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抄録：虐待に対する早期発見と防止は，歯科界の新

たな役割である。しかし未だ child abuse と do-

mestic violence を混同している等，歯科医師に認識

の低さがあることも否めず，初期教育の必要性も説

かれている。今回，東京歯科大生を対象とし，虐待

防止に関する意識度のアンケート調査を実施した。

虐待関連の情報を見聞きしたことのある学生は全

体の９０％以上であったが，その通報や防止等に歯科

医師の関わりはなかったとする回答が多数を占め

た。また歯科医師免許取得後に虐待の防止等に積極

的に関わりたいとする学生は，法歯学受講前では

２０％に満たず，歯科医師の役割についての認識が十

分ではないとの結果が示された。しかし受講後には

この数値が飛躍的に上昇したことから，約１時間の

講義だけでも虐待問題に対する意識は大きく向上し

たと考えられる。

今後他講座との連携も踏まえ，より効果的な教育

方法を講じ，虐待撲滅に繋げていきたい。

緒 言

子ども虐待（Child abuse：CA），Domestic Viole-

nce（DV），高齢者虐待，障害者虐待等の虐待は，

近年大きな社会問題として注目を集めている。しか

しこれらは決して新たに生じてきた問題ではなく，

いずれも被害者が弱者であることに起因し，その発

覚が遅延していたに過ぎないとも言われてい

る１）～７）。今このように虐待問題に社会全体として関

心が高まるなか，その早期発見と防止は，歯科界と

しても取組むべき新たな役割であることに疑いはな

い。

しかしながら一方で，当初多くのメディアが虐待

をDomestic Violence＝家庭内暴力と訳して取り上

げた弊害からか，未だに，虐待＝DV＝家庭内暴力

とする誤った認識や，CAとDVとを混同する等，

歯科医師側に認識の低さがあることも否めず，学生

時代からの初期教育の必要性も求められてきてい

る８），９）。

今回我々は，歯科医師を目指す東京歯科大学の学

生を対象とし，虐待防止に関する意識度を計るべく

アンケートによる調査を実施したところ，極めて興

味ある知見を得た。

方 法

東京歯科大学の学生を対象に，アンケートによる

調査を実施した。対象とした学生は，平成１８年度の

法歯学の講義において，虐待に関する講義を未受講

の第１学年学生１１７名，第３学年学生１２４名，第４学

年学生１２６名の計３６７名，および，１週間後に実施し

た講義受講後の第３学年学生１２４名，第４学年学生

１１６名の計２４０名，総計６０７名である。

アンケートの内容は表１に示したごとく，Ｑ１．

虐待に関する情報を見聞きしたことがあるかＱ２．

その情報を知ったメディアは何かＱ３．その情報で

歯科医師はどのように関わっていたかＱ４．歯科医

師免許取得後どのように虐待防止に関わりたいか

の４項目であり，虐待防止に関する自由意見と共に

回収した。さらに受講後の学生については，上記Ｑ

４．についてのみ再度アンケート調査を行い，１度

目のアンケート同様に自由意見と共に回収した。

集計は，各学年において質問項目ごとに行い，学

年による比較を試みた。また，第３，４学年学生に

ついては，受講前と受講後のアンケート結果の差異
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についても検討を試みた。

結 果

１．受講前の学生を対象としたアンケート結果

図１～５に受講前の学生計３６７名を対象としたア

ンケートの結果を示した。すなわち，これまでに何

らかの形で虐待に関する情報を見聞きしたことがあ

る学生は，第１学年（１０９名：９３．２％），第３学年（１１０

名：８８．７％），第４学年（１１７名：９２．９％），併せて３３６

名であり，全体の９１．６％に上った（図１）。その内訳

は，CAが最多であり，次いでDV，高齢者虐待，

障害者虐待，その他（ホームレス，囚人，動物）の順

となった（図２）。またこれらの情報を見聞きしたメ

ディアはいずれもテレビと回答したものが最多で

あった（図３）。

見聞きしたことがある虐待の情報において，歯科

医師がどのように関わっていたかについては，図４

に示したごとく，「その他の虐待」に関する第４学

年学生の回答を除き，いずれも歯科医師の関わりは

見聞きしなかったとする回答が圧倒的多数を占め

た。

また，歯科医師免許取得後に虐待の防止に積極的

に関わりたいとする学生はいずれの学年でも２０％に

満たなかった（図５）。

虐待に関する歯科医の活動についての自由意見

は，およそ以下のように集約された。

図１ 虐待に関する情報を見聞きしたことのある割合（Q１の回答）
ａ：対象とした学生全体に対する割合
ｂ：各学年ごとの割合

図２ 見開きした虐待の内訳（Ｑ１の回答）
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１）重要なこととは思うが何をすれば良いのかわか

らない。

２）虐待の防止は大事なことだが歯科医は関係ない

と思う。

３）この時代にあまり余計なことに関わらず，専門

家にまかせるべきだ。

４）通報して患者が減ったりしたら困る。

５）面倒なことに巻き込まれたくない。

２．受講後の学生を対象としたアンケート結果

受講後の学生２４０名を対象に，歯科医師免許取得

後，どのように虐待防止に関わりたいかを再度問う

たところ，図６に示したごとく，虐待防止に積極的

に関わりたいと回答した割合が，第３学年生で

７９．０％，第４学年生で４４．８％と，受講前に比べ飛躍

的に上昇した。また自由意見としては，前項で述べ

た１）～３）の意見は見られなくなったものの，「患

者が減ったりしたら困る」，「面倒なことに巻き込ま

れたくない」といった意見は依然として散見され

た。

考 察

虐待問題が各メディア等で頻繁に取り上げられる

ようになった初期において，虐待はDVとして紹介

され，さらに家庭内暴力と訳されていた。しかしな

がら，DVはいわゆるDV防止法に定められている

ごとく，ストーキング行為に代表されるように，必

図３ 見聞きしたメディアの内訳（Q２の回答）
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ずしも家庭内の出来事ではなく，殴打等の暴力に限

定されるものでもないことから，DVを家庭内暴力

と訳すことは明らかに誤りであり，わが国のDV防

止法の中にも家庭内暴力という言葉は使用されてい

ない。

図４ 見聞きした虐待情報における歯科医の関わり（Q３の回答）

図５ 虐待防止等への関わり（Ｑ４の回答）

図６ Ｑ４に対する受講前と受講後の回答の比較
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表１ アンケート用紙
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そして何より虐待＝DVではなく，DVはあくま

で虐待の一部に過ぎない。特に近年極めて大きな社

会問題として取り上げられている子どもの虐待は，

欧米においてCAと表記され，DVとは全く違う概

念であり，他にも高齢者虐待，障害者虐待等，これ

ら全てを含めて虐待と考えなければならない。また

残念ながらわが国では未だ障害者虐待に関する防止

法は制定されていないものの，CA，DVについて

は，それぞれ，平成１２年に「児童虐待の防止等に関

する法律」，平成１３年に「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する法律」が別々に施行さ

れ，表２のごとく定義づけられている。さらに平成

１８年には「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律」も施行されるに至ってい

る。従って防止や通報に関わる項目にも違いがある

ことから，歯科医師がこれらの早期発見や防止に関

わる際にも，当然それぞれの法律に則った対応が求

められることは言うまでもない。しかしながら現実

にはこれらのことが歯科医師に十分に周知されてい

るとは言い難く，これまで歯科医師による種々の虐

待への対応が遅れている６），１０），１１）こともこうした認識

の不十分さの表れかも知れない。

平成１５年度現在，虐待に関する講義は歯学部や歯

科大学ではごく一部で実施されているに過ぎなかっ

た８）。東京歯科大学では，歯科医師免許取得前の学

生段階での早期教育を実施すべく，小児歯科学講座

においては，平成１５年度より第４学年生を対象に「わ

が国の児童虐待の現状と児童虐待に対する対応」と

題した講義が行われ，法歯学講座では，平成１７年度

より第４学年生の講義カリキュラムの中に，正式に

「虐待の早期発見と防止」の項目を独立した単元と

して組み込んでいる。

講義項目は表３に示したごとくであり，虐待の早

期発見と防止に主眼におき，虐待の分類と歯科医の

役割を概説している。加えて特にCAに的を絞り，

いわゆる児童虐待防止法に基づいて歯科医師には早

期発見と通報が義務付けられていること，さらには

具体的な通報先や早期発見の指標４）～６），９）～１１）について

講義を行っている。本項目は全体の講義時間を増や

さずカリキュラムに組み込む必要があったため，他

の講義項目において，インターネットや視覚素材を

効果的に応用して講義時間の短縮を図り，１時間の

表２ CAとDVの法文定義

表３ 虐待の早期発見と防止に関する講義内容
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講義枠を確保した。従って本来であれば，DV，高

齢者虐待についても法律に基づいた詳細な講義が望

まれることは言うまでもないが，現状において全て

を網羅することは極めて困難である。

平成１８年度は大学のカリキュラムの改編に伴い，

法歯学の講義は変則的に第３学年生と第４学年生の

２学年を対象として行われた。そのため講義後のア

ンケート調査についても，異なる２学年を対象とし

て同年度に実施することが可能であった。

虐待防止に関する講義を受講する以前の段階で

も，学生の９０％以上が何らかの形で虐待に関する情

報を見聞きしたことがあると回答しており，学年に

よる特に顕著な差も認められなかった。これは，虐

待問題がすでにわが国における全社会的な問題と

なっていることを裏付けた結果と言える。見聞きし

た虐待の内訳は，CA，DV，高齢者虐待，障害者虐

待，その他の順に多く，これは各メディアが取り上

げる情報量に左右されていると考えられるが，特に

テレビの影響力の大きさがうかがえる。

一方，これだけ虐待に関する情報を得ながら，そ

の防止や発見，その後のケアに関する歯科医師の関

わりについては見聞きしなかったとする回答が圧倒

的多数であったことは，現状において歯科医師の虐

待問題への関心や対応が極めて不十分であることを

如実に表しているのではないかと考えられる。これ

は，将来歯科医師になるであろう学生においても顕

著な傾向であり，歯科医師免許取得後に虐待の防止

に積極的に関わりたいとする学生は，学年にかかわ

らず２０％にも満たなかった。その理由として「歯科

医師は無関係」「専門家に任せるべきだ」あるいは

「歯科医師として何をすれば良いのかわからない」

といった記述が自由意見の項目に多数認められた

が，これらはいずれも知識の不十分さに起因するも

のである。こうした現状のままで，歯科医師の虐待

問題への関心が高まるとは考えにくく，学生の段階

から虐待に関する知識を持ち，虐待問題に取組む意

識を育てることが改めて急務と痛感した。

「歯科医師免許取得後どのように虐待防止に関わ

りたいか」を受講後の学生に再度問うた結果，「虐

待防止に積極的に関わりたい」と回答した割合は，

第３学年生，第４学年生共に受講前に比べ飛躍的に

上昇した。その増加率には前者が７９．０％，後者が

４４．８％と顕著な差が認められたが，これはどちらの

学年が先に受講したかに起因している。すなわち，

受講後にも「虐待防止に関わりたくない」とした第

４学年生の理由として，「通報したことによる患者

の減少や，面倒に巻き込まれる恐れがある」との記

載が多数見られたため，その後に講義を行った第３

学年生に対しては，通報元はいわゆる児童虐待防止

法第７条に規定された児童相談所等の守秘義務に

よって守られ，決して公になることはない点を強調

したためと考えられる。しかしながら，それでも「患

者が減ったりしたら困る」，「面倒なことに巻き込ま

れたくない」といった意見は散見され，虐待の通報

に際しては，児童相談所等へ直接行うのではなく，

地域における虐待防止ネットワークを有効活用すべ

きとの提言もなされている５）～７），９）。また東京都で

は，先駆型子ども家庭支援センター１２）を全域的に展

開して通報の仲介に入るシステムを導入しつつあ

り，全国的にも通報システムの改善を検討する余地

が残されている。

本調査を通じ，およそ１時間程度の講義だけで

も，歯科医師を志す学生の虐待問題に対する意識は

大きく向上することが示された。今後，調査の複数

年に亘る実施と共に，小児歯科学，口腔外科学，衛

生学等を初めとする他講座との連携も踏まえ，より

効果的な教育方法の継続的な実施を講じることによ

り，牽いては学生のみならず，歯科界全体として虐

待撲滅への貢献に繋がっていくものと考えられる。

本論文の一部は，第２８２回東京歯科大学学会総会（２００６年１１月

４日，千葉）において発表し，座長推薦を受けたものである。
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Cruelty，including child abuse（CA），domestic violence（DV），senior citizen abuse and handicapped

person abuse，is a major problem in modern society，and the general public is now calling for odontolo-

gists to play a role in the early detection and prevention of this problem． However，dentists often con-

fuse the terms CA and DV，and awareness of the forms cruelty can take remains low． Therefore，we

believe that dental school students require basic training in the recognition of such problems．

We gave a questionnaire to students at Tokyo Dental College on awareness of the problem of cruelty

prevention．

About 90% of the students had seen or heard about cruelty through several kinds of media，the most

common being TV． However，almost none of the students answered that dentists were concerned with

the detection，prevention and care of cruelty cases． In answering the questionnaire prior to a lecture on

this issue，fewer than 20% answered that abuse was their concern ; after the lecture，however，many

students answered that the detection and prevention of abuse was a major concern for dentists．

The results of the questionnaire show that just a single one-hour lecture can have a profound effect on

dentists’awareness of their role in tackling this problem． This suggests that inter-departmental coopera-

tion should be taken into consideration in building effective awareness-training programs for dentists with

regard to this problem． （The Shikwa Gakuho，１０７：３１５～３２２，２００７）
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