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抄録：妊娠は口腔内環境にも変化が起き，歯周病や
齲蝕などが生じやすくなり，胎児へ影響を与える場
合がある。そのため，妊娠期における正確な口腔保
健情報を知ることは妊婦にとって有益である。しか
し，妊婦がどれくらいの知識を持っているか，また
効果がどの程度あるかについては，いまだ分かって
いない。今回，市川総合病院産婦人科で定期健康診
査を受けている妊娠１６～２５週の妊婦に対し，母親学
級においてアンケート調査と歯科保健指導を行い，
現状と必要な情報について検討した。
その結果，妊娠悪阻の経験がある人はない人と比

較して有意に口腔内に気になることがあることが明
らかになった。また，妊娠前後の歯磨きの習慣は，
仕事をしていない人の方が有意に回数が増えてい
た。かかりつけ歯科医の存在や定期健診の有無と口
腔内に気になることについて関連性は認められな
かった。
本調査から，妊娠期の正しい口腔保健情報発信と

口腔内管理が重要であると考えられた。

緒 言

周産期における口腔保健情報は，マスメディアや

行政サービス，あるいは産科が主催する母親学級な
ど様々な方法で得ることができる。また，歯周疾患
と早産・胎児発育不全のリスクとの関連１）が明らか
にされて以来，妊娠期における歯周管理の重要性が
強調されている。しかしその一方で，妊婦を対象と
した調査では，歯周疾患が及ぼす全身への影響に関
する知識は低く，歯科からの情報発信が十分である
とは言いがたいのが現状である２）。

東京歯科大学市川総合病院では，基本的に木曜日
の午後に開催される，妊娠１６～２５週の妊婦を対象と
した母親学級に歯科の時間を設け，歯科医師及び歯
科衛生士が講義による歯科保健指導を行っている。
今回，われわれは妊娠期の生活環境の変化や，口腔
保健に関する意識調査を行い，その現状と妊婦に
とって必要な情報とは何かを検討した。

対象及び方法

平成２８年１１月から平成３０年３月までに，東京歯科
大学市川総合病院産婦人科で定期健康診査を受けて
いる妊娠１６～２５週の妊婦１２１名（平均年齢 ３４．２±４．６
歳）を対象とし，無記名の自計式調査を実施した。
年齢分布は，３０歳代が７８名（６６．５％）と最も多く，
次いで，２０歳代が１７名（１４．０％），４０－４４歳が１２名

（９．９％）であった。１１１名（９１．７％）が初めての妊娠で
あった。悪阻を経験していたのは９４名（７７．７％），仕
事をしていた人は７７名（６３．６％）であった。

調査項目は，年齢，出産歴，妊娠悪阻の有無，仕
事の有無，妊娠後の間食の回数，妊娠前後の歯磨き
の習慣，間食後の歯磨き状況，口の中で気になって
いること，かかりつけ歯科医の有無，口腔に関して
知りたい情報（母あるいは児），受講後の感想，受講
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により生活習慣を変えるか，受講内容を家族に話す
か，とした。講義前・後には内容の理解度を把握す
るため，１０項目の確認テストを行った（表１）。

統計処理は，SAS Version９．４for windows（SAS
Institute, Cary, NC, USA）を使用し，カイ二乗検定
を行い，p＜０．０５を有意差ありとした。本研究は東
京歯科大学市川総合病院倫理審査委員会にて承認さ
れている。（受理番号：I１６－３３）

結 果

１．口腔内で気になっている症状の有無とその実際
口の中で気になっていることが「ある」と答えた

のは，８３名（６８．６％）であった。その内訳（複数回答）
は，図１に示すとおり，歯肉の出血２１名（１７．４％），
齲蝕症１９名（１５．７％），口臭１８名（１４．９％）の順であ
り，以下，歯並び，歯肉の腫れ，歯がしみる，ねば
つきであった。

２．かかりつけ歯科医の有無
かかりつけ歯科医が「ある」と答えたのは，

５３．７％であった。そのうち，定期的に歯科受診して
いるのは４０名であり，全体の３３．１％であった。

３．口腔内で気になっている症状に影響する因子の
検討
かかりつけ歯科医の有無，定期口腔健診の受診の

有無と口の中が気になっていることの有無とについ
ては関連性を検討したが，有意差を認めなかった。
一方，妊娠悪阻の経験がある人は，ない人と比較し
て，有意に口腔内に気になることがあるとの結果で
あった（P＜０．０１）（表２）。

４．口腔に関して知りたい情報
母の知りたい情報（複数回答）としては，図２に示

すように，むし歯予防・フッ化物について６４名
（５２．９％）と最も多く，以下，ブラッシング方法５４名
（４４．６％），歯ぐきの病気４６名（３８．０％），口臭３４名
（２８．１％），歯間清掃用具の使用３１名（２５．６％）の順で
あった。児に関して知りたい情報（複数回答）として
は，お口のケア１０２名（８４．３％）と最も多く，以下，む
し歯の予防９７名（８０．２％），歯並び８５名（７０．２％）の順

表１ 確認テスト（講話前・後）

いちっこクラブ（歯科） 確認テスト（講義前・後）

妊娠中のお母さんのお口の健康を守ることは，生まれてくるお
子さんの生命を守ることにもつながるため，いちっこクラブでは，
お母さんへの口腔ケア・口腔衛生に関するお話をさせていただいて
います。

お話の前後で，どれくらい今日のお話をお分かり頂けたかを確
認するため，下記の簡単な○×テストにお答えください。

は

①妊娠すると，歯ぐきが腫れやすくなる。 （○ ×）

②妊娠中は，歯のレントゲン撮影は避けた方が良い。 （○ ×）

③歯周病は，早産，低体重児出産と関係があるといわれている。 （○ ×）

④歯科治療は，妊娠初期に行うのが良い。 （○ ×）

⑤妊娠中は，唾液の分泌量が増える。 （○ ×）

⑥むし歯は，感染症である。 （○ ×）

⑦スポーツ飲料水は，むし歯の原因になる。 （○ ×）

⑧フッ化物は，むし歯の予防に効果的だ。 （○ ×）

⑨赤ちゃんの歯は，妊娠初期からでき始める。 （○ ×）

⑩むし歯に罹患しやすいのは，１歳６か月である。 （○ ×）

表２ 口の中で気になっていることの有無と妊娠悪阻の経験について（n＝１２１）

妊娠悪阻

あり
（n＝９４）

なし
（n＝２７） カイ二乗検定

口の中に気になっていることがある ７０ １３ P＜０．０１
口の中に気になっていることがない ２４ １４ 有意差なし

図１ 口の中で気になっていること（複数回答）（n＝１２１）
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であった（図３）。

５．妊娠後の間食と間食後の歯磨きの現状
妊娠後の間食は，「増えた」と答えたのは３０．６％，

「変わらない」と答えたのは４７．１％であった。一
方，間食後の歯磨きについては４９．６％が「していな
い」と答えていた。間食の回数と歯磨きの習慣及び
仕事の有無では，有意な変化は認めなかった。妊娠
前後の歯磨きの習慣の変化では，仕事をしている妊
婦では変化を認めなかったが，仕事をしていない妊
婦では歯磨きの回数などの歯磨き習慣に有意な変化
があった（P＜０．０５）（表３）。

６．受講後の感想・確認テストの結果について
受講後の感想としては，母親学級の内容（スライ

ドなど）については９７．５％が「良い・少し良い」と
答えており，時間についても９５％が「良い・少し良
い」と答えていた。時間帯については，７７．７％が
「良い・少し良い」と答えていた。「今日から生活
習慣を変えるか」という質問に対しては９４．２％が
「今日からすぐに・徐々に」と回答していた。ま
た，「講義内容を家族に話すか」に対しても９４．２％
が「話す・一部話す」と答えていた。一方，講話の
前後に行った確認テストにおける正答数は，講話前
が６．９±１．６（平均±標準偏差）であったが，講話後が

９．７±０．６へと有意に上昇していた。

考 察

東京歯科大学市川総合病院における母親学級は，
妊娠中の過ごし方を学び，お産への不安をなくすこ
とを目的として，医師，歯科医師，歯科衛生士，助
産師，管理栄養士，事務職などが，妊娠や出産に関
する専門的な情報提供と指導を行っている。参加は
任意であり，病院のホームページ上でも情報公開し
ている。週数に応じて３クラスを受講していただい
ており，参加人数は，回を追うごとに増加してい
る。歯科は，毎月第１木曜日に妊娠１６から２５週の妊
婦に受講していただくクラス１において，産婦人
科，小児科，医事課と共に担当している。歯科のセ
クションでは，歯科医師，歯科衛生士より歯科保健
指導を行っており，歯科医師からは，「妊娠による
口腔内の変化」，「妊娠中に特徴的な口腔内疾患」，
「妊娠中の歯科治療の安全性」について，また，歯
科衛生士からは「妊娠中のセルフケア」，「子供のブ
ラッシングの方法」について講義している。希望者
に対しては，口腔に対する対面での相談の場を設
け，口腔に対する質問を受け，定期的な歯科健診へ
の受診勧奨を行っている。なお，「クラス２（妊娠２６
－３１週）」では，妊娠中の栄養，母乳育児に対する
講義形式，マタニティーヨガを行い，管理栄養士，

表３ 仕事の有無と歯磨きの習慣の変化について（n＝１２１）

歯磨きの習慣の変化

あり
（n＝５５）

なし
（n＝６５） カイ二乗検定

仕事をしている者 ３２ ４９ 有意差なし
仕事をしていない者 ２３ １６ P＜０．０５

図２ 母の知りたい情報（複数回答）（n＝１２１） 図３ 生まれてくる子供の知りたい情報（複数回答）
（n＝１２１）
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助産師が担当し，妊婦同士の交流会を行っている。
「クラス３（妊娠３２－３５週）」では，入院～退院まで
の流れ，お産の経過，立ち会い分娩，産後ケア入院
についての説明があり，助産師が担当している。

妊娠に対する不安やストレスは，特に妊娠初期の
方が高いとされ３），情報を夫婦で共有することは，
夫婦関係満足尺度が高くなるといわれている４）。今
回，クラス１では９７．５％が講話内容をポジティブに
評価し，口腔への積極的な関与と生活習慣の変容へ
の意欲を示しており，また，９４．２％が家族に内容を
話す，つまり家族と情報共有すると回答しているこ
とから，参加者のニーズにあった内容を提供するこ
とができており，不安やストレスの解消につながっ
ているものと考えられた。

参加者の年齢は，３０歳代が６割を占め，約９割が
初産であった。平成２７年度の厚生労働省 人口動態
職業・産業別統計５）によると，第１子を出生の母親
の平均年齢は３０．７歳で，有職率は４５．８％と報告して
いる。就業状態別では，有職者の平均出産年齢が
３１．５歳，無職が２９．９歳である。本教室への参加者は
更に高い結果となった。その背景には，受講者の約
６割が仕事を有しており，高学歴社会による女性の
社会進出や結婚観による晩婚化による影響があると
推察された。また，東京歯科大学市川総合病院はリ
プロダクションセンターを有しており，不妊治療お
よび生殖補助医療への介入や，一般の産科クリニッ
クでは出産が難しいと判断され紹介された患者が一
定数存在するなど，総合病院の施設特性が影響して
いると考えられた。本調査では，仕事の有無によ
り，歯磨きの習慣に変化を認めた。仕事をしている
人は，時間的な制約が生じるため，口腔を含め自身
のケアができなくなることが懸念され，さらなる指
導や情報提供の必要性があると考えられた。

妊娠悪阻は時期や症状には個人差はあるが，全身
に現れる症状としては，胃部不快感，嘔気・嘔吐，
眠気，頭重感，全身倦怠感，唾液の過多など様々で
ある。そのため，口腔に対するケアが疎かになるこ
とがあり，歯周病，齲蝕症などの口腔疾患が増悪す
ることがある。本調査でも，妊娠悪阻の経験が有る
と有意に，口腔内に気になることがあるという結果
を得た。妊娠悪阻のあった妊婦では，口腔内環境の
悪化に注意が必要である。妊婦は歯周病の罹患率が

高いと報告されており６－８），Offenbacher ら１）が歯周
病と早産・胎児発育不全のリスク関して報告して以
降，口腔内疾患と妊娠の合併症に対しても多くの報
告がある９，１０）。このため，産婦人科診療ガイドライ
ン－産科編２０１７では，妊婦のう歯・歯周病に対する
注意点として，「歯科医師と連携し，口腔ケアを勧
める」と歯科医師・歯科衛生士が行う専門的な口腔
衛生管理の重要性を明記している１１）。実際，歯周病
合併妊娠により早産・胎児発育不全のリスク，妊娠
高血圧腎症などのリスクが上昇したという報告がな
されている１２，１３）。コクランライブラリーによるメタ
解析では歯周病に対する介入は児のアウトカムを改
善しないというメタ解析も出されているが１４），一方
で口ゆすぎだけでも早産の予防や出生体重の改善が
得られたという報告もある１５）。また，人種差も考慮
すべきである。妊娠性歯肉炎や歯周炎は，口腔清掃
の徹底により予防，症状の軽快が見込める疾患であ
る。無症状な口腔疾患は「病気」という認識がうす
いため，妊娠期の口腔衛生状態の悪化する可能性が
あるが，歯周病は妊娠期における様々なリスクファ
クターとして認知させ，定期的な歯科受診を促す必
要がある。口の中で気になることは，歯肉からの出
血，齲蝕など歯に関することが殆どであり，それら
に対するケアとして，齲蝕予防，ブラッシングなど
歯に対するケアが知りたい情報として挙げられてい
る。そして，生まれてくる子供の口腔に対して知り
たいことは，口のケアや齲蝕予防に対する情報を得
たいと考えているようである。丘ら１６）は，妊娠中期
の妊婦を対象とした調査で，生まれてくる子どもの
口腔健康に対して心配なことが，「あり」３２．６％，
「まだわからない」５８．１％，「なし」９．３％と報告し
ている。当教室の参加者では妊娠初期から，多くの
情報を得たいと考えており，口腔保健に対する意識
の高さが伺えた。

講義前後の確認テストの出題内容は，特に記憶に
留めておいてほしい内容を挙げた。講義後のテスト
では，正答率も上がり，講義の効果が確認できたと
ともに，参加者の理解力の向上の助けになったので
はないかと考えられ，有効な方法であると考えられ
た。

平成２９年度 千葉県市町村歯科健康診査（検診）実
績報告書１７）によると，定期的に歯科健診を受けてい
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る妊婦は，２７．１％と報告されている。妊婦の歯科健
診については，各自治体に委ねられており，方法や
内容についての明確な基準はないが，受診率を高め
ていくことが課題であり，妊娠期における口腔に起
こり得る有害事象についての普及啓発活動を行う必
要がある。今回の検討から，我々の方法により，妊
婦に対して口腔内の正しい知識を提供し，妊娠期の
適切な時期に歯科治療を行うように勧めていくこと
は妊婦の知識向上と行動変容に寄与することが明ら
かになった。今後，さらに歯科医師が積極的に母親
学級に関与し，よりよい情報提供の方法を検討する
ことが必要であると考えられる。
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Survey for awareness of the oral health care in pregnant
women attending the mothers’ class
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Key words : pregnancy, dental health information, mother’s class

The pregnancy causes changes not only in the mental and physical changes，but also in the oral
environment． As a result，it may affect a fetus． Therefore，it is thought that it is useful for the
pregnant woman to know an accurate oral health information at the time of pregnancy． However，it is
still unclear how much knowledge pregnant women has and the effect of oral health guidance in mother’s
classes．

This time，we conducted oral health guidance through maternal classes for pregnant women from
１６ to ２５ weeks pregnant with regular health checkups at the Tokyo Dental College Ichikawa General
Hospital，and verified what information is necessary for pregnant women． As a result，it became clear
that there is a person who has the experience of the pregnancy gravidarum to be significantly anxious in
the oral cavity compared with the person． In addition，the habit of brushing before and after pregnancy
significantly increased the number of people who did not work． There was no relationship between oral
cavity care and presence of a dental clinic or regular checkup，it was thought that the proper oral health
information dissemination and the oral management of the pregnancy period were important．

（The Shikwa Gakuho，１１９：４３－４８，２０１９）
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