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１．歯科医師供給政策の経緯

歯科医師の需給と地域偏在は社会歯科学領域での
重要政策課題の一つである。わが国では１９５０年代後
半から１９６０年代にかけて，小児う蝕の増加をはじめ
とする歯科医療需要の増大とともに歯科医師の不足
とその地域偏在が問題となった１）。これに対応すべ
く１９７０年に当時の厚生省は当面の政策目標として
１９８５年までに人口１０万対歯科医師数５０を掲げた２）。
そして歯科医師と歯学部の地域偏在を是正するため
歯学部の新設と既設の歯学部の入学定員増が図られ
た。１９７０年代に多くの歯学部が開設され，１９６０年に
７校であった歯学部は１９８０年には２９校となり入学定
員も６５０名から３，３６０名に急増した（図１）。こうした
歯科医師増加政策により，１９８４年には人口１０万歯科
医師数は５２．２人となり，当初の目標は達成された１）。

１９８０年から２０００年の２０年間をみると，診療従事歯
科医師数は５１，５９７人から８８，４１０人へと７１％増加し，
人口１０万対歯科医師数は４４から７０へと５８％増加し
た。こうした歯科医師数の急増は１９６５年から１９８０年
までの歯科大学・歯学部入学定員の増加が影響して
いる（図１）。

１９８４年の歯科医師養成数（３，３８０人）が続くと，
２０２５年には人口１０万対歯科医師数は１２１人となると
推測された２）。将来の歯科医師数は全国的にみると
その過剰が予測されたため，厚生省が設置した歯科

医師需給に関する検討委員会は１９９５年を目途に新規
参入を２０％削減すべきであるとする提言をした結
果２），１９９０年には全歯学部で募集定員が約１９％削減
された（図１）。一方で，歯科医師の分布が必ずしも
歯科医療需要に合致していないことも問題点とされ
てきた。

２．ローレンツ曲線とジニ係数による格差の評価

現在，小児う蝕の減少や高齢社会での補綴需要の
増加といった変化にみられるように，歯科医療政策
を進める上で歯科医療の需要やニーズを事前に予測
することは難しく，不確実性が高い。これまでの歯
科医療政策では，主としてわが国全体の歯科医師数
を論点としてきたところであるが，実際は各地域の
医療需要に合わせて適切な歯科医療を提供すること
が重要である。現在，将来の歯科医師数の過剰が懸
念され，歯科医師数の削減へと政策転換されてきて
いるが，歯科医師数は増加し続けている。こうした
歯科医師数の急増がどのような歯科医師の地域分布
をもたらしてきたかを分析することは，地域の歯科
医療提供体制を再構築するためにも必要である。

近年，所得格差などを評価するために経済学の領
域でよく利用されるローレンツ曲線やジニ係数を，
医療資源配置の指標として用いた研究が報告されて
いる３，４）。ローレンツ曲線は人口の累積百分率を横軸
に，所得の累積百分率を縦軸に表したものある。
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ローレンツ曲線が対角線から離れるほど不平等な状
態となる。したがって，図２で示したＡの状態より
Ｂの状態の方が不平等度は大きい。ジニ係数はロー
レンツ曲線と対角線で囲まれた面積の２倍で，その
値は不平等度の程度を表し，０（完全な均等）から１

（完全な不均等）までの値を示す５）。
わが国では Kobayashi らが市町村別医師数を対

象として１９８０年から１９９０年の１０年間における地理的
分布の変化をローレンツ曲線とジニ係数により検討
している６）。一方，歯科医師を対象とした地理的分
布への応用例はきわめて少ない。今回，著者らが上
記と同様の方法で１９７０年以降の歯科医師供給政策が
２０００年の時点の歯科医師の地理的分布にどのような
影響を与えたかを評価した７）。

３．歯科医師の地理的分布の推移

本研究では１９８０年から２０００年までの市区町村を単
位とした診療従事歯科医師数および人口を基準に歯
科医師数の地理的分布の推移を求めた。診療従事歯
科医師数は，医師・歯科医師・薬剤師調査（１９８０年，
１９９０年，２０００年）８～１０）より市区町村別データを収集し
た。人口は国勢調査（１９８０年，１９９０年，２０００年）１１～１３）

の結果を用いた。解析にあたって１９８０年から２０００年
までの各年の比較ができるように１９８０年および１９９０
年の人口および診療従事歯科医師数の数値は２０００年
の市区町村の境界によって修正した。

最初に，これら資料より市区町村の人口１０万対診
療従事歯科医師数を求めた。市区町村の人口１０万対
診療従事歯科医師数の分布は正規分布ではなく偏っ
た分布となるため「中央値（５０％値），２５％値，７５％
値」を求め，その経年推移を比較して地域格差の程

度を検討した。次に，市区町村の人口１０万対診療従
事歯科医師数の低い自治体から順に並べ，人口の累
積割合（％）を横軸に，診療従事歯科医師数の累積割
合（％）を縦軸にとってローレンツ曲線を描いた。人
口に対して診療従事歯科医師数が完全に均等に分布
していれば，ローレンツ曲線は原点を通る対角線と
なり，不均等であるほど対角線から離れることにな
る。例えば，累積人口１０％に対して累積歯科医師数
１０％が対応していればこの点は対角線上に位置す
る。このように累積割合が同一（均等）であればすべ
ての点（ローレンツ曲線）は対角線上にあることにな
る（完全な均等）。仮に，全人口のうちの１人にすべ
ての歯科医師が対応（集中）している場合，ローレン
ツ曲線は対角線を挟む三角形の２辺となる（完全な
不均等）。最後に，不平等度の程度を示す指標であ
るジニ係数を算出した。

１９８０年，１９９０年および２０００年のわが国の歯科医師
分布についてのローレンツ曲線を図３に示した。
ローレンツ曲線によれば２０００年の歯科医師分布は
１９８０年に比べて対角線に近づき均等化している
が，１９９０年とは著しい変化は認められなかった。ジ
ニ係数は０．３１０（１９８０年）から０．２６３（１９９０年）へと減少
し，歯科医師分布の均等化を示していた（図４）。一
方，２０００年のジニ係数は０．２５５となり１９９０年からの
減少傾向は続いているものの，歯科医師分布の均等
化は小さいものであった（図４）。

図１ 歯科大学・歯学部の入学定員数の推移
（注：私立大学は募集人員として算出）

図２ 所得分布についてのローレンツ曲線
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１９８０年，１９９０年および２０００年における市区町村の
人口規模別にみた人口１０万対歯科医師数を「中央値

（５０％値），２５％値，７５％値」として表１に示した。
１９８０年から２０００年までの２０年間における中央値の変
化に注目すると，自治体の人口規模が大きくなるに
つれて歯科医師数が増加していた。人口規模３０，０００
人以上の自治体では人口１０万対歯科医師数で２０人以
上増加していたが，人口５，０００人未満の自治体（村お
よび町）における歯科医師の増加数は，その約半数

（１２．０人）であった。診療従事歯科医師が１人も存在
しない自治体（無歯科医自治体）の割合をみると，人
口規模５，０００人以上の自治体では２０００年で２％未満
となり大きく改善していた。一方，５，０００人未満の
自治体では上記の割合は１９８０年から２０００年の間に

４３．７％から２５．９％へと減少したが，依然として約４
分の１の自治体は歯科医師を確保できていない。

４．歯科医師の供給政策と地域偏在

１９７０年代の歯学部増設や入学定員増といった歯科
医師養成政策は，歯科医師数の増加によって歯科医
師不足の解消と地理的分布の均等化に一定の効果が
みられた。事実，１９８０年から１９９０年の間ではローレ
ンツ曲線が対角線に近づくとともにジニ係数が大き
く減少し，歯科医師分布の不平等度は改善してい
た。

１９８０年と１９９０年における日本の医師の地理的分布
を比較した研究では，分布の不均等度を示すジニ係
数がそれぞれ０．３３１，０．３４０と算出され，地域偏在が
解消されていなかった６）。日本の医師の分布につい
ては１９７０年から１９８０年にかけて医学部の増設と入学

表１ 市区町村の人口規模別にみた人口１０万対診療従事歯科医師数の変化

市区町村
人口規模*

市区町
村 数

診療従事歯科医師数 中央値（２５％値，７５％値） 中央値の変化
（１９８０～２０００年）１９８０† １９９０† ２０００

＜５０００ ７２３ １８．１（０，３１．９） ２４．２（０，４０．８） ３０．１（０，４９．１） １２．０
５０００～ １００００ ８３４ １９．８（１２．２，３１．５） ２９．９（１７．４，４２．７） ３５．４（２４．５，４８．９） １５．６

１００００～ ３００００ ９５８ ２４．８（１５．９，３４．２） ３８．７（２６．８，４７．５） ４３．４（３３．３，５４．４） １８．６
３００００～ ５００００ ２６３ ２８．５（２０．２，３６．７） ４２．９（３３．５，５１．４） ４９．６（４２．０，６０．７） ２１．１
５００００～１０００００ ２２５ ３２．３（２５．９，４０．９） ４６．７（３８．５，５４．２） ５５．３（４７．５，６４．６） ２３．０

１０００００～３０００００ １７２ ３５．８（２９．４，４６．５） ４９．３（４３．５，６０．３） ６０．０（５３．２，６８．１） ２４．２
＞－３０００００ ７７ ４４．６（３９．３，５６．０） ５８．８（５１．６，７４．０） ７０．０（６０．３，９１．４） ２５．４

＊人口規模は２０００年の人口に基づいて分類
†１９８０年および１９９０年の診療従事歯科医師数は２０００年の市町村の境界によって修正

図４ 歯科医師分布のジニ係数の推移

図３ 歯科医師分布についてのローレンツ曲線
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定員増が実施されたが，医師数が増えれば競争原理
に従って分布するという仮説１４，１５）は観察されなかっ
たとしている。その理由として，医師は都市部の病
院勤務者の割合が高いこと，多数の診療科の医師を
一緒に扱っていることをあげている。

歯科医師は全体の約８５％が歯科診療所で診療に従
事していること，一部に矯正歯科や口腔外科の専門
医が存在するが，大多数は一般歯科であることが医
師との違いとしてあげられる。さらに，日本では地
域の歯科医療は個人の歯科診療所が担っている部分
がほとんどであり，新規開業場所の選択は市場原理
に従う可能性が高く，こうした点が歯科医師分布の
均等化に影響していると推測される。

歯科医師数の増加に伴い歯科医師の地理的分布は
均等化されてきたが，１９９０年から２０００年の１０年間に
注目するとその均等化の度合いは小さかった。この
結果については，市場原理に従って分布の均等化が
限界付近に達してきたためか，１９９０年頃から実施さ
れた歯科大学・歯学部募集定員の削減の影響かは不
明である。

ジニ係数の目安として，０．２～０．３は「社会で一般
にある通常の配分型」，０．３～０．４は「少し格差があ
るが，競争を促進するという面で好ましいケースも
ある」とされており１６），２０００年の０．２５５は通常の配
分型ということになる。一方，個別自治体における
歯科医療過疎地域対策が検討すべき課題として残さ
れている。人口規模３０，０００人未満の自治体では人口
１０万対の歯科医師数は政策目標とされた人口１０万対
歯科医師数５０に達していない地域が多く，歯科医療
に対するアクセスが必ずしも良い状況とはいえな
い。人口規模５，０００人未満の自治体では２０００年時点
でも歯科医師を１人も確保できていない地域が依然
として存在していることからも地域偏在の解消には
一定の限界があるといえよう。

こうした背景には幾つか理由がある。第１に，多
くの町村では人口の減少と高齢化がみられるのに対
し，人口は都市部に集中する傾向にあるため，口腔
外科，矯正歯科，小児歯科を専門とする歯科医師が
都市部に集まる傾向はある程度避けられない。第２
に，都市部の住民は地方と比べ相対的に所得が高い
ため，歯科医師がインプラントをはじめとする補綴
治療や矯正歯科治療といった自費治療を多く実施す

ることを希望すれば都市部での開業を優先すること
が多くなるであろう。日本の医療保険制度下におい
ては保険診療の占める割合が多く（歯科では約９
割），価格は保険点数により定められているため歯
科医師数の増加によって１歯科診療所あたりの患者
数が減少すれば収入を確保するために自費診療に重
点を置くことも考えられる。第３に，生活の利便
性，子供の教育環境といった文化社会的要因を重視
すれば都市部での勤務や開業を優先しやすい。

日本は，医療保険制度により医療サービスを自由
にアクセスすることができるとされているが，現状
は地方や僻地においては歯科医療を受ける機会が制
限されている。こうした地域が存在する背景には人
口減少といった社会的要因のほかに山間部や離島と
いった自然環境的要因がある。さらに僻地での診療
にはしばしば経済的制約があり，歯科医業が十分に
継続できないといった問題もあげられる。個々の診
療行為に対する歯科の診療報酬は日本の医療保険制
度のもとで低く抑えられているので，歯科診療所の
経営を維持するためには一定の患者数が必要となる
からである。こうした僻地では現在実施されている
巡回歯科診療や僻地診療所の開設を公的な支援によ
りさらに充実させることが期待される。

ところで，本研究にはいくつかの限界がある。本
研究では行政区画である市区町村を単位とした人口
を基準にして歯科医師数の地理的分布を検討した。
しかし，歯科医療の需要やニーズは地域人口だけで
決まるものではなく，人口の年齢構成，歯科疾患の
有病率，受療率，所得水準などの社会経済的要因に
も影響を受ける。さらに歯科医療サービスへのアク
セスは，基本的に市町村が一次医療圏としての機能
を果たしているが，歯科医療過疎地域や高度の専門
的歯科治療が必要な場合には居住地域以外への患者
移動もあり，厳密には地域ごとの医療圏について検
討が必要となろう。

診療従事歯科医師数の増加率は１９９６年付近を変局
点として鈍化してきており，今後の地理的分布への
影響を注視する必要がある。また，２０００年以降，国
家試験合格率の低下や一部の歯科大学・歯学部にお
ける入学定員割れといった社会状況もみられること
から，歯科医師の地域分布を継続的に調査する必要
がある。

大川，他：歯科医師供給政策と歯科医師の地理的分布５５２

― ４ ―
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