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１．はじめに －時代転換期の中で

私が病院に勤務しながら，日本歯科医師会の委員
に就任したのは，１９８２年故関根 弘学長の「卒後研
修検討臨時委員会」でした。この委員会は名称を生
涯研修委員会と変え常置委員会となります。約６５回
の議論を経て１９９０年に日本歯科医師会は生涯研修事
業の全国展開を開始し，今日の歯科医師臨床研修の
基礎を作ります。通称「関根委員会」と呼ばれ，今
は亡き砂田今男教授や勝山 茂教授，さらに今もな
お活躍中の斉藤 毅元日本歯科医学会会長を加えた
錚々たるメンバーが参画されていました。この時期
日本は，２１世紀を目睫にひかえ高齢化社会が到来
し，科学技術の革新による高度情報化社会の実現に
向けて社会が動き始めました。それに応じて，国民
の意識・価値観も多様化し，そのニーズに歯科医学
や医療がどう対応するかが問われる時代に突入した
ことを自覚させられた時期でもありました。

２．会誌編集と社会の流れ

高齢者歯科の学問体系の確立に日の浅い歯科界に
あって，議論は歯学教育のみならず歯科界の将来像
にまでに及び，私の知的好奇心を呼び覚ますことと
なりました。この最中の１９９１年に会誌編集委員会副
委員長となり，ここで現学長の金子委員長に６年間
お仕えしました。また井出副学長ともご一緒するこ
とになります。日本歯科医師会代議員に当選した
２０００年に編集委員長に就任し，２０１１年の任期を終え
る頃には２０年間も会誌編集に携わったことになりま
す。この間日本は１９８７年のニューヨーク株式市場の
株価大暴落（暗黒の月曜日）を契機にして円高不況に

見舞われ，１９８９年に元号を昭和から平成へと変えま
した。金融危機などが叫ばれ，景気低迷は診療報酬
改定にも影響を与え，歯科界の失われた１０年が始ま
りました。それから２０年後の今日，リーマンショッ
クに端を発した世界同時不況により歯科は崩壊の危
機に見舞われています。しかし，こんな危機の時代
だからこそ歯科医療の構造改革を進めるチャンスと
いえます。
さて，編集の話に戻します。編集とは，あれこれ

の情報の中から自分達に必要な情報に加工した
「知」を，文化と文脈に配慮しながら紡ぎあげるこ
とです。私は，会誌の企画にあたっては，社会の流
れを重視します。それは，歯科界は経済変動や社会
構造の変化とは切っても切れない関係にあると考え
ているからです。
現在は「画期（エポック）」な時代といわれ，一つ

の時代の社会構造が崩れ，新しい社会構造が生まれ
る時期です。民主党への政権交代はその時代の流れ
の中で起こったものです。
さて，目を産業界に転じれば，この２０年で時代は

自動車，家電に牽引された重化学工業の時代（手足
の時代）から，情報処理（脳の時代）・知識の時代へ
と変化する中で，自動車や家電はコンピュータ技術
を製品に組み込むことによって，社会や消費者の
ニーズに対応してきました。さらに環境問題への対
策として，省エネ技術開発に向けて技術革新に力を
注いでいます。一方，手足の時代から脳の時代への
転換を迎える中で，手工業主体の歯科医療は，歯の
機能修復での材料工学の進歩以外に見るべき画期的
な進歩はなかったと言えば言い過ぎでしょうか。
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３．歯科イノベーションと歯科構造科学

高齢社会では高齢者や障害者といった社会弱者に
配慮した技術革新は，歯科界にとっても重要です。
つまり，歯や口腔粘膜は感覚センサーとして脳への
情報伝達機能，咀嚼機能の回復が高齢者に与える免
疫賦活作用の活性化の重要性に着目すれば，歯の健
康力は会話と言うコミュニケーション機能とともに
人が人として楽しく「生きる力」を支える三大機能
を持っています。
この三大機能を保持するためには，歯科医療の領

域を口腔環境の保全に向けて以下のような領域へと
研究を拡大することです。
歯科医学的分野では，環境問題で枯渇が予想され

るレアメタルを用いる歯科材料つまり金属修復から
セラミックを修復主体とする代替材料の開発が急が
れます。また，再生医療を応用した歯の再生や歯肉
再生技術の開発が必要です。
咀嚼による脳への刺激が及ぼす免疫賦活機能との

関連や指肢の機能回復との関連の研究推進も重要で
す。唾液分泌量はストレスや老化予防，インフルエ
ンザの感染予防効果との関連も挙げられます。
歯科治療分野では，高齢者の口腔ケア機器，口腔

機能回復のためのリハビリ器具の開発です。エア
タービンでむせる高齢者に対しては，高トルク小型
の電気切削エンジン，ナノテク技術を用いた切削器
具の開発もあります。さらに，植物繊維を用いた歯
ブラシ等の普及により使用後は土壌に還元する環境
に影響を与えない製品の開発も待たれます。歯科医
療的には，高血圧や循環器疾患に影響を与えない局
麻剤さらには，骨粗鬆症治療薬を応用した歯槽骨吸
収の予防治療薬の開発など，歯科には多くの未開発
分野が残されています。
また，診断のための機器開発が遅れており，従来

のレントゲンを用いたものより，私も共同開発に参
加して国立長寿医療センターで角先生を中心に進め
られているより安全な光工学を用いたOCT（光干渉
断層画像診断法）による歯牙や粘膜病変の診断機器
の臨床応用が待たれます。
さらに，コンピュータグラフィックを用いた顔貌

変化や咬合再現装置など患者の視覚に訴えた治療計
画の説明ツールとして活用されることが期待されま

す。
こういった開発研究の他，歯の健康が全身の健康

につながるという「８０２０運動」のテーゼを証明する
には，追跡調査（コホート研究）が必要です。私自身
の提案から調査研究に参加している「歯科医師を対
象とした歯と全身の健康，栄養との関連に関する研
究」では，５年間にわたり２１，１５２名の追跡調査か
ら，喪失歯が増えるほど死亡危険度が上昇している
等の結果を得ています。また，喪失歯が１５本以上に
なると大腿骨頚部骨折のリスクが高くなるという結
果の他，歯と全身の健康との関連結果を得ていま
す。
しかし，これらの研究開発・調査の多くは，歯学

研究者単独での開発は困難であり，医学・薬学・工
学との連携が必要であります。大学間連携や共同開
発のために産業界をも捲き込んだ産・官・学共同体
を立ち上げるなどのヴィジョンに基づいた構想が推
進されることが望まれます。
つまり，歯科医学の分野を歯科構造科学の分野へ

と転換させることです。（図１「歯科構造科学の概
念図」参照）

４．おわりに －編集は変化をとらえる感性

人の情報収集能力は口，耳，目と発達し，劣化も
口，目，耳と進行します。人間関係を築く上での身
体性を重視するなら口の機能は日常生活に欠かせな
いものであり，幸せの根幹を成すものです。歯科の
技術革新は歯科が「生きる力を支える」科学として
国民から認知されると信じます。これらのことを夢
見ながら企画されているのが日本歯科医師会雑誌の

図１ 歯科構造科学の概念図
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コラム「人間と科学」です。多くの著名な執筆者に
最先端の研究をご紹介いただきながら歯科に役立つ
発想がないかと思っています。毎回執筆者との打ち
合わせの度に思うのは，研究者の方に「遊び心」や
「夢」があることです。平成２１年度の松本 紘京大
総長と小寺秀俊教授から平成２２年度は合原一幸教授
のご紹介で中西友子教授に執筆いただくことになっ
ています。（図２「執筆者とともに」参照）
会誌の編集企画にあたっては，松岡正剛氏の編集

発想を参考にしています。「編集工学」という独特
の発想をつくり出した氏によれば，「①編集は遊び
から生まれる，②編集は対話から生まれる，③編集
は不足から生まれる」といいます。社会・経済・科
学・政治といった異なった分野の異なった事象を文
脈を持たせて組みまとめることが編集です。
つまり，遊び心なくして編集は出来ません。自分

達が学んできた知識をリセットして，童心にもどっ
て，口をどう成長過程で活用してきたのか，目は感
情の質を表し口は感情の量を表すといいますが落語
や芸人は口をどう表現力に生かしているか等をじっ
と見てみることです。口元は人の生き方でどう変わ
るのかの観察力を養うことです。その発見をもとに
口にまつわる企画を人との対話の中で意味あるもの
にしていく，変化をとらえる感性を磨く努力が編集
です。
これからの若い歯科医療人，研究者の人材を発掘

するには，一度の筆記試験や面接で選抜するのでは
なく，オープンキャンパス・公開講座で興味を持っ
た人を勧誘したり，小中学校への出張授業等が必要
な時代となったと編集する側からは感じています。
編集する側も教える側も多くの引き出しを持って

果敢に知的冒険で遊んで欲しいものです。
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図２ 執筆者とともに
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