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１ ．研 究目的
う蝕 は、歯 の硬 組織が 、口 腔内常在菌 ・ミ ュータ ンスレンサ 球菌 の感 染を受けて 生じ る疾患
で 、多 因子 性の生 活習 慣病の ひと つで ある。発生 要因は、
「病 原要 因」、
「個 体要因 」お よび「環
境 要因 」のお よそ ３つに 整理 する ことが でき る。
本年 度は、 個体 要因の ひと つであ る食 習慣 を基に 、食品の物 性と 小学 校２年次の 第二 乳臼歯
お よび ３年次 の第 一大臼 歯う 蝕罹 患との 関係 を検証 する ことを 目的 とし た。
２ ．研 究対象 と方 法
１）対象
本研究 は、 平成 16 年 度か ら当該 年度 ２年次 に在 籍した児童 を対 象に、 静岡県榛 北地区
の ２つの 小学 校で継 続し て行っ てい る。 本年度 の調 査対象は、 昨年 度から 継続して 在籍す
る ３年生、Ｃ 小学校 （45 人） および Ｄ小 学校 （7５人） であ る。
２）方 法
（１） う蝕 経験 歯数の 調査
小学校 およ び学 校歯科 医師 の同意 を得 て、平成 16 年度お よび 17 年度の 学校歯科 健診結
果 を転記して 、調査 記録 を作 成した 。転 記作業 は、 本研 究者２ 名が 、平成 17 年８月にＣ
小 学校並びに Ｄ小学 校に 赴き、養護 教諭 による 健康 診査 記録票 管理 下でお こな った。
（２）食生 活調 査
食生活 調査 は、平成 16 年７月 に自 記式質 問用 紙（『 物性による 食物 分類』１ ） によ る 質 問
用 紙１）を用いて 行った 。次 に、平成 16 年 10 月、平成 17 年 ２月 およ び５月に、
『 噛むエ
ネ ルギー 量に よる食 物分 類』に よる 質問 用紙２ を用 いた調査を 行っ た。質 問用紙の配 布・
回 収は、個別 封筒を 使用 してクラス 担任 を介し て行 い、 記入は 保護 者に依 頼し た。
（３） 倫理 的配 慮
２つの 小学 校並び に２ 人の学校歯 科医 師から 、本年度 調査に つい て改めて同 意を 得て行
っ た。また、 質問用 紙の 配布にあた って は、回 答は 自由意 思に よる もので ある こと、 およ
び 封緘して回 収する 旨を 明記した文 を添 付した 。回 収は、 クラ ス担 任を介 して 行った 。
（４） 解析 方法
調査デ ータ は数値 によ るコ ード化 を行 った後 、対 象校 別にう 蝕経 験歯数 と調 査項目 との
関 連について 検討し た。Mann-WhitneyＵ 検定 およ びχ 2 検定 を行 った。特にこ とわり を付
け ていないも のは、 有意 水準を５％ とし た。統 計解 析ソフ トは 、SPSS14.0J を用い た。
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３ ．研 究の結 果
１）解析対 象者 （回答 者率 ）
４ 回の調査全 てに回 答し た者 を、解 析の 対象と した 。
Ｃ 小学 校

44 人（ 95.7％）

Ｄ 小学校

55 人（73.3％）

２） 歯科健 診結 果
（ １） ２年 次にお ける １人平 均う 蝕第 二乳臼 歯保 有本数 ；
Ｃ 小学 校

1.09 本

Ｄ 小学 校

1.64 本

・Ｃ 小学校 とＤ 小学 校の第二乳 臼歯う 蝕経 験歯数に、統 計的 に有意 な差が認 められ
た （ｐ＝0.025）。
（ ２） ３年 次にお ける １人平 均う 蝕第 一大臼 歯保 有本数 ；
Ｃ 小学 校

0.18 本

Ｄ 小学 校

0.75 本

・未萌 出第 一大臼 歯を 有する者は 、Ｄ小学 校の ４人 で、その 内訳は ２本未萌出 の者
（ ２人）、 １本未 萌出の者 （２名）で あった 。
・ Ｃ小学 校と Ｄ小 学校の 第一 大臼歯 う蝕 経験 の有無 に、 関連が 認め られた 。
（ ｐ＝0.021）
３）食生活 調査 の結果
注；

質問用 紙１ による 調査 食品項 目は 、物性に よる 分類ご とに〔あ め・キャ ラメ ル〕

のよ うに 、質問 用紙 ２によ る調 査食 品項目 は、 咀嚼エ ネル ギー の分類 ラン クに従 って
「穀 類ランク１ 」の ように 表記する 。
（ １） 第二乳 臼歯う蝕 経験歯数に 有意差 が認 めら れた食 生活 習慣；
Ｃ 小学校
・ 登校 日の 間食回 数、〔ス ナッ ク菓子 など 〕の摂 食頻 度
・「 穀類ラ ンク ３」・「野菜 類ラ ンク６ 」の 食品類 の摂 取頻 度
Ｄ 小学校
・〔 大根・蕪・人 参など の煮 物〕、
〔卵焼 き・肉団 子〕、
〔炭 酸飲料・ジ ュー ス〕の摂取
頻度
・「 穀類ラ ンク ４」、「野菜 類ラ ンク 10」の 食品 類の摂 取頻 度
（２ ）第一 大臼 歯う蝕 罹患 の有無に有 意差 が認め られた食 習慣；
Ｃ小学 校
・「 豆類ラ ンク ７」、「野菜 類ラ ンク３ およ び８ 」の食 品類 の摂取 頻度
・「 ランク ６の 食品類」の 摂取 頻度
Ｄ小学 校；
・「 野菜類 10」、「果 実類ラ ンク２」の 食品 類の 摂取頻度
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４ ．考 察
質問用 紙１ は、 香川ら の硬 さ・ひずみ ・凝 集性・ 付着性を 用いた 「物 性による食 べ物 分類」
を 基に 、質問 用紙 ２は、 赤坂 の「噛むエ ネル ギー量 による食 物分類 」を 基に、作成 して いる。
Ｃ 小学 校にお いて 、噛む エネ ルギー量「 ラン ク６の 食品類」 の摂取 と第 一大臼歯う 蝕罹患 との
関 連が 認めら れた 。しか し、 う蝕罹患に 関係 する噛 むエネルギ ー量 ラン クおよび食 物の 物性を
特 定す るには いた らなか った 。また、２ 年次 の第二 乳臼歯う 蝕経験 歯数 と３年次の 第一 大臼歯
う 蝕罹患 の間 には 、統計 的に 有意な 関連 が認 められ ていた。第 一大 臼歯 の平均寿命 は、下 顎で
お よそ 52 歳、 上顎で およ そ 58 歳 ３ ） で ある 。第一 大臼 歯の 寿命延 伸に は、う 蝕お よび歯 周疾
患 の予 防策を 講ず ること が必 要である。 学童 期にあ っては、 う蝕罹 患率 の低減およ びう蝕 の軽
症 化を はから なけ ればな らな いが、う蝕 罹患 の時期 を遅らせ ること が一 つの解決策 になる 。Ｄ
小 学校 の例を 図１ に示し たが 、３年次は 、第 一大臼 歯う蝕予防 を積 極的 に行うべき 時期に ある
と 考え られる 。
う蝕 罹患に 関係 する生 活習 慣としては 、歯 の清潔 習慣およ び含糖 食品 の摂取習慣 が、バ イオ
フ ィル ムの形 成あ るいは 酸産 生など根拠 を得 た要因 として認 知され てい る。一方で 、よ くかむ
習 慣は 唾液分 泌を 促すこ とあ るいは清掃 性の 面から 、う蝕抑制 的に 作用 するのでは ないか と考
え られ ている 。野 菜類の 摂取 習慣が う蝕 罹患 に関係 した とする 報告 があ る。
本研究 では 、２ 種の 質問 用紙を 用い て、物性 をもと に分 類さ れた食 品群 ごとに 調査 を行 った。
齲 蝕罹 患要因 とな る物性 を特 定す ること はで きなか った が、２種 の質問 用紙 いず れにお いて も、
野 菜類 食品の 摂取 頻度に 、う 蝕罹患との 関連 が認め られていた 。今 後調 査を継続し て、物 性と
の 関連 をさら に検 証する 予定 であ る。
なお、 本調 査並 びに報 告に あたっ て、 静岡 県立大 学研究倫理 審査 部会 の審査を受 けた。
棒ｸﾞﾗﾌ
２年次第二乳臼歯齲蝕経
験数（本）
0
1
2
3
4

25

20

15

図１

Ｄ小 学校 ・２年 次の 第二乳臼歯 う蝕 経
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