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研究成果の概要（和文）：初期成年期における齲蝕有病状況は，幼少期にフッ化物洗口プログラム経験のある人
の方が青年期において齲蝕は少なかった。よって，フッ化物洗口プログラムは公衆衛生的な応用として有効であ
ることが示された。また，成年期では，歯槽骨吸収量が心血管イベントリスク関連の検査項目のうちメタボリッ
クシンドローム関連の指標値と関連することが示された。また，歯槽骨吸収が中等度以上であると，メタボリッ
クシンドローム関連の指標値の経年的悪化が顕著である可能性が示唆された。さらに，知的障害者の口腔内状況
の調査では，喪失歯所有者率が健常者に比べて高く，歯の喪失を予防するためには，歯科的管理が重要であるこ
とが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Fluoride mouth rinsing programs in childhood reduced the prevalence of 
dental caries in early adulthoods who have used fluoride-containing toothpaste. More preventive 
effect was found in proximal surfaces than in pits & fissures. The program had a preventive effect 
on dental caries in these subjects with a good dental behavior, as indicated by the high percentage 
of filled teeth. Furthermore, we examined the association between alveolar bone resorption and the 
change in atherosclerotic risk markers over 5 years to assess whether the presence of periodontitis 
increases the risk of atherosclerotic vascular disease. The results of this follow-up study shows 
that the severity of alveolar bone resorption is associated with future deterioration of various 
markers related to atherosclerotic vascular disease in a Japanese population. Furthermore, increased
 alveolar bone resorption could be a risk marker for the development of atherosclerotic vascular 
disease.

研究分野： 社会系歯学
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１．研究開始当初の背景 
 
初期成年期（18～25 歳）及び成年期（25

～60 歳）は，齲蝕や歯周病により抜歯される
割合が最も高い時期である。永久歯の喪失予
防を図るためには，歯科の 2 大疾患である齲
蝕および歯周病の予防方法に関する評価が
極めて重要である。永久歯の齲蝕予防に対し
ては，これまで学童期の齲蝕予防プログラム
の評価に関するいくつかの報告があるが，そ
れ以後の世代における予防プログラムにつ
いての報告は少ない。歯肉炎の場合も齲蝕と
同様，学童期における介入的な研究報告はあ
るが，それ以降の世代においては同様の報告
は見当たらない。 
 
２．研究の目的 
 
歯科疾患実態調査によれば，齲蝕が原因で

抜歯された割合は，20 歳から 30 歳までの世
代がピークであり，また，歯周病による抜歯
は，早ければ 10 代から始まり，40 代まで増
加するとされている。これらの年代は，発達
心理学でいうところの，初期成年期：18～25
歳，成年期：25～60 歳にあたる。 

20 歳から 40 歳までの世代から高齢者に至
るまでの歯科保健を向上させるためには，こ
の世代において，歯科疾患のリスクに関する
要因分析，それに基づいた歯科疾患予防プロ
グラムの構築は，早急に検証が必要である。
本研究では，初期成年期として「大学新入生
歯科健診」の歯科保健データ，および成年期
として「知的障害者総合援護施設」における
歯科保健データ，さらに「成人健診センター」
における歯科疾患情報と全身疾患情報のデ
ータ解析を行うことで，この年代における，
歯の喪失リスクに関する要因分析を行い，介
入可能な要因を特定する。さらに，その特定
した要因に対する予防プログラムを構築す
ることを目的とする。 

 
３．研究の方法 
 
 初期成年期のデータ解析のため，新入生歯
科健診のデータ収集を行った。2015・2016 年
度の N 大学新入生各約 3,000 人の歯科健診受
診予定者からランダムに研究の対象を抽出
し，そのなかで同意を得られた 587 人を診査
の対象者とした。1 名の歯科医師が歯面単位
（DMFS）で齲蝕の診査を行った。診査対象
者には，小児期におけるフッ化物洗口プログ
ラム（FMR-P）経験，および歯科保健行動に
関するアンケートに回答してもらった。 
 また，成年期のデータ解析には，知的障害
者施設におけるデータを用い，歯の喪失状況
を調査した。対象は N 知的障害者総合援護施
設の利用者（185 名）のなかで，施設側が本
人もしくは保護者への調査依頼が可能と判
断した 106 名のうち，本人もしくは保護者の
同意が得られた 85 名（有効回答率 80.2％）

とした。本人または保護者への説明は，口頭
で直接行った。なお，本人への同意確認につ
いては，施設側が，説明を理解し同意書に署
名可能と判断した者のみに行った。 
 さらに，成年期のデータ解析のために，成
人健診センターにおけるデータ収集を行っ
た。2004 年 4 月から 2015 年 3 月までに人間
ドックを受診した全受診者のうち，ベースラ
イン時と 5年後のデータおよびパノラマX線
写真撮影が揃っている者 194 名を対象とした。
パノラマ X 線写真より歯槽骨吸収量を測定
し，ベースライン時の歯槽骨吸収量が中等度
以上の者と軽度吸収の者の 2 群と各全身疾患
マーカーのうち，心血管系イベント検査項目
の基準値との関連についてクロス集計にて
解析を行った。 
 
以上の 3 調査より，初期成年期・成年期にお
ける歯科疾患状況および喪失状況について
解析を行った。 
 
４．研究成果 
 
【大学新入生歯科健診】 
幼少期に FMR-P を経験した群（以下，

FMR-P 群）（n=165，齲蝕有病率 49.7％，平均
DMFS＝3.07，SD：5.65）では，その対照群
（n=275，齲蝕有病率 64.4％，平均 DMFS＝
4.51，SD：6.82）に比較して齲蝕有病状況が
低く，その差は統計的に有意であった．また，
部位別の DMFS では，隣接面 DMFS，および
咬合面 DMFS ともに FMR-P 群において統計
的に有意に低い傾向がみられた． 
 
【知的障害者総合援護施設】 
 利用者の口腔内状況は障害支援区分別で
の傾向は見られなかったが，歯磨き支援必要
者は区分 5 および 6 で 90％以上であり，支援
不要者と必要者では有意差があった。全対象
者の一人平均現在歯数は，歯科疾患実態調査
結果より低かった。歯種別における喪失歯所
有者率は，歯科疾患実態調査結果と比較して
上顎前歯部で高い傾向がみられた。義歯使用
状況では，障害支援区分が重度な者ほど使用
が難しく，義歯の使用の有無において，障害
支援区分では有意な差がみられた。ADL にお
ける義歯の使用の有無との関係については，
ADL の「衣服の着脱・食事・入浴・歯磨き支
援」の各項目で義歯の使用による関連が認め
られ，新たな判定基準である障害支援区分と
知的障害者の義歯使用状況とは関連のある
ことが示唆された。 
 
【成人健診センター】 
 ベースライン時に歯槽骨吸収量が中等度
以上の被験者では，動脈硬化指数（p<0.047），
中性脂肪（p<0.035）の値が軽度の被験者と比
較して有意に高く，基準値以上の値を示す者
の割合が高くなる傾向が見られた。また，ベ
ースライン時の値と 5 年後の値を比較した変



化量では，動脈硬化指数・中性脂肪・LDL コ
レステロールの項目について，中等度以上の
者で軽度吸収の者より有意な悪化が認めら
れた。 
 
 以上の結果より，初期成年期における齲蝕
有病状況は，幼少期に FMR-P 経験のある人
の方が青年期において齲蝕は少なかった。ま
た，部位別の DMFS では，咬合面よりも隣接
面において FMR-P 経験による差は大きかっ
た。よって，現在もなお FMR-P は公衆衛生
的な応用として有効である。また，成年期に
おける調査より，歯槽骨吸収量は心血管イベ
ントリスク関連の検査項目のうちメタボリ
ックシンドローム関連の指標値と関連する
ことが示された。また，歯槽骨吸収が中等度
以上であると，メタボリックシンドローム関
連の指標値の経年的悪化が顕著である可能
性が示唆された。さらに，知的障害者の口腔
内状況の調査では，喪失歯所有者率が同年齢
群の健常者に比べて前歯部で高く，歯の喪失
を予防するためには，歯科的な管理が重要で
あることが示唆された。 
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