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抄録：本研究の目的は，TBI に重点を置いた集団健

診が，通常の集団健診に比較してどのくらい効果的

かということを評価することである。健診は某航空

会社で行い，歯科医師１名，歯科衛生士３名を１

チームとし，１日平均６０名を対象にした。まず，受

診者の PCRチャートを作成し，その後にブラッシ

ング指導を行った。記録用紙には，指導事項，PCR

スコア値などの結果を記入した。

平成１３年度から平成１７年度まで延べ３，８５４名の健

診を行い，５年間連続受診者の平均スコア値の推移

と各年度の新規受診者の平均スコア値の推移を比較

検討した。

平均スコア値の比較では，新規受診者は初年度の

３５．１％か ら５年 後 の３２．５％と２．６ポ イ ン ト 下 が

り，５年間連続受診者については，PCRスコア値

が３０％未満の人の割合が毎年増加していた。

ブラッシング指導を中心に歯科健診を５年間続け

た結果，TBI 未経験者に比較して，TBI 経験者は明

らかにブラッシング中心の歯科健診の効果が表れ

た。このことから，単にカリエスの有無などを診る

歯科健診よりも，さらに一歩進んだ TBI を組み入

れた健診の方が，より効果的であると考えられた。

今後このような形態が増えていくことで，MI につ

ながる予防歯科が実践できるものと思われた。

緒 言

いうまでもなく口腔健診は，う蝕，歯周病，咬

合，顎関節などについての診査を定期的に行うこと

により，国民の口腔内の健康維持に貢献するもので

ある。学校保健法に基づいた口腔健診は，これらに

ついて各年代にわたって学校歯科医により実施され

ることが多いが，成人に対する口腔健診については

各職場における意識の相違もあり，画一的に行うの

は困難な現状にある。

しかしながら近年，殊に予防歯科に対する国民の

意識レベルの向上とともに，口腔の健康が全身の健

康に対して必須条件であるという観点から，熱心に

口腔健診を行う企業も増加している３）－８）。

我々は平成１３年より，某航空関連会社健康保険組

合からの依頼を受け，社員の口腔衛生に対する意識

レベルと行動レベルの向上を目的として，予防歯科

の概念を念頭に置いた独自の健診プログラムにて口

腔健診を行ってきた。

そこで今回，同一企業の現場で過去５年間にわた

り連続して口腔健診の調査を行った結果，興味ある

知見を収めたので報告する次第である。

方 法

健診にあたっては，歯科医師１名，歯科衛生士３

名を１チームとし，１日平均６０名を対象とした。受

診者にはあらかじめ問診を行い，表１に示すように
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歯科医師による通常の口腔内診査を行い，地域歯周

疾患指数（CPI）１）を調査した。受診者にはまずブ

ラッシングをしてもらった後，図１に示す方法で，

口腔衛生指導を行った。すなわち，受診者に染め出

し用錠剤を手渡し，洗面所で噛み砕いて染色後，歯

科衛生士が PCR チャート２）を記載してから口腔内の

状況に応じたブラッシング指導を行った。指導時間

は一人当たり１０分から１５分で，通法通り手鏡を持ち

確認をしながら行った。また，歯列不正や根分岐部

の露出などのケースによっては，歯間ブラシやデン

タルフロスなどの補助的清掃用具の使用を勧め，歯

周病についての概略説明も行った。なお，記録用紙

には，指導事項，PCR スコアなどの結果を記入し

た。また結果表を各個人に返却し，PCR チャート

と口腔衛生指導内容を各自で確認してもらった。

さらに PCR が６０％以上の受診者に関しては，

フォローアップ講習会を開催し，モチベーションの

向上を試みた。

表１
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結 果

各年度別の健診を行った人数，新規受診者ならび

に５年間連続受診者の各年度の全体に占める割合を

表２および図２に示す。なお，５年間の延べ受診者

数は３，８５４名で，５年間連続受診者は２８４名であっ

た。また図３は，新規受診者ならびに５年間連続受

診者の PCR スコアの推移を示したものである。毎

年の新規受診者の PCR スコアには大きな変化は認

められなかったが，５年間連続受診者の PCR スコ

アは年々減少していた。特に４年目５年目のスコア

は，大きく減少傾向を示していた。O’Leary のプ

ラークコントロールレコードでは１０％以下が良好と

評価されているが，今回は集団指導ということもあ

り，３０％未満であればプラークコントロール良好と

し，３０％以上６０％未満を中等度，６０％以上はプラー

クコントロール不良と分類した。これを基に図４－

１～４－３に受診者の PCR 値分布表を作成した。

また図５－１，５－２は，５年間連続受診者と各年

度の新規受診者についての PCR 平均スコアの推移

を示したものである。

考 察

今回我々は，予防歯科の見地から口腔健診の重要

性を鑑み，従来のいわゆる現状把握のみの集団健診

から一歩踏み込み，ブラッシング指導を中心とした

独自のプログラムによる口腔健診を同一企業の現場

表２ 受診者人数（Ｈ１３～Ｈ１７）

年 度 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

全体人数 ７８１ ６７６ ８１９ ７７４ ８０４

新規受診者
人数 ７８１ １６５ １８８ １１９ １２１

割合 ２４．４％２３．０％ １５．４％１５．０％

５年連続
受診者

人数 ２８４ ２８４ ２８４ ２８４ ２８４

割合 ４２．０％３４．７％ ３６．７％３５．３％

その他※
人数 ０ ２２７ ３４７ ３７１ ３９９

割合 ３３．６％４２．４％ ４７．９％４９．６％

※「その他」は，全体人数から新規受診者と５年連続受診
者を差引いた人数。H１３は健診の初年度なので，受診者
全員を新規受診者とみなし「その他」はいない。

図１ 健診の方法：
１日のスタッフDr１名DH３名で平均６０名を対象

図２ 新規・５年連続・その他の受診者の人数と割合

図３ 平均 PCR スコアの比較（Ｈ１３～Ｈ１７）
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で５年間連続して実施した結果を分析した。

その結果，総受診者の約３７％を占める５年間連続

受診者の PCR スコア値が，年々下降するととも

に，プラークコントロールが良好と判断される３０％

未満の受診者が年々増加し，５年目では５年間連続

受診者の約７割を占めるに至っていた。３年間連続

の健診結果についての報告結果３）と比較しても，５

年間連続受診者における健診効果が確認された。ま

た，毎年の新規受診者の PCR スコア値の平均は３４％

であり，その後の各年の結果を５年間連続受診者と

比較すると，TBI 経験の有無が健診結果に現れて

いるものと思われた。これは個人の口腔内環境に合

わせてマンツーマンの指導を行ったことが技術的な

向上につながったのではないかと推察された。５年

間連続受診者の PCR 値については，３０％以下のい

わゆるプラークコントロール良好者の割合は年々上

昇し，６０％以上のいわゆるプラークコントロール不

良者の数は年々減少して，新規受診者との間に平成

１６年度，１７年度の２年間連続で有意差が認められ

た。これは，各年度を経るごとに本健診効果が現

れ，受診者の口腔内環境への意識レベルが向上した

ものと判断された。

また，６０％以上のプラークコントロール不良者に

対しては，フォローアップ講習会を開催した結果，

モチベーションが向上し，成績向上に直結したもの

と考えられた。

以上のことから，従来の集団口腔健診から一歩進

んだ TBI を組み入れた口腔健診法を導入すること

により，口腔保健の向上に十分寄与できるものと考

えられた。

さらに，本形態の口腔健診を行うことにより，最

小侵襲（MI）につながる効果的な予防歯科が実践で

きるものと思われた。

図４‐１ 全受診者（PCR 値分布）

図５‐１ ３０％未満プラークコントロール良好者の割合の変化

図４‐２ 新規受診者（PCR 値分布）

図５‐２ ６０％以上プラークコントロール不良者の割合の変化

図４‐３ ５年連続受診者（PCR 値分布）
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本論文の要旨は，第２８０回東京歯科大学学会総会（２００５年１０
月１５日，千葉）において発表した。
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Effects of oral health screening incorporating tooth-brushing instruction（TBI）
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The purpose of this study was to assess the effectiveness of mass oral health screening emphasizing

tooth-brushing instruction（TBI）in comparison to conventional mass oral health screenings． At an airline

company，a team consisting of one dentist and three dental hygienists saw an average of 60 employees per

day． Initially，a disclosing tablet was used to stain the employees’teeth，and the results were recorded

on a PCR chart． Subsequently，the employees were provided TBI． After recording such data as in-

structions and PCR scores，the charts were stored． A total of 3854 individuals underwent oral health

screenings from 2000 to 2004，and changes in annual scores were investigated． In addition，annual

shifts in the mean score for individuals who participated in the screening all five years were compared to

those for individuals who participated in the screening for the first time in each of the five years．

The mean score of individuals participating in their first screening in 2000 was 35.1％，declining by 2.6

points to 32.6％ in 2004． Among the individuals who participated in the screening all five years，the

mean score in 2000 was 34.0％，declining by 11.2 points to 22.8％ in 2004． Over the five-year period，the

mean score for individuals participating in their first screening was 34.1％． Among the individuals who

participated in the screening all five years，the proportion of individuals with PCR scores ＜30％ increased

each year． This was because the number of people with PCR scores �60％ decreased each year．

These findings suggest that TBI was effective for reducing the numberof individuals with poor plaque con-

trol．

When compared to individuals who had not received TBI，five consecutive years of dental oral health

screening emphasizing TBI was clearly effective． Therefore，oral health screening incorporating TBI

appears to be more effective than conventional oral health screening that simply checks for caries． In

the future，this type of screening should contribute to improved preventative dentistry with minimal inter-

vention． （The Shikwa Gakuho，１０６：５００～５０４，２００６）
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