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戦時中及び戦後の生活環環の変動に件う

乳幼兜の騙蝕罹患傾向の特異性について
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（この研究は昭和24年度及び同25年度丈部省科学研究費による研究である）

　（B）永久歯

（1）鯖蝕罹患者率

永久歯の薗離虫罹患者の状況は，第10表及び第7

図に示す如くである。

第工0表　永久歯鵬蝕罹患者率
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　永久歯の薗離虫罹患者の状況は，乳歯の場合と稽

異り，総体的に，男子においては，町村が最高の

罹患率を示し，大都市，申小都市の順位となり（町

村5．75±1．ユ2％，大都市5．52土1．20％，中小都市

3・73±0・55％），女子においては，大都市（1α92±

1．43％），町村（9．20土1．27％），、中小都市（4．86

±0．56％）の順序となつて居る。しかも，大都市

と町村とは，罹患率も罹患傾向も著しく近似し，

中小都市は低率である。特に女子6才においては

著しく低率であつて，‘大都市，町村の同年女子と

の差は有意である。

　年齢号旺には．4才では，申小都市女子に1名永

久歯蘭歯を有する者を認める外他群にはなく，6才

は常に5才より高率である。但し中ノ」鄭市女子に

、おいては，5才が6才より約1％高率を示している。

性別には，女子は男子より高率である。

　（2）　工人雫均鶴歯数

　永久歯の繭出せる者については，1人準均の永

久歯煽歯数は，第11表及び第B図に示す如くで

ある。

第11表　1人不均永久歯齪歯数

都鄙m大　都　市 中　　小　　都　　市 町　　　　村

諏　性
1’男　1　女 男　1女 男　1女

4
M±mσ ・…士　i・…　』1・…　1・・C4士…41・…　1・…

σ士mσ ρ…　i・…　1・…　i・・2・±…3｝・…　1・…

5 M十m …6±…3i…4士…4i…4士・…［…8士・…i…9士…41…7土…3

σ土mσ
・・24士…2［・・47±…21・・26±・…1・・36士・…i・・39±…31・・35±…2

6 M≠m ・…士…31…9土・・Q3｝…7士・…1…δ土・…1…9±…21…7±…3

σ士mσ
・・5攻士…21・・57土…2【・・38＋・…1・・32土・…1・・4・±…2i・・52土…2
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第8岡　亭均永久歯騙歯数
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　環境別には，5才男女において，大都市はα06

±α03歯，’ ｬ村はα09±0．04歯と町村が梢凌駕

するが，他は大都市群が多く，中小都市は，大都

市，町村の何九よりも低位にあることは，永久歯

罹患者率の場合に等しい。　　　　　．

　この傾向は，乳歯の1入平均翻歯数の高年齢，

（4，5，6才）の場合に一致している。

　性別には，大体，女子は男子より高い値を示し

ている。

　（3）　　薗跨倉虫豚民憲歯率　　　　　　　　　　　　　　　・

　繭出永久歯i数に対する鯖歯数の関係を示す永久

歯の翻蝕罹患歯率は，第12表及び第9図に示す

如くである。

第12表　永久歯臨蝕罹患歯牽
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第9岡　永久歯騙蝕罹患歯率
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　大体の羅患傾向は，．煽蝕罹患者率及び1人亭均

鯖歯数の場合と同様であるが，町村群の男子にお

いて，6才から5才より低率となつた牽が僅に異

るo

　環境別の総体的の罹患率は，大都市が男女共最

も高率（男子3．qO±5．5090，女子4．88±0．5290

であり，町村（男子2．25±0．36％，女子3．75±

0。41％），中小都市（男子1．85±0．22％，女子，

2．0δ些0．20％）の順序であるσ

　（4）現存永久歯数よりみた鯖蝕罹患状況

　現存乳歯数よりみた歯離虫罹患状況の項で述べた

と同じ様な理由で，現存永久歯数別に永久歯の齢

蝕罹患者率を観察してみた。その状況は第ユ3表

に示した如くである。
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第13表　現存永久歯数よりみた鱈蝕罹患者率

　　　　性永久歯数

大 都 市

男 女

中 小 都 市

男 女

町 村

男 女

・　レ…り 0．00 0。00 0．0り 0．00 ．0，00

・～21・・99±…4 605：ヒ2．21
・…土・・4・12・63±・1671・・8・士・・8・ 2．50ゴ：1．23

3～4 ’・・97士…51 P・4・・2±2・67｝5・2・土U・［・・9・士・・9415・3・土・82 8．79±2．ユ0

5～6
名・2・±r・5・1・・β4土4・2215…士・・47／5・49士・・38・i・…8±2・761・4・96士3・・7

7～8
13・畑4・4gl・8・・8土8・22i・8・75士6・9・r・4・29士4・68・・… 　ヒ

9．09士5．00

9－・・12・…±・7・8孚125…土・5・3・レ2・…士・7・8gl・4・29±7・64い7・65±9・25　i　3・・58±…66

・・～・2i…3 1 i5・…士35・36い… 0．00

・3～・41 1・・・…

・5ん・61

　本表によつてみても判るようた，かような分類

による永久歯鱈蝕罹患者率ば，本確究の対象年齢

においては，なお途次永久歯が萌出しづy’ある時

期たあるため；ぞめ変動が極めて大ぎぐ，従つて

個々の百分率の得用藤ま低い6

　しかしながら，大体において，永久歯繭出数の

多い者ほど，翻蝕罹患者率が高い傾向があること

が窺え，永久歯莇出後の期間と蘭蝕罹患とは，略

比例するようである。

環境別には，大都市ぱ中・J・都市より一定の聞隔

で高率であるが，町村と他の都市群との聞の差異

は，不規創である。

　　　　　　　　総括並に結論

　昭和23年度に作つた，戦後の児童の煽歯発生

及び永久歯の莇出状況に関する研究に引続いて，

乳幼児における歯牙繭出並に鯖歯発生状態に関す

る調査研究に着手し，昭和24，25年の両年度に

瓦り，日本内各地域に亘つて，16596名（大都市

3．4C6名，中小都市10．049名，町村3，14ユ名）の

乳幼児の歯牙の検査を行い，それらを環境別，年

齢別，性別に分類し，設計処理を行い，必要数値

を算出して検討した結果，戦時及び戦後の生活環

境の変動に件つて，乳幼児の翻蝕｝臨慰に特異な傾

向を発見することが出来，鯖蝕の環境衛生学」勺見

迎から，極めぐ興朱ある知見を得た。

　以下，前項までに記戦した調査成績を総括し乳

考察してみたいと思う。

　（1）　乳歯の萌出

　乳歯の繭出は，大体2才で絡り，3才に至れば

完全に尭了する。

　環境別の繭出速度は，大都市が最も早く，中小

都市，町村の順である。

　性別には，差異を認めない。

　乳歯の脱落乃至喪失は，5才を過ぎると，稽顕

著に認められ，就申，町村において著しい。6才

における，町村と，1大都市，中都市間の差異は有

意である。

　（2）　永久歯の萌出

　永久歯は，4才より徐うに雨出するのが見られ

る。

　環境別には，町村が最も早く，申小都市，小都

市は略同じである。6才における町村と都市群と

の間の繭出歯数の差ぽ有意である。

　性別には，女子は男子より繭出の早いことを認

める。

　（3）　孚L歯薗函食虫罷害、者率

　先ず，環境別に年齢傾向をみると，4才までは

大都市，中小都市，町村の順で，略等しい闇隔を

保つて途次増加しているが，4才を境として，増

．齢的た減少の傾向を示している。これは，極めて
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注貝すべき特異な現象である。この傾向は，大都

市において，特に著明である。中小都市と町村と

は，略同様となつて，減少傾向を示している。こ

のことは町村における蠕蝕罹患者率の減少率が，

都市群に比して，少いことを意味している。

　性別には，特に差異は認めない。

　　　　　　　　戦前との比較

　昭秘12，13年における岡本氏の調査と比較す

ると（第2図5，全般的に低傘であ窮，就中，5，6

才の高年齢において，著しく低率である。

　前にも述べた様に，本研究においては，高年齢

に至ると，罹患牽の低下するのを認めたが戦前に

おv・ては，その様な傾向は認められない。

　（4）　ヱ人李均乳歯雌i歯数

　年齢傾向は，全般的1こは麹離虫罹患者率と同じで

あるが環境別を考慮た入れてみると，3才までは

全く同じ傾向を示すが，高年齢（4，5，6才），に至

ると，機患者率の場合と異り，大都市町村中小都

市の順位となり町村は大都市に著しく近似する。

’性別には，差異を認めない。

，（5）乳歯爾蝕罹患歯率

年齢並に環境別の傾向は，1人早均孚噛翻歯数

の場合と同じである。性別にも差異を認めない。

　（6）現存乳歯数よりみた鯖蝕罹患者率

　現存歯数の増加と，薗離虫隈患者率の増加とは必

ずしも一致しない。殊に，大都市においては，現

存乳歯数1ヱん12の者が最も高率で，それ以上の

者は減少の傾向を示し，申小都市，町村では，歯

数ヱ3～ヱ4の者までは，途次上昇し，それ以上の

者は，保合3ζは僅かな上昇を来している。

　環境別には，中小都市と町村とは，同傾向を示

し，大都市においては，全般的に高率である。

　（7ノ永久歯薗離蛉昼患者傘

　環境別に観観すると，男子では，町村が最も高

率を示し，大都市，中小都市の順であり女子にお

いては，大都市，町村，申小都市の順となつてい

る。しかし男女共に日村と大都市とは極めで近似

した罹患率を示している。

　年齢傾向は，中小都市の6才女子が5才女子よ

り低率を示す外，増齢的に増率を示しているq

　性別には，女子は男子より高率である。

コ49

　（8）1人畢均永久歯翻歯数

　魎離蝿慰者率の場合と略同じ傾向を示してい

る。

　（9）永久歯蝕罹罹患歯率

　環境別には1，『男女共に，大都市が最も高率を示

し，町村，中小都市の順でありその他の諸罹憲傾

向は，前記ご者（7）（8）と同じである・　た穿

町村の男子において，5才が6才より高率を示し

ている。

　（10）現存永久歯i数よりみた翻蝕罹患者率

　現存永久歯数の増加と，齢i蝕罹患者率め増燦と

ば，’略平行しているのが認められる。

　環境脇こは，大都市は中ノ」郵市よりも各歯数群

共に高率を示しているが，町村は極めて不規則な

罹患率を示しているo

　以上は，本研究の調査結果の総括であるが，こ

れについて，以下少し考察してみたいと思う。

　今まで記載した諸i数値について，考えてみると

4才を境として，その前後に異つた傾向を看取す

るヒとが禺来るのである。このことから，4才の

前と後との者の発育過程における生活環境に依つ

て，考察してみる必要があろう。

　第1表に記載した通σ，4～6才の幼児は・昭和

18年より21年までの間に出生したもの，琶Pち，

戦時申及び絡戦直後の極めてきびしい，悪い生活

環境の中に生れ，育つたものである，0～3才の乳

幼児は，昭和2ヱ～25年の間に謁生し，禺生後の

生活環境は徐々に戦前の状態に復帰しつ、ある時

期に相当する。いΣ換えれば，環境別に多少の程

度の差はあつても，高年齢の者は，低年齢の者よ

り，いわゆる劣悪な生活環境の中に歯牙形成期を

過したということができると思う。このことは，

本調査の結果を考察するに，重要なことがらであ

る。

　先ず，第一に，歯牙数の溝長についてみると，

乳歯の繭餌については，特異的傾向を認めないが

5～6才における醗落乃至喪失傾向は，町村か都市
　ニ
群まり有意に早く，また，永久歯の繭出は，町村

が，特に6才において，都市群より有意に早い。

このことは，戦時，戦後の生活樹境の変動が，何

等かの意義を有することを想像せしめるが，本研
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究の範囲では，その理由は明かでない。

　第昌に，乳歯の趨離虫について，総括的に観察す

ると，男女共々，4才までは，大都市，中小都市

町村の順に増齢的に増加しているが，4才より年

齢の増すに従つて減少の傾向を示し，特に大都市

において著明である。斯様な傾向は，戦前の調査

には見られない特異な現象である。

　この減少傾向を，更に詳しく観察すると，

　鯖蝕罹患者率における減少傾向は，大都市が最

、も著明で，次いで申小都市となり，町村は最も少

い。従て，中小都市と町村とは，略等しい罹患傘

を示している。

　ユ人挙均編歯数，鰯蝕罹患歯率については，大

都市，町村が同b様な著しい減少を示し，中小都

市は比較的減少傾向が少い。

　卸ち，高年齢における鯖蝕罹患者率は，町村と

申小都市が略同率を示し，ヱ人畢均鯖歯数，鶴蝕

罹患歯傘では，町村と大都市が近接していること

は，都市群就中大都市の翻蝕罹患性が，著しく低

下していることを示す反面，町村は，大都市にお

ける程，’罹患性の低さを来していないことを物語

つてい，る。

　この事実は，高年齢即ち戦時及び終戦直後の生

後環境の影響下に形成期を持つた歯牙の趨離虫罹患

伴に及ぼした影響の特異な点を示すものではない

かと推測される。

　しかも，低年齢（0～3才）における鯖蝕罹患状

況は，大都市を最高に，中小都市，町村の順序を

はつきりと示し，且つ，増齢的に増加を示してい

ることは，当該年齢者の歯牙形成期が，戦時，戦

後の最悪条件より漸く脱しつ、あり，われわれの

生活環境が，漸次戦前の形態に復帰しつ、あるこ

とを，物語つているのではあるまいか。

　次に，乳歯の現存歯数霧に鶴蝕羅憲者率をみる

と、，大都市においては，現存麟数U～12の者が

最も高率であり，それ以上のものは減少傾向を示

し，中小都市，町村では，歯数13～14・の者まで

途次上昇し，それ以上の歯数を有する者は，保合

叉は僅かな上昇を示している。環境別には，大都

市は申小都市，町村より全般的に高率であるのを

認める。
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　現存歯数の多少と，歯牙の口腔内存在期間とは

第ユ図より判断して，略正比例すると考えられる

ので，戦前の状態よりすれば，現存歯数と饒餓雛

患傘とは，正比例する筈であるにも拘らず，比例’

しないということは，多数の現存歯を有するもの

の歯牙が，主として，戦時申叉は終戦直後の期賜

に形成されたものであると考えられ，従つて，こ

》に現れた騰患状況は，既述の鶴蝕機懸の諸傾舟

と一致することを知ることが出来る。『

　また，・メ、都市力§他1こ比し高率であるという一こと

は，大都市において局所的の鯖蝕罹慮性が，急速

に高まりつ』あることを思わせる。

第三に，永久歯の翻蝕についてみると，増齢的

に鯖蝕罹患の増加していること，及び一二の例外

はあつても，環境別の齢蝕罹患傾向は，現歯の高

年齢の場合と略その軌を一・にしていることを認め

るo

　以上の所見より，一戦時中及び絡戦直後の生活環

境は，局所的な原因による歯牙の翻蝕罹患の低下

の他に，歯牙そのものに，翻蝕抵抗性に対する好

影響を与えているのではないかと考えられる。

　更に，町村群が，他の都市群に比し，高年齢に．

おいて，鯖蝕罹患性の高まつているのは，戦時中

及び絡戦直俵の，都市において最も生活環境の悪

い時期（歯牙の蠕蝕抵抗性という点では好環境）

に比較的婦環境（歯牙の翻蝕抵抗性という点では

悪環境）にあつたと去えるのではないかと思う。

　私たちが，前年度において行つた研究戦時中並

びに戦後の栄養不均衡が児童の鯖歯発生及び永久

歯莇禺に及ぼした影響についての申で，か」る生．

活環境の激変が1永久歯の繭出を一ケ年遅延せし

めたと同時に，歯牙（乳歯，永久歯共）の齪蝕陞

患をも獅翻したことについて翫載し，所謂湊い生

活環境は，鰯蝕を抑制する因子の一つとして，挙

げることが出来るのではあるまいかと記載した。

邸ち，戦時申から終戦直後の悪環境は，局所的以

外の原因によつて，歯牙に鯖蝕抵抗性を与えたこ

，とが推測されたのである。

　斯様な点は，本研究において，更に詳細に読賜

されているものと思う。所謂全身的には悪い生活
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環境と考えら劃る状態の下に形成された歯牙は所

謂よv・生活環境の下で形成された，歯牙よりより

高V・鯖蝕冤疫性を獲得すると，云い得べき示唆を

与えてv・る訳である。・しかし，その本態について

は，今日の段階では推測の域を脱しない。こ、に

尋ま，その事実Q参を特記し・今後の基礎的研究に

よつて，更に解明してゆきたいと思う。

以上ば，戦時」戦後を通じての生活環境の丈化的

殖会的変動の過渡期年おける特異な傾向として，

禰蝕の環境衛生学的見地から，注目に価する喜実

であると思われる6

　最後に，既述の主な事実を要約し，結論とする

　（ユ）薗離虫の羅患状況は，全般的1こ戦前に比し

て，なお，相当に低率である6特に，5～6才にお

船て，戦前との差に著しい。

　しかし，最近の生活水準は，漸次戦前のそれに

近接しつ、あることは，鯖蝕罹患の推移から窺う

ことが出来る。

　（2）9乳歯の薗離虫は，、4才を境としてゴ都鄙を

問わず，増齢的に減少傾向を示してv・る。

　（3）乳歯の環境別薗離虫隈患状況は，4才まで

は，大都市，中小都市・町村の順であ、るが・4才

を過ぎると，・鯖蝕罹患者率においては・町村は中

小都市に著しく近屡しダユ人季均齪歯数・鯖蝕睡

患歯傘となると，町村は中小都市を凌駕し・大都

市に近接する傾向を宗す。

　（4）永久歯の齢蝕に環境別には・4才以上の

乳歯蘭蝕の場合と，同傾向を宗している。

　（5）　戦時中及び絡戦直後の肉体的にも，精神

的にも所謂劣悪な生活環境ば，歯牙にとつてな，

殊に形成期の歯牙にとつては丁よい環境」である

と想像することのできる一つの示唆を得だ。（完）

　本研窒を実施するに当つて，、質料の提供並に種々の便

宜を与えられた厚生省大西歯科衛生課長を初め，関係各

位の御厚情に対し，衷心より感謝の意を表する。

　　　　　　　　　杞　　憂

　私の坐る椅子のうしろに素晴らしく大きな額が

一つ掛かつています。紐が切れ，落ちてきたらば

脹i天を一撃というところです。白要の天井からぶ

ら下がつている豪華なシヤンデリヤの眞下に坐つ

1た時も，こいつが落ちてきたらばと思うと，もう

落付いていられなくなります。私が，一寸起りそ1

うもないこんなことを気にするのば，実は大分以

前にゾツとするような苦い経験をなめたせいかも

「知れません。

　それは，ベルリンのオリンピウク大会を数ケ月

後に控え，水泳の一行があと数日で日本を出発す

るという眞際の或る日，短中距離自由型のホープ

遊佐選手が病院に現われ，私がX線写眞をとるこ

。どになつたμ）です。椅子にのせ乳線装置のヘッド

を持つて型通り投影の方向をきめにかかつたと

き，突然私の両手は何物かにハジかれたようなシ

ヨックを受け，同時にドスンという大きな鋭い晋

とともに，目方ユ5kgのヘッドが床に転つたので

す。パンタグラフ式のアームに，ネジ込みで吊つ

てあにたヘツドが，いつの聞にか逆回転を重ね，

はずれかかつていたことに気がつかなかつたので

す。不蓮にもそれが，椅子の肘掛けにのつていた

遊佐逡手の右腕ρ上で一度はずんで床に落ちたの

です。幸い遊低氏の腕に重大な損傷はなかつたの

ですが，ベノレリンからの実況放途を聴いていた私

は，眞実生命を縮める思いでした。

　油浸式防電撃の歯科用X線装置では，Y線管と

高圧変圧器とカil熱変圧器とを油槽に牧め，これを

何等かの方法でアームに吊り廻軽自在になつてい

ます。あなたの装置のこの部分を，どうぞ一度お

調べ下さい。どうなるとこれがはずれるか2


