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はじめに

東京歯科大学が，平成２２年に創立１２０周年を迎え
るに当り学会編集部は創立１２０周年記念記事を企画
し，私に歯科専門用語について執筆するよう依頼し
てきた。東京歯科は日本最古の歯科医学の教育機関
として発展し，その間，われわれの先輩は数々の立
派な専門用語を生み出してきた。その用語のもつ意
味や状態，性質，形態などをよく理解した上で，更
に日本の文化も考慮しながら作られたと思う専門用
語が多い。私は専門用語は学問であると思ってお
り，自分が歯科医療に携わって以来，最も良いと信
ずる用語を使い続けている。執筆や講演，講義でも
この信念を貫き通してきた。たとえ雑誌社や出版社
から用語を統一して下さいとの依頼があっても私の
考えを伝え，その結果今まで依頼を断ってきたこと
は一度もない。

そのために私はよく「東京歯科大学の先生です
ね」といわれてきた。現在も日本小児歯科研究会を
主催し勉強会を開催しているが，その席でも同じこ
とをいわれている。本当に東京歯科大学的なのだろ
うか，現在の東京歯科大学がそうであるのなら，大
変嬉しいのだが。

最近，歯科医師国家試験で用語の統一が計られ，
用語の一本化がますます強まっている。かつては国
家試験でも表現の異なる用語は歯肉（歯ぎん）のよう
に併記されていた。受験生がいくつかの異なる用語
を理解できないような人間であるならば，私は歯科
医師になって欲しくない。このような一本化の傾向
は，自分の用語に統一しようとするある学者の１グ
ループの陰謀のように思えてならない。日本は自由
主義国家である。北朝鮮のような国家になって欲し

くない。学問は自由でなければならない。

当用漢字告示の真実と専門用語の改悪

戦後，文部省の諮問に応じた国語審議会は国字の
簡易化が急務であるとし，一般社会で使用する漢字
を示した。それが当用漢字１８５０字である。政府は，
国語審議会のこの答申を採択し，昭和２１年１１月に内
閣告示として公布した１）。当時このことについて世
間や文学者，国語学者などの強い反対で改革が進ま
なかったが，当時の連合軍最高司令部の占領政策に
より告示されたのが真実である。

この頃，小学校の教科書もすべてローマ字だけで
書かれたものが出版されたが，これはさすがに採択
されなかった。すべてをカタカナやひらがなで書い
た文章も見受けられたが大変読みづらかった。また
漢字とひらがなで表した熟語，すなわち「まぜ書き」
は，私には大変抵抗がある。

ところで当用漢字の告示に当って，専門用語につ
いては，当用漢字を基準として整理されることが望
ましいとはあるが，専門家の判断を尊重するという
含みを持っていた。このような含みのある発表が
あったにもかかわらず，当時「う蝕」のように該当
する漢字が当用漢字表にないという理由から漢字と
ひらがなを使った「まぜ書き」の用語や「琺瑯質」
に替わる「エナメル質」などの新用語が誕生した。
当用漢字の告示を利用したこのような改悪は故意に
選んだと思われる極く一部の用語に留まり，後に述
べる多くの専門用語は当用漢字の制限を無視して漢
字で表されていた。

常用漢字と歯科専門用語との関係

昭和２１年１１月に内閣告示された当用漢字表は，昭
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和５６年１０月にすべて廃止され常用漢字表に改められ
た２）。常用漢字表は１９４５字からなり，当用漢字に表
１に示す９５字が追加されたもので，当用漢字で削減
されたものはない。この表から明らかなように歯科
矯正学の「矯」や口唇の「唇」，歯槽部の「槽」，小
窩裂溝の「溝」，上顎洞の「洞」，研磨の「磨」など
は常用漢字としてこの時，追加された漢字である。
しかし，これら用語は当用漢字時代に漢字が使用さ
れ，「歯科きょう正学」とか「口しん」のような
「まぜ書き」は使われていなかった。

その後常用漢字はパソコンやワープロ，電子辞書
で使用される漢字が増えたため時代遅れを感じ，政
府は平成４年から見直し作業を進めてきた。そして
文科省審議会の国語分科会では平成２０年７月３１日に
１８８字を常用漢字として追加することを正式に決定
した。しかしこれはあくまでも平成２２年の２月頃に
文部科学省に答申される予定のものである。この追
加される１８８字の中にも現在既に専門用語として漢
字で使用されているものが多々ある。例えば上下顎
の「顎」，唾液の「唾」，保隙の「隙」，捻転の「捻」，
頬面の「頬」，嗅覚の「嗅」，口蓋の「蓋」，潰瘍の
「潰」と「瘍」，唾液腺の「腺」，咬爪癖の「爪」，
弄舌癖の「弄」，象牙質の「牙」など未だ常用漢字
に入っていない漢字を当用漢字の告示時代から多々
使用してきている。当用漢字の告示に理由づけした
用語の改悪は何だったのであろうか。当用漢字には
ほとんど従っていなかったのではないか。戦後６０年
以上を経過した現在連合軍最高司令部の占領政策に
よって押しつけられたものをいまさら従う必要があ
るのだろうか。

白川 静（１９１０～２００６）は漢字を制限することは日
本文化を衰退させるといっている。その通りだと思
う。法律用語の中にも我々が理解しにくいものも
多々ある。歯科専門用語もそうあってもよいと考え

ている。一般の人達に通じないという歯科医がいる
が専門用語は歯科医間で理解できればよく，例えば
歯齦については一般の人達には「歯ぐき」と言えば
通ずる。最近のパソコンなどの変換リストでは「読
み」さえ分かれば６３５５字を使え３），実際に使用され
ている現在，常用漢字表も時代遅れといわざるを得
ない。

日本解剖学会による改悪

昭和２５年５月１日の日本解剖学会撰，解剖用語４）

の注解の中で『歯齦の「齦」は難しいので歯科の方
から反対はあったが Zahnfleish の意味で断然「肉」
に改めた』とある。Zahnfleish という用語は戦時中
ドイツで Gingiva という外国由来の用語を使用する
ことを嫌い作られたと聞いている。ドイツ語の直訳
で歯肉とするよりは漢字の国中国での牙齦，韓国で
の歯齦を参考に「齦」そのものが歯ぐきを意味する
ことも含めて歯齦を残した方が漢字を使用する我が
国にとっては正しかったのではないだろうか。歯齦
という用語は戦前では歯科界はもちろんのこと，一
般の人も使用していた。現在の国語辞典でも立派に
存在している。難しい漢字も使用されるようになっ
た現在，漢字自体がそのものを表す「歯齦」を使用
すべきであると私は思っている。

金田一京助らの新明解国語辞典第三版５）を見ると
「しにく」と引くと「死肉」死んだ動物（人間）の肉
とでてきて「歯肉」という用語はない。同一の辞典
で「はにく」と引くと歯肉すなわち歯ぐきと出てく
る。今年出版された口腔衛生学６）の中で松久保 隆
教授はコラムで長谷川正康名誉教授の８０２０誌，第７
号に掲載の「８０２０こぼれ話」の中の「若い先生たち
は歯肉を『しにく』と発音しています。しかし私が
気になるのは「屍肉」に通ずるからです」という文
を引用し紹介している。

また琺瑯質の琺瑯は Porcellan に対する宛字とい
うことで種々意見の交換の結果「エナメル質」に決
まったとある。この件についても歯科から反対が
あったものと思われる。ところで中国では琺瑯質を
牙釉質７）あるいは釉質８）と書き，釉は琺瑯を意味す
る。さらに同じく白堊質についても「セメント質」
と改悪された。

琺瑯質や白堊質という用語は，多分，琺瑯や白堊

表１ 常用漢字

当用漢字に以下の９５字が追加された。削除された文字はない。

猿凹渦靴稼拐涯垣殻潟喝褐缶頑挟矯襟隅渓蛍嫌洪溝
昆崎皿桟傘肢遮蛇酌汁塾尚宵縄壌唇甚据杉斉逝仙栓
挿曹槽藻駄濯棚挑眺釣塚漬亭偵泥搭棟洞凸屯把覇漠
肌鉢披扉猫頻瓶雰塀泡俸褒朴僕堀磨抹岬妄厄癒悠羅
竜戻枠
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に似たような感じのする性質のものということで最
後に質をつけたものと思われる。それは象牙質を見
れば明らかで象牙のように感じるものということで
象牙質という用語が誕生したものと考えられる。と
ころで英語で琺瑯質は Enamel，白堊質は Cement，
或は Cementum と書くことはいうまでもないが，
そうならば，インレーやアマルガムは「カタカナ」
でそのまま用いているのであるからエナメルも，セ
メントも同様な使い方をすればよかったのではない
だろうか。そうであるならばまだ私は受け入れられ
た。何故わざわざその後に質をつけたのだろうか。
おそらく塗料のエナメルや歯科材料の各種セメン
ト，建築材料のセメントなどと区別したかったため
であったと思うが，本当にお粗末な訳といわざるを
得ない。エナメルのような性質のものとは何なので
あろうか。

漢字の国，中国語を参考に

我々は用語を作るとき漢字の国，中国語を参考に
することは極めて大切である。最近無洗米という言
葉がよく使われているが，これは洗わなくてもよい
米ということのようだ。しかし無添加，無農薬など
からして無は有無の無を意味するもので，そう考え
ると無洗米は洗っていない米と考えるのが自然であ
る。ところで中国では無洗米を免洗米と書き当を得
た漢字の使用法である。

また遺伝形質を表わす用語として優性，劣性があ
るが，これは漢字だけをみると優劣を表わしている
と考えるのは当然である。しかしこれらは優劣を意
味するものでないことはいうまでもない。これに対
し中国では優性をあらわれるを意味する顕性，劣性
をかくれるを意味する隠性と書く。見事な漢字の意
味をとらえた用語と感心させられる。コンピュー
ターを電脳と書くが短く良い用語と思っている。専
門用語を作られるときには中国語を参考とされるこ
とを推奨する。

私の家を訪れた中国の歯科大学在職の数人の先生
が新英和中辞典という辞書を見て，先生は中国語を
勉強しているのですかと聞かれ，びっくりした。
我々はこの辞典名をみて中の「字」は大中小を意味
する中であると思うのはほとんど疑う余地はない
が，しかし漢字そのものを素直にみたとき英語，日

本語，中国語，３か国語の辞典と考える方が自然な
のかもしれない。

「歯」は切歯を「牙」は側方歯を指す

最近，漢字に対して全く無知な歯科医師が牙は
「きば」であるということで歯牙という用語はおか
しいといっているようだが，全く間違っている。こ
のように国字のことも知らない歯科医師がいると思
うと本当に悲しくなる。

大漢和辞典９）を見ると
牙の項で，その発音は「きば」と書かれており，

それに続いて一番最初に次のように解説している。
「牙」は，おくば，うすば，口の奥にあり，形が

大きく，力強く食物を噛み砕く用をなすもの。これ
に対しまえ歯を歯という。勿論この解説の後の方で
動物のきばについても次のような説明がなされてい
る。すなわち「動物の犬歯，門歯の発達して長く口
外に出るもの。猪や象などの牙」とあり，牙には動
物の牙を意味することもあるが動物についてだけ用
いられている漢字ではない。

漢字源１０）によれば
「歯」は物をかんでとめる前ば，また広くは「歯」

のこと，門歯，歯牙。
「牙」は，犬歯から後方にある奥歯のこと。これ

らを総括すると「歯」は切歯（門歯）すなわち前方歯
群を指し，「牙」は犬歯より奥の「は」，側方歯群と
いうことになる。

中国語では「歯牙」のことを「牙歯」と書く。貝
原益軒（１６３０～１７１４）は彼の著書，養生訓の中で中国
語と同じく牙歯という用語を用いている１１）。約３００
年の間に牙歯から歯牙に何時変ったのか興味あると
ころである。

歯牙という用語を否定する歯科医は歯牙年齢を歯
齢とか歯牙腫を歯腫とか書くが，漢字でみれば内容
はわかるが発音してみると「しれい」とか「ししゅ」
となり，よくわからない。用語は書いても発音して
もよくわかる用語であることが望ましい。
「は」全部の２８～３２本をあらわすときは，漢字の

上では歯牙と書くのが該当と考えるが，一般的には
「は」を総称して表わすとき日本語では「歯」を中
国語では「牙」を用いている。

中国では一般の人達が歯が痛いというとき牙痛あ
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るいは牙疼といい，動物が牙が痛いといっているの
ではない。また中国では歯科を牙科と書く。最近牙
科を口腔科と言うようになっているようだが，同じ
漢字を用いている台湾では牙科を用いている。

中国の歯科用語では，図１に示すように日本語で
「歯」を用いているところはすべて「牙」を用いて
いる８，９）。日本の歯科は前歯部の審美性を重視し，中
国では臼歯部の機能を重視しているためにこのよう
な使い方になったのだろうか（笑）。

我々は用語を作るとき漢字の意味するところをよ
く知った上で，漢字伝来の国，中国語についても研
究しなければならない。

英語の専門用語でも色々な表現がある

例えば最も一般的な用語である乳歯についてでさ
えも Primary teeth, Deciduous teeth, Milk teeth,
Temporary teeth, Baby teeth, Provisional teeth な
ど多々ある。

私が主として小児歯科学関係の書籍や文献をみた
限りでは前２者が多用されているように思われるが
Primary teeth はアメリカ歯科医師会では承認さ
れていない１２）。Primary teethというと永久歯である
大臼歯を入れなければいけないと思うので，私は脱
落する歯牙を意味する Deciduous teeth を用いるこ
とが適当であると思っている。ところでヨーロッパ
ではドイツ語で Milchzahn というせいか英語でい
うときは Milk teeth という学者が多いと聞いてい
る。このように世界的に用いられている英語を統一
することは不可能であろう。それぞれの用語はそれ

ぞれの持つ意味があり，自分が信ずる用語を使用す
るのは当然と考える。

もう一つ小児歯科学で用いられているディスタル
シュー保隙装置について見ても，Distal shoe space
maintainer１３），Maintainer with distal shoe exten-
tion１４），Distal shoe appliance１５）や Cast gold distal
shoe maintainer のように支台装置の種類を前につ
けるものなど多々あり，統一されていない。

直訳すればよいというものではない

かつて髄床底といわれていた用語を最近髄室床底
と改悪され用いられている。これは Floor of pulp
chamber を直訳した最悪の用語であると思ってい
る。髄腔とは髄室と根管を合わせたときに用いる用
語であることはいうまでもないが，Floor と呼ばれ
るものは髄室に限らず根管内にも存在する。例えば
上顎第一小臼歯の２根管の症例では根管内に Floor
が存在する場合がしばしばある。そこで髄床底とい
えば髄腔の中すなわち髄室にも根管内にも存在する
Floor として共通して使用することができる。その
意味でこの髄床底という用語は，その内容を熟慮し
た意訳の傑作の１例と考える。

Dentin bridge を象牙質橋と直訳したり，そのま
まデンティンブリッジという歯科医がいるが，これ
は全く不適切な表現である。英語であれば何でも正
しく表現されているとは限らない。不適当であれば
正しい意味をもつ日本語の用語を作るべきである。
Bridge（橋）は両側に空間があり，もしも川全体を
覆ってしまったら，これは川に橋をかけたとはいわ
ない。Dentin bridge という用語は露髄面全体を新
生象牙質で覆った状態とその形成過程を指してい
る。従って日本語で表現するときは直訳することな
く象牙質牆とか庇蓋象牙質とすべきである。

Apex of rootやApical foramenのApexやApical
が（三角形や山などの）頂点という意味からとがった
を表わす尖の字を用いて根尖や根尖孔という用語が
作られたものと考えられるが，実際に根の先の方を
見ると前歯では多くの歯牙の先が尖っているかもし
れないが，臼歯では丸いものもあれば，平坦に近い
ものもある。従って直訳して根尖というべきではな
く，根端と呼ぶことが正しいものと信じている。明
治４１年出版の歯科学報第１３巻５号１６）に奥村鶴吉元学

図１ 日本語と中国語の歯科専門用語比較
（ ）内中国語
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長は「歯科学語ニ就テ」という論説を掲載している
が，その中で「根端」について歯根の遊離端をい
う。尖ったものや鈍なものもあり故に根尖端という
のは誤りであるとし根端という用語の使用を推奨し
ている。

図２は切片標本で歯根の遊離端を示したものであ
るが，先は曲り，丸くなっている。そこで根尖とい
うべきではなく，標本の都合で根管全体を示すこと
ができなかったが，根管の出口は尖った根の先端に
はなく，従って根尖孔というべきではなく，根端孔
と呼ぶことが正しいと信じている。

誤った用語の使い方

近年，切端のことを切縁とか死滅した歯髄の歯牙
を失活歯とか，また先天性欠如歯など間違って用語
を使っている歯科医が多い。

歯牙解剖では縁とは各歯面並びに根面との境を指
す用語で１７），例えば切歯の唇面を斜めから見たとき
図３－Ａに示すように各面との境を近心縁，遠心
縁，歯頚縁，切縁と呼ぶ。切歯を上方からみたとき
一定の面積を有する部位が切端である。このことか
ら切端を切面と呼ぶ学者もいる１８）。また臼歯の頬面
を斜めからみたとき図３－Ｂに示すように各歯面の
境を近心縁，遠心縁，歯頚縁，咬合縁と呼ぶ。ここ
で咬合縁イコール咬合面ではないことで，切縁イ
コール切端でないということが明白である。切端の
ことを切縁と呼びあるいは切縁と切端と区別してい
ない口腔解剖学の教科書が多いのは誠に残念であ

る。
最近死んだ歯髄の歯牙を失活歯と呼んでいるよう

だが，既に以前から失活歯という用語は使われてき
た。歯髄除痛法には麻酔法と失活法があり失活剤で
除痛した歯牙を失活歯と呼び，失活歯は除痛はされ
てはいるが病理組織学的には多くの場合歯髄は完全
には死滅していない。従って歯髄の死んだ歯牙を失
活歯と呼ぶべきでない。あまり適当な用語がみつか
らないが死滅歯髄歯というのが正しいのではないだ
ろうか。中国ではこのような歯牙を死髄歯と書くそ
うだが漢字で見たときは大変良い表現と思うが日本
語では「しずいし」という発音になるのでどうであ
ろうか。また中国では歯髄のなくなった歯牙を無髄
歯と書くそうだが，良い表現と思う。我々も同じ意
味で用いているが，死んだ歯髄がある歯牙について
も用いる人がいるが，これは歯髄がなくなった歯牙

図２ 曲った丸い根の遊離端＝根端
根尖にはない根管の出口＝根端孔

図３－A

図３－B
図３ 上顎切歯唇面と臼歯頰面のおのおの４つの縁
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に対して用いるべきで間違った使い方である。死ん
だ歯髄を除去する時は死滅歯髄の除去というべき
で，生きている歯髄を除去するとき抜髄という。

また先天性欠如歯ということをよく聞くが，先天
性に欠如した歯牙が存在することはない。これは歯
牙の先天性欠如というべきで，例えば，上顎側切歯
の先天性欠如の如くである。

萌出と出齦は違う

「萌出」という用語は，発育に伴って歯牙が顎の
中で歯槽頂に向かって移動し歯齦を破って歯冠の一
部が口腔内に現れた後，咬合線上に達し，咬合機能
を営むまでの期間を表す用語である。さらに，歯牙
の咬耗によって，これを補うために歯牙が移動する
ことも萌出に含める場合もある。このような考え方
に立つと，「萌出」とは歯牙の移動の一生を指す用
語ということになる。

一方，「出齦」とは歯牙が歯齦を破って歯冠の一
部が口腔内に現れる瞬間で「萌出」のある１点のみ
を指す用語である。

したがって，現在多くの歯科医が使用している
「萌出時期」という用語は，間違いで「出齦時期」
といわなければならない。「萌出時期」では，ある
期間を表す用語である。

図４は，萌出と出齦との関係を示したものである。
Moorrees, C. F. A.１９）は出齦を Emergence，Giles, N.
B.ら２０）は Gingival emergence という用語で表わし，
Eruption（萌出）の一時期として用いている。

現在使用されている歯科保険用語

最近，歯髄処置法として覆髄とか断髄とかいう用
語がしばしば使用されているが，古くから用いられ
ている歯髄覆罩や歯髄切断という同じ内容を意味す
る立派な用語が存在するにもかかわらず，新用語を
作らないで欲しいと思っている。両用語は，開業歯
科医が，ほとんど毎日触れる歯科保険用語として現
在，厳然として存在している。

同じ用語だが全く内容の異なるもの

古くから我々が使用してきた間接歯髄覆罩法の英
語は Indirect pulp capping であるが，最近欧米で
使われている Indirect pulp capping は我々のいう
ものとは全く処置内容が異なる。我々のいう間接歯
髄覆罩法とは温度刺激や充填物の化学的刺激などを
遮断する目的で，健康象牙質の窩底に対し，間接歯
髄覆罩剤を応用することである。ところで最近欧米
でいう Indirect pulp capping とは，深在性齲蝕で
齲蝕象牙質を徹底的に除去しようとすると窩底の健
康象牙質層が極めて菲薄なため露髄の危険性が高い
症例に対して齲蝕象牙質を一層残し，その上に水酸
化カルシウム製剤のような覆罩剤で被覆し仮充填す
る。そして再石灰化と補綴象牙質の形成が促進され
たと考えられる一定期間経過後仮充填材と覆罩剤を
除去するとともに齲蝕象牙質も除去し，改めて覆罩
した上で，永久修復する生活歯髄保存療法である。
この処置法についても英語では色々な表現法があり
Indirect pulp capping２１）のほか Indirect pulp treat-
ment２２），Indirect pulp therapy２２），Gross caries re-
moval２２）などがあり，英語では多くの用語がこのよ
うに使われ１つには統一されていない。

最近の翻訳本に英語を直訳し間接覆髄としたもの
があるが，これは内容を考えていない間違った訳し
方である。

そこで私は英語の用語にはないが暫間的という語
を付して暫間的間接歯髄覆罩法と呼び従来の我が国
で用いている間接歯髄覆罩法と区別している。

欧米では我々のいう間接歯髄覆罩法に該当する処
置法は，健康な窩洞に対して種々な刺激を遮断する
目的で Varnish や Liner，Base などを用いること
のようで，特に定められた用語はないようだ。図４ 萌出と歯齦との関係
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おわりに

昭和５０年１１月発行の著作権保有は，文部省で発行
が日本歯科医師会の学術用語集，歯学編２３）をみると
昭和２０年代に歯肉，エナメル質，セメント質，など
と改悪されたにもかかわらず歯ぎん，ほうろう質，
白堊質，切端，歯芽などの私が推奨する多くの用語
が掲載されており歯科界は他の学会などの圧力に屈
することなく自分の領域をしっかり守っていること
を知り本当に嬉しく，なつかしく思っている。

日本小児歯科学会が今回発行した用語集２４）におい
てヘルマンの歯牙年齢を誤訳して掲載しており，本
当に恥ずかしく学会の権威が疑われる。また歯科矯
正学の分野でも日本に留まらず欧米においてもアン
グルの不正咬合の分類が永久歯列期の不正咬合の分
類であるにもかかわらず，混合歯列にも応用してい
るのは理解に苦しむ。混合歯列期の上下顎第一大臼
歯の咬頭対咬頭の咬合関係は永久歯列期ではアング
ルの２級であるが，混合歯列期では正常咬合であ
る。

その後昭和５４年１０月に東京歯科大学同窓会，卒後
研修特別委員会が発行した口腔機能の維持と回復と
題する著書２５）の中でも東京歯科大学の多くの先生方
が私の推奨する専門用語を使われている。例えば上
条雍彦教授は出齦や歯牙を，佐藤徹一郎教授は歯齦
を田熊庄三郎教授は琺瑯質など挙げればキリがない
がこのように東京歯科大学の先生方は用語が変更さ
れた後もご自分の信ずる用語を使用されており，い
まさらながら頭が下がる思いである。お若い先生方
もすべてのことに対して特にご自分の領域歯科医学
については自身の信念を貫き邁進して欲しいと願っ
ている。

〈筆者略歴〉
１９５５年３月 東京歯科大学卒業
１９６６年４月 〃 教授就任
１９９８年５月 〃 退職
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