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を奪う結果となっている.日本人の平均寿命が
「人生わずか 50 年」という時代から 30 年も延
長されて 80 歳に達していながら，歯の寿命は延

厚生省や日本歯科医師会によって 8020 運動

長することに失敗してその差が大きくなり，60

が推奨されるようになり，世間でも“8020”

歳で 11.5 本，70 歳で 7.8 本，75 歳で 5.5 本，

という言葉はよく聞かれるようになった．WHO

80 歳となると 4.0 本という惨憺たる状態になり，

でも 2000 年を迎えるにあたり，歯科保健の目

“8004”というのが現実である.

標として 35 歳～45 歳の人々の 75%，65 歳以上

21 世紀を迎えるにあたり，老齢社会の到来が

の人々の 50%が，20 本の噛める歯をもつこと

予告されているが，もっとも人生で充実した時

を提唱している.

期であるべき 20 年を「歯なし」で過ごすことに

しかしながら，日本の現状ではこれらの目標

なる責任の多くは，予防というコンセプトをも

にはほど遠く，具体的な施策もほとんど立てら

たず，ただ無計画に対症療法的に修復治療を繰

れていないため，8020 運動もお題目だけに終わ

り返し，そのあげく歯を失う結果を招いている

るのではないかと懸念されている.そうなると，

歯科界にあるといってもいい.しかも，これは貴

多くの人にかえって歯科界に対する失望を与え

重な医療資源の無駄遣いといえよう.日本人の

ることは必定である.

多くの人たちは，治療を受けずに放置した結果

NHK テレビで，かつて「義歯」という特別番
組で報じられたごとく，多くの日本の老人たち

ではなく，年間 1 兆 2 千億円の保険による診療
費を使った結果，歯を喪失しているのである.

は「噛めない，しゃべれない，話せない」とい

歯科疾患は蓄積された疾患である.高齢者の

う生活を強いられ，歯の喪失は Quality of Life

歯科衛生の状態は，それまでに受けた医療の総
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決算であるという見地よりみたとき，生涯にわ

ることができた.1993 年現在の会員は約 1,800

たって歯科衛生教育とメインテナンスを確実に

名である.
また，同じコンセプトで行っている H.D.A.グ

行う体制を，歯科診療室でこそつくることが必
要である.

ループの，全国各地の 16 医院においてメインテ

われわれは 1960 年代後半より，歯科治療の目

ナンス下にある人々約 1,000 名に関するデータ

的を従来の対症療法的なコンセプトから抜け出

の集積を行い，その予後の追求を疫学的に行っ

し，「健康指向」の歯科医療を目指してきた.つ

ている.

まり「予防」から「メインテナンス」までを包
括歯科医療(Comprehensive Dentistry)として，

2

包括的な歯科医療の進め方

システムとして実施してきた.
口腔全体の精密な検査を行い，いままで放置

われわれの「健康を指向」した包括的な歯科

し，蓄積されてきた疾患を発見し，健康で衛生

診療システムは，初期治療とメインテナンスか

的な口腔環境をつくる治療計画を立案し，これ

らなっている.初期治療では，インタビュー，検

をクライアントに提示して，クライアントとの

査，治療計画ならびに予防プログラムの作成，

契約のもとにプラークコントロールの予防プロ

第 2 次予防治療，第 3 次予防治療，ならびに咬

グラムをシリーズで行い，その後に予防治療を

合再構成，術後のプレゼンテーションを行う.

行い，基本治療から咬合再構成までをシステム

また，メインテナンスにおいては，それぞれの

として取り組む，最適な健康管理体制をつくっ

年齢区分に応じた指導，歯口清掃などを行い，

てきた.そしてクライアントには，生涯にわたる

必要な治療も行う.その意味で，メインテナンス

定期的なメインテナンスを行ってきた.

は単なるリコールとは異なると考えている.

このためには，検査内容，治療計画などのコ

以下，これらの内容について述べる.

ンセプトを統一し，治療内容も標準化，規格化
してシステムとして行った.歯学の進歩に従っ

1) Initial treatment(初期治療)

て逐次治療内容の改善を行い，予後の向上にも

(a) インタビュー

努めてきた.現在まで 30 年を経過しているが，

初診来院時，クライアントに対して入念なイ

連続してメインテナンスを受けている人は約

ンタビュー，カウンセリングを行い，歯に対す

1,100 名に達し，不定期の人を含めて 2,000 名

る考え方，希望および心理的な問題を全人的に

以上の人々に及んでいる.

アプローチし，口腔の健康へのモチベーション

1976 年には，われわれの歯科診療室にてイニ
シャル治療を終了した人々を組織化して「あい

を行う.
(b) 検査

しくらぶ」を結成し，そのメンバーのメインテ

歯だけに限らず，口腔軟組織，歯周組織およ

ナンスを組織的に実施して，多大な成果を上げ

び顎口腔系の検査，レントゲン撮影および咬合
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検査を行う.これの所要時間は約 2 時間である.

はフッ素による予防処置，乳歯交換の観察，成

(c) 治療計画

長の観察，検査，歯列の保全ならびに予防法の

その人が入手することが可能であり，またそ
れを長期にわたって守っていくことができる，

指導である.
(b) 成人期(19 歳より)のメインテナンス
基本的には 6 カ月ごとに行う.う蝕の活動状

最適かつ最善の口腔の健康をつくるプランを提
示する.

態，歯周病の状態により，逐次そのコンディシ

(d) 予防プログラム

ョンにより 2 週間，1 カ月，3 カ月と随時そのイ

治療開始にあたっては，まず予防プログラム
を実施し，プラークコントロールの方法を指導

ンターバルを調整する.
(c) 高齢者のメインテナンス
高齢者では，家庭における管理は生理機能的

し，併せて栄養指導を行う.所要時間は約 5 時間
である.

に困難となる場合が多いが，その場合，1 カ月

(e) 第 2 予防治療

または 3 カ月ごとの歯科衛生士による歯口清掃

口腔内の衛生環境を改善し，歯口清掃とカリ
エスコントロール，感染歯の抜歯を行う基本的

を行う.
(d) メインテナンスの内容
家庭でのプラークコントロールのチェック，

な治療である.
(f) 第 3 予防治療
歯周病治療，根管治療，矯正治療，咬合治療

検査，歯科衛生士による歯口清掃，レントゲン
撮影(18 枚法，1 年に 1 回)，フッ素導入，など

はこの範疇に入る.

である.

(g) 咬合再構成(リハビリテーション)

(e) メインテナンスにおける治療

破壊された歯列により咬合機能が失われてい

メインテナンスアポイントメントの検査によ

る場合，この機能を回復して顎口腔系の諸機能

り，発見されたメインテナンスニーズ(う蝕，歯

を調和のとれた咬合に再構成するため，クラウ

周病，咬合異常)の治療を行う.

ン，ブリッジ，義歯を用いて行う.
(h) 術後のプレゼンテーション
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8020 達成への実績

Initial treatment 終了後，クライアントに
生涯にわたって健康状態をメインテナンスする
プランを提示する.

1) メインテナンスの対象者の概要
メインテナンスを連続して継続した者は
1,076 名であった.このうち，
男性は 406 名(38%)，

2) メインテナンス

女性が 670 名(62%)である.無歯顎者は集計から

(a) 小児期のメインテナンス

除外した.

3 歳より 18 歳のクライアントに対しては，3
カ月に 1 度のメインテナンスを行う.その内容

分析にあたっては，メインテナンスのメンバ
ーを初診時の年齢により，
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表 1

メインテナンスの対象者．

イニシャルトリートメント

15 年後

20 年後

25 年後

終了時の年齢

メインテナンス時の年齢

メインテナンス時の年齢

メインテナンス時の年齢

35 歳～50 歳

40 歳～55 歳

45 歳～60 歳

156 名

103 名

46 名

56 歳～70 歳

61 歳～75 歳

G1

20 歳～35 歳

G2

36 歳～50 歳

51 歳～65 歳
147 名

188 名

51 名

G3

51 歳～70 歳

66 歳～85 歳

71 歳～85 歳

76 歳～85 歳

71 名

48 名

7名

All Group

20 歳～70 歳

35 歳～85 歳

40 歳～85 歳

45 歳～85 歳

374 名

339 名

104 名

若年者

20 歳～35 歳を Group 1 (G1)

④ 現存歯数に対する失活歯の割合は，G1 では

中年者

36 歳～50 歳を Group 2 (G2)

現存歯数 26 本中 2.4 本で約 9%，G2 では 23 本

高齢者

51 歳～70 歳を Group 3 (G3)

中 13%であるが，G3 では 18 本中 4 本を占め

と分類し，それぞれのグループをさらにメイン

22%の高率であり，加齢ごとに蓄積されたニ

テナンスの期間により，

ーズが多く，健康の質が低下していること

15 年間メインテナンスグループ

がわかる.

20 年間メインテナンスグループ

⑤ 失活歯のすべてについては再治療を行った.

25 年間メインテナンスグループ

⑥ 歯周病治療は G3 がもっとも多く 5%であり，G1

に分け，そのイニシャルニーズとメインテナン
ス下における治療ニーズを比較分析した.
対象者の内訳は表 1 に示した.

の 2 倍に達している.
⑦ 義歯は G3 では半数以上の 57.5%の人たちが
義歯を装着している.その中で上下の義歯を
入れている人は 22%であり，高い率を示した.

2) イニシャルニーズの内容

治療終了時の現存歯数は平均 19 本であり，約

① G1 では 13 本のニーズがあり，それは現存歯

10 本の喪失歯が存在した.

25.6 本の 51%を占めた.初期う蝕が全ニーズ
の 50%を占めた.
② G2 では初期う蝕は減少して 26%となり，晩期う

⑧ イニシャル治療の期間は 8 ヵ月から 1 年を要
した.来院回数は 32 回から 52 回であり，治療
に要した時間は 42 時間から 68 時間であった.

蝕の修復であるクラウンのニーズが 46%を占め
るにいたった.平均現存歯 25 本のうち 50%が治
療処置を必要とした.
③ G3 ではニーズはさらに多くなり，現存歯 18
本のうち，15 本が治療処置を必要とした.

3) メインテナンス下における治療ニーズ
メインテナンスの対象者について，メインテナ
ンスの期間別に，初診時とメインテナンス経過
後の現存歯数，う蝕の発生，ならびにクラウン
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表 2
人数
G1
G2
G3

20 歳～35 歳
↓
35 歳～50 歳
36 歳～50 歳
↓
51 歳～65 歳
51 歳～70 歳
↓
66 歳～85 歳

All group

156
147
71
374

現存歯数

G1
G2
G3

20 歳～35 歳
↓
40 歳～55 歳
36 歳～50 歳
↓
56 歳～70 歳
51 歳～70 歳
↓
71 歳～85 歳

All group

103
188
48
339

15 年後

V.C.

2nd

25.9

25.4

7.78

1.03

喪失歯 0.5 本
22.7

G1

G2

G3

20 歳～35 歳
↓
45 歳～60 歳
36 歳～50 歳
↓
61 歳～75 歳
51 歳～70 歳
↓
76 歳～85 歳

All group

46
51

7
104

22.8

喪失歯 0.9 本
19.2

17.8

喪失歯 1.4 本

計 8.80 本
4.83

喪失歯 0.93 本

1.04

計 5.87 本
3.83

0.91

計 4.74 本
5.48

0.99

計 6.47 本

現存歯数

う蝕発生

20 年後

V.C.

2nd

25.3

24.7

8.87

1.18

喪失歯 0.6 本
23.1

21.6

喪失歯 1.5 本
19.4

14.9

喪失歯 4.5 本

計 10.05 本
5.65

1.19

計 6.84 本
5.28

0.69

計 5.97 本
6.60

喪失歯 2.2 本

1.02

計 7.62 本

う蝕発生

I.T.

25 年後

V.C.

2nd

25.5

25.3

5.58

1.47

喪失歯 0.2 本
18.8

喪失歯 2.3 本
17.0

根管治療本数

歯周病治療率

0.27 本

0.67 本

5%

0.63 本

0.74 本

26%

0.41 本

0.61 本

32%

0.43 本

0.67 本

21%

クラウン再製本数

根管治療本数

歯周病治療率

0.36 本

0.80 本

9%

0.79 本

0.84 本

22%

0.41 本

0.39 本

30%

0.52 本

0.67 本

20%

メインテナンス期間 25 年の対象者のニーズ．

現存歯数

21.1

クラウン再製本数

メインテナンス期間 20 年の対象者のニーズ．

I.T.

表 4
人数

う蝕発生

I.T.

表 3
人数

メインテナンス期間 15 年の対象者のニーズ．

15.1

喪失歯 1.9 本

計 7.05 本
4.66

計 5.93 本
5.78

0.94

計 6.72 本
5.34

喪失歯 1.47 本

1.27

1.22

計 6.56 本

クラウン再製本数

根管治療本数

歯周病治療率

0.36 本

0.76 本

3%

0.83 本

0.91 本

19%

0.48 本

0.05 本

30%

0.57 本

0.57 本

17%
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の再製，根管治療，歯周病治療についてのメイン

因は歯牙破折で 75%に達している，と報告して

テナンス下における治療ニーズの状況について，

いる.上記の結果も，それを裏付ける結果となっ

表 2，表 3，表 4 に示した.

ている.

① 喪失歯数

② う蝕発生率

経過年数 15 年，20 年，25 年の各グループにお

メインテナンス期間におけるう蝕の発生状況

いて，G1 の年代，つまり 20 歳から 35 歳にメイン

は，各グループとも 2～3 年に 1 本近くの発生を

テナンスを開始した年代では，この間の喪失歯数

みており，
特に若年期においては現存歯数が多い

がいずれも 1 本以下であり，15 年から 25 年を経

こともあって，それだけ他の成年・老年期よりも

過した後も，平均して約 25 本の現存歯を有して

多い発生をみている.いずれの年代においても，

いる.

う蝕の発生予防には積極的な働きかけが重要で

その他の年代においても，15 年～25 年間にわ

あると思われる.

たって，年間平均喪失歯数をほぼ 0.1 本，あるい

ただし，
う蝕全体の中で 2 次う蝕の占める割合

はそれ以下にとどめることに成功している.この

が，
メインテナンス年数の増加に伴って増加して

世代では，Initial treatment の時期にすでに何

いる傾向がみられる.これは，イニシャルニーズ

本かの歯を喪失している人が多く，
初期の平均現

に対する修復に際して，マージンの位置，適合の

存歯数が少ないので，
メインテナンス後の現存歯

改善，
プラークコントロールと歯面清掃などによ

数が 20 本以下になっているグループもあるが，

る，根面う蝕に対する予防的な処置などが，予後

早期から開始すれば，
もっと高い効果を上げるこ

の好結果を生むもとにつながるものと思われる.

とができたと予測される.

③ 根管治療ニーズ

つまり，若年時に Initial treatment を受け

う蝕発生本数に比し，
根管治療の処置は各グル

てメインテナンスを開始し，あらゆる年代にわ

ープともに約 10%に過ぎず，第 2 次予防効果が上

たって，適切なメインテナンスを継続して受け

がっていると思われる.

るならば，8020 は達成できることが，ほぼ明ら
かとなった.
喪失の原因は，G1 では喪失歯数はきわめて少
ないが，
90%が歯周病であった.G2 では 85%が歯周

また，Initial treatment において再治療をし
ているため，
再度の根管治療が必要とされないと
いう効果もあったと期待される.
④ 歯周治療ニーズ

病，G3 では予想に反して，う蝕による喪失率が

歯周病治療は，その治療率は各グループともに

30%に達している.これは修復歯のほとんどが無

メインテナンス年数にかかわらず，
G1 では 3%～5%，

髄歯であり，ポストコアが装着されており，歯根

G2 では 19%～26%，G3 では 30%であり，加齢ごと

劣化により抜歯を必要とする結果となっている

にその率は上がる傾向にある.

ためと思われる.
アクセルソンは，歯周病以外の歯の喪失の原

当然予測されることながら，加齢とともに，メ
インテナンスのための通院の頻度やケアの内容
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に，特に配慮を要することが確認された.
⑤ その他
特筆すべきことは，
小児歯科より成人に達して
も，メインテナンスを継続しているメンバーが

を達成することは可能である.
② 35 歳までに Initial treatment を受け，メイ
ンテナンスを継続することにより，8020 を達
成する大きな可能性がある.

64 名に及んでいる.小児歯科よりのメンバーの

③ たとえ 35 歳以降に Initial treatment を受け

イニシャルニーズは，充填 7.3 本，クラウン 0.04

ても，
メインテナンスを継続して行うことによ

本であり，
圧倒的に初期う蝕であることがわかる.

り，少なくとも 8015 の可能性がある.

メインテナンスニーズは，根管治療は“0”であ
った.もちろん喪失歯も“0”である.
そして，
これらの対象者の成人後のメインテナ

④ これらの達成のためには，徹底したホームケ
アと，
そのための継続したモチベーションが必
要である.

ンスでは，う蝕発生数は 10 年，15 年経過グルー

⑤ 歯周病のコントロールにおいては，適度の間

プともに低く，根管治療も 10 年 0.25 本，15 年

隔をおいて，
定期的な専門家による歯口清掃が

0.32 本と低率である.喪失歯は“0”であった.

有効である.

“8020”の目的のためにも，失活歯，歯周病治療

⑥ あらゆる年代において，できるだけ歯髄を保

ニーズの発生を抑えれば，8020 の可能性は限り

護することにより，
老人期の歯の喪失を極度に

なく 100%に近くなるものと思われる.

防ぐことができる.
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われわれは，8020 という国民に掲げた目標に

8020 への挑戦

向けて，
歯科医療を技術から科学に脱皮させる
以上の，
初期治療とメインテナンスを併せて予

時にきている.それは，国民の Quality of Life

防を中心とした歯科医療の経験と，
その結果に関

の向上に寄与するだけでなく，われわれ歯科医

する分析から，8020 の達成に向けて，以下のよ

療に従事する者の専門家としての QOL の向上

うな結論をまとめることができる.

にもつながり，
それこそが国民の信頼を回復す

① 小児期より定期的なメインテナンスを成人後

ることになるのである.

も継続して行った場合には，ほぼ 100%，8020

