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Ⅲ．東日本大震災被災者健康調査

「東日本大震災被災者の健康状態などに関する調査」
における歯科健康調査
岸

光男

口腔保健育成学講座口腔保健学分野

１．はじめに（調査の概要）

情報基盤の構築を図ることも目的としている．
調査組織は被災 3 県の調査班とアドバイザリー

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

グループを国立保健医療科学院が統括する系統

の被災者を対象とする健康調査が，同年 5 月か

である（図 1)１）．岩手県の調査班の主体は岩手

ら，厚生労働科学特別研究事業として実施され

医科大学であり，当県研究分担者は小川彰学長

ている．調査の目的は，被災者の健康管理のた

と坂田清美衛生公衆衛生学講座教授である．こ

めに必要な対応を図るのみならず，長期にわた

の調査の一環として，大槌町の 18 歳以上の全

り被災者の健康状態や環境の状況を把握してい

住民を対象として第 1 回歯科健康調査が平成

くこと（コホート調査）とあわせて，被災者の

23 年 12 月 8 日から 22 日までの期間行われる

健康状態等について自治体が迅速に把握できる

こととなった．

図1
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２．調査の準備（課題と方策）

光男

30％程度と見積もられる．すなわち総数 3,000
人，１日あたり約 200 人である．口腔診査には

歯科健康調査は 10 月初旬に企画された．準

歯科医師が必須であり，調査内容によっては 1

備期間は 2 か月弱であり，器材，マンパワーな

人数分を要する．午前，午後，3 時間ずつ診査

どの準備に以下のような課題が想定された．

したとして診査場所が 3 か所は必要であろう．

課題 1．現地までの移動手段：調査は朝 9 時

診査者の疲労も考慮して診査者，記録者の両方

半からの開始予定である．大槌町は岩手県内で

に歯科医師をあて，役割を交互に行うとすれば，

も盛岡市からの交通の便が最も悪い地域の１つ

1 日当たり 6 名，15 日間でのべ 90 名の歯科医

である（図 2）．夏場でも車で 2 時間以上を要す

師の動員が必要である．

る．まして調査を行う 12 月ともなれば当日出

課題 3．現地宿泊：調査はほぼ毎日異なる会

発の場合は朝 6 時半には盛岡を発たなければな

場で行われ，その都度診査環境の設営が必要で

らない．また，沿岸に出るにはいくつかの峠を

ある．実際に診査が開始されるのは午前 9 時半

越えなければならない．冬場の早朝の峠越えは

であっても，設営はその 1 時間程度前から始め

危険である．単独移動を避け，専門のドライ

なければならず，現地宿泊スタッフを設けなけ

バーを伴う大型車両による全員での移動が望ま

ればならない．しかし震災のため，現地に宿泊

しい．すなわち車両とドライバー 15 日間分の

施設はほとんどない．

調達が必要である．

課題 4．調査項目の設定：調査は 10 年間のコ

課題 2．マンパワー：大槌町の人口は震災前

ホート調査を予定している．初回の調査結果が

には 1 万 5 千人超だったが，震災後，死亡，避

今後のベースラインデータになる．ある程度詳

難により 1 万 3 千人余りに減少している．その

細な検査は必要である．一方，時間とマンパ

うち 18 歳以上人口は推定１万人．他地域です

ワーには限りがあり，効率的に調査項目を選択

でに行われた調査を参考にすると，受診者は

しなければならない．なおかつ，すでに行われ
ている他地域での調査項目２）との整合性も考慮
する必要がある．
課題 5．器材の整備：調査項目をある程度充
実させるためには，調査環境の整備が重要であ
る．また，使用した器材は滅菌が必要となるが，
現地に滅菌設備はない．
以上の課題に対して，以下の方策をとり，調
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図2

大槌町の位置

槌

図3

大型タクシーで帰路につく調査参加者と見送
る現地宿泊者
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査に臨んだ．
方策１．現地までの移動には，タクシー会社
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測量技師，建築関係者，ボランティアなどが入
れ替わり利用し，常に満室状態である．しかし，

と 10 人乗りタクシーを契約した．調査従事者

同時に調査を行う岩手県立看護短大，鈴木るり

は朝 6 時半に大学に集合し，現地までまとまっ

子教授の手配により 1 部屋を 15 日間確保する

て移動した．

ことができた．これにより，現地宿泊組を設定

方策 2．歯科医師は，口腔保健学分野，歯周

でき，朝早くからの健診場所の設営が可能と

病学分野，歯科矯正学分野からの派遣により，

なった．図 3 に示す写真は，1 日の調査終了後，

診査 3 か所分の歯科医師，すなわち 1 日あたり

10 人乗りタクシーが帰路につくのを現地宿泊

6 名以上の歯科医師を確保した．また，歯科口

組が見送っているところである．

腔外科学分野からは，口腔粘膜疾患の検診を行

方策 4．口腔診査項目は，現在歯の状態，CPI

うことを提案され，そのための人員として，同

による歯周疾患の評価に加え，CPI と同じ対象

分野から 1 日 1 名の歯科医師派遣の協力を得

歯の動揺度と，方策 2 で述べたように，歯科口

た．さらに，記録，器具整備，受診者の誘導，

腔外科所属の歯科医師が検出する口腔粘膜疾患

などの要員として，歯科医療センター長および

とした．これらに他地域での調査項目と問診項

歯科衛生士長から，センター勤務歯科衛生士の

目を加え，図 4 に示す歯科健康調査票を作成し

派遣に対する了解を得，1 日 2 名の歯科衛生士

て使用した．健康調査票のスペース不足のため

が調査に参加してもらえることとなった．調査

と，受診者が直接病名を耳にすることがないよ

に参加する歯科医師，歯科衛生士とは 3 回の打

うにとの配慮から，口腔粘膜疾患は WHO の口

合会を設け，診査基準の統一，現場での役割分

腔診査基準３）を用い，コードのみを記載するこ

担の意思統一を図った．

ととした．WHO の口腔粘膜疾患診査基準と部

方策 3．町の宿泊施設はただ 1 件，震災後に
復旧した民宿が営業しているが，復興のための

図4

使用した歯科健康診査票

位のコードは表 1 に示すとおりである．
方策 5．使用した器材はその日派遣された歯
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口腔粘膜疾患と部位のコード（WHO 口腔診査
法第 4 版）

疾患種類とコードの対応
0 正常
1

悪性腫瘍（口腔癌）

2
3
4

白板症
扁平苔癬
潰瘍（アフタ性、疱
疹性、外傷性）

5
6
7
8
9

急性壊死性歯肉炎
カンジダ症
膿瘍
その他の症状
記録なし

0

部位とコードの対応
赤唇連

1
2
3

唇交連
口唇
溝（口唇溝・頬溝）

4

頬粘膜

5
6
7
8

口底（口腔底）
舌
硬・軟口蓋
歯槽頂／歯肉

9

記録なし

図6

想定していた標準的健診レイアウト

図7

実際の健診レイアウト

科衛生士が歯科医療センターの滅菌室に持ち帰
り，2 日後に，その日派遣の歯科衛生士が持参
することになった．これにより，使用器具を 3
セット（3 日分）用意すれば，常に滅菌済みの器
材 1 セットが現地に存在することになる．これ
に基づき，1 日あたり 200 名分の器材（CPI プ
ローブ，ピンセット，ミラー）を 3 セット購入
した．また，診査者の疲労を減じるため，通常
のパイプ椅子に固定できる歯科検診用ヘッドレ
ストとライト［（有）岩田陽商会］を購入した．
３．調査の実際
事前の現地打合わせの時間がとれなかったた

の校庭に仮設されていた（図 5）．夕刻には，翌

め，調査開始日の前日に，大槌町役場で，翌日

日の健診会場に行き，早速設営を開始した．初

からの歯科健康調査についての打合せを町の保

日の健診場所は福祉会館であり，その調理室が

健福祉担当職員ならびに保健師と行った．大槌

歯科診査の場所となった．予想外に狭いスペー

町役場は震災時の火災の傷跡が残る大槌小学校

スで，想定していたのとは大きく異なる健診場
所のレイアウトとなった（図 6, 7）．その後も
15 日間，11 会場中，想定に近いレイアウトで設
営できたのはわずかに 3 か所であった．そのよ
うな環境の中，12 月 8 日に歯科健康調査は始
まった．
本来予定されていた 9 時半の受付開始前に多
くの受診者が訪れたため，開始は 9 時に前倒し
された．本隊の到着が間に合うか不安だった
が，研究参加への同意書の取得，他の調査，そ

図5

大槌町仮設役場

して種々のアンケートの記載を経ての歯科受診
だったため，最初の受診者が歯科健診に到達す
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現場で活躍する若い歯科医師たち

るのは開始から 1 時間近くを経過した後であっ

お持ちになる方が非常に多かったため，急遽聞

た．そのため盛岡からのメンバーは口腔診査開

き取り調査でアンケート記入を行う場所を設置

始に十分間に合った．これは，その後の日程で

することになり，岩手看護短期大学のスタッフ

も同様であり，調査に参加した歯科医師，歯科

と共にそれを担当することになった（図 9a）
．

衛生士はすべて強力なマンパワーとなった．

また，口腔粘膜疾患検診の補助にあたった歯科

若手の歯科医師は，初めは戸惑うものの，全

衛生士は，記録のみならず，器具，歯科健康調

体の流れを把握すると，自分の診査列に受診者

査票の回収，管理も同時行うことになった．こ

がいないときは他の列に手伝いに行くなど，柔

れも現場で新たに生じた役割だったが，皆，柔

軟に業務をこなしてくれた（図 8）．また，歯科

軟に対応してくれた（図 9b）．

衛生士は，1 名が粘膜疾患検診を補助し，1 名が

４．調査結果の概要

歯科健診を待っている者に対して，誘導と問診
票記載を促す想定であった（図 6）が，現場では

15 日間の調査で，歯科健康調査受診者総数は

事前郵送しておいたアンケートを未記入のまま

2,010 名でであった．そのうち 2 名が調査期間

a

図9

アンケートの聞き取り

現場で活躍する歯科衛生士たち

b

口腔粘膜疾患検診補助
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終了後にデータの研究利用への同意を撤回した
ため，調査対象者総数は 2,008 名（男性 772 名，
女性 1,236 名，平均年齢 61.4 ± 14.4 歳）となっ
た．
調査結果の一部を以下に示す．
１）口腔診査結果
(1) 現在歯状況
40 歳未満の年齢階級では現在歯数は全国平
均（平成 17 年歯科疾患実態調査）と差がなかっ
た．また，DMFT（齲歯）数は有意に少なく，

図 12

動揺歯保有者の分布（全年齢）

若い年代では口腔内状況が比較的良好であっ
た．一方，40〜79 歳の年齢階級では現在歯数は
すべて全国平均よりも少なかった（図 10）．

在歯数がほぼ全国平均と同等であって有意に低
い有所見者率であり，40 歳未満の年代の受診者

(2) CPI による歯周組織の状況

では歯周組織の状態が良いことが示された．一

対象歯のある者での有所見者（CPI コード 1

方，CPI の対象歯を有する者の中で歯周ポケッ

以上）の割合は全年齢階級で大槌町の方が低い

トがみられた者の割合は 47％であり，40 から

傾向にあった．とくに 35〜39 歳の階級では現

54 歳の年齢では歯周ポケットを有する者の割
合が全国よりも高く，特に 40〜44 歳の年齢階
級では有意な差であった（図 11）．
(3) 動揺歯保有状況
CPI 対象歯と同じ歯について動揺度を調査し
たところ，1 度以上の動揺歯を有する者は全対
象者の 22％であり，2 度以上の動揺歯を有する
者は全体の 8％であった．また，対象歯を喪失
した者を除いた場合でも，2 度以上の動揺歯を
有する者の割合は 10％であった．

30 歳未満の年齢階級は、歯科疾患実態調査の 20-24 歳の年齢
階級と比較した。
*p < 0.05,**p < 0.01

図 10

年齢階級別一人平均現在歯数

(4) 口腔粘膜疾患
口腔粘膜の所見は全対象者の 10.5％に認めら
れた．そのうち，要精密検査とされた者は 23
名であり，全体の 1.1％，粘膜所見ありの 10.9％

*p < 0.05

図 11

年齢階級別歯周ポケットを有する者の割合

図 13

年代別口腔粘膜所見のある者の割合
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作製した者と，していない者で現在歯数を比較
したところ，修理・作製の有無による現在歯数
の差はなく，総義歯や多数歯の義歯であること
と義歯修理・作製の有無に関連はなかった．す
なわち，震災後の受療状況は，ニーズの大きさ
以外の要因に大きく影響されており，それはお
そらくは震災後の歯科医療支援の状態，歯科医
療機関へのアクセスといった要因であろうと推
察された．一方，現在の口腔の主観的健康状態
（図 4，質問 5「現在のお口の健康状態はいかが
ですか」に対する回答）を比較すると，義歯を
修理・作製した者の方が良好であり，被災後に
図 14

震災前に歯科受診していた者の震災後の歯科

修理・作製した義歯が口腔の健康状態に寄与し

受療状況（N = 359）

ていることが示唆された．

であった．また，要精密検査 23 名中，口腔がん

３）受診者へのフィードバック

の所見は 2 名（全対象者中 0.1％，全有所見者中

歯科健康診査受診者に対して，その場で図 15

9.5％）に認められた．粘膜疾患所見を有する者

に示すような結果通知書を手渡しした．口腔粘

の割合は 80 歳以上が最も多かった（図 13）．

膜検診では調査初日に口腔がん所見を有する者

２）アンケート調査結果

が発見された（図 16）．口腔がん，前がん病変

震災前に歯科受診していた者は 18％であり，

などの要精密検査と判断された受診者に対して

平成 20 年患者調査の受療率 9.1％を大きく上

は，岩手医科大学歯科医療センター歯科口腔外

回っていた．歯科受診していた 18％のうち，震

科宛の紹介状を手渡し，その場で受診勧奨する

災後に通院の中断がなかった者は 11％に過ぎ

ようにした．また，町の保健師にもそのことを

ず，35％は現在も受診を中断していると回答し

伝え，町からも継続的に受診勧奨するように依

た．また，義歯を破損または紛失した者 178 名

頼した．同時に歯科医療センターでは，大槌の

中，修理または作製した者は 123 名（69％）で

健診会場からの紹介状を持参した患者に対して

あり，45 名（25％）は，調査時点で修理，作製

速やかに検査，医療を提供できるよう，受け入

がされていない状況だった．

れ体制を整えた．平成 24 年 2 月末までに，こ

義歯を破損または紛失した者のうち，修理・

図 16
図 15

個人あて、歯科健診結果の通知書

検診により発見された口腔がんの 1 例
（健診会場にて撮影）
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の健診により，17 名の者が大槌町から岩手医科

大学 鈴木るり子教授のお力添えであり，心よ

大学歯科医療センターを受診している．

り感謝いたします．この調査の開始前から終了

５．お わ り に
今回の被災後最初の歯科健康調査で，口腔関

に至るまで，常に綿密な計画と行動により実務
を支えてくれた，奈良県立医科大学 田村光平
先生（調査当時，岩手医科大学歯学部非常勤講

連の地域特性ならびに被災による口腔への影響

師）に深くお礼申し上げます．さらに，調査を

をある程度把握することができた．また，口腔

受け入れていただき，
実施にご尽力いただいた，

粘膜疾患検診により，重篤な疾患を検出し，か

保健師 藤原純枝さん，阿部静子さんをはじめ

つその後の受診までの道筋つけたことは，大槌

とする，大槌町役場の皆様に心より感謝いたし

町の住民へ対する大きな貢献であると自負する

ます．

ものである．現在，コホート調査のベースライ
ンデータとしての詳細な分析は継続中であり，
震災時の被災状況別の口腔内所見や全身と口腔
の検査所見の関連などといった分析を行ってい
く予定である．今後，大槌町住民の口腔保健の
維持増進に貢献しつつ，調査を継続していきた
い．
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