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１．悲願の「口腔外科」

第二次世界大戦後，歯科医業の標榜科名は「歯
科」一種となり，敗戦前（国民医療法下）に許されて
いた「口腔外科」は新しい医療法から抹消された。
「口腔外科」は以前から歯科医学専門学校での教授
科目として成立しており，学会組織や機関誌も存在
したが，戦後はあくまで文部省管轄の歯科大学病院
という，特別な区域でのみ表示を許される院内標榜
に止まっていた。厚生省の管轄する，医療法の中の
正式な標榜科名ではなかったのである。そのため日
本口腔外科学会（日口外）は，かねてから折にふれて
日本歯科医師会（日歯）に対し，「口腔外科」が医療
法に定める歯科医業の標榜（診療）科名として正式に
認められるよう，要望していた。
１９７５（昭和５０）年以降になって医療法上の標榜科名
に緩和の動きがあり，歯科医業の中で認められる標
榜（診療）科名としては，１９７８（昭和５３）年に「矯正歯
科」，「小児歯科」が決定した。これには複雑な背景
があったが，基本的に歯科という名称が付いている
ことと，実質的に従来の歯科医療の範囲から逸脱し
ないと見込まれる点で医科側をある程度安心させ，
さらにマスコミ等に表れた社会的要請が関係者に理
解されたことが大きい。日歯は，厚生省（当時）や日
本医師会（日医）との調整を経て医道審議会に申請
し，合意を得て医療法の改正にこぎつけたが，口腔
外科については前二者のように簡単には進まなかっ
た。
１９８７（昭和６２）年４月，日口外は，医療法上の標榜
科名として展望の開けない口腔外科ではなく「歯顎

口腔外科」を要望した。これに対し日本耳鼻咽喉科
学会（日耳鼻）は同年１１月，「口腔咽頭科に関する要
望書」を厚生大臣あてに提出した。この口腔咽頭科
という名称は解剖学的用語としてはともかく，その
当時の臨床家からすれば全く馴染みのないもので，
唐突の印象は免れなかった。耳鼻咽喉科の名称は古
く，国際的関係からしてもこれに口腔をつけるわけ
にはいかない。口腔咽頭科は，急ごしらえの標榜科
名候補であった。端的にいえば，歴史的に歯科側で
実績を積み重ねてきた一方，耳鼻科側では従来あま
り主力を注ぐ対象ではなかった「口腔」について，
縄張り争いが勃発したことになる。耳鼻科から分家
した形成外科や美容外科が，口腔外科を排除するた
めに本家を動かしたといってもよいであろう。その
前後，日口外と日耳鼻の懇談会が設けられ，話し合
いが行われてきたが，折り合いはつかなかった。翌
年７月，日口外は理事長名で厚生省健康政策局長に
あてて，日耳鼻の「口腔咽頭科の標榜科名に関する
要望書」に関する意見書を提出した。これにより，
両者の懇談会は決裂することになる。
以後しばらく膠着した状況がつづいたが，１９９２

（平成４）年医療法（宮澤内閣）が改正され，標榜科名
については医学・医術に関する学術団体や医道審議
会（診療科名標榜専門委員会）の意見を聴取（ヒアリ
ング）した上で，政令により定められることになっ
た。すなわち医療法本則ではなく，その下の政令に
詳細が記載されることになったのである。１９９３（平
成５）年３月には，医道審議会の中に診療科名標榜
専門委員会が設置された。その結果，小泉内閣にお
ける規制緩和の大合唱よりも一足早く，新しい診療
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科名の厖大な認可申請が，特に医業について出され
た。

２．規制緩和された診療科名

口腔外科については１９９６（平成８）年１月ヒアリン
グが行われ，その結果日耳鼻との話し合いを勧告さ
れた。このあと医道審議会専門委員で日医の常任理
事であった石川高明氏の調整により，同年２月，日
耳鼻と日口外の懇談会が久々に設けられた。しかし
「口腔外科」の標榜に日耳鼻は強硬に反対し，ふた
たび物別れに終わったが，以前からの「歯科口腔外
科」ではどうかという妥協案が医道審議会の内外に
再浮上していた。これに対し，日口外としては一貫
して拒否してきた「歯科口腔外科」を，意に反して
受け入れざるを得ない状況になり，苦渋の決断を迫
られる結末に向かう。
１９９６（平成８）年３月１８日，医道審議会は専門委員
会の答申を受けて新たな標榜科名を決定した。それ
はアレルギー科，心療内科，リウマチ科，リハビリ
テーション科（理学療法科の廃止），そして歯科口腔
外科であった（資料３－１）。
以上のような経緯から，最終的に認められた法制

上の条文による診療科名については，内閣の出した
政令である医療法施行令第３条の２，および省令で
ある医療法施行規則第１条の９の５によって「歯科
口腔外科」となっている。なお歯科口腔外科の場
合，診療領域および当該領域における医科と歯科の
協力関係について，厚生省において検討会を設置す
べきであるという条件が付与された。その検討会に
おける議論は予想どおりかなり白熱し，一時は険悪
な空気になったと出席者が述べているが，医道審議
会の方向は基本的に歯科口腔外科を認める方向に
なっていたため，論点はその診療範囲に絞られてい
たといってよい。検討会の議事要旨は，資料３－
２，資料３－３に残されている。

３．医学部「歯科」から「歯科口腔外科」へ

口腔外科については日医，なかでも形成外科，耳
鼻咽喉科領域の関係者からの反対が強く，長らく棚
上げされたままになっていた。その後資料３－
２，３のような交渉を経て，１９９６（平成８）年によう
やく，歯科口腔外科が一般標榜として承認されるに

至ったのである。
しかし，「口腔外科」を願っていた関係者として

は，歯科口腔外科という表現は不満であった。大学
病院の内部では戦前戦後を通じて口腔外科と標榜し
ていたので，いわば麻酔科のような特殊標榜を選ぶ
道もあったが，最大の影響力を持つ日本歯科医師会
は，あくまで特殊標榜を認めなかった。一般会員重
点主義で，横並びの思想がここにもあったのであ
る。日本口腔外科学会は，専門医制度が順調に進ん
できたこともあって，平成に入ってから是が非でも
口腔外科を標榜科名として社会的に認めさせること
と，学会の社団法人格取得（１９９１年１０月）に全力をあ
げる戦術を取った。
そのため，日口外会員の中から日歯の準会員とし

て入会するよう勧奨する方針を決め，特に評議員以
上は義務的に日歯の準会員となった。当時の日歯は
非会員の開業に悩み，その一方，日本歯科医学会の
先生達（大学関係者等）は日歯の非会員で会費も納め
ていないのに，会員の拠出した研究資金だけはも
らっているとの不満があると，日歯の幹部は苦情を
述べていた。そこで日歯の気持ちを口腔外科問題に
向かわせるために，２００名を超える日口外関係者が
一挙に日歯の準会員として入会したため，日歯幹部
も本腰を入れざるを得なくなったと述懐している。
しかし，歯科口腔外科という名称を最初に公的に

用いたのは，１９６９（昭和４４）年１０月に設立された「全
国医学部附属病院歯科口腔外科診療科科長会議」
（科長会議）である（資料３－４，資料３－５）。この
科長会議は大学騒動をはじめとする世情騒然とした
時節柄，不審な団体と見なされる危険性があった。
そのため関係各方面への働きかけに腐心したエピ
ソードが残されている。「歯科口腔外科」実現につ
いて，その経緯を示す文書を引用する。

要 望 書

文部大臣 永井道雄 殿

「歯科」診療科を「歯科口腔外科」と
標榜することについて

歯学部を併設していない国立大学の医学部附属病
院においては，入院患者の歯科診療を確保する見地

歯科学報 Vol．１１１，No．５（２０１１）４７８

― ２２ ―



から歯科領域に関する診療科を設置していますが，
このうち医学部に口腔外科学講座を置く大学につい
ては文部省訓令により「歯科口腔外科」とされ，同
講座を置かない大学にあっては単に「歯科」とされ
ております。しかし後者においても歯科保存科，歯
科補綴科はもちろんのこと，医学部学生に対する教
育上の必要から口腔外科の診療も行っております
（医学部における授業担当の現況は別紙参照）。
以上により，医学部に口腔外科学講座を置く大学

と同様に現行の「歯科」を「歯科口腔外科」に改め
られるよう切望します。
なお，東大分院，名大分院，東京医科歯科大学霞

ヶ浦分院及び琉大病院の歯科についても同じ理由に
より上記と同様の取り扱いをされるよう，あわせて
お願いします。

昭和５０年５月２８日

国立大学医学部附属病院
歯科口腔外科診療科科長会議

この要望書の経緯を述べると，１９７５（昭和５０）年５
月下旬に文部省医学教育課から，科長会議の代表幹
事に就任したばかりの山口大学山内寿夫科長のもと
に電話があり，その指示に沿って同科長がわずか数
日で作成し，文部省に提出したものである。大学で
も当時はFAXがなく，迅速な通信手段は電話と電
報だけの時代であった。科長会議の招集はおろか，
幹事間の連絡さえ困難をきわめたものと思われる。
以上の要望書に対して，文部省側の反応は資料３

－６のような訓令であった。ちなみにその宛先は歯
科口腔外科科長会議ではなく，全国の大学長であ
る。すなわち省庁からの回答は，法人でもない任意
団体の要望に対して，直接出されるものではないこ
とがわかる。ちなみに歯科医学会の分科会で最初に
日本口腔外科学会が社団法人となったのは，１９９１
（平成３）年１０月である。したがって，当時の科長会
議の存在は文部省にとって，孫のようなものと見て
よいであろう。科長会議の先人達は関係官庁やその
他の団体も含めて，微妙な関係を良好に維持するた
めに，全員が文字通り身を削る努力を長年にわたっ
て継続してきたことが伝聞ばかりでなく，資料に残
されている。

４．診療領域（範囲）の設定の困難性

診療の「範囲」と「領域」の間には，若干ではあ
るが語感に相違がある。領域には，人為的支配の及
ぶ縄張りのような印象を伴う。領土，領海，領空が
そうである。
無理に国境を定めた結果，延々とした紛争の原因

となった歴史上有名な事例は近代でも十指に余る。
南北朝鮮を分ける北緯３８度線でも実際の軍事境界線
とは相違があり，南北２キロメートルずつの非武装
地帯が緩衝地帯として設定され，多くの地雷が埋設
されているという。これも人間が勝手に，自然の摂
理とは関わりなく決めたものである。現に人間以外
の動物は自由に往来し，愚かな縄張りとは関係がな
い。川と海の水が混じり合う汽水があれば，淡水と
海水を往来しながら成長する生物が存在する。大洋
を回遊するものもある。
一方，範囲にも「勢力範囲」などの用例はあるが，

範囲それ自体は自然の，あるいは非人為的でファジ
イな区域といったイメージがある。
かつて日米安全保障条約が１９６０年に改定される

際，その第４条の文言に「極東の平和及び安全」と
記された極東の範囲について，野党側がその曖昧さ
を指摘して問題となったことは，今なお記憶に新し
い。このときの議論で極東の範囲というのは結局，
明確に線引きできないこと，それはあながち為政者
の勝手な解釈とばかりいい切れない現実を反映して
いることを知らされた。
ひるがえって生体の機構と機能を見た場合，死体

とは異なり消化器，呼吸器はもちろん，内分泌や神
経系といった動的システムでも明確な区分が不可能
で，多くは重なり合っているという事実に突き当た
る。
学問の進歩とともに，「摂食」という概念が現代

医療でも重視されるようになった。摂食は５期に分
けられ，眼，鼻，脳による認知期（先行期）からはじ
まり，咀嚼期（カミカミ），口腔期（嚥下第１期，モ
グモグ），咽頭期（嚥下第２期，ゴックン），食道期
（嚥下第３期）を経て，噴門から胃に送られる生理
的，機能的システムを包括する用語である。
ここに発生する摂食機能障害（喫食障害）に対応す

るのにはどうすればよいか。診療科では歯科，耳鼻
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咽喉科，消化器（内外）科といったところであろう
が，実務的に食育といった新しい分野の参入もあ
り，いまや摂食嚥下は看護師，理学療法士，言語聴
覚士，作業療法士，歯科衛生士，栄養士ばかりでな
く養護教諭や保育士も関心をよせている。さらに誤
嚥の有無をチェックするビデオ嚥下造影法（video
fluolography, VF）には放射線技師の高度な技能と
協働が求められる。このようにして日本摂食・嚥下
リハビリテーション学会は，６，０００名を越える会員
を擁しているという。

５．科学，医学の進歩発達による領域の重複拡大

単独の診療科で対応できない問題が，続発してい
るのは確かである。だからといって，ことさらに
チーム医療という掛け声が，理念のあいまいなまま
叫ばれるのも問題であろう。激化する主導権争いの
裏返しといっても過言でない。このような新規の分
野こそは，あくまで関係者の相互理解，信頼と真の
協力を基本とした状態から出発しなければならな
い。ただし，日常軽薄に発せられる「協力して下さ
い」という言葉は，ともすれば「文句をいわず，
黙っていろ」という脅迫と同様の意味を含みがちに
なる。
医療においては医師や歯科医師が，常に診療の主

体であり責任を背負っているのであるから，それら
の分担に際しては何らかの資格免許を持つ者であっ
ても，すべて主体である医師，歯科医師の直接指導
や了承のもとに限定的でなければならないという議
論が，しばしば浮上する。
しかし，繰り返しになるが科学，医学の進歩発達

とともに，医療や歯科医療も発展拡大する。しかも
その変化は年々急激で，医科か歯科か明確に分類で
きない共通の知見，技法が多い。基本的な医療はか
なり多くが継承，蓄積される。医療が広く深くな
り，それに伴って専門分化が進んでいるのに，１人
の人間がすべてを管理するのは当然不可能である。
事実，現代の医療制度はかなり行き詰まっている。
歯科医療が本質的に医療の一部であるとしても，

歯科医師が医師に従属する存在でないことは，現実
でも法的にも自明のことだ。両者はともに，医療や
介護における自らと関係者の立ち位置をあらためて
洗い直し，再検討すべき時代である。

したがって歯科医学の進歩発展を勘案した視座か
ら展望すれば，今日の歯科医療が旧来のままで矮小
化された状態に止まるのは不条理である。混じり合
う範囲が拡大するのには必然性があるといわざるを
得ない。いいかえれば，医療，医業自体が科学医学
の進歩とともに拡大しているのに，ひとり歯科医
療，歯科医業だけを拡大発展の停止した状態にして
おくことは，明白な矛盾ということである。これ
が，単に口腔外科関係者だけの認識に止まるとした
ら，歯科全体ひいては社会の損失につながるだろ
う。かつて小幡英之助が選択した「歯科」は，旧来
の口中科との間にその字面と内容で，後年に「ねじ
れ」を生じた。歯科側の投資も患者の「歯と歯周組
織」に限定されるべきだと考える時代錯誤の勢力
は，いわゆる医科関係者のみならず歯科内部にも存
在する点が懸念される。

６．Wikipedia に見る歯科医業の説明

インターネットに公開されているWikipedia の医
業に関する説明では，「歯科医業との重複範囲」と
いう項目で，つぎのような記載がある。
「（前略）歯科医行為の中には食事指導や静脈内鎮
静・全身麻酔，摂食嚥下訓練など，部位を特定でき
ない行為がある。これら以外でも科学的根拠をもっ
て危険性を指摘されないもので，歯科保健医療に貢
献する行為については歯科医師が業として行っても
差し支えない。しかし，治療上他科の専門性が必要
とされる行為（たとえば糖尿病治療中の食事指導）に
おいては歯科医行為のみ（たとえば口腔疾患の予防
または治療の勘案のみにとどめる食事指導）を優先
するべきではなく，他科担当医と連携を取り，患者
に不都合を生じないようにするのは当然である。昭
和２４年当時と現在では治療技術や学問的な体系のず
れが生じており，口腔外科に属する行為がどの範疇
であるかは意見の分かれる所である。例えるなら
ば，歯髄炎の治療は口腔外科では行なわず，純然た
る歯科医業の範疇に入っている反面，悪性腫瘍の頚
部郭清術や口腔外組織の有茎皮弁移植を行なってい
る現状がある。
これまで抜歯は口腔外科に含まれ，医師が行って

も良いとされる風潮があったが，抜歯にはほとんど
の場合以後の咬合構築と一体の歯科的診断・治療方
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針立案能力を問われるため，歯科医師法の第１７条に
「歯科医師でなければ，歯科医業をなしてはならな
い。」と規定されていることを考えると「原則とし
て（緊急的救命的に歯科医師の判断を問う暇がない
場合以外は）抜歯判断は歯科医師にしか行えない」
と考えるのが正しいと考えられる。さらに外科矯正
は処置名どおりその目的がすべて噛み合わせ改変で
あり，すべてが待機処置（手術の特性上緊急的また
は救命的要素は皆無）であるので歯科医師法に照ら
して考えると「外科矯正は歯科医師のみが診断治療
できる処置」とするのが正しい判断であるが，現状
では歯科以外の形成（外科）などにおいても行われて
おり違法性は否めない（原文のまま）。」
以上の記載は，歯科側関係者によるものと思われ

るが，違法性という判断は，「重なり合う範囲」を
重視する立場からすると疑問が残る。たとえば，噛
み合わせを改変する外科矯正といえども，すべてが
待機手術というわけではない。突発的外傷にもとづ
く緊急手術で，顎顔面口腔の矯正手術を並行実施す
べき例はある。
また，指摘される法とは歯科医師法のことであろ

うが，そもそも医療や歯科医療のそれぞれの範囲が
明確に定義されるものでないことから，医師の行う
歯科医療の範囲と，歯科医師の行う医療の範囲と
は，具体的項目（検案書の交付等）として挙げられる
もの以外は，基本的に法的分類になじまないと考え
る。これは法理によって処理すべきものではなく，
倫理条理を規範として対応すべきである。その際，
いわゆる有識者が集まって短期間に意見の開陳を行
い，それを引き取った学会や省庁が恣意的に机上で
作り上げるガイドライン的なものや，一片の通達で
片付くほど簡単でもない。ただ実際に不具合，有害
事象が発生した場合は，医歯を問わず個別の責任問
題となる。
筆者は，死体検案書についてでさえ，歯科医師が

除外されている理由に疑念を持つものである。大規
模災害時はもちろん，高速道や航空機内，さらに山
岳地帯などで発生した突発的事故に居合わせる歯科
医師は，救命救急処置の対応ばかりでなく，また歯
型による個体識別に限らず生死の鑑別を実施する基
礎的能力は持ち合わせているはずであるし，それか
ら逃避するのはむしろ非難されるべきことと考える

からである。まして死体の検案を，もっぱら医療の
延長であるとする解釈には無理があり，各方面から
疑念が生じていることに注目する必要がある。本稿
執筆後に東日本大震災が勃発した。検死の主体は現
状では医師であるが，今回の実態から近未来に向け
て歯科医師の覚悟と法整備が必要であろう。

７．「死」は医療のものか

前号の死亡診断書問題に関連して，１９９８年６月６
日東京の銀座ガスホールで開催されたシンポジウム
「高齢者の終末期医療－尊厳死を考える」の話題に
若干ふれた。そこで今回，広井良典氏（千葉大学助
教授，現同大法経学部教授）と横内正利氏（浴風会病
院診療部長）の口演に関する内容「週刊医学界新聞
（医学書院，１９９８）」を引用する。
広井氏は「これからのターミナルケアに求められ

る視点」と題し，まず「超高齢化時代においては後
期高齢者の死亡が急増し，長期の介護の延長線上に
あるようなターミナルケアが増加すると見込まれ
る。より，ソーシャルサービスや「生活モデル」的
視点の重要性が高まる」との見解を示した。その上
で，戦後日本においては「疾病構造の変化，医療技
術の高度化，病院化の進展の中で，急速な死の医療
化（medicalization）が起こり，病院での死が急増し
た（日本人の病院での死亡率は，１９６５年には死亡者
全体の２９％だったが１９９５年には７４％に拡大）」と指
摘。「日本における死に場所としての病院への集中
と，ターミナルへの今日の人々の意識は，高度経済
成長期を中心とするこの３０年の時代環境と，制度・
政策のあり方によって大きく規定されたものであ
る」との考えを示した。
さらに広井氏は，「死は医療のものか」と問い，

「死は医療サービスにより一義的に決められるもの
ではない。個人の判断による死のあり方の「選択」
の幅を拡大すること。それを可能とするような政策
的支援が重要である」と強調した。具体的には，在
宅・福祉施設でのターミナルケア，施設や居宅に孤
立しないような通所型サービスへの支援などをあげ
るとともに，「死生観そのものを含めて，ターミナ
ルケアというものを，より広い視点から捉え直す作
業が今何より求められているのではないか」と問題
を提起した。
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ひきつづいて横内正利氏（浴風会病院診療部長）
は，「終末期医療の検証を」（横内氏）と題し，「高齢
者の末期については多くの誤解と混乱がある。末期
とは考えられない状態までも末期と見なされて議論
されている」と危惧を表明。「虚弱・要介護のレベ
ルにある高齢者は，急性疾患などによって容易に摂
食困難に陥るが，多くは治療によって疾患が軽快す
れば，経口摂取が再び可能となる。しかし，もし治
療しなければ死に至ることも少なくない。このよう
な高齢者の摂食困難に対して，それを不可逆的なも
のと見なして医療を実施しないとすれば，それは
「延命」治療の放棄ではなく，治癒の可能性をも放
棄することだ」と述べ，治癒の可能性があるにもか
かわらず，末期と見なすこと（みなし末期）を「国民
的合意なしには許されるものではない」と主張し
た。そして，「一定のレベルを超えた治療は望まな
い，ある限られた範囲内の治療で治癒を試みてほし
いという「限定医療」を望む場合は一般的である
が，「みなし末期」との決定的な違いは，治癒する
可能性が十分残されていることであり，医療者が
「自然な看取り」を心がけるのは危険である」と警
鐘を鳴らした。
歯科医師が担当する患者の疾患の多くは慢性であ

るとして，急性疾患や「死」に対する備えをおろそ
かにするわけにはいかない。医療ばかりでなく介
護，福祉にも関わる生涯研修を強調するのであれ
ば，歯科医療の拡大に伴う新規の対応も当然必要と
なってこよう。少くもテクノロジーと同レベルのバ
イオロジーは，臨床の両輪として不可欠である。そ
れには当然この広井，横内両氏の提起する問題，す
なわち死に近づくリスクからの逃避ではなく，その
正面から向かい合いつつ可及的回避する知恵を習得
する覚悟を持つべきだ。
摂食嚥下障害から，安易に胃瘻を造設する傾向に

批判が多くなっている。歯科医師は，無関係でいい
だろうか。医療に限らず時代の趨勢は事前規制から
事後調整に重点を移し，個別の対応と責任を尊重す
る傾向にある。まして医療の世界は，EBM（Evi-
dence Based Medicine）偏 重 か らNBM（Narrative
Based Medicine），テーラーメード医療（tailor-ma-
de medicine，個別化医療）を重視する方向に進みつ
つあることに注目したい。

８．「医業」から除外される医療の増加

医師や看護師の不足，医療介護福祉の多様化とと
もに，「医師による医業の独占」の部分的緩和策が
進んでいる。救急救命士による業務の拡大にはじま
り，最近は介護や在宅医療の拡大に伴って，「緊急
用の注射」（自己注射）や「痰の吸引」などが家族や
医療職のみならず，教育職，介護職にも認められる
ことになった。いわば「痰の吸引」も医療であり，
救急処置の１種であるが，頻度が高く反復する蓋然
性がある。こうした場合，常に医師や看護師の配置
を条件とすると，コスト高になるばかりでなく人員
の確保自体が困難である。処置に対する報酬はとも
かく，「独占」を緩和するさらなる施策が求められ
よう。もちろん，関係者の研修による質的向上は絶
対不可欠である。
このように，「医業」の範囲から除外される「医

療」は，将来にわたって拡大するのではないか。こ
れを医行為でなく「生活行為」とし，介護職員を生
活支援専門職と位置づけて従事させるべきであると
提唱した八戸大学の篠崎良勝氏は，衆参両院厚生労
働委員会所属の国会議員全員に２０１１年４月２８日付け
で要望書を送付した。当然医師会や看護協会は反対
の姿勢をとるであろうが，実質的に医療職が対応で
きず放置されるとなれば，掛け声だけの安全・安心
では済まなくなる。新たな対策は，単純に医療費削
減政策と見なしてはならない。誰かが迅速に手際よ
くやらなければ，患者は死ぬかもしれないのである。

９．耳鼻咽喉科と口腔外科

耳鼻咽喉科はもともと歴史が長く，大人の学会と
外部から評価されていた。しかし，形成外科という
新興の学会ができて耳鼻科出身の会員も多いことか
ら，支援体制をとるようになった。いわば，親子関
係の学会である。形成外科は永らく大学の講座とし
てごく一部にしか認められず，口腔外科と競合する
唇裂口蓋裂の患者も増えず，また整形外科や美容外
科と混同する一般社会での認識も低かった。
そのため，学会総会の開催地を決定する際には大

都市を安易に選ぶのを避け，あえて地方の中小都市
重視にするなど，社会的活動を精力的に実施してき
た。その結果もあって，標榜診療科名について平成
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２０年４月１日，厚労省は診療科名の標榜方法の大幅
な見直しを実施し，常識的にも異常と思われるもの
（形成内科，心療外科など）以外は，原則認可される
方向に転換した。ちなみに，山形大学医学部で
は，２００９（平成２１）年１２月に歯科口腔・形成外科学講
座を設置した。主任は歯学部出身の教授がつとめて
いる。
日本形成外科学会には歯科関係者（口腔外科，矯

正歯科など）もわずかながら加入しているし，歯科
矯正治療を受ける患者の増加とともに，顎矯正手術
を手がける形成外科医も増えてきている。そのた
め，以前ほど表面化していないが口腔外科の診療範
囲は，耳鼻科や形成外科にとっても依然として敏感
な問題である。

１０．医歯二元制の合理的根拠はどこにあるか

かつて義歯は噛めるが，義眼は見えないと持論を
繰り返す補綴の権威がいた。しかし今は水晶体を摘
出したのち，眼内レンズを入れる症例が年間約１００
万以上という時代である。これは，人工歯根の年間
約６６万本を超えている。緑内障も房水流出を増加さ
せるためのドレナージ器具を，眼球に移植するイン
プラント手術が始まった。網膜でさえ，人工物との
置換をめざす研究が進んでいる。耳鼻科では著しい
聴覚障害に対し，内耳の蝸牛に人工内耳を埋め込ん
で聴覚の機能回復をはかる患者が，累積で６，０００人
に迫っているという。
心臓にしても弁膜の障害に対して，人工弁置換術

を実施するのは今やありふれた治療である。心臓の
自動能が不調となった患者には，胸部にペースメー
カーを入れる。人工血管は大動脈にも応用される。
脳外科手術で開頭し，骨の欠損の生じた隙間には即
時重合アクリリックレジンを使って補綴した。脳の

奥深く電極を入れてパーキンソン病による強い震え
を抑制し，歩行も可能にする脳深部刺激装置もあ
る。整形外科では四肢骨，躯幹骨に金属やセラミッ
ク，骨セメント等の多彩な医療材料を応用する。
ロボットの開発，進歩に伴って，手足の欠損に装

着する義肢義足が患者の意志を汲み取った運動をす
るようになるのも遠くない。前立腺がんに対する内
視鏡下手術の支援としてのロボット（da vinchi）応
用も始まっている。このように，医療の世界では人
工組織，臓器の開発，応用が急速に進んでいる。す
でに実用化されている培養皮膚をはじめ，培養軟
骨，角膜上皮細胞シートも治験から市販に向かって
いる。そして最近の再生医療は，神経組織の領域に
及びつつある。こうなるとひとり口腔内だけが「特
殊」であるという根拠は，失われつつあるように見
える。
矯正はどうか。これも整形外科やリハビリテー

ション（理学療法）の現場を見ると，時間をかけて四
肢の形態や機能の改善をはかっていることがわか
る。骨延長法は口腔外科でも顎骨に応用している
が，もともとは整形外科が四肢骨に実施していた方
法である。チタンインプラントもスウェーデンの整
形外科医による osseo-integration の発見から始
まった。しかし，当初の歯科応用が遅れたのは，歯
科側の理解が乏しかったためとされている。
歯科医師が歯科医業の独占に固執するだけでは，

将来が危うい。関係の学会，大学，そして歯科医師
会等が痛みを伴っても中長期的戦略を立ち上げ，総
力戦を覚悟することによってはじめて，歯科全体の
底上げが可能となろう。社会一般に評価される水準
は，その時にはじめて明確となるにちがいない。
（参考文献等は最終回に一括して掲載）

歯科学報 Vol．１１１，No．５（２０１１） ４８３

― ２７ ―



資料３－２
第１回「歯科口腔外科に関する検討会」

議事要旨
１．趣 旨
医道審議会から歯科医業で歯科口腔外科を認めるに当
たって「歯科口腔外科の診療領域及び当該領域における
歯科と医科の協力関係について検討するため，厚生省に
おいて検討会を設置すべきである。」との意見が示され
た。この点を検討するため，厚生省健康政策局長の下に
本検討会を設置した。
２．検討会委員（敬称略）
石川 高明 日本医師会副会長

○石丸 隆治 ㈶ヒューマンサイエンス振興財団理
事長

金子 敏郎 日本耳鼻咽喉科学会理事
河合 幹 日本口腔外科学会理事長
瀬戸 晥一 日本口腔外科学会常任理事
波利井清紀 日本形成外科学会会長
村上 勝 日本歯科医師会副会長
○：座長

３．検討課題
１．標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域につい
て
２．歯科口腔外科領域における歯科と医科との協力関係
について

第１回「歯科口腔外科に関する検討会」議事要旨
１．会議の日時及び場所
日 時 平成８年４月２４日（水） １０：００～１２：００
場 所 松本楼「銀杏の間」

２．出席した委員の氏名（五十音順・敬称略）
出席委員 欠席委員
石川 高明
石丸 隆治
金子 敏郎
河合 幹
瀬戸 晥一
波利井清紀
村上 勝

７名 ０名
３．議 題
・標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域につい

資料３－１ 標榜診療科の変遷について

暦 年 標榜診療科名（新規追加分）

１９４８（昭和２３）年
（医療法制定時）

内科，精神科，小児科，外科，整形外科
皮膚ひ尿器科（又は皮膚科，ひ尿器科）
産婦人科（又は産科，婦人科），眼科，
耳鼻いんこう科，理学療法科（又は放射線科）
歯科

１９５０（昭和２５）年
（医療法改正）

神経科，呼吸器科，消化器科（又は胃腸科），
循環器科，性病科，こう門科

１９５２（昭和２７）年（同上） 気管食道科

１９６５（昭和４０）年（同上） 脳神経外科，放射線科（独立）

１９７５（昭和５０）年（同上） 神経内科，形成外科

1978(昭和５３)年（同上） 美容外科，呼吸器外科，心臓血管外科，
小児外科，矯正歯科，小児歯科

１９９２（平成４）年 医療法改正により，診療科名（標榜診療科名）
については，政令（医療法施行令）で定めるこ
ととされた

１９９６（平成８）年
（政令＝医療法施行令の改正）

アレルギー科，心療内科，リウマチ科，
リハビリテーション科（理学療法科の廃止），
歯科口腔外科

註）麻酔科は１９６５（昭和４０）年２月，特殊標榜科目（許可制の標榜科）として厚生
大臣より制定され，現在に至っている。
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て
・歯科口腔外科領域における歯科と医科との協力関係
について

４．討議の概要
はじめに，石丸委員が座長に選出され，議事を行った。
委員からの主な意見は次の通りであった。
［○は医師側委員の意見，☆は歯科医師側委員の意見］
（標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域につい
て）
☆口腔領域については，医業・歯科医業の観点から
個々具体的に検討するのは困難である。このため，
口腔領域には解剖学的な点から検討してはどうか。

○医行為と歯科医行為との重なり合う診療行為はある
が，歯科医行為の範囲については限度がある。

☆歯科医行為の範囲は，あくまで口腔に原発した疾患
を対象として，口腔の範囲は口峡の部分から前方，
軟口蓋，硬口蓋，頬部，口唇，舌，口腔底を含むも
のと考えてはどうか。

○口腔領域については，外国の状況も踏まえて検討す
べきではないか。解剖学上，口腔領域に関して国際
的な区分としては，WHOの下部組織であるUICC
が作成したものがあり，これによってはどうか。そ
の範囲は，頬粘膜，上歯槽と歯肉，下歯槽と歯肉，
硬口蓋，舌の前３分の２となっている。

○また，デンマークでは，歯科医行為の範囲は法律で
限定的に規定されていると聞いている。例えば，悪
性腫瘍はやってはいけないと明記されている。

○悪性腫瘍は連続的に進展していくため，解剖学的に
線引きすることは困難である。また，口腔領域以外
の組織を口腔領域に移植する行為は歯科医行為なの
か。

（歯科口腔外科領域における歯科と医科との協力関係に
ついて）
○歯科と医科との間で重なっている領域については緊
密な連携をとるとともに，歯科医療の中において一
般歯科と歯科口腔外科との連携も大切である。

（その他）
○従来，歯科の標榜診療科名については名称の最後に歯
科とついていたが，歯科口腔外科の名称はそのように
なっておらず，医業と誤解される恐れがある。このた
め，歯科口腔外科の基本的な診療領域を整理したもの
を歯科医師会が会員に対して周知徹底していただきた
い。
５．次回の日程
平成８年５月１６日（木） １０：００～
問い合わせ先 厚生省健康政策局総務課

担当 関山（内２５１３）
電話 （代）３５０３－１７１１

資料３－３
第２回「歯科口腔外科に関する検討会」

議事要旨
１．会議の日時及び場所
日時 平成８年５月１６日（木） １０：００～１２：００
場所 厚生省特別第１会議室

２．出席した委員の氏名（五十音順・敬称略）
出席委員 ７名
石川高明，石丸隆治，金子敏郎，河合 幹，
瀬戸晥一，波利井清紀，村上 勝
欠席委員 ０名

３．議 題
・標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域につい
て
・歯科口腔外科領域における歯科と医科との協力関係
について

４．討議の概要
前回の議論を踏まえ意見のとりまとめを行った。委員
からの主な意見は次の通りであった。
［○は医師側委員の意見，☆は歯科医師側委員の意見］
○口腔の範囲はWHOのUICCが作成したものがよ
い。

☆口腔の範囲は現在医学，歯学の解剖学で教育してい
るものに合わせてもらいたい。

☆口腔の範囲は，口峡の部分から前方，軟口蓋，硬口
蓋，頬部，口唇，舌，口腔底，顎骨，顎関節を含む
ものと考えている。

○口腔の範囲は，国際的に通じる基準であることが必
要ではないか。

☆WHOのUICCが作成した口腔の定義は，腫瘍のた
めに作成したものである。

○WHOのUICCの分類は腫瘍の分類であるが，口腔
の定義については解剖学的な分類と言えるのではな
いか。

○原則論でもよいから口腔領域の範囲を決める必要が
ある。今までは病院の中だけでの医師と歯科医師と
の協力関係でこられたが，歯科診療所まで歯科口腔
外科を標榜できるようになるとある程度領域を決め
ておかないと現場において問題が起きるのではない
か。

○舌根のリンパ流は口腔のリンパ流とは異なるもので
ある。すなわち，舌根部は口腔の領域外である。

☆口腔の範囲には，頬部が入り，頬部粘膜から頬筋全
部を含む。

☆口腔の機能を考えれば，頬部は入る。
○耳下腺を含め頬部を口腔に含めることはできない。
☆歯性炎症による頬部膿瘍については，下眼瞼に罹っ
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た場合は問題が出てくるが，歯科口腔外科の範囲で
はないか。医師と共同して治療に当たるかは，歯科
医師の判断で対応したい。

○歯性の頬部膿瘍を外切開で治療するといわれたが，
この場合については顔面神経の手術に熟知したもの
でなければ顔を曲げてしまう。そもそも歯科医行為
といえるのか。この膿瘍は頬粘膜からの切開で治癒
せしめうるものである。

○頬部に唾液腺や顔面神経も含めておられるのか。歯
科口腔外科は，口腔を対象とした外科であり，口腔
の構造を構成する要素として頬粘膜でよいではない
か。

☆口腔の範囲に，軟口蓋が入る。
☆口腔機能を維持するために軟口蓋が極めて重要であ
り，補綴行為においても軟口蓋の部位は重要であ
り，歯科口腔外科の対象である。

○軟口蓋は咽頭であり，口腔ではない。本当は医行為
の対象ではないかと考えるが。

☆顎関節は明らかに口腔ではないが，専ら歯科口腔外
科で治療されている。

☆口腔の範囲は，解剖学なり生理学を踏まえて決めて
もらいたい。そのような観点から顎関節は入る。

☆唾液腺も口腔付属器官として口腔に含めていただき
たい。

○耳下腺腫瘍の場合は側頭骨内に進展することもあ
り，中耳や顔面神経の扱いに熟知していなければ治
療できない部位である。

○唾液腺については耳下腺を除くことではどうか。
☆それでよい。
○歯科口腔外科歯科医が口腔の中に発生したガン全て
を取扱うのは歯科医行為の範囲を出るのではない
か。また，口腔から顔面全体や頭蓋に及ぶ先天性異
常も歯科医行為の範囲を出るのではないか。

○歯科医師の免許で口腔の外側や耳下腺とか眼を治療
対象とすることはよいのか。さらには，頸部郭清も
行えるのか。

☆歯科医師も実際に頸部郭清まで行っている。
○歯科医師が実際にやっているからよいということで
はなく，歯科医行為として問題ないかということで
ある。

☆歯科医師でも口腔に原発したガンは治療できるので
歯科口腔外科の対象となるのではないか。

○口腔に原発したガンでも，転移を扱う場合は，医行
為である。

☆では，転移を含め口腔から進展したものは医師との
連携をとる。口腔以外に原発したものには手を着け
ない。

○化学療法の取扱いはどうするのか。
☆歯性顎炎に対し化学療法を行えば全身に作用，これ
と同じ論理で抗腫瘍剤を用いて口腔に原発した疾患
の治療は全て行う。口腔領域に局在する腫瘍に対し
ては歯科医師が単独で化学療法を行っている。

○形成外科学会としては１口腔領域を越え進展してい
る，或はその可能性のあるガンの治療及び化学療
法，２耳下腺や頬部の腫瘍，３ガン切除後の再建な
どに用いる遠隔部よりの血管柄付遊離組織移植，４
口唇・口腔以外の顔面の先天性異常や形態異常の治
療，５頬骨や眼窩骨に及ぶ顔面骨折の治療や顔面の
多発外傷の治療，以上の事項は医業の範囲と考えら
れるものであり，歯科医師がこれらについて対応す
る場合は医師と協力して口腔の治療に当たってもら
いたい。また，形成外科学会としては，口腔の定義
はWHOのUICCによるものと考えており，耳下腺
や頬部は口腔に含まれない。

☆形成外科学会の５項目の要望事項については医師と
適切に協力して行う。

○ドナーから組織をとることも含めて，口腔領域以外
の組織を口腔領域に移植する行為はどうなのか。

☆形成外科学会の要望の３と同様の対応である。

◎以上の議論を踏まえ次の意見がとりまとめられた。

（歯科口腔外科の診療領域）
標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象
は，原則として口唇，頬粘膜，上下歯槽，硬口蓋，舌前
３分の２，口腔底に，軟口蓋，顎骨（顎関節を含む），唾
液腺（耳下腺を除く）を加える部位とする。
（歯科口腔外科の診療領域における歯科と医科の協力関
係）
歯科口腔外科の診療の対象は口腔における歯科疾患が
対象となるが，特に，悪性腫瘍の治療，口腔領域以外の
組織を用いた口腔の部分への移植，その他治療上全身的
管理を要する患者の治療に当たっては，治療に当たる歯
科医師は適切に医師と連携をとる必要がある。

◎検討会の議事要旨の内容については日本医師会，日
本歯科医師会等が会員に周知させていく。

５．今後の日程
今回で本検討会は終了とされた。

問い合わせ先 厚生省健康政策局総務課
担 当 関山（内２５１３）
電 話 （代）３５０３－１７１１
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資料３－４ 科長会議結成趣意書

昭和４５年３月
殿
国立大学医学部附属病院

歯科口腔外科診療科科長会議
公立大学医学部，医科大学附属病院

歯科口腔外科診療科科長会議

国立大学医学部附属病院
および公立大学医学部医科大学
附属病院歯科口腔外科診療科々長会議結成趣意書

わが国の医療体制は，制度上，医科と歯科に大別する
ことができます。このような制度の是非は別問題として
も，現代の歯科医療担当者として，めまぐるしく進歩，
発展していく医学の内容に適した新しい歯学教育のあり
方や歯科医療制度などについて，将来の長期的展望を持
ち，真剣に検討していくべき義務があると存じます。
一方，医育ならびに医療制度改革問題が契機となって
起った医学部の紛争が収拾されたとはいえ，問題解決に
至っていない今日，各大学では真剣に医学部および付属
病院の機構改革問題に取り組んでおります。
そこで，われわれ国立大学医学部附属病院ならびに公
立大学医学部，医科大学で歯科診療科を担当する一員と
して，医学部の機構のもとにあって，当面している種々
の問題点について討議し，歯科，口腔外科に関する教
育，研究，診療の内容を充実することにより斯学の発展
向上に寄与すると同時に相互の親睦を計ることを目的と
して，本会議を併置結成する次第であります。
何卒，関係各位のご支援とご指導を切にお願い申し上
げます。

資料３－５ 結成趣意書と同時に各方面へ出され
た要望書（国立大学）

昭和４５年３月
殿
国立大学医学部附属病院
歯科口腔外科診療科科長会議

国立大学医学部附属病院歯科
診療科充実に関する要望書

近代医学の進歩発展にともない，臨床医学は一方にお
いて専門細分化の傾向にあり，他方では総合化の必要性
が叫ばれ，より高度の知識と技術が要求されつつありま
す。このように専門知識と共に，全身は勿論広く口腔の
機能と疾患を識る良識を備えた医師，あるいは人体全体

をみる良識を備えた歯科医師であることの必要性が従来
にもまして強くなっております。
かかる現況において，国立の歯学教育機関は，７５国立
大学のうち北海道大学，東北大学，新潟大学，東京医科
歯科大学，大阪大学，広島大学，九州大学は医学部と歯
学部が併設されています。また，医学部を設置した国立
大学では，東京大学，千葉大学，名古屋大学，岐阜大
学，京都大学，岡山大学，鹿児島大学の７大学医学部
に，歯科学の研究，教育，診療機関として，口腔外科学
の名称の許に講座が設置され，診療部門としてはその附
属病院に，歯科診療科（歯科，あるいは口腔外科，また
は歯科口腔外科と標榜している）が設けられております
が，他の弘前大学，群馬大学，信州大学，金沢大学，神
戸大学，鳥取大学，山口大学，徳島大学，長崎大学，熊
本大学の１０大学医学部においては，その附属病院に歯科
診療科が設置されているにすぎません。しかも，これら
の国立１０大学医学部附属病院歯科診療科は大学歯学部あ
るいは歯科大学の存在しない地方都市にあるため，特に
口腔外科的疾患を中心とした歯科学術面および歯科医療
面で，地域的に主要な役割を課せられ，同時に学内にお
いても医育教育の一環として歯科，口腔外科学の講義お
よび実習を担当し，さらに臨床各科との連携を保ち，関
連疾患の診療ならびに学術研鑽に協力しております。
一方，現制度における大学の教育，研究は講座制を単
位として予算および教官定数などが積算されているた
め，講座なき歯科診療科においては，正規の病床すら認
められず，研究費ならびに，その他の予算も極めて少額
にすぎません。また，教官は講師を診療科長とし，助手
数名による構成人員であるため誠に不遇な環境におかれ
ているといえましょう。このように，われわれ１０大学の
歯科は，附属病院内の一診療科にすぎないため，人的な
らびに物的面において困窮しがちであり，学究の徒によ
る研修の場とならず，研究はおろか，日常の患者診療の
円滑化をも阻害されているのが現状であります。こうし
た状況にあるため医学部附属病院歯科診療科への入局希
望者が，近年，目にみえて漸減しており，将来，歯科医
療態勢の崩壊を余儀なくされるのではないかと危惧する
ものであります。
他方，国立大学医学部の講座制が検討されはじめてい
ますが，現制度の許では，まづもって地方の国立大学医
学部附属病院における歯科の現機構を再検討し，その地
域社会の歯科医療需要の多様性に即応しうる教育，研
究，診療機関としての予算処置ならびに教官定数の増加
を充当していただきたく，さしあたり国立１０大学医学部
に口腔外科学講座全面設置の即時実施を強く要望いたし
ます。
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資料３－６ 文部省大学局長訓令

文大医第３０３号
昭和５０年９月２７日

大 学 長 殿
文部省大学局長
井 内 慶次郎

国立大学の医学部等の付属病院及びその分院並びに付
置研究所の付属病院に置く診療科を定める訓令の一部を
改正する訓令（昭和５０年文部省訓令第２２号）及び国立大学
の医学部等の付属病院及びその分院並びに付置研究所の
付属病院に置く臨床検査等に関する部を定める訓令の一
部を改正する訓令（昭和５０年文部省訓令第２５号）の制定に
ついて

このたび，標記訓令が別添のとおり制定されたのでお
知らせします。
ついては，これにより学内事務を取り進められるよう
お願いします。

文部省訓令第２２号

国立学校設置法施行規則（昭和３９年文部省令第１１号）第
１７条第１項の規定に基づき，国立大学の医学部等の附属

病院及びその分院並びに附置研究所の附属病院に置く診
療科を定める訓令の一部を改正する訓令を次のように定
める。

昭和５０年９月２６日
文部大臣 永井 道雄

国立大学の医学部等の附属病院及びその分院並びに附
置研究所の附属病院に置く診療科を定める訓令（昭和４２
年文部省訓令第２３号の一部を次のように改正する。

別表第２中「歯科」を「歯科口腔外科」に改める。
別表第３の２中「歯科」を「歯科口腔外科」に改め
る。
別表第４医学部附属病院の項中「歯科」を「歯科口腔
外科」に改め，
別表第９及び別表第１０中「歯科」を「歯科口腔外科」
に改める。
別表１２医学部附属病院分院の項中「歯科」を「歯科口
腔外科」に改める。
別表第１５，別表第１６，別表第１９，別表第２０，別表第

２２，別表第２３及び別表第２５中「歯科」を「歯科口腔外
科」に改める。
附則
この訓令は，昭和５０年１０月１日から実施する。
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