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Noriaki KAGAMI, Yoshinobu MAKI, Naoki SUGIHARA

Yoshinori TAKAESU

Department of Hygiene and Community

Dentistry, Tokyo Dental College

(Director : Prof. Yoshinori Takaesu)

緒　　　　　言

人の一生の中で,健康を維持していくという過程は,

小児親からすでに始まっているが,この領域における研

究は枚挙にいとまがない｡この健康の維持増進(ヘルス

･プロモーション)の過程には,小児期の心理行動の発

達段階が重要な鍵を纏っている上

著者らは,特に児童･生徒を対象として歯科保健に関

する知識と保健行動とのかかわりを追求してきている41

児童生徒を対象とした生活態度や生活行動の調査

には,主として面接法や賛問紙法(アンケート調査)が行

われているが,歯科保健に関して従来から実施されてい

るアンケート調査については.知識レベルから'認識レベ

ルに至る過程の検討が必要である｡

そこで著者らは,今回　　　法を用いて小学校4年

生を対象に,日常の生活行動から歯科保健行動にかかわ

るいくつかの繋問事項を設定して,その応答を検討し

*本論文の要旨は,第249回東京歯科大学学会例会(平成
5年6月12日,千葉)において発表したO

た｡　　　法とは　　長期未来予測,技術予測などに

対する調査法の一つで,専門家を対象にアンケート調査

を行い,特定の技術の実現時期などを予想し,さらにこ

の結果をフィードバックして再びアンケート調査を行

い,回答を繰り返させるo　この手続きを通常3-4回繰

り返すことにより,それぞれの専門家の予測が一定時点

に収束することを利用するものである｡

歯科保健で広く用いられている調査法には,個別面接

調査法,配票調査法,集合調査法,郵送調査法,電話調

査法などがある　　本調査は,本来取り上げようとする

問題分野の専門家(デルファイ･メンバー)を対象に用い

られる調査法である　　　　法を,小学校4年生の学童

を対象に,同一繋問用紙を用いて,およそ1.5ケ月間隔

で3回のアンケート調査を実施し,歯科保健の認識程度

を調べいくつかの知見を得たので報吾するO

語査対象および方法

1.調査対象と調査期間

調査対象者は,千葉市内の公立小学校の4年生の男児
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19名,女児12名の合計31名とした｡第1回目のアンケー

ト調査は　　　年1月の臨時歯科検診時に,表1に示し

たように,歯科保健行動に関する設問6問,日常生活の

行動に関する設問7問,摂食行動に関する設問5問およ

び受療行動に関する設問5問の合せて23の設問を作成

し,担任教師の指導のもとで調査票を教室にて配付し薯

問紙へ記録させた｡

その後　　ヶ月と3ケ月後に同じ内容の調査用紙を

用い,同一対象者で合計3回の調査を行ったo　また2回

目と3回目の調査に際しても担任教師に依頼し,前回の

結果など事前の解説はせず, 1回目とほぼ同じ条件で

行った｡

2.口腔内診査

口腔内診査は,ミラーおよび探針を用いてWHOの診

断室準に基ずくDMF方式を採用し.一人の同じ診査者

表1調査項E]の内容

歯科保健行動に関する設問

Ql.いっ,歯をみがきますか

Q2.歯をみがくとき,鏡を見ますか

Q3.歯ブラシを変える時,誰が買いに行きますか

Q4.歯ブラシ以外で使っているものがありますか

Q5.学校でやったことがあるものを選んで下さい

Q6.日分の体について気になることがありますか

日常生活に関する設問

Q 1.学校の行事で自分が参加したものを選んで下さい

Q2.新聞や雑誌で｢歯｣のことについて読んだこと

がありますか

Q3.塾や習いごとは何回ですか

Q 4.遊びは一日何時間ですか

Q 5.勉強時間は一目何時間ですか

Q6.家の手伝いをしますか

Q7.テレビは一日何時間見ますか

摂食行動に関する設問

Ql.ふだん飲んでいるものはありますか

Q2.ふだん食べているものはありますか

Q 3.おやつは-E]何回ですか

Q4.学校へ行く時朝食はとりますか

Q5.おやつはどのように求めますか

受療行動に関する設問

Q 1.歯科医院で受けたことがあるものは何ですか

Q2.今までに歯の病みを経験したことがありますか

Q 3.歯の治療で経験したことがあるものは何ですか

Q4.いっも行く,かかりつけの歯医者がいますか

Q 5.歯医者以外で,かかりつけの医者はいますか

がアンケート調査初回時に行なった｡

3.統計的解析

口腔診査票および,賛問紙の入力はデータベースシス

テム桐(管理工学研究所　　　　　を使用した｡口腔診

査票と窯問紙の集計は

を使用した.

結　　　　　果

図1は歯科保健行動の設問の中から｢夜歯をみがく児

童の割合｣に対する3回の回答率を示したものである｡

｢寝る前にみがく｣と回答したものは, 1回目が

と最も高く, 2回目は　　　　　回目は　　　であっ

たo ｢夕食後すぐみがく｣と回答したものは1回目が9.7

%, 2回目が　　　　　回目が　　　で, 1クラスに10

の範囲で夕食後にみがくと答えていた.

これを.図2に基づいて顧蝕経験歯の多い群つまり

DMF歯数が3 - 6の群(a)と繭蝕経験歯のない群(b)およ

び未処　歯を有する群つまりD歯数が1-6歯の群(C)と

未処置歯のない群(d)に分東して回答率を表わしたものが

図3であるO顧蝕経験歯の多い群(a)では, ｢寝る前にみ

がく｣と回答したものは, 1回目で　　であったが,

2回目　　　　　回目　　　と減少する傾向をしめし

た｡ ｢夕食後みがく｣と回答したものは, 1回冒0%,

2回目　　　　　回目　　　と逆に増加の傾向が見られ

たo蘭蝕経験歯のない群(b)では, ｢寝る前にみがく｣と

回答したものが, 1回目と3回昌で　　　であったの

に対し, 2回目では　　　と低く, ｢夕食後みがく｣と

回答したものが　　　であった｡

未処置歯を有する群(C)では｢寝る前にみがく｣と回答し

たものが,それぞれ　　　　　　　　　　　であった｡

未処置歯のない群(d)では｢寝る前にみがく｣割合が1回

J
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図1　よる歯をみがく児童の割合
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図2　顧蝕経験者および未処置歯保有者の分布

5　　　6

圏夕食の後　Ejねる前　闇夜は磨かない

図3　よる歯をみがく児童の割合
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酎　　　　回目　　　　回目　　　と,繭蝕経験歯

のない群と同様な応答傾向を示した｡

｢歯をみがく時鏡を見る｣の設問に対する回答を示し

たものが図4である｡ ｢いっも見ながらみがく｣と答え

たものは, 1回目が　　　と最も高く, 2匡層

3回昌　　　であった｡ ｢ときどき見る｣と回答したも

のは1, 2回目は｢いっも見ながら｣と答えたものと反

比例の傾向を示し, 3回目はほぼ同率であった｡これに

対して｢いっも見ないでみがく｣と回答したものは,変

動が少なく毎回最も低い応答率　　　　　　　であっ

た｡

｢歯をみがく時鏡を見る｣の設問に対する　　　群

の回答を図5に示した｡いずれの群においても共通して

いることは, ｢いっも見ながらみがく｣と回答した者の

割合が,初回に比べて2回目以降減少していることと,

逆に｢ときどき見る｣と回答した者が2回冒以降増加し

てくることであった｡また｢いっも見ないでみがく｣

は　　群に多く見られた｡

図6は, ｢かかりつけの歯医者の有無｣に対する設問

の回答を示したものである｡ ｢かかりつけがいる｣と答

えたものは, 1回目が　　と　　　を超えたが, 2回

冒, 3匡層はそれぞれ　　　　　　と50%以下の値で

圏いつも見ながら磨く　闇いつも見ないで磨く　圏ときどき見る

図5　歯を磨くとき鏡を見る児童の割合
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あった｡これに対して｢わからない｣と回答したもの

は, 1回目　　　　回目　　　そして3回目が

%と画を重ねるごとに多くなっていたo

rかかりつけの歯医者の有無｣に対する言　　　各

薪の回答者率を図7に示した｡離虫経験歯の多い(a)群と

未処置歯のある(C)群では,未処置歯のない　ま酎こ比べ

8　　　6
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て, ｢かかりつけの歯医者がいない｣と回答したものが

毎回多く, 2回目の調査以降｢いる｣と回答した者が減

少し,逆に｢わからない｣と回答した者が増加している

ことが特徴的であった｡

図8には, ｢歯の痛みの経験｣に対する設問の回答を

示した｡ ｢歯の痛みを経験したことがある｣と回答した

ものは, 1回目　　　　回目　　　　回目　　　と

徐々に減少はするものの,いずれも50%以上の回答で,

半数以上のものが歯の痛みを経験していた｡ ｢痛みの経

験がない｣ものは, 1回目が　　であったが, 2[司目

以降　　　　　　と減少している｡これに対して｢痛

みの経験のわからない｣者は, 1回目　　と最も低い

値であったが, 2回目以降　　　　回目　　と増加

の傾向が見られた｡ ｢歯の痛みの経験｣に対する設問

を　　　　群別の回答者率で示したものが図9であ

る｡　麿には｢歯の痛みを経験したことがある｣と回

答したものが毎回　　　　と高い割合を占めているこ

(
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図7　かかりつけの歯科医の有無
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図8　歯の痛みを経験した者の割合

とが特徴的であった｡これに対して口腔内の比較的状態

の良い　群では｢痛みの経験がある｣と回答したもの

は　　　　　と低いことと, ｢わからない｣と回答し

た者が調査回数を重ねるごとに増加する傾向が顔著で

あった｡

考　　　　　案

1.個査対象の特徴

小学校4年生という時期は,小学生集団のJL､理行勤の

発達段階でみて非常にまとまりの悪い学年であるといわ

れる.つまり,心理発達の面からは個人差が大きく塊わ

れる時報であり,これまでよりも自我に目覚める時期で

あることを意味している｡これは体の発達の面でも学習

の面でもみられ,その場その時だけの自分ではなく,ど

んな時にも通じる自分であり,相手しだいでまったく

変った子に見える行いをするのではない,その子らしい

行動をとる自分というものができる時期であるといえる
ll)

○

そしてこの時親は｢しっけの第3斯｣　といわれ,

家庭においても,しっけの最適な時期であり,なお重要

なことはこの時期のしっけを失うと中学･高校の時報の

心身の行動様式の健全な成長にもきわめて大きく影響す

るため,しっけのタイミングを失わないようにするべき

圏ある　　良ない 圏わからない

図9　歯の痛みを経験した者の割合
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であるといわれる｡

口腔内を見ると,入学時萌出をした,下顎第-大白歯

が上下項とも萌出完了し,さらに上下顎前歯部の萌出も

ほぼ完了に近づく時報で,時には切歯郭にわずかな空

隙,歯列の不正や叢生などが見られる｡

このように,小学校4年塗という時報は,幼･小児親

から青年期への導入の転換期でもあり｢言われるままに

行動する｣や｢親にしてもらう｣から｢自分でやる｣よ

うになり,小学校6年間を通じて心と体の大きく変る時

期と言えよう.また,社会環境から見ると多くの子供た

ちの塾通いがいよいよ始まり,日常生活の多くの時間が

当てられるようになる｡

2.小学校4年生への　　　法の応用について

法は　　　　　らによって,研究開発され

た未来の発達を予測する調査法の一つである

(米語読みではデルファイ)は,ギリシャ語でデルフォイ

又はデルポイと呼ばれるギリシャ中部の古代都市で,託

宣で有名なアポロの神殿があったところである｡このア

ポロンの神の予言を象徴して,項代の速いペースで変化

する,技術や環境に対応するために,未来の発達を予見

し,ある程度藻作できる可能性を求めて体系づけようと

したのが｢　　　　　　｣として知られるように

なった｡この方法は,集積された知識や判断力を持った

専門家の意見を基に予測をするもので,個々人の意見

を,人格などによる偏見にとらわれることのない環境の

中で,他のメンバーの概念や反対の理由を冷静に分析回

答できることが長所とされている15)｡

医療における未来予測もまた　　　　法を用いて行

われている｡看護学校における講師と学生に対する自己

評価と客観的評価との関係　　カウンセリングにおける

傾向予測　催眠療法分野での10年後の将来に対する予

測18)などもその例である.

本来　　　　法は専門家を対象とした未来予測の一

手法であるが,このアンケート調査法を,大人に成長発

育する段階にある児童に応用し,同じ内容の　問を繰り

返しすることによって,知識や認識の確からしさと不安

定さを知り,さらには繋問の妥当性についても検討する

ものである｡

3.歯科保健の裡蔵と行動の解析

1. ｢夜歯をみがく児童｣のうち, ｢寝る前にみがく｣

と回答した者と｢夕食の後みがく｣と回答した者の両者

を加えると,各回とも95%以上を示している｡これは,

敵地経験歯数の多い群(a)とない群　未処置歯を有する

群(C)とない群(d)においても顔著で｢夜の歯みがき行動｣

94, No. 5 (1994) 451

が,ほぼ定着していると考えられる｡しかし1回目から

3回目までの調査は約3ケ月を要したため,その間に児

童の認識レベルの変化や学習による変化の影響も考えら

れ　　　　　　回の同一薯問に対して回答の変動に多少

の差が見られたのは,その認識の変化によるものと推察

される｡

2. ｢歯をみがく時鏡を見る｣児童のうち, ｢いっも見

ないでみがく｣と回答したものは, 1回目　　　　　回

目　　　　回目　　　でいずれも,変動の少ない低い

回答率を示しており,その他の児童は｢いっも見ながら

みがく｣か｢ときどき見てみがく｣と回答している｡し

かし,各回毎の回答率が大きく変動しており,鏡を見な

がらみがく行動に対する回答の禾安定性が示されたO　こ

れは,日常歯をみがく習慣はあるが,みがいていること

の意識やみがいている部位の確認まではしていないと考

えられる｡また,蘭蝕経験歯数の多い群(a)とない群

未処置歯を有する群(C)とない群(d)においても,同様の回

答傾向を示しているが,廟蝕経験歯数のない群(b)と未処

置歯のない群(d)において, ｢いっも見ないでみがく｣と

｢いっも見ながらみがく｣の選択肢に対する回答率が同

じであったことは,一定した歯みがき行動をとる児童で

あることを示している｡

3. ｢かかりつけの歯医者の有無｣の設問に対する回

答傾向は, ｢いる｣と答えた者が1回目は高い回答率で

あったが, 2回目, 3回目は安定しており,現実に受診

していることの裏付けと推察される｡一方｢いない｣と

｢わからない｣は変動が大きく,その原因の一つは｢か

かりつけ｣の意味が,わかりにくい内容を示しているの

ではないかと考えられる｡すなわち,我が国では｢かか

りつけ｣とは,制度的にあるのではなく,両親がすすめ

た場合,あるいは長く家族がかかっている医師･歯科医

師という意味であり,単に｢かかりつけ｣と問いかけた

場合,家族なのか本人のみなのか,わかりにくかったの

ではないかと思われる｡

4. ｢歯の病みを経験した者｣は, ｢ある｣と回答した

者がわずかな変動で,痛みに対する実感がそのまま回答

に現われていると患われる｡しかし,本来歯の痛みを経

験しないと思われる顧蝕経験歯数のない啓(b)と未処置歯

のない群(d)においても｢ある｣と回答した者が40%前後

見られたことは,回答に乳歯商蝕の経験が反映されてい

ると考えられ,設問に対する乳歯か永久歯かの区別が小

学4年生には,わかりずらかったと思われる｡

今回の調査対象者の小学校4年生は,心理学における

発達段階でみると, ｢外界の達得の時代｣と呼ばれ
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知的活動により例えば幼児期からの歯みがき習慣が変容

し多様化する時期と考えられると,田代ら20)が報吾して

いるように,歯科保健についての認識を深める初期の発

達段階にあるといえる.今後この学年啓を中心に同一薯

問に対する,心理的内面的な不安定な把鐘の仕方による

応答の表われ方や,薯問の表現の仕方の不適切さによる

応答の変化等　　　　法を応用したアンケート内容の

心理的な安定性と不安定性,質問及び表現の妥当性につ

いてさらに検討したい｡

轄　　　　　諭

小学校4年生を対象に,歯科保健にかかわる認識度の

調査に　　　法を応用して,覚問紙に対する児童の応

答の変動過程を検討したところ,以下の結論を得た0

1. ｢よる歯をみがく児童｣は,寝る前と夕食後を合

せると各回とも95%以上を示しており,保健行動として

の安定性がうかがわれるo　さらに,離触経験歯にもとづ

く分幾　　　　　　　群　　　　　　群

群　　　　群)で検討してみると,いずれの群におい

ても回答率は毎回　　　　　　の範囲にあり,子供た

ちのよるの歯みがき行動がほぼ定着していると考えられ

る｡

2.日常,歯をみがく習慣はあるが,みがいているこ

との意識の確認として, ｢鏡を見ながらみがく｣と回答

した児童は,各回毎にいずれの群においても

と変動が大きかった｡

3. ｢かかりっけの歯科医がいる｣と回答したものは

毎回どの群でも　　　　で,学校歯科検診にもとづく

事後処置の推進と都市地区としての歯科医院利用の便宜

性が考えられるoその一方この窯問に対して｢わからな

い｣と回答するものが,各回毎に増加している原因の一

つに,わが国の医療制度における｢かかりつけの医者｣

の意味の唆昧さが指摘される0

4. ｢歯の痛みを経験したことがある者｣は離蝕経験

歯数の多い群と未処置歯数のある群で　　　　　　の

回答を示した｡一方,商触経験歯のない群においても20

の回答があったことは,この種の質問に対して

対象歯が乳歯と永久歯のいずれかで質問すべきであった

ことが考えられた｡

今回調査対象とした小学校4年生は,歯科保健につい

ての認識を深める初期の発達段階にあり,今後この学年

と中学生に対して　　　法の有用性を検討することに

している｡
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The purpose of this survey is to evaluate dental health awareness and oral health behavior

in schoolchildren by means of a Delphi method presented three times at an interval of l･5

monthsI Specialists in many different fields employ the Delphi method to forecast new trends

and ways of thinking on the basis of a convergence process･ In this instance･ the authors used

responses to the Delphi method for a group of fourth grade primary schoolchildren in order to

assess their dental healthknowledge and behavior･ The results were as follows :

1. 0f the total of children surveyed, 95% habitually brushed their teeth daily after supper or

before golng tO bed. Althoughthis response suggested stable health behavior in children who

have experienced caries (DMF), responses over three questionnaire surveys varied between 66%

to lOO%･ This may indicate that the children learned about dental hygiene during the course of

thesurvey.

2. There was a fairly large variation (11･1%155･6%) in responses to whether children looked

in a mirror while brushing their teeth.

3. Between 30% and 50% of the children surveyed replied that they were in the care of the

"

＼　‖上　　　州　　　　仕五"1用　具IL当･-　-1-ll-1　　　　1　1つl面'L

4. 0f children with caries experience, 54･5-88･9% responded that they had felt dental pain･

corresponding percentages among caries-free children were 20%-50%･ Since these responses

probably relate to deciduous teeth, a distinction between deciduous and permanent dentition

should be made in the questionnaire.
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