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は じ め に

総務省が６月に発表した国勢調査（２０００年１０月）

の抽出速報によれば，わが国の人口構成は６５歳以

上の高齢者人口２，２２７万人（１７．５％）に対し，１５歳

未満の年少人口は，１，８４５万人（１４．５％）で実数・

構成割合ともに過去最少を更新するとともに，国

勢調査開始（１９２０年）以降はじめて高齢者人口が年

少人口を上回ったことが明らかになった（図１）。

一方，厚生労働省の人口動態統計１）によれ

ば，２０００年の合計特殊出生率（出産適応期の女性

が生涯に出産する子どもの数）は１．３５であった。

この数値は過去最低を記録した１９９９年に比

べ，０．０１上昇していたことと２０００年の出生数が前

年に比べ１２，８９１人増加し，１１９万５６０人であったこ

とから，少子化傾向に歯止めがかかったとの意見

もみられる。しかしながら，この増加は「ミレニ

アムベービー」を望んだ親が多かったためによる

一時的現象であると考える方が妥当であろう。第

１子出生時の母親の平均年齢は，２８．０歳と過去最

高となり，さらに，２０歳代の出産数は減少し，３０

歳代で増加していること（晩婚化）や，人口置換水

準（現在の人口を維持するのに必要とされる水準）

が１９９７年時点での２．０８を大幅に下回っていること

などから，今後，出生率が右肩上がりに推移する

とは考えにくい。一方，国立社会保障・人口問題

研究所の試算によると，１９９６年における出生率（合

計特殊出生率：１．４３），出生性比（女１に対し男

１．０５２）及び死亡率（平均寿命 男：７７．０１，女：

８３．５９）が続いたと仮定すると，将来のわが国の人

口は，２１００年ころに現在の約半数，３０００年ころに

は約５００人，３５００年ころには約１人となるとの推

計値が示されている２）。

すなわち，人口動態に関する各種統計値によっ

て，わが国は，未だどの国も経験したことのない

速度で少子高齢社会に移行していることが裏付け

られており，少子化がもたらす種々の問題点が指

摘されている。

本シリーズは，少子社会における小児の口腔健

康管理について，小児期（成長・発達期）を歯列・

咬合の発育段階により，�無歯期，�乳歯萌出
期，�乳歯列期，�混合歯列前期，�混合歯列後
期および�永久歯列完成期の６段階に区分し，そ
れぞれの時期における成長・発達の特徴を踏まえ

た口腔健康管理の要点を解説する。本稿は，その

―――― 臨床ノート ――――
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第１回として，少子社会において子ども達の保育

環境がどの様に変化し，その結果，子ども達とそ

の保護者にどの様な影響を及ぼしているのかにつ

いて説明したい。

少子社会における歯科医療の在り方

治療を優先した現在の歯科医療体系は，「齲蝕

歯の保存修復→歯髄処置→歯冠補綴→抜歯→喪失

歯の補綴」の方向で進行し，結果として「歯の喪

失」に繋がるとの指摘がなされている。また，保

険医療制度における診療報酬もこの流れに沿った

配分が図られていたと思われる。しかしながら，

現在，歯科界挙げて取り組んでいる「８０２０運

動」の基本的概念は，「歯を残す。」ことである。

平成１１年に実施された歯科疾患実態調査３）によれ

ば，８０歳での現在歯数は８．２歯，２０歯残す者の割

合は１５．２５％（いずれも推定値）に過ぎず，２０歯以

上自分の歯を保有する者は６０歳代前半までであ

り，８０２０達成は未だ遙かと実感させる数値が

示されている。このことからも「歯を残す」ため

には，現在の歯科医療体系を治療優先から予防重

視へと方向転換を図る必要がある。齲蝕や歯周疾

患を生活習慣病（Life―style―related disease）の一

つと捉え，適切な「自己管理（self care）」と，「専

門家による管理（professional care）」によって，

口腔疾患の予防と健康の維持・増進を推進してゆ

くことが大切と考える（図２）。すなわち，生活習

慣を学習する時期である幼児期，そしてそれが定

着する学齢期までに好ましい生活習慣を確立させ

ることが口腔健康管理の要点であり，その後の高

齢期に到る生涯を通じての適切な口腔健康管理が

８０２０を達成することに繋がるものと考える

（図３）。

小児期の口腔保健に関する施策

今日わが国が直面する少子高齢社会において，

将来の社会を担う小児の健全な育成は，社会的最

重要課題の一つである。１９９０年に示された厚生省

健康政策局歯科衛生課による「歯科保健指導の手

引き４）」には，幼児期の歯科保健の意義として５

図１ 高齢者人口が年少人口を超した新聞報道（毎日新聞朝刊，平成１３年６月２９日）
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項目が挙げられている（表１）。さらに，平成１１年

版厚生白書は，副題に『少子社会を考える―子ど

もを生み育てることに「夢」を持てる社会を―』

を掲げ，少子社会における厚生行政の課題と将来

に向けての指針を示している５）。一方，新たな健

康づくりへの取り組みとして，２０００年３月に「２１

世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１）」

を策定し，２０１０年に達成する目標９項目を掲げて

いる。この９項目中には「歯および口腔領域の健

康増進」に関する目標もその一つとして掲げら

れ，小児期の口腔保健については，表２に示すよ

うに「幼児期の齲蝕予防」および「学齢期の齲蝕

予防等」について２０１０年までに達成する具体的な

目標が掲げられている。また，「健康日本２１」の

一環として厚生労働省母子保健課が所管し，２０１０

年までの母子保健推進に関する課題についての効

果的な調整・推進を目的とする「健やか親子２１」

推進協議会が設置され，医学・医療関係のみなら

ず，保育や児童福祉等，小児の健全な育成に関連

する多くの学，協会，団体が参加して活動が開始

されており，少子社会における小児の健全な育成

について多方面から多くの取り組みがなされてい

る。

少子社会と育児の実態

厚生労働省がまとめた世帯統計６）によると，１９９９

年における「子どものいる世帯」は，全世帯の

２９．３％であった。これらの世帯における子どもの

数の平均は１．７５人であり，大半の子ども達は兄

弟・姉妹のいない一人っ子として養育されてい

る。さらに，子どものいる世帯の６９．１％が両親と

子どものみの，いわゆる核家族である。また，子

どものいる世帯の居住地域分布をみると，その多

くは都市部に偏在している。こうした現象は，小

児の育児環境に及ぼす少子化の影響として多くの

識者に指摘されているように，種々な問題点が顕

在化している。すなわち，地域社会における子ど

も人口の減少あるいは偏在は，育児仲間の減少，

偏在につながり，母親相互間の育児情報交換の場

が減少または欠落することになる。このことは育

児書に依存し過ぎた育児や独りよがりの育児に陥

る危険性が指摘される。また，核家族化や夫婦と

表１ 幼児期における歯科保健の重要性

１．乳歯は幼児期の消化・吸収のために重要な器官で
あり，偏食をせず，バランスの採れた食事の摂取に
とって大切である。

２．齲蝕による乳歯の歯冠崩壊や喪失は，健全な永久
歯列の形成に悪影響を与える危険性が高い。成人歯
科保健の見地からも幼児期における乳歯齲蝕の予防
が大切である。

３．幼児期は歯や顎・顔面の成長・発達期であり，正
しい咀嚼，食習慣の習得にとって大切な時期でであ
る。

４．幼児期は言葉を覚える時期であり，健全な口腔器
官の維持は正しい発音と言語の習得の基本となる。

５．幼児期は人格形成期であり，整った口元を保つこ
とが豊かな人間性の形成につながる。

図２ 成長・発達期の口腔管理の流れ

幼児期における歯科保健指導の手引き４）より改編

図３ ライフステージと口腔保健

歯科学報 Vol．１０１，No．６（２００１） ４８７
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も就業している等，家族構成や生活様式の変化に

伴い家庭内に育児経験者が少なく，経験不足によ

る拙劣な育児になることが危惧される。一方，自

分の子どもだけは「良い子」に育てたいという願

望から意識する，しないに拘わらず「良い子ちゃ

ん」指向あるいは親の見栄による「少子豪華主

義」的指向が強くなる傾向がみられる。他方，子

どもの側からみると，兄弟・姉妹との生活（遊び）

を通じて学習する社会性の発達の遅滞や，その進

展と深く係わっている機能の発達にも影響を及ぼ

していることが推測できる。

以上，最近の育児実態の問題点を挙げると，

１．育児の多様化

家庭内育児時間の減少と保育所育児の長時間化

にともない母子一体関係が希薄化している。

２．「良い子ちゃん」指向と均質性指向

親からみて「良い子」でなければならない。し

かも同年代の「ほかの子」と格差があってはなら

ない。

３．育児不安

核家族化による家庭内あるいは家族間の育児支

援が欠落している。多くの育児書による様々な育

児情報が氾濫しているが，適切な情報を選択する

能力が低い。

４．不適切育児

「子ども」そのものあるいは子どもの生物学的

特徴について無知あるいは知識が希薄である。

５．育児の商業化

多種，多様な幼児教室や早期教育教材が氾濫し

ている。早期幼児教育への参加は，時として子ど

もの心身の健康が犠牲にされている。通常の家庭

内生活から習得（獲得）させるべき知恵・躾がなお

ざりにされている。

等が指摘される。

発育段階別にみた成長・発達の特徴

小児とは成長・発達の途上にある個体の総称で

ある。成長・発達とは独立のための準備の過程を

意味している。この過程は，身体的成長と機能発

達に伴って進行する。機能の発達には，吸啜運動

表２ 「健康日本２１」が掲げる小児期歯科保健の目標

目 標 基 準 値 ２０１０年目標値

１．幼児期齲蝕予防

○幼児期の齲蝕予防の目標
�齲歯のない３歳児の割合の増加

齲歯のない者：３歳児：５９．５％
（平成１０年度３歳児歯科健診結果）

８０％以上

○リスク低減目標
�３歳までにフッ化物歯面塗布を受けたことの
ある者の割合の増加

フッ化物歯面塗布経験のある３歳児：３９．６％
（平成５年歯科疾患実態調査）

５０％以上

�間食に甘味食品・飲料を１日３回以上飲食す
る習慣を持つ者の割合

１日３回以上間食をする１歳６か月児：２９．９％
（久保田らによる調査，平成３年）

減 少

２．学齢期の齲蝕予防等

○学齢期の齲蝕予防の目標
�１２歳時の１人平均DMF歯数の減少

１２歳児の１人平均DMF歯数：２．９歯
（平成１１年学校保健統計調査）

１歯以下

○リスク低減目標
�学齢期におけるフッ化物配合歯磨剤使用者の
学割の増加

児童のフッ化物配合歯磨剤使用率：４５．６％
（荒川らによる調査，平成３年）

９０％以上

�学齢期における過去１年間に個別的歯口清掃
指導を受けたことのある者の割合の増加

過去１年間に歯磨き指導を受けたことのある者
１５～２４歳：１２．８％（平成５年保健福祉動向調査）

３０％以上

厚生省「健康日本２１」より抜粋

藥師寺，他：少子社会における小児期の口腔健康管理４８８
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のように先天的反射運動によって制御されている

機能もあるが，咀嚼運動のように多くの機能は後

天的な学習によって習得，習熟してゆく。すなわ

ち習熟の過程における適切な指導と支援が不可欠

である。この指導と支援の主体は直接育児を担当

する両親であるが，子ども達の健全な育成に係

わっているすべての者は，専門的立場から個々の

子どもの発育段階に応じた助言を与え，時には子

ども達を直接指導する役割が課せられている。そ

こで小児の成長・発達の特徴について，以下に記

載する。

１．新生児期～乳児期

この時期は，心身の発育が最も旺盛な時期であ

るが，子どもには独立性がほとんどなく，母子一

体関係と呼ばれる環境下にある。子どもを取り巻

く家庭環境とくに主に育児を担当する者（母親）の

育児姿勢が子ども達の心身の健全な発育に大きく

影響する。乳児期後半になると社会性発達の芽生

えとして「人見知り」が現れてくる。核家族化，

母親の就業継続等，母子スキンシップが希薄とな

りやすく，その反動として過保護育児に陥りやす

い。

２．幼児期

この時期は，自我の発達から自己主張が強くな

り「第一反抗期」と呼ばれる時期を境に幼児期前

半と後半に分けられる。幼児期前半は，未だ母子

一体関係が継続されるが，自立歩行が可能とな

り，話し言葉（基本的会話）の習得期にあたる。自

立のための基本的生活習慣を習得する大切な時期

である。友達社会への参入準備期でもあり，子ど

もの生活環境は家庭内から外の向かって次第に広

くなってくる。「第一反抗期（小悪魔の時代）」を

迎え，自立欲求の高まりと運動機能の発達に伴

い，行動範囲が広くなる。機能の発達は，学習に

よって獲得される。学習は学びたい意欲を引き出

すことが大切であり，子ども達の学習意欲を引き

出すような環境の整備が求められる。

幼児期後半（就学まで）は，社会性の発達がめざ

ましく，周囲の人たちを観察し，模倣することに

よって次第に協調性や自己制御能力を学んでゆ

く。母親の管理下を離れる時期が増加し，複数の

友達との小集団の遊びが可能となる。基本的会話

に必要な言葉のほとんどを習得し，学習能力の向

上がみられるようになる。男の子らしさ，女の子

らしさ（小紳士，淑女の時代）を意識するようにな

り，恥じらいや劣等感を懐き始める時期にあたる

ため，周囲の不用意な対応が，子どもの心に傷を

残す恐れがある。幼児期全範囲獲得した好ましい

生活習慣の定着と習熟を図るようにし向けること

が大切である。知的発達が著しく，旺盛な好奇心

を示す時期であり，これを上手に利用して自己健

康管理の重要性を説明し，実践させるような指導

が望まれる。

３．学童期

この時期の一般的な身体発育は，発育速度が緩

徐で他の時期に比べ比較的安定した時期にあた

る。しかし歯科的には混合歯列期であり歯列・咬

合の成長変化の著しい時期である。また，この時

期の末期は思春期と重なるため身体発育は急進期

を迎える。機能発達面では，質的発達より量的発

達が主であり個々の機能の増加がみられる。幼児

期の自己中心的思考から客観的で論理的な思考へ

移行してゆくとともに家族中心から友人や教師と

いった社会的関係からの影響が強くなる。学校で

の集団生活から組織的行動ができるようになる。

低学年では指導者（教師等）が不可欠であるが，学

年が進むにつれて自主性が養われ，仲間うちの

「リーダー」を中心に同一性が重んじられるよう

になることから，この時期は「ギャングエイジ」

とも呼ばれる。集団生活による組織的行動の面か

らみると，近年の少子化が影響し集団生活に適応

できない子どもが増えているといわれている。

４．思春期

この時期は，子ども達の心身の変化が最も著し

い時期である。身体的には二次性徴が発現する時

期であり，精神的には独立性と純粋性が強くな

り，周囲の大人に対し反抗的態度を示すようにな

る。これが「第二反抗期」と呼ばれる状態で，理

想と現実の格差が現状否定となり反抗的態度とし

て現れる。親や教師の意見を極度に嫌い，同世代
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に意見を求めることが多い反面，交友関係は不安

定で自分の殻に閉じこもる傾向がみられる。心身

の不安定性は，青年期に移行するに従って安定性

を取り戻し，個性が確立されててゆくが，周囲が

対応を誤ると，身体的及び精神的に種々な問題行

動あるいは反社会的行動をとるようになり，学童

期までに獲得された良好な生活習慣が崩壊する危

険性を有している。

以上，子ども達の発育段階毎にみられる，特徴

について述べたが，それぞれの時期における成

長・発達の特徴を踏まえ，生涯を通じての適切な

口腔健康管理の実施が８０２０の達成を導くもの

と考える。次回から発育段階毎にみた歯列・咬合

の成長・発達の特徴と口腔健康管理上の要点につ

いて解説する。
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