代女性 20代女性10代男性 20代男性

30代女性 40代女性30代男性 40代男性

50代女性 60代女性50代男性 60代男性
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　もっと簡単に、 身体の健康を元気、心の健康を
平気、社会的健康をヤル気、と例えて「元気、平
気、ヤル気に満ちた状態」と表現している。
そんな視点から、私たちの医院では、歯科臨床を
行う際の基準、目標、一つのゴールとして写真の

「年齢別、男女別の健康歯肉アルバム」を複数用
意して臨床に取り組んでいる。

　この天然歯列編にも複数ある。その他、欠損歯
列編にもパーシャルデンチャー編、ブリッジ編な
どのバリエーションがあり、総義歯は、「総義歯
患者編」ではなく「健康な無歯顎者編」と呼んで
いる。
　50代から90代の男女別、咬合様式別、人工歯の
材質別など、経過観察を続けていくと、様々な経
時的変化が見て取れる。その一部が上の写真であ
る。両者25年以上経過症例だ。

　開業後間もない時期に、私自身が技工を行い

製作した義歯である。途中左下１歯を失ったが、
100歳近くまで、わずか３回程の修正のみで経過
している。

　我々は歯科医療の専門家であると心得ている。
エキスパート、専門職である。
しかしながら、今までの専門家目線、専門家基準
というものでは読み切れない「人間の変化」、「ひ
ずみ」といったものを診査診断し、先読みしてい
く能力が求められる時代に突入しているようだ。
　現代人の健康とは、「健康」という名の商品を
保険料や現金を支払って購入しているというイ
メージがつきまとう。
健康長寿に寄与する歯科臨床を展開する為には、
臨床家が、ゴールである健康歯肉の姿を理解して
いる必要があろう。
これなくして「具合よく」も「長持ち」もあり得
ないと考える。

70代女性 80代女性70代男性 80代男性

99歳女性 86歳男性

99歳女性の義歯



18

３：アンチエイジングを語る前に

　前項で「健康長寿」へ導く歯科医療を展開する
為に、先ず健康歯肉を知る事の重要性を記した。
　健康歯肉アルバムを10代から80代まで順を追っ
て見ていくと、各年代ごとの歯牙、歯列、咬合、
歯槽骨、歯肉の特徴が表れている。
　これは「正常なエイジング」とも言い換えられ
るのではないだろうか？
　これらの写真以外にも様々なエイジングのバリ
エーションがあるが、こういった健康歯肉や正常
なエイジングの姿を逐一記録していく事も臨床家
の重要な役割であると思う。
　そして、私たち日本人という民族がたどる正常
なエイジングの姿、健康歯肉、健全歯列の姿を、
最も理解出来ていないのが歯科医療従事者のよう
な気がしてならない。「病気」しか見えない事の
弊害か？
　そして、歯科医療従事者はもちろんの事、患者
さんのみならず広く一般の方々にも、正しいエイジ
ングの姿を知らせていく事を怠ってはならない。
　昨今、アンチエイジングという言葉を頻繁に見
聞きする。「抗加齢」と訳されているようだ。「加
齢に抗する」とはどういう事だろうか？
　加齢とは読んで字のごとく、一年一年、年齢を
重ねる事である。これに逆らう事は、スターウォー
ズの世界以外は不可能である。私たちは、マス
ター・ヨーダには成り得ない。
どうも、加齢と老化をごちゃ混ぜにしてしまって
いるようだ。「抗老化」ならば理解できよう。

「加齢」のマイナス面を「老化」そして、プラス
面を「熟成」というのではないか？
事実「エイジング」という言葉を辞書で調べてみ
れば、１：老齢化、老化　２：熟成（チーズやワ
イン等の）と記されている。
　また、「若返り」と表現される場合もあり、ど
うにも混沌としている。
　「加齢と熟成に逆らう医療」とは一体どんな医
療なのであろうか？私には理解出来ない。熟成に
は抗する必要などなく、素晴らしい事ではないか。

「老化に伴う心身のマイナス面を抑制・改善し、
年齢にふさわしい充実した暮らしを手助けする医
療」という様に考えてはどうだろう。

　ここでいう「ふさわしい」とは「平均的な」と
いうことではない。現在の日本人高齢者の「平均」
の姿は、あまりにマイナス面が目立つように思う。
もっとイキイキ、ハツラツとして、「元気・平気・
ヤル気」イッパイの高齢者を増やしていきたいも
のである。
　ここには、歯科医療が大きな力を発揮するはずだ。
　アンチエイジングと称して、単なる「若作り」
の片棒を担ぐ事は避けるべきである。

４：義歯の現状

　健康長寿のためには義歯が大きな力を発揮す
る。
　超高齢社会では「抗老化、向健康」を手助けす
る事が、歯科に対して求められている。
しかし、私達の医院に受診、若しくは相談にお見
えになる患者さんの言、或いは製作を担当する技
工士さん達からは
　「最新の理論、最高のテクニックと材料を総動
員し、最善を尽くして製作した補綴物、特に義歯
の多くが、持ってもせいぜい5年程度でダメになっ
てしまうのは何故だろう？」という疑問、質問が
投げかけられて来る。
どうにかしたいけれど、自分達の手ではどうにも
ならないというジレンマだ。
　これに対して、歯科医は、パラデンタルスタッ
フは、世間はどう感じるだろうか。マスコミはど
う捉えるだろうか？
　最新の理論や術式、それに伴う諸材料や器具機
材は、毎年のように新しいモノが現れては消えて
行く。長く続いているテクニックであっても、全
てのケースでうまく行くという事は無い。得手・
不得手、適応・不適応・禁忌、色々ある。あって
当然である。
　欠損補綴領域の研修会インストラクターの口か
らは、「理論と臨床は違うもの」なる言を聞く事
が多々ある。
　どうも、人間というもの、欠損歯列を有した患
者さんというものを理解していないようだ。一つ
の理論で全て解決する等という事があるはずが無
い。
 健康歯肉や正しいエイジングを理解していない
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事に理由があるように思う。
　歯医者目線の理論、術式は、ある患者さんには
正しく、改善、健康に導く事が出来ても、別の患
者さんには全く歯が立たないという事がままある。
口腔内局所のみを対象とした診査診断では、患者
さんの「人間理解」は不可能だ。
　もちろん、詳細に口腔内や周囲局所を診査して
いく事は大切であり、重要な事である。
しかし、それと同時に、否それ以上に、その患者
さんの人間理解を深めていく事が求められてい
る。
　古くから片山恒夫医博が「患者さん丸ごとつか
まえる」と表現している様に、ここに医療の本質
があるといえよう。
　こういった視点から、現在の義歯とそれを取り
囲む環境を観察してみると、いくつかの問題点が
浮かび上がってくる。
　海外製の理論は、日本民族にどういったメリッ
トがあり、同時にどんなデメリットを与えてしま
うのかを、 歯科医師の診断能力をもって、しっか
り検証する必要がある。
　そして、実際の義歯臨床に取り組む際には、義
歯の設計や治療計画を立案するわけであるが、そ
の多くの領域を歯科技工士に丸投げしているのが
現状である。
　義歯臨床では、特にチェアーサイドとラボサイ
ドとの連絡、連携が必須となる。しかも、患者さ
んに直接触れる事が出来ない歯科技工士に対し
て、硬くて物言わぬ石膏模型を介して、その患者
さんの活きた情報を伝えなければならない。
　更に、ラボサイドでの、義歯製作の各ステップ
毎にチェアーサイドでの試適や修正を通して患者
さんの望む通りの状態に義歯を仕上げていく訳で
ある。
　そして、義歯が完成し、セット、調整仕上げ、
メインテナンスへと進む訳である。
しかし、現状の歯科医療チームには、綿密、緻密
なチームワークが確立しているとは言いがたい。
多くは「技工士さんに丸投げ」だ。
　そこには、歯科医師の診査診断能力の不足、人
間理解能力の不足、そして理工学や技工の能力の
不足といった問題点が浮かび上がってくる。
　さりとて、ラボサイドに全く問題がないかと言

えば、否である。
　確かに、技工士さん達は、非常に真面目に、熱
心に義歯臨床に取り組んでいる方々が多い。多岐
に渡ってよく研究し、物言わぬ模型に「語らせよ
う」と、涙ぐましい努力が見て取れる。これは「活
きた情報をくれない歯医者に頼らずに、患者さん
に適合した義歯を作りたい」という気持ちの表れ
のように思われる。
　しかし、模型を見ているだけでは、適合=

「フィット」は得られても、患者さんに「マッチ」
した義歯を提供する事は不可能である。
　「歯科医が技工を捨ててから、日本の歯科医療
の質が大きく下がった」
　大学卒業間もない青年歯科医師であった私が、
片山恒夫医博のセミナーで聞いた言葉が蘇ってく
る。

５：義歯の力

　さて、前項のような問題点を抱えた現在の日本
の歯科界であるが、この絡まった糸を解す事が必
要である。難題と感じられる。
　義歯には、教科書に書かれていない大きな力が
ある事を、27年程度の開業経験でも十分に理解す
る事ができる。
　この点に関しては、創健フォーラムにおいて、
実際の症例を通して拙い経験を披瀝してみたい。
　この場では「義歯が持つ力」について、概略の
みを記してみる。

　「義歯になったら、味が判らなくなった」
　良く聞く言葉ではないだろうか。
　歯科医療従事者でなくとも、ある程度「仕方な
い事」と考えている事と思う。
　本当にそうだろうか？
　「味が判らなくなった」患者さんは、どんな味
が判らなくなったのだろうか？
義歯を装着するまで、「味」に関して何を基準に、
どのような食材を、どう調理したものを、いつ、
どこで、誰と食べたときに「同じ味」を感じたい
のであろうか？
　それ以前に、一体何の味？食感は？一口の大き
さは？硬さは？箸で食べるの？フォークで口に運
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ぶの？等々、患者さんと共に義歯を仕上げていく
際には、絶対に知る必要がある。
　「インプラントにしたら何でも噛めるように
なって嬉しい」という言葉も良く聞く。
しかし、私の経験では「インプラントにしたら感
覚がないので味が落ちた」という人の方が多い。
多数歯欠損で「飲む」というレベルから、上下の
歯で「噛む」レベルまで改善した人にとっては感
激かもしれない。
　マイナスがゼロにまで回復できたわけだ。
　しかし、「噛む」から「味わう」や「楽しむ」
あるいは職業としての「味覚」という段階に進む
にあたって、「感覚がない」というのは大きなマ
イナスなのである。
　別にインプラントを否定するものではないし、
私の拙い27年間のインプラント経験のなかでさ
え、とても義歯では太刀打ち出来ないケースも多
く経験している。
　しかし、感覚がないことと、それが故に周囲を
壊してしまうという大きな欠点は忘れてはならな
い致命的欠陥だ。特に私たち日本人は問題が大き
くなりやすい。
　味の問題以外にも色々と義歯には悪いイメージ
がつきまとう。
　痛い、落ちる、外れる、しゃべれない、歌えな
い等々、いくらでも不満は出てきそうだ。
　しかし、これらに対しても解決策はいくらでも
ある。
　
　創健フォーラムのテーマにある「食生活」を改
善、向上することは大切であるが、人間は24時間
食事をしている訳ではない。
　スポーツをする人、トレッキングが趣味の人、
ウィンドサーフィンを楽しみたい人、楽器の演奏
家、長時間の講演や講義、ゴルフコンペの主催者、
パーティーを主催する時に求められる事、等々。
 義歯の成功を「噛める」や「外れない」だけに
求めるのは如何なものか。その能力の一部を表し
ているに過ぎない。 
　こういった歯科医師目線の基準だけで義歯の良
否を判断してはいけない。
　軽自動車にポルシェのエンジンを載せても、高
性能で素晴らしいと感じる人もいるであろうが、

多くはミスマッチ、アンバランスで社会的には迷
惑と感じるであろう。
　
　総論的には、高い診断能力と人間理解能力を
もって患者さん丸ごとを捕らえ、その人の望む生
活に役立つ義歯を設計すること。
　そして、その患者さんの暮らしの中で、無理な
く協力が得られるような術式、材料を適用して、
歩調を合わせて義歯を仕上げていく事が求められ
ている。
　決して「○▲法」や「■◇テクニック」が成功
に導いてくれる訳ではない。
一番大切なのは、歯科医療従事者の「人間磨き」
と「指先磨き」だと思う。
　などと、私が言っても全く説得力がない事は、
私自身が一番良く理解しているつもりだ。
　私程度の低い人格の歯科医師でも、多少は患者
さんの「暮らし」の中に溶け込み、長期間「具合
良いよ」といってもらえる義歯を仕上げられる場
合がある。
　こんな経験の幾つかをフォーラムでお話しして
みたい。

６：まとめ

　何やら、訳のわからない事を、ツラツラと綴っ
てきた。
　最後に、義歯を取り巻く歯科の現状からの打開
策について考えてみたい。
歯科の傾向として、相変わらず、強い補綴物、硬
くて耐久性のある材料、強い骨結合等々、物性面
の追求が先行し、臨床術式が後追いする状況が続
いている様だ。
　理工学的に物性を追求し、強度や耐摩耗性を高
める事は、もちろん良い事である。
基礎研究はドンドン進めてほしい。
　しかし、現状では、人間の身体、各個人の個体
差、生活習慣、職業や趣味趣向等々を勘案した適
切な材料選択や術式の適用といった点が軽視され
ているように思えてならない。
　そして、歯科サイドが「最新の方法」「最新の
技術」といって世に出している諸々の事が、患者
さんからは「なんかヘン？」と思われている事も
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事実である。

　ちょっと極端な例で考えてみたい。
　スタッフから「○○さん、今日は顔色良かった
ですよね」と言われて、
　「お嫁さんと仲直りしたのかな」とか「痛みが
減って、同窓会へ出かけられたのかな」
　など、その患者さん暮らしに思いを馳せ、「次
の一手」を先読みする医師のスタンスか
　それとも
　「ヘモグロビン値とビリルビン値と酸素飽和度
はどれ位だろう」
　と、科学的診断基準を追求する科学者としての
スタンスか、どちらが大切であろうか？
　少々例えが悪いが、私は、両方とも大切である
と思う。
　患者さんの心の内に寄り添うシンパシックな在
り方と同時に、冷静に細部を分析し、患者さん個
人のみならず、その周辺環境までを俯瞰して方針
を決める科学者としての在り方の両方が共存して
いる医師の姿。
　なおかつ、的確な診断能力とエリック・クラプ
トンのスローハンドを思わせるようなスピーディ
で正確なテクニック。
　こんな、硬軟取り混ぜた、歯科医師が求められ
ているように思う。
　難しい事のように思われるが、今の30代、20代
の若い世代には、その可能性が広がっている。
　私達の様な中堅からベテランの域に足を踏み入
れつつある世代は、若い世代を「老害」や「悪徳

商法」から守り、かつ、大家の残した業績をしっ
かり伝えていく事が務めである。

　最後に、ある総義歯患者さんの言葉を記してみ
たい。
　「一本無しの総義歯患者になったとたん、歯科
医からの扱いが全く違ってしまう。全く別の病気
の治療が、初診から始まる様に感じました。」
　そして
　「私の様な、総義歯の患者というのは、ありと
あらゆる歯の治療を経験してきた歯科治療の大ベ
テランなのです。だから、歯科医の歯に対する姿
勢を肌で感じることが出来る。そんな訳で、歯を
大切にしてくれる先生に自分の義歯を作ってもら
いたいのです。 総義歯患者は、歯を大切にする
先生だからからこそ、具合の良い義歯が出来ると
わかってるんですよ。」
　これからの時代、義歯、特にパーシャルデン
チャーは、その症例数を増してくるはずである。
現状では、パーシャルデンチャーの荒波を乗り越
える事は出来ないであろうし、CAD/CAMや3D
プリンターといった技術も、宝の持ち腐れになる
だろう。
　しかし、「歯を大切にするからこそ、具合の良
い義歯がつくれる」というこの一言が、これから
の時代の歯科の在り方を示してくれているように
感じる。
　私たちの医院の取り組みが、こんな事を考える
一つのキッカケとなれば幸いである。
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ヒトのマイクロバイオーム
研究の最前線

H i d e t o s h i   M o r i t a
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食品科学研究室教授森田　英利

特 別 寄 稿

　ヒトのマイクロバイオーム、すなわちヒト常在
細菌叢とは、皮膚、口腔、鼻腔、胃、小腸、大腸、
尿路、膣など全身に及ぶ細菌の集団であり、その
菌数を見積もると、ヒト１人には約1,000兆個（1015

個）になるという。その中で、最も多くの細菌の
種類と数が生息するのが大腸であり、大腸では糞
便１グラム当たり約１兆個（1012個）の細菌で、
細菌叢が形成されている。
　ヒトとヒトの腸内細菌叢（human intestinal 
microbiota）の関係は、100年の間をおいて、２
人のノーベル賞学者によって啓蒙された。メチニ
コフ（Ilya Ilyich Mechnikov）は、1907年の著書

「Essais Optimistes（楽観論者のエッセイ）」の中
で、“腐敗便が人畜の急死と短命の主因であり、
ほとんどすべての病気および死は腐敗便によって
起こる”という記述から、腸内細菌叢の重要性
に気づいた最初の科学者である。そして、レー
ダーバーグ（Joshua Lederberg）は、2000年の
Scienceで、“ヒトは、ヒトゲノムとヒト常在細菌
叢（human microbiome）ゲノムから成り立つ超
有機体である”と述べている。この提言は、その
後の興味深い研究成果である、腸内細菌叢による
肥満やメタボリック症候群の発症、高脂肪食摂取
による胆汁酸分泌を介した腸内細菌叢の変化、腸
内細菌叢による個人識別・個体識別、食事成分
が常在細菌叢を介して宿主細胞に作用する知見

（酢酸による腸管上皮細胞のバリア機能の増強）、
腸内細菌叢による宿主免疫系Ｔ細胞の分化誘導

（segmented filamentous bacteria:SFBとかセグメ

ント細菌と称される細菌による宿主のTh17誘導）
などでも裏付けられている。
　2003年（ヒトゲノムの解読完了宣言の年）頃か
らメタゲノム解析の技術が進展した。“メタゲノム”
とは“細菌叢に含まれる細菌のゲノム全体を混ぜ
合わせたもの”という意味で、メタゲノム解析と
はそのゲノムの混合物の塩基配列を直接、シーク
エンスしていく解析方法で、その細菌叢全体の遺
伝子情報を解明できる。同時に、個別の腸内細菌
の全ゲノム情報が順次、明らかにされてきた結果、
その細菌叢に含まれる16ＳリボソームRNA遺伝子
の塩基配列を網羅的に解析する手法（メタ16Ｓ解
析）も有効な手法となっている。これらの手法に
加え、メタボローム解析やメタトランスクリプトー
ム解析などの“オーミック解析”が、ヒト常在細
菌叢研究に取り入れられたことで、現在、ヒトの
マイクロバイオーム研究はNature、Science、Cell
にも数多く掲載されるなど、興味深くレベルの高
い知見を、我々に提供してくれている。さらに、
食事成分が腸内細菌叢に影響を及ぼす知見から、
自由に食べるヒトの食事（アナログ情報）を細菌
叢ゲノムや細菌叢による代謝物というデジタル情
報に変換することで、腸内細菌の細菌叢分布を数
理モデル化する試みもなされている。

　地球上には、分類学上の門（phylum）レベル
で約70の細菌が確認されている。大人の常在細菌
叢において、門の組成は個人差が大きいにもか
かわらず、その90％以上は４つの門（Firmicutes, 

S c i e n c e
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Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria） に 属
する細菌で構成されていた。すなわち、ヒト常在
細菌叢を構成する細菌は、ヒトの進化の過程で強
い選択圧を受けた結果、わずか４門がヒト常在細
菌叢の大部分になっている理由だと考えられてい
る。その組成は、ヒトが恒常性を維持し、健康で
いられる理由である可能性が出てきた、また未だ
治療法の存在しない130疾患にものぼるヒトの難
治性疾患や生活習慣病の理解、治療およびバイオ
マーカーに、ヒト常在細菌叢を加味して考える報
告も蓄積してきた。
　ヒトの皮膚、口腔、鼻腔、胃、小腸、大腸、尿
路、膣ごとに、細菌の付着する細胞の種類、水分
量、酸素分圧（嫌気度の違い）、pH、宿主からの
分泌物、細菌にとっての栄養素の量や種類、細
菌同士の共生関係などが異なることを考慮する
と、菌種組成に違いや特徴があるのは容易に推
察できる。Firmicutes門は、皮膚、口腔、小腸、
大腸、膣での構成比が高く、Actinobacteria門と
Proteobacteria門は、皮膚、口腔、鼻腔に多い。
Fusobacteria門の割合が口腔内で多く、TM ７門
は口腔内にしか存在せず、これらは上記の４門に
は含まれていない。
　 一 方、 乳 児 の 腸 内 細 菌 叢 は、 大 人 で 多 い
Firmicutes門より、Actinobacteria門とProteobacteria
門が多くなっている。これは、乳児腸内細菌叢の
中で主要なビフィズス菌（Bifidobacterium属）が
Actinobacteria門に分類されるからである。そして、
乳児の菌種数は大人の３分の１～５分の１である
が、大人と同様に４つの門が主要な腸内細菌叢に
なっているのは興味深い。これは、ヒト常在腸内
細菌叢を構成する菌種は個人差が大きいにもかか
わらず、いわゆる“メタゲノム”でみた場合、遺
伝子組成はほぼ同じという意味である。これは、
個人の菌種の違いや年齢の違いがあったとして
も、健常なヒトがもっている腸内細菌叢のもつ遺
伝子が共通であるのは、ヒトが菌種で細菌叢を選
択しているのではなく機能をもつ遺伝子で選択し
ていると考えれば、妥当かもしれない。
　例えば、シロアリは自然界においてセルロース
の分解に携わる重要なはたらきをしているが、食
物は主に枯死した植物で、その主成分はセルロー
スである。しかし、下等シロアリではセルロース

を分解する能力が低く、消化管内の共生微生物（主
に原生動物）の助けを得ている。一方、高等シロ
アリでは、シロアリ自身もセルロースを分解する
酵素（セルラーゼ）をもっていることが確認され
ている。これは細菌から昆虫（宿主）への遺伝子
の水平伝播を示唆していると考えられている。
　一般に生物において、新たな機能は長い時間を
経て自身の既存の遺伝子の重複（パラログ）など
の進化により獲得する。しかし、そのシステムは
非常に時間を要するため、上述のような戦略があ
り、ヒトも食生活に合わせて自身の生存に有利な
エネルギー源の拡大をしてきた。ノリやワカメの
多糖類を分解する酵素は、海洋性細菌がもってい
るものの、ヒトはノリやワカメの多糖類を分解
できないと考えられていた。しかし、日本人の
70 ～ 80％（欧州人では２～３％）はノリやワカ
メの多糖類を分解する酵素を、上記の海洋性細
菌を腸内細菌に迎えることでもつことになった

（Nature, Hehemann, 2010）。日本人は、８世紀
にはノリを食べていたことがわかっている。日本
人が海藻を食べ続ける過程で細菌が腸内に入り、
腸内にもともといた共生細菌がその遺伝子を取り
入れて進化し、海藻の消化酵素を作るようになっ
た可能性がある。これは、食料事情が不十分な時
代に、これらの細菌は人体が作れない酵素を出し
て、消化吸収を助けており、日本人が獲得した生
き残り戦略とも考えられる。70 ～ 80％の日本人
はノリやワカメからエネルギーを獲得しているは
ずで、彼らにはノリやワカメはノンカロリー食に
ならないことを意味している。

　難治性疾患である関節リウマチ、多発性硬化症、
クローン病などの自己免疫疾患は、制御性Ｔ細胞

（Treg）との関連が知られており、特定のヒト腸
内細菌叢によってTregが形成されることが明ら
かにされつつある。また、高脂肪食が胆汁酸の過
剰な分泌を誘導し、その胆汁酸が腸内細菌叢を変
化させることで肥満になったり、がんになる可能
性も示唆されている。そのような場合、病気が先
か、腸内細菌叢の異常が先か、という疑問が生じ
る。Cell（Garrett, 2007）の報告で、実験的に潰
瘍性大腸炎を誘導したマウスを、健常なマウスと
co-housingした結果、健常なマウスの腸内細菌叢
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が潰瘍性大腸炎モデルマウスに類似し、その結果
として潰瘍性大腸炎の症状を呈した可能性があ
る。すなわち、「腸内細菌叢の異常が先」という
知見である。
　一方、腸内細菌は口から入ってくるしかないこ
とが妥当で正しいことを証明するために、我々
は無菌マウスにヒト唾液を経口投与し、その後、
マウスの糞便から回収した細菌叢を調べた結果、
元々はヒト唾液中の口腔内細菌叢であったもの
が、マウスの消化管ではヒト腸内細菌叢に類似し
た構成に変化することを確認した。すなわち、口
腔内には存在するがマイナーだった細菌（検出さ
れないほどの菌数だが、確かに存在している細菌）
が、腸内では増殖できる条件が整うのでヒト腸内
細菌叢が形成していた。つまり、腸内細菌叢の源

は口腔内細菌叢である知見を得た。また我々は、
唾液を採取し口腔内細菌叢の解析によって、潰瘍
性大腸炎、クローン病、IgA腎症、歯周病などを
迅速同定できる可能性を実感している。健常な口
腔内細菌叢の維持は、腸疾患や自己免疫疾患、ひ
いては、がんなどの全身性の病気を予防できるか
もしれない。
　東京大学の服部正平先生らが、腸内細菌叢の研
究において、前述したメタゲノム解析および網羅
的16Ｓ解析の手法を確立することで興味深い知見
がいろいろ報告されてきた。これは世界的な時流
でもあり、high impactのjournalに、腸内細菌叢
に関連した新知見が、今まで以上のペースで報告
され、それほど遠くない時期にヒトの健康維持や
治療に貢献する日がくると信じている。

P r o f i l e

森田　英利  ❖  もりた　ひでとし　
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“伝える”ということ
漫画の役目

O s a m u   Uo t o

漫画家魚戸おさむ

特 別 寄 稿

　皆さんは現在漫画を読むことはありますか？雑
誌で、単行本で、ネットで、ケイタイで、電子ブッ
クで…今はいろんな媒体があり、読まれ方も様々
です。「ここ何年も読んだことはないねえ」とい
う方でも人生で一度も読んだことがない人は、ほ
ぼいないのが日本人だと思います。それくらい漫
画は日本に根付きました。

　ではそんな「漫
画に影響されて現
在がある。」とい
う方はいらっしゃ
る で し ょ う か？

「手塚治虫の『ブ
ラックジャック』

（図①）を読んで
歯 科 医 を 目 指 し
た」という歯科医
師の先生はいるのでしょうか？　実は、裏の歯科
医師の顔がありブラックジャックを地でいってい
る方がいたりするのでしょうか？歯科医院の地下
にあり得ない診療室があり、あり得ない高額だが、
あり得ない治療で人を助けているとか…
　漫画家はすぐそのような空想をしてしまいがち
ですが、そんな漫画の影響を素直に受けて漫画家
になってしまった一人がこの僕です。

　小学３年生の時
にテレビで始まっ
た手塚先生の「鉄
腕アトム」（図②）
のアニメの洗礼を
受け、漫画を読み
だし漫画を描き出
すというこの業界
ではエリートコース？を歩んで現在に至ります。
早いもので洗礼を受けてからもうすぐ50年になり
ます。おそらくそんな漫画家は日本中に数知れず
いて活躍しているのだと思いますが、それでも自
分の漫画だけで食べていけている日本の漫画家は
3000人ほどだと聞いたことがあります。なかなか
狭き門です。歯科医師になるのとどちらの確立が
いいのでしょうか？

　運良くこうして漫画を描く仕事に付き暮らして
いけていることに本当に感謝している毎日です
が、年齢と共にただ好きな漫画を描くだけじゃあ
もったいないと思うようになってきたのです。
　「どれほどの漫画を描いてきてそう言ってる
の？」と、突っ込みが入りそうですが、それでも
この道28年、いろんな漫画を描かせてもらってき
て今やっと気が付いたのです。「好きな漫画だけ
ど、この“漫画”という手段を使えば、自分が知っ

①©手塚治虫（講談社）

②©手塚治虫（講談社）

C u l t u r e
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たことを多くの人に伝えることができる」と。

　そう思うようになったのには理由があります。
それはグルメではない“食”と出会ったからなの
です。

　皆さんご存知
の国民グルメ漫
画「美味しんぼ」

（図③）も現在は
食の安全や食の
大切さを語る漫
画へと180度方向
転換しましたが、
おそらく作家さんも気付かれたのでしょう。現代
のこのあふれかえる日本の食は、見た目や味の裏
側に恐ろしいことや大きな問題を抱えていると
いう事実を。そうして「グルメっていかがなも
のか？」「グルメの裏側って今どうなっているの
か？」を知れば知るほど描かざるを得なくなった
のかもしれません。それというのも、長年に渡り
究極のグルメ料理を描いてきたからこそではない
かと思います。そして震災がありましたから…。

　僕はグルメの裏側の問題を知らない、知ろうと
しない我々消費者にも問題があると思いますが、
それを伝えない（伝えきれない）大手マスコミに
ももどかしさを感じてきました。しがらみもある
んでしょうけれど。ところがそういうことにいち
早く気が付き自ら行動し、実践し、活動し、発信
し、そして確実
に成果を出して
いる方々が日本
中にたくさんい
らっしゃること
を知ったのです。
それを一気に教
えてくれたのが

「 食 卓 の 向 こ う
側」（西日本新聞
社）というブッ
クレットシリー
ズでした。（図④）

　話は少し遡りますが、僕の両親が若くして癌で
亡くなったこともあり、いつしか食に興味を抱く
ようになりました。そうかと言って、「毎日の“食”
が体に影響を及ぼすので、健康的な食生活を心が
けなければいけないよね」と分かってはいても徹
底できる根性もなく、思い出して食の本を読んで
は一人で人体実験してみるような中途半端な食生
活でした。

　ただそのような中途半端でも意識の端くれが
あったおかげで「食卓の向こう側」に出会ったの
だと思っています。
　これは西日本新聞記者の佐藤弘さん（本誌
VOL7に寄稿文がありました）が先頭を切って取
材した現代の“食卓の向こう側”の実状を伝えて
くれているものです。知らないことばかりの内容
に、読むたびに考えさせられドキドキしたことを
覚えています。またこの本（現在13巻まで。一冊
500円）は歯科医師の皆さん全員に読んでもらい
たいと思うほどの内容で、歯、口のことにも鋭く
触れています。きっとお役にたちます。偉そうな
ことを言えば、患者さんが毎日どのような食生活
をしているのか、何をどうのように食べているの
かご存知ですか？一度今日の朝に何を食べたかを
患者さんに聞いてみるのも参考にならないでしょ
うか？面白いことが分かるかもしれませんよ。そ
んなことを思いつき、考えさせられるきっかけに
もなると思います。

「食卓の向こう側」是非一読をお勧めします。
　とにかく僕は
その本と佐藤弘
さんとの出会い
から、描く内容
が食へと変わっ
ていきました。
まず最初に「伝
える」ことを描
いたのがなんと
なんと「食卓の
向 こ う 側 」 コ
ミ ッ ク 編 で し
た。（図⑤）　こ

③©雁屋哲・花咲アキラ（小学館）

④西日本新聞社 ⑤西日本新聞社
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ういうご縁もあるのかと感謝しました。文字の記
事の中から厳選したものを、より多くの方に理解
していただくための入門書のような内容です。新
聞記事を漫画にすることは挑戦でしたが、佐藤弘
さんをはじめ、関係記者や編集者と皆で工夫し作
り上げました。

　その中に先ほど
お伝えした歯と口
の話があります。

（図⑥参照）これ
は実在の歯科医師
の先生に取材し直
して描いたもので
す。これを描きな
がら僕自身も勉強
になり、興味を持
ち、より「伝える」
ことに意欲が湧い
たのは言うまでも
あ り ま せ ん。 ち
なみにさらにこ
の数年後、「玄米
せんせいの弁当
箱」（図⑦）とい
う別の連載漫画
でもこの内容を
取り上げたので
す が、 そ の 際 に
はモデルの先生
に10時 間 ほ ど レ
クチャーを受けましたし、別の歯科医師の先生に
も協力いただき描きましたが、描き切れない口の
中の世界の奥深さ、大切さに驚かされたことは、
現在進行形で続いています。怖いけれど面白い！
歯科医師の先生方はなんて面白く奇特な仕事をさ
れているんだと思いますが、やはりこちらにも「歯
科医師界の向こう側」があるんでしょうか？？？

　僕のこの興味は今も続き、現在「ビッグコミッ
クオリジナル」という大人漫画雑誌に連載して
いる「ひよっこ料理人」（図⑧）の中でも不定期
に口の話、歯の話を盛り込んでいます。（主人公

のお父さんが歯
科医師という設
定です）（図⑨）

「 ど ら ど ら、 漫
画家がどんなこ
とを知ったかぶ
りで描いている
んだ？」と思わ
れた方は、是非
単行本でお確か
めください。こ
れからも可能な
限り「ひよっこ
料理人」の中で
取り上げ、歯科
医師の皆さんの
応援になればと
思 っ て い ま す。
また「ぜひ協力
したい！」「こん
な面白い話があ
るから描いてほ
しい」という方
がいらっしゃれば沖先生を通じお伝えください。

　「伝える」ことの難しさは漫画と言えども難し
く、いかに楽しく読みながら知って貰うかが技術
を要する点です。ストーリーと解説で啓蒙活動っ
て、なかなか漫画家も手を出さないジャンルです。
何より取材が面倒ですし、ハウツーものになり兼
ねません。すると興味のある人しか読んでくれま
せん。すると人気が出ません。すると結果本が売
れません。すると連載が終わります。すると漫画
家は無職になります。すると家族スタッフ共に路
頭に迷います。すると…危ういものに挑戦中の漫
画家です。

　最後になりますが、「伝える」ことの難しさは、
歯科医師の皆さんも日々抱えながら患者さんに向
かわれているのだという話を取材でお聞きしたこ
とがありました。僕は漫画で大切なことを伝える
には“どれだけ読者目線に落とせるか”がまず第
一だと思っています。どうしても伝える側に立つ

⑦©魚戸おさむ・北原雅紀（小学館）

⑧©魚戸おさむ（小学館）

⑨©魚戸おさむ（小学館）

⑥西日本新聞社
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星野之宣や村上もとかのアシスタントを務めつつ児童誌を中心に活動していたが、
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同作は1993年にドラマ化されている。
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歴史のミステリーとサスペンスを巧みに融合して注目を浴びた。
2011年からは「ひよっこ料理人」を連載中。

熱拳カンフークラブ
家栽の人 ケントの方舟 ナイショの

ひみこさん
斗馬 大畸人伝―

魚戸おさむ
短編集

がんばるな!!!
家康

イリヤッド―
入矢堂見聞録

食卓の向こう側
コミック編

玄米せんせいの
弁当箱

イーハトーヴ
農学校の賢治先生

週刊マンガ日本史
福沢諭吉 ひよっこ料理人

代表的な作品

と、上から目線になりがちです。
　「私があなたに教えてあげるので良く聞きなさ
い」というような目線になり兼ねません。すると
読者は拒絶反応を起こします。「漫画家のお前に
教えてもらう必要はない！ましてや説教なんて聞
きたくない！」
　これは自分が読者でも同じことが言えます。だ
から目線を落とし読者となんら変わらない主人公
が「こんなことがあるんだってさ。知らなかった
よねえ。じゃあ、ちょっとやってみようか」のよ

うな工夫も時に必要になります。
　以前このお話を取材した歯科医師の先生にお話
ししたところその先生も伝えることに相当なご苦
労をされていたようで、真顔で僕に言いました。

「目線を落として伝えることが大切…そんなこと
を考えたこともなかった。いつも患者さんの上か
ら目線だった。勉強になりました。」と。ご年配
の先生でしたが、その先生の目がキラキラと輝き
出していたのが忘れられません。
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医療改革

K a t s u m i   Ya m a d a

恒志会理事
山田自然農園代表　NPO日本有機農業研究会理事山田　勝巳

特 別 寄 稿

　医学研究が進んでいるが病気の数も病人の数も
減らず、医療費はどんどん嵩み続けている。むし
ろ、難治性の病気が増え続けている。私もその一
つである３人に一人がなるというガンになった。
直腸がんで私はてっきり痔の炎症だろうとばかり
思っていた。しかし、生検やCATスキャンの結
果ガンと判明し、医師はすぐ別に５種類の検査を
受けてくださいという。私は、何のためですかと
聞いたらすぐに手術が必要だという。自分はもと
もとガンの現代三種の神器は受けるつもりがな
かったのでお断りして、定期検査だけをお願いし
て帰ってきた。
　ガンは細胞が無制限に増殖する遺伝子異常とい
われているが、60年近い撲滅研究の今もその本質
は分っていない。
　人類を苦しめている病気は多数増えているの
に、その原因は環境汚染や食べ物、飲み物、電磁
波、放射能、ストレス、化学物質、根管治療とど
んどん裾野は広がり、何がどう原因しているのか
分らない上にそれに対応する医薬品がまた副作用
の多い石油化学物質で、治癒への迷路は複雑化す
るばかりに見える。
　所で私はメキシコに避難しているＧクリニック
という所で２週間ほど療養して来た。その前に一
日だけＨクリニックというのにも行って来て、様
子を見てきた。私が多少出血（にじむ程度）があ

るということを伝えた時、どちらのクリニックも
場合によっては別の医療機関の世話になるかもし
れないということを言われ、「えっ、あれだけ治
せると豪語しているのに悪化した場合によっては
手術を考えろというのか」とちょっと意外に思っ
たし疑念も生まれてしまった。確かに、代替医療
という世界では最近のがんの治癒率を明示してい
ないし、厳密にフォローもしていないようだ。か
といって通常医療のガン治癒率は生殖系とリンパ
腫、白血病では多少良くなっているらしいがそれ
以外ではほとんど1940年代と変わっていないとい
う。行こうか行くまいか迷った結果、ものは試し
という事で３週間の予定を２週間にして出発し
た。人間が本来持つ生命力を賦活して病原や異常
を駆逐するいわゆる免疫力治癒という考え方が受
け入れやすかったことがその根底にある。
　しかし、ガンというのは、免疫細胞が異常と認
識できないところに難しさがあるということが分
かってきた。免疫については大御所がたくさんい
るのに誰もガンを100％治せるという人はいない。
いろいろ調べてみると、ガンを80％近く治せると
いって現実にそれを証明した人達はみな医師の労
働組合である医師会に封殺されているらしいとい
う事が分ってきた。その一部がメキシコのティ
ファナへ逃げ延びて今も創始者がいなくなった状
態で、旧態然とした治療法に固執しているように

O p i n i o n
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見える。その全く闇に葬られた人の中には、ロイ
ヤル・ライフという人がいて独自の光学顕微鏡を
開発し30,000倍という高倍率を達成して、細胞を
生きた状態でどのような挙動をするのか解明し、
ライフはがん細胞が低周波の電磁波によって破壊
するのを確認し、末期がんの16名中14名の被験者
をそれぞれのガン特有の周波数で破壊して数週間
で完全治癒させたとある。もう一人同じように独
自の光学顕微鏡を開発した人にフランス生まれの
カナダ在住ガストン・ネサンがいる。彼は31,000
倍の顕微鏡によって赤血球細胞の中に更に生命の
根源的存在としてソマチッドがあり、赤血球中の
ソマチッドは16段階（１－３は正常、４－16は病
的）のサイクルを巡りながら生成分解し様々な退
行性疾患をおこしているという。ネイサンは樟脳
から抽出した成分を714－Ｘと名づけてリンパ節
に注射し1000件以上のガン（その多くが末期）を
治癒し、100例近いAIDSも治癒したという。The 
Persecution and Trial of Gaston Naessens 日本
語訳「完全なる治癒　―　ガストン・ネサンのソ
マチッド新生物学」Youtubeで本人が説明してい
るのが見られる。
　しかし、どちらも医師会やガン協会によって顕
微鏡も破壊され、ほとんど治験例も抹消されたと
なっている。714－Ｘはカナダでは裁判と治癒者
の支持によって認められたがアメリカでは禁止さ
れている。現在でもCERBE Distribution Inc.と
いう所が販売している。
　最近では、Dr.Chachouaという研究者がガンを
免疫系が認識できないという事実とガンの自然治
癒の研究の結果、がん細胞に免疫系が認識できる
ウィルスや細菌を感染させる方法を発見し、ガン
の治癒を可能にしているという。これは、細菌性
の致死性の病気（例えば結核）が減るのとガンの
増加が時系列的に丁度逆の曲線をとっておりかつ
総和が一定であることに注目したもので、ガンの
マウスにそうした細菌性の病原を注入してガンも
細菌性の病気も消えてしまう事で確認できたとい
う。がん細胞を結核などに感染させて調べた結
果、特定のウィルスは特定のがん細胞との親和性
があり、その表面に食らいついているために免疫
系が認識できて攻撃できるという事が分ったとい
う。これを利用して個々人特有のガンに対しその

患者に害のない病原性のワクチンを作り投与する
事で、がん細胞その他の免疫不全症を治すという
ものでかなり治癒率が高いということである。そ
れも他の栄養療法やビタミン療法等々といった現
在代替医療で得られる結果よりもはるかに早く数
週間から数ヶ月で完全に消えるとの事だ。但し、
これはかなり複雑な工程を経るために随分と高価
なものになるようである。彼もまた現在はメキシ
コのティファナで活動しているという。
　これも彼の講演がYoutubeで見られますで、
Dr.Sam Chachouaで検索してみてください。
　こうした事は、最近の波動医学とかエネルギー
医学として、生命の本質はエネルギーであり現
在恒志会で出版を検討している「全身歯科（The 
Wholebody Dentistry）」の基本スタンスでもあ
る。歯が全身の不具合に関与し、また逆に全身の
異常が歯に何らかの影響を及ぼしていることを示
しており、その測定にEAVという経絡上の皮膚
抵抗を測定する事で、どの歯がどの臓器組織に影
響しているのか、歯を治療する事で、または根管
治療歯を対策する事で劇的に心臓病や関節炎など
が緩快したり治癒する例が出てくる。また、様々
なもの（食品、化学物質、薬、サプリメント、液
体等々）が自分に合っているか、問題やアレルギー
を起こさないかも分る。身体部位の障害が歯から
来ている場合は、それがどの歯が原因で障害を起
こしているのかも分るという優れものなのだが、
これが使い慣れるまでに熟練を要する。

　私はこうした非主流の発見や発明が徹底的弾圧
を受けてほとんど陽の目を見ない世界に葬られる
ということがとても悲しい。そして、石油や製薬
業界の利益のために利用される医療が患者の苦し
みを和らげたりなくしたりすることに無関心で、
対症療法を旨とする研究しか行われない事は人類
の進歩の大きな足かせになっていると思う。
　私たちが目指しているのは、協力社会であり競
争社会＝奪い合いの世界ではない。互いの得て不
得手を認め合い補い合って支えあう。人の弱点を
徹底的に責めて優位に立つ必要のない世界、敵意
を持たずに愛と慈悲で支えあう世界。それを可能
にするのが私達の住む地球であり、太陽系だと思
う。無限・無窮に無料でエネルギーを与えてくれ
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る太陽、家賃もとらずに住まわせてくれる地球、
誰でも無料で呼吸し続けられる大気。四季の恵み
を与えてくれる自然。人の知恵や知識も特定の個
人のものではなく共有の資産といえる。誰が発明・
発見したという事も重要ではなく、そういう事実
がもう一つ分ったというだけの事で、個人賞賛の
ためであってはならないし、そういうものを目指
して研究をすべきでもない。神が私たちを生かす
この地球もそのようにして成り立っている。一見
無意味で無駄のようなもの全てが共生するために
欠かせない何らかの役割を担っている。それをま
だ知らないだけなのだ。無駄だから全部排除する
というような事は慎まなければならない。私たち
が持っているものはこの世にある間管理を任され
たものであって、所有できるものではない。私た

ちが肉体を去るときはその管理を他者に譲ってゆ
くのが自然で、死後も固執する必要などない。愛
と慈悲、共生と協力、思いやりと支えあい。そう
いった中から新たな世界観、人生観が生まれてく
るだろう事は確かといえる。富を独り占めするた
めに様々な搾取の仕組みづくりをするのではな
く、共有し分かち合うために知恵を出し合うそん
な世界が実現することを願っている。人間の富と
は豊かな愛であり、物や金の集積ではない。それ
を多くの人達に分かち合う。愛は無限だが物や金
は有限でそれを目指せば奪い合いの素地ができ
る。それが新たな時代のパラダイムではないだろ
うか。もっともっと皆さんのお役に立てるように
なることを願いつつ。

　�歯界展望編集者　田辺　靖始　記（発行当時）第79巻　第２号　1992年

　先生のお部屋には、ドーム・ナンシーの照明に
包まれて長谷川潔の銅版画が飾ってあります。「ジ
ロスコープのある静物画」という作品（ジロスコー
プとは独

こ ま

楽のこと）。

「毎日眺めています。空中に張られた一本の細
い糸の上に独楽が回っている絵です。心棒に
曲がりがあれば独楽は回りません。ちょっとで
も緊張を緩めるとバランスを失ってしまいます。
怠けたらあかん、と毎日自分に言い聞かせて
眺めているわけですわ」
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歯科医療と食生活改善

要旨　口腔疾患とその回復処置。歯科医療に患者の食生活のあり方は直接的にかかわっている。楽しく
食事ができるように回復する歯科医療は、それで十全なのであろうか。
　それは、疾患発生の原因を除去するものではなく、組織に不調和な人工物で補い機能を代行しているに過ぎ
ない。したがって病因は温存され、人工物装着使用のため、なお増強され、再燃再発は当然必定である。
　口腔疾患の主な原因は、口腔常住細菌の異常増加・停滞による。この歯垢（菌苔）の除去を局所病因
除去方法として、適正なブラッシング（口腔清掃法）の励行を40年間提唱し、ようやく一般化した。し
かし根源は火食、高温軟食、甘味添加食品などの不完全咀嚼の食習慣にあるため、この食生活の改善こ
そが再発防止の決め手であり、また初発予防対策の重要な柱であることは自明の理である。
　適正なブラッシングの励行を、治療に際して必須初動の処置として指導し、定着させることを位相差
テレビ顕微鏡を用いて歯垢の理解、認識を感動的に行い、清掃法励行のモチベーションとして広め得た
実績にてらし、食事改善についてはW. A. Priceの著書「食生活と身体の退化」を全訳、自費出版し貸出
して食習慣の見直しの重要性を認識させる方法とすることを広めている。
　できるだけ固いものを１口50回噛みができるように回復するだけでなく、精咀嚼を適正なブラッシン
グの励行と共に、習慣づけることをもって治療の完成とする臨床医グループを拡大しようとしている。
　しかし食事の内容改善については不明な点が多い。諸先輩の御教示により、老若男女すべてを対象と
する歯科医療に、正しい栄養の改善指導が進められるならば、国民健康作り運動の最も基本的な役割を
果すことができると考えている。
　索引用語　必須初動準備処置　病原歯垢の除去　歯周組織に対する自然良能賦活療法

片　山　恒　夫

司会（大黒）主催者に誤算がありまして，これほ
ど多勢御出席あるとは予想しなかったので，少し
く不手際のあった点はお許し下さい。では次に片
山先生の御講演を拝聴いたしましょう。開会の辞
にも申上げた通り，御紹介は御本人の口からと致
しましたので，それをお含みの上お始め下さい。
ではどうぞ。

はじめに
　この題からは恐らく「歯が悪く，嚙みづらいの
を治す技術」とか，「歯を治して入れ歯になれば，
軟いものを食べるように変えた方がよろしい」と
いうようなことではないかと受けとられると思う。
　いつの世にも，歯が悪くて治さなければと思う

とき，誰しも“元のように，いつまでも調子よく，
これ以上悪くならないように治したい”と思うの
であるが，歯科医療はそれに添って，いつも病状
のよりよい改善に向って努力を重ねてきたし，食
生活との関係も，入れ歯に対する保全を考える点
から，改善に努めてきたのではあったが，結果は
期待通りにはならず，不満が高じ，不信が生まれ
ているように思われる。（良い状態で長持ちする
どころか，案外早くつぎつぎと悪くなる）。
　希望通りに（完全に近くまで）治すためには，
まず治療中，必ず病因を排除することを手がけ，
それができたのちの修復でなければならないこと
が不可欠条件で，そのために局所病因の歯垢（プ
ラーク）の除去を習慣づけること，また病気の根

「開業歯科医の想い」―片山恒夫論文集より―
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本を正すために，よく嚙むように，できるだけ固
い食べ物を，その上にできればその人にもっとも
適した食事に改めるように!! と指導して，習慣づ
けなければならない。
　このような歯科医療について，その必要性と進
め方について述べ，それは治療効果を挙げる重要
な手段であるばかりでなく，その人の再発予防の
決め手であり，家族をはじめ近親者に対する初発
予防のための，生活改善実践教育者の確実な育成
ともなる1)を知って頂き，関連各科の諸先生方を
はじめ，皆様方の御理解ある御援助を頂きたいと
願うのである．

歯科医療に何を望まれるか？
1．まず，歯の痛みをうまく止めてほしい。
2．次は，支障なく何でも食べられるような回復。
この２つであると思う。
　そこで痛みを除き，蝕んだ歯を修復して機能を
回復するが，しかしそれが短期間に再発し，次第
に重症となり，遂には何も嚙めなくなるのでは困
る。だから第３の望みとして，　
3．治したものが長持ちしてほしい。できれば以
後一生涯，再び同じ病気を起すことのないような
治療，欠損組織の修復装置の永続使用，再発予防
を含む包括歯科医療が強く望まれている。
　この第３の願望については，歯科医療に対して
だけの特異な点と思われていたが，現今，社会の
進歩に伴う疾病パターンの変化により，今や医療
全般の問題となっている。
　この第２，第３の望みをかなえるための治療、
主に修復技術とその材料は，生物学的に組織親和
性のあるイオン化傾向の少ない材料をもってしな
ければならず，それを組織環境に適応性のある状
態にまで作りあげるように，技術を高めなければ
ならない。
　その結果の医療は，いわば一品手作りの貴金属
製人工臓器を，たった１つだけ，その人に合わせ
て１㎜の100分の１以上の精密さで手作りし、装置
する医療ということになり，したがってその費用は
ますます高価となり，経済的に行き詰まってくる。
　たとえ最高の技術と材料を経済的に許せる人で
あったとしても，所詮，修復は人工物で補われる
のであって，生体組織に対しては異物の装着であ

るからには，その保全については長期にわたる定期
的再検診による綿密な調整と補塡が必要である。
　その点をわきまえず，病因温存のままの状態の
もとに装着使用するのであれば，必然的に口腔環
境をより一層悪化させ，結果は短期間に再発して，
長期使用の望みはかなわず，やりかえ，やりかえ
ながら必ず重症となる。
　非常に高額の治療費を費やしたとしても，この
ような構造的欠陥は補えない。
　つまりこのことは，治療に際して病因除去の重
要性を完全に度外視して，病変だけに対応する対
症療法にだけ終始していたことの避けられない結
末で，薬物投与による対症適応だけを療法として
継続する薬づけ医療と全く，軌を一にするもので
あって，このような欠陥歯科医療の改善が強く望
まれているということでもある。

望みをかなえる歯科医療
　このような従来の医療の改善のためには，そ
の構造的欠陥の根本に手をつけなければならな
い。そのためにはどうしても病因の除去を，治療
の大前提として，不可欠な必須初動の処置（必
須初動準備処置１，２）－片山，initial preparation-
Goldman3））としなければならない。
　口腔疾患の主な局所原因は，火食，軟食，高温
食などによる4）歯垢（プラーク）の異常な付着停滞・
成熟5）であるために，治療に際しては，まず最初
から治療の第１原則としての，局所病因除去処置
を治療期間中を通して，効果的に常時励行し良好
な環境を保持できるようにしなければならない。
　そのためにはどうしても，その行動を患者自身
に受け持たさなければならないのであるが，この
治療の重要なポイントであり，また困難な処置を
実効のあがるように，患者を説得し指導すること
は,開業臨床の場では誠にやりにくいばかりでな
く、特に時間的に困難で現在の医療制度のなかで
は不可能事とさえいわざるを得ない。
　これを解決する方法として，またその上にもっ
と早期に発見し，治療することができればとの考
えから、われわれ歯科臨床医もムシ歯予防デー，
学校歯科検診を制度化し，早期治療と口腔衛生に
ついて各自が生活を見直し，改善に努めるような
運動を興してから既に久しい。
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　演者も昭和15 ～ 16年頃から学校，幼稚園歯科
医として，乳歯保育，永久歯萌出，交換時期の保
全のため，口腔検診と同時に食事指導，口腔衛生
指導に努力してきた6）。
　このような幼児，学童に対する口腔衛生啓蒙活
動と，早期発見，早期治療も重要ではあるが，歯
牙そのものの抵抗力の減弱と歯ならびの悪さ，顎
の対咬関係の悪さ，そのうえ歯肉，歯根膜，歯槽
骨の抵抗力の弱化をどのように防止し，また健全
化してゆくかについては，妊娠初期から母体の食
品栄養環境をはじめとする諸環境にかかるとされ
ているところから，昭和23年，保健所法改正と共
に，口腔衛生が母子保健衛生のなかで，口腔保健
活動として枠組みされたその当初から，約10年間
妊産婦に対する口腔保全教育にも努力してきた７）。
　その間も，夜間開業医として臨床を離れること
はなかったので，この両面からの活動の成果につ
いて比較，反省することができた。
　開業臨床の場での一人一人に，病因除去の生活
指導について十分話し合う時間の無駄を解決しよ
うとして，学校保健，保健所活動に努力したので
はあったが，そのどれもが健常時に大勢の人に対
しての講話形式の指導であったためにか，知識的
な感銘を与えるにとどまり，行動につながるかど
うかを知ることができず，ましてや結果をみるこ
となどいっさい望まれないむなしさが残る。
　それにくらべ，臨床にあっての病因除去の指導
から進める生活改善指導は，相手一人一人が病気
に悩んでいる時であり，早く治して，二度と悪く
なりたくない。治したその良い状態を長持ちさせ
たい，という気持ちが強く，治療のより良い成功，
再発防止の指導を受け入れるに十分な動機をもっ
ているので，実行にまで直結できること。
　第２は，歯科治療は長期間を必要とするもので，し
たがってその間に病因除去の生活が治療に及ぼす
良好な効果を体験させながら，習慣として定着するよ
うにまで監督指導する時間と機会が十分もてること。
　第３として，病因除去（病原歯垢の除去－
plaque control）の治療に及ぼすめざましい効果8.9.10)

を体験的に認知できた反面，その療養課目のそれ
ぞれの実行のなかで，気づかなかった微細な手抜
かりの逆効果についても身にしみて分り，そのこ
とから治療後の再発防止のためには自発的定期受

診の必要性までもが理解される。
　定期的再診の結果として，予後の長期観察，す
なわち病因を排除する改善された日常生活のもと
での治療の効果（回復状態）に，再発防止に対す
る指導と処置がどれほどに効果し影響するかにつ
いて再評価することによって，治療に対しても，
あるいは再発予防に対しての指導の効果について
も確かめられ，かつ改めることすらが可能である。
　この３点は，病因除去のための生活改善につい
て，他の機会に得ることのできない最良の条件が
満たされていることである。
　また，これらの治療のための病因除去の活動を
導き出す療養指導主導型治療

4 4 4 4 4 4 4 4 4

の成果のなかで，最
も重要な点としてあげられる特長は，この新しい
歯科治療を経験した老若男女のすべての患者を，

1．治療には，自分で病因除去に努めることが
　不可欠であること。
2．長持ちさせる（再発を防止する）には，病
　因を作らぬ生活を続けること（再発，初発の
　予防の要諦の会得）。
3．歯科疾患は，早くから文明病といわれ，老
　若男女を分かたず，羅患者率についても，そ
　れらの代表格で，その病原本体が急激な食生
　活の変化にあること，また現代病，文明病の
　象徴的，先駆症状的疾患であること。

までもの理解を，回復治療を通しての実体験とし
て持つ生活改善の実践者，すなわち健康作り運動
の実践的指導者，真の衛生教育者に仕あげること
ができる点であって，その人達の生活改善の実践
によって，まず家庭内の全員に対して病因除去の
生活改善が徐々に取り入れられ，家族の初発予防
が達成されるという，家族のなかの病人の治療と
回復を通じ，再発予防から初発予防への家族もろ
ともの着実な健康作り活動11・12）（プライマリー・
ケアー）の定着が期待されることである。
　とはいうものの，現実問題としての生活改善指導
は，保険制度内では１点にもならぬことを行い続け
ることであるため，労力と時間をできるだけ縮小し
て，しかも有効な手段を選ばなければならない。

病因除去の生活を可能にする生活改善指導技術の1例
1．病因の理解
　ムシ歯や慢性辺縁性歯周炎（歯槽膿漏）の原因



35恒志会会報  2013　  Vol.8

が，口腔常住細菌の異常な停滞（歯垢）であるこ
とを，あらゆる階層のひとりひとりに，極く短期
間に感動をもって理解させ得るか，それも疑惑と
反感をもたれることなしに!! 
　その方法として，その人の歯垢を顕微鏡でみせ
ることを保健所で昭和23年から始めていたが，昭
和45年から生菌の活動状況をと，位相差テレビ顕
微鏡に改め，現在も続けて行っている13・14）。
　この方法は，歯垢の内容を理解し，その病原性，
したがって除去の必要性を最も短時間に，感動的
に理解させる方法と確信している。
2．病因除去の手技
　また，歯垢の染め出し顕示法は，9・15）歯垢の残
存を認知させ，今日までの自分の方法の過ちと不
足を認め（第５症例），正しいブラッシングの指
導を求める有効，適切なモチベーションを与える
方法13・16）である。
　a．適正なブラッシング励行の確実な習慣形成
　病因除去の適正なブラッシングとは，完全に病
原性歯垢を除去し，なお病変組織に依害性なく，
賦活性を備えるものでなければならない。すなわ
ち歯周組織に対する自然良能賦活療法の謂である

（oral physiotherapy）。1, 9, 14, 26）

　その症状に最適の方法は，日日，緩解変化する
病状に適応するものでなければならないので，そ
の時点での適宜，適切な指導を必要とする。しか
しその指導された方法を適正に実行し，病因が除
去された状態を常に維持し続けることは，患者に
とっては容易でなく，最も困難な点は，１回30分以
上，１日数回を必要とする場合が多いことである。
　時間をかけ，回数を重ねることが必要であるこ
との理解のうえに，やる気は十分であったとして
も，病気の治療，回復のためとはいえ，ある時か
ら突然に一般的な，極く普通に行われていた生活
習慣を変えることは，対人的，社会的に（家庭・
家族に対してすら）難しさが伴う。些細なことと
思われる生活様式の改善も，いざ実行となれば思
わぬ多方面にわたる困難に直面することになるの
で，この点についての理解と援助を忘れてはなら
ないと同時に，病因除去のための生活改善の効果
のめざましさを，その行動持続の勇気づけに，ま
た怠慢の必然的結果としての症状悪化を指摘し，
療養厳守を強調するなど，指導は症状の変化に

添って啐啄同時に行われなければならない。
　これらすべて，臨床にあってこそ可能な指導で
あることを銘記すべきである。
　b．食生活改善について
　ィ．砂糖の制限
　患者の病因除去の行動が，日常生活のなかで行
き詰ろうとしているとき，例えば適正なブラッシ
ングの励行が，あまり長時間を必要とする点に困
惑しているとき，比較的容易に，例えばより短
い時間で効果をあげる方法として蔗糖の制限を，
コーヒー，紅茶に砂糖を入れないことだけでも実
行するように提案1）する。
　これは歯垢（プラーク）が蔗糖を吸収，摂取し
た場合，プラーク中の数種の細菌群が急速にグル
カンを形成し，そのために粘着度を増しプラーク
の菌種，菌数が増大し，醸酸力を加え歯周組織へ
の刺激度を増し，歯牙硬組織（エナメル質）の脱
灰力を増強する。
　この歯垢の付着，粘着力の強化されることに
よって，ブラッシング効果があがりにくくなるこ
とをまず理解させることから始め，蔗糖類制限の
試みが，いかにブラッシング効果に影響を及ぼす
かについて体験を通して納得させる。
　ロ．食品の大きさ，固さについて
　蔗糖類制限が歯垢の性状に及ぼす影響につい
て納得できれば，食物と歯垢の付着性と病原性の
関連までもが理解されて，砂糖類の制限の効用だ
けでなく，口にする食品が歯垢の性状にかかわるこ
と，食物の大きさと固さ，嚙み方，嚙む回数がどう
あるかによって，歯垢を擦り取る作用と歯肉に加わ
る必要な刺激が十分になるか，不足するかについ
ても理解され，軟食不完全咀嚼の悪習慣の是正に
努め，またその代用としての歯ブラシの与える刺激
が弱化病変歯肉を賦活することまで理解が進み食
べ物のあり方，調理法を注意するようになる。
　ハ．食品全般の見直し
　しかし，食生活改善の指導には，その人の現状
を確実，詳細に知ることと，また病状改善に対応
する適確な食品の栄養的改善指導の学問的基礎を
もつことが必要であるが，これらを知ることは誠
にむずかしい。
　 そこでまず， 食 生活全 般の見直しについて
考えて貰うことが 必 要と思い，W.A.プライス著
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NUTRITION AND PHYSICAL DEGENERATION 
――Ａ Comparison of Primitive and Modern Diets 
and Their Effects――（食生活と身体の退化――未
開人の食事と近代食・その影響の比較研究）540頁
を全訳17）自費出版して貸出し，読んでもらうこ
とによって各自の食事の現状の見直しの必要性を
強く感得させることができている。
　ちなみに著者プライス博士は，口腔疾患の治
療，予防にはどうしても健康な歯牙口腔を積極的
に導き出す方策をみつけださねばならない。その
ためには，現に完全な健康状態を維持している人
達，部族，種族を探し出しそのよってきたる諸条
件，特に食生活を調べること，また諸部族が近代
文明に接し文明食を摂るようになると，どのよう
に弱体化，悪化した状態になるかを，未開種族の
生活実態をドキュメントし，食生活をこまごまと
調査記録し口腔検診を行い，それらの部族が交易
の結果どのように食生活が乱れ，どのように身体
的影響を及ぼしたか，特に齲蝕の多発と子供の顎
のディフォミティー，歯列不正が著明に現われて
いるかを写真で示し，齲蝕罹患率はすべての場合，
60，70倍から300倍にも変化していること，顎に及
ぼす影響も顕著で決定的なものだと述べている。
　それだけでなく，それらの食事内容の変化を家
畜に実験し，同様な変化あるいは，人にみられな
い恐ろしい変形などを述べ，さらにそれらの変化
は遺伝ではないということ，つまりそのような奇
型の家畜を元の正常な食餌に戻した場合，すべて
正常な仔が生まれることまで調べ，また食物のど
のような要素によるものかも調べている。
　そしてまた，太平洋戦争の頃のアメリカの状態
を，合衆国上院の発表を引用し，例えば妊娠した
100人のうち25人が死産であること，その死産の
内容がまた恐ろしい状態で，15例が驚くような奇
型児であるということ，そして75人の出生児のう
ち28人が，15 ～ 16歳までに退化病がもとで廃疾
者になっているということ，結局男23人，女23人
が正常で残されるだけである。その23人の男子も
約半数が兵役に耐えないような弱体であり，また
アメリカ24州の調査によれば，ある州では住民の
３人に１人が，なんらかの社会的管理を必要とす
る者であることなどは，近代アメリカ文明が人間
という自然に対し，破壊的に作用している結果を

示している，と述べている。18）

　この図書についてわが国では，1973年８月のモ
ダン・メディシン19）に，Walter.C.Alvarez，M.D.の
署名記事「医事随想」の欄で，「広範囲にわたる
調査旅行中に撮った各種族の顔と歯の写真417点
も，その著書に収録されている。……1970年の同
書の末尾には，プライス博士他によるいくつかの
食物の薬効についての研究報告が記載されている
が，これらはきわめて有望なものばかりで……今
迄に読んだ本のなかで，いろいろ考えさせられる
という点で忘れられないもの」と紹介している。
　C．疾患のためにゆがめられた嚙み癖
　歯科医療においてはほとんど毎常，欠損組織の
修復や，欠損歯の補綴によって咀嚼機能の回復処
置が行われるのであるが，治療を受けるまでの長
い期間，痛みを避けて嚙もうとしていたため，ま
た無意識に身体的危険を避け，より安全に嚙むた
めに習慣となった間違った嚙み癖を，多くの場合
そのままで，それに合わせるように入れ歯が作ら
れる。痛みが無くなり，都合よく嚙めるようにな
れば嚙み癖が自然に正常に戻る。戻るにしたがっ
て今度は，治したその歯のあり方がまた不都合な
存在となって，嚙むたびごとにその歯を支える歯
周組織に外傷性の刺激を与え続ける。その結果，
組織はディストロフィー 20）（異・栄養症）に陥入
り，入れ歯もろとも歯がぐらついて抜け落ちる。
　そこでこのような必然的な不都合，外傷性咬合
の原因を作らぬように，必ず嚙み癖直しを必要と
する。
　長い間にできた偏った嚙み癖を短期間に直す最
も良い方法は，痛くなく不都合なく嚙める仮義歯を
用いて，１口50回嚙みを厳守，実行することである

（ちなみに一般平均咀嚼回数は１口，2 ～ 3回）。
　その成績のチェックの時期としての次の週は，
それに加えて唾液の分泌量とその効果について簡
単に話す。
　第３週は，１口50回嚙みのやりやすいものは，
かえって固いものであることや，固いものを50回
嚙むことによって，種々食物の真の味わいが分か
ることなど体験が語られるようになれば，食品の
調理，栄養バランスについてなど図書貸出しに
よって理解を深める。
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臨床例のまとめ
　このような病因除去の指導を柱とした，臨床実
績を症例（13症例）スライドによって示す。
　口腔疾患の代表としての歯牙齲蝕症――ムシ歯
と歯周（組織）病――歯槽膿漏の局所病因が歯垢
の付着であり，病因歯垢の本態が多種細菌の共生
産物の結果であることを理解させるとともに，不
適切な歯科処置が口腔環境を一層悪化させた場合

（医原病的発症ともいえる状態）に対し，その病
因の除去と組織賦活処置（適正なブラッシングの
励行）が日日，症状を好転させるありさまを確認
させることによって励ましとするためのカラー写
真記録（８日間連続――第１症例，１週間おきのも
の――第３症例，数カ月間隔－第４症例，数年
から十数年以上――第６症例）によって，臨床的
治癒から完治するまでの状態を４症例示した。ま
た歯周疾患の対処の方法の不備から，歯周組織全
般，とくに骨組織の消失，吸収まで進み，生理的
咀嚼咬合圧までもが依害性（外傷性）に作用する
ため，歯牙周囲組織（歯牙支持組織）がディスト
ロフィーに陥り，歯が抜ける症状（いわゆる重度
歯槽膿漏）に対して，固定処置21・22）などと共に
病因を排除し，組織の抵抗力を増強する処置によ
り，次第に口腔環境が改善され，健康を回復し，
５年，10年，15年，20年以上（第7，8，9，10症例）
十分機能を果し得ている状態を示す。
　助からないとされる多くの歯が，5年，10年，
それ以上の長い間十分に望み通りの機能を回復し
得ていることは，従来の病因温存のままでの歯科
医療に対し，病因を除去（食生活改善と口腔の衛
生環境改善）しての治療効果の差異，ならびに病
因を作らぬよう，生活を改善した結果が再発を防
止し得たことを示している。
　特に62歳（第11症例）で残存歯を保存不能とさ
れ，総義歯を覚悟した患者の残存歯保存治療処置
の予後は，16年後の現在もなお十分に機能を果し
良好である。この症例の処置経過についての詳細
報告にかえ，第13回（昭和45年９月）日本歯周病
学会総会で特別講演を行った際に，同一症例の治
療後5年の状態について発表した記録23）があるの
で，そのなかの写真説明より抜萃転載する。
　第11症例，62歳（昭和45年）♀，主訴：咀嚼不
全〔処置ならびに療養指導概要〕

1．口腔清掃指導：その必要性を歯垢の内容，
付着状態，歯肉囊の深さ，歯肉よりの排膿
状態を認知させると同時に，清掃法として
の含嗽，ブラッシングの実技指導はその回
数，強さ，刺激の感度について水を含んで
含嗽してみせ，患者の口腔に歯ブラシを当
てて指導する。

2．スケーリング（ルート・プレーニング）
3．咬合の調整，暫間固定
4．フィジオ・セラピー：歯周組織に対する

処置。
　　初診時および改善されつつある各時期に

適したプラッシングを術者の手で行い，そ
の効果を認識させ，同時に患者が療養とし
て行うブラッシングの指導を兼ねる。

5．硬組織に対する処置：感染組織の完全除去，
必要ならば歯内療法（歯髄を取って治療す
ること），齲窩の封鎖

6．マイナー・トウース・ムーブメント24）：
歯列の不調和の是正，矯正処置あるいは選
択的削去による咬合調整

7．顔貌についての調和，発音，咀嚼力回復
保持（仮義歯，暫問修復）

8．治療時間外の生活のなかでの口腔衛生環
境の改善（食生活改善を含む）と，メイン
テナンス，23・25・26）定期検診27）の必要性に
ついての指導。

以上である。
　一方，次に示す第12症例は，前に示した第11症
例と同年齢（現在72歳）で，前症例と同様60歳ご
ろに残存歯の保存が困難な状態となり，通例のご
とく抜歯されて総義歯となり，その数年後から不
調が嵩じ10年後の昨今ではほとんどのものが嚙め
なくなり，また義歯なしでは水や錠剤も呑みこむ
ことすら困難な状態で，“これほど科学が進んで
いるのに，何でも嚙める入れ歯ぐらいできる筈だ”
といい，今迄に作った十数組もの義歯を持ち，な
お満足を得られないため，歯科医を転々とわたり
歩いている。
　この症例のような患者が現に多数できているこ
とに対し，われわれは責任を感じる。
　このような自然科学万能思想を，医療にもち込
む多くの患者に，現在の医学，医療の現状を学術
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書によって知らせることにより，その限界を理解
させることは，病因除去のための生活見直しに強
力な動機づけとなるとも考えられる。
　つまり，われわれの健康は，50兆を超える多く
の細胞各々の健全な営みと，その総合された自律
的な働き，その上に立つ意識と無意識，本能と理
性，それらの統合のうえに生まれる社会的行動。
健康であることはそれら総てが，またわれわれの
生存する環境，なかでも社会情況との間にどのよ
うに調和して生活するか。
　その調和の乱れこそが現代病の元凶であること
について考えてもらうことが基盤になってこそ，生
活の見直しができるものと思うので，治療の第一歩
からこの点についての理解を深めるべく，深く省察
された患者への言動は，病因除去のための生活見
直しに強大な動機づけとして作用するはずである。
　この対照的な２症例は，60歳前後で総義歯適応
の状態になった場合の，従来の医療の進め方と，
病因を生活のなかから排除する医療の進め方との
間の差異を示したものともいえようが，このよう
な病因除去を治療の前提として厳守しながら進め
る医療を，早期，幼少の治療の機会から行えば，
第13症例として示す同年齢，72歳の男子の現状の
ように，数種の治療歴はあるものの１歯の欠損も，
また少部分の歯周組織病変もなく，完全な咀嚼機
能を保持して，全き健康を持ち得ている状態に誘
導することが必ずできると信じている。

ま  と  め
　われわれの現在属している老齢化，高度工業化
文明社会のもつ，以前とは変化した疾病パターン
のなかのそれぞれに対応する医療12）は，生活そ
のもののなかにある病因に対処する技術の高揚と
練磨こそ緊急，最重要課題であるとして，相応に
向きを変えなければならない。
　その最も一般的代表的口腔疾患は，そのほとん
どが食生活の急激な変化，すなわち火食，軟食，
高温食，輸入食品，甘味添加食品などの不完全咀
嚼の食習慣に病因の根本があるため，歯科医療に
おける治療にも予防にも，病因除去，すなわち食
生活の改善が根本命題である。治療に際しては，
病状に対応する処置だけでなく，治療の第１原則
としての病因除去を，必須初動の処置として，そ

れが患者の生活改善にまで及ぶとしても，練磨さ
れたあらゆる生活改善指導の技法を駆使し，患者
の病因排除の日常生活，特に食習慣改善を成就，
成功させなければならない。それには，治療の初
めから治療期間中を通して，患者は病因排除のた
めに守り行う療養を，治療に参加し分担する者の
義務と考えて行うほどにまで進めなければならな
いが，従来の患者教育，療養指導，健康保全教育
と称せられ，行われた方法では，かえって逆効果
する場合が多く，指導技術の改善，特に動機づけ
の方法および技術の確立が急がれ，望まれている。
　演者は，過去40年にわたる臨床的生活改善指導
の経験から，口腔局所の病因除去に対しては，適
正なブラッシングの励行による，病原歯垢の除去
の効果的な実行の習慣形成を，位相差テレビ顕微
鏡による歯垢の生菌内容をみせることなどによっ
て，また食生活改善については，プライス博士の
著書を読ませることによって良好にモチべートし
てきた。
　その治療効果の長期観察記録，多数例を供覧し
て，現在広めようとしている臨床のあり方を説明
し，御批判を仰ぐと同時に，治療中病状改善に対
応する処置と共に行う病因を除去し，病根を改善
する食品の栄養的内容を適確に指示し，実行させ
評価できる方法について模索している現況につい
て述べ，幸いにして諸先生方の御理解，御協力，
御援助を得られるならば，歯科臨床を通じ国民老
若男女すべての食生活の健全化を効果的に進めら
れ，健康作り運動28）に大きく貢献できるであろ
うと期待している。
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司会（大黒）遅れて始めたので大分縮めてお話下
さり恐縮でした。一般に体は健康でも歯だけはだ
めな者は随分多く，歯医者さんの手にかからない
者は甚だ少ない筈ですが，当会では珍しい演題で
あります。さて日野博士の場合も片山博士の場合
も，根気がないと治療を成功させることができな
い点が共通して居ります。予定時刻は過ぎました
が５分ばかり捻出しますから，御発言の方がござ
いましたらば……。どうぞ。
高木健次郎　嚙まなけりゃならないような堅い食
品の例をあげてください。
片山　私は，どの食べ物とは申しません。その方
が，堅いと思う，今まで食べられなかった，そう
いうものを少しずつ堅いものに変えていけと，こ
ういうようにお話します。しかしその中で，鮑だ
とか，どうにもならないもんがありますね。入れ
歯では。それは，あなたにはだめですよと，いう
ようにお話します。それ位のことでよろしゅうご
ざいますか。
大黒　はい，どうも……。
高木　そうしますと繊維質の，植物性食品も嚙む
に値する食品になるわけですか。
片山　そうなんです。繊維性の野菜だとか，そう
いうものは，できるだけ多く，そして生で，嚙む
ということを進めております。野菜の生食をしま
すと，歯垢は，大部分，簡単にとれてしまいます。
大黒　他にございませんか。それでは，あとは総
括討論にゆずって，これで終わることにいたしま
す。どうもありがとうございました。

片山のスケッチ��平成２年５月（80歳）
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　長い間低迷の続いた日本が経済を中心に大きく変化しそうな気配です。
　こんな時こそ“地べた”からしっかり流れを見ていかなければ未来に禍
根を残すことが隠されてしまう危険性があります。
　今回執筆していただいた諸先生は、それぞれの道で、社会に目を向けら
れて活動されている方々であることで内容は示唆に富むものばかりです。
　多忙なところを、原稿をこころよく引き受けてくださった諸先生方のご
協力とご親切に紙面をお借りしてこころより感謝と御礼を申し上げます。

沖　  淳

　久しぶりに片山先生の論文を読み、伝えたいと思う事がしっかり表現さ
れてるなぁと再認識。「おしゃべり明快、文章難解」と同時に当時直接指
導を受けていた時のことを思い出す。叱られたこと、褒められたこと、無
言のメッセージ（これが特徴で以外に多く印象的）
「横田君、君はうまいことレントゲンを撮るねぇ、どこかで指導を受けたの？」
「いえ、天性のものです」　「……」

横田　裕



「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

この本は現在絶版となっております。

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）

南福島の山中に広がる「駒止湿原」は大小三つの湿原からなり、五月の雪解けと
ともにミズバショウから始まり、ワタスゲ、リュウキンカ、ニッコウキスゲ、ヒオウギア
ヤメ、レンゲツツジ、コオニユリ…とまさに百花繚乱の状態となり、花好きにはたま
らない東北の隠れた名勝地。特に朝日に輝くワタスゲの群生は圧巻である。
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 桐蔭学園ホール個展 他　　AMA 特別招待作家  

「湿原の彩り」   撮影地／南会津駒止湿原
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