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はじめに

２０１９年５月１５日から２０２１年２月１４日までの１年９
か月間，スウェーデンのDepartment of Cariology,
Institute of Odontology, Sahlgrenska Academy,
University of Gothenburg（イエテボリ大学歯学部
カリオロジー科，図１）にVisiting Researcher と
して長期海外出張の機会をいただいた。
筆者は歯周病学講座の大学院時代に，老化促進モ

デルマウスの顎関節軟骨退行性変化における Ihh
シグナルの関与１）を研究し，衛生学講座に移籍して
からは，口臭に関する研究２），夜間勤務を含むシフ
ト勤務者と日中勤務者での口腔内の状態および口腔
保健行動の比較３），販売・営業職における未処置歯
の放置に関連する要因４）を研究した。
大学院時代から歯周病，口臭，齲蝕の予防に興味

を持ち，それらの研究にフォーカスできる留学先を
探していたところ，２０１７年に日本口腔衛生学会・総
会の招待講演のために来日された Peter Lingström
教授（イエテボリ大学歯学部長・カリオロジー科主
任）を，成田空港から会場の山形までお連れする機
会を得たことが契機となり，イエテボリ大学への留
学が実現した（図２）。
本稿では，イエテボリ大学での筆者の研究とス

ウェーデンライフについて報告する。

イエテボリ大学

“イエテボリ”は，スウェーデン語でGöte-
borg，英語で Gothenburg，日本語ではヨーテボリ
やイェーテボリと表記されることが多いが，歯科医
療関係者はイエテボリと表記することが多いため，
本稿でも先人に倣い“イエテボリ”と表記する。
イエテボリはスウェーデン第２の都市として栄

え，自動車メーカー，ボルボの本社がある。また，
４年連続でGlobal Destination Sustainability Index
による“世界で最も持続可能な都市”のタイトルを
獲得している。
イエテボリ大学は，２０２０年のAcademic Ranking

of World University（世界大学学術ランキング）の
Dentistry & Oral Sciences の分野で，米国の大学
が上位を占める中，１８位にランクインした。また，
２０２１年にQS World University Rankings（QS世界
大学ランキング）のDentistry の分野で首位になっ
た。

留学中の研究

研究では，Caries preventive strategies（齲蝕予
防戦略）やRestorative materials（修復材料）に関
する，様々なプロジェクトに携わった。とくにフッ
化物配合歯磨剤の効果的な使用方法として「歯間部
フッ化物濃度に対する異なるブラッシングルーティ
ンの効果」について，長期海外出張に関する役職者
インタビューの際に目標に掲げた，Caries Research
へのパブリッシュ５）と，COVID-１９の影響でOnline
にはなってしまったが，ORCA（European Organi-
sation for Caries Research）Congress での発表を
達成することができた。また，２組のマスタープロ
ジェクト（Stepwise excavation の Systematic review，
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ゲームと口腔の健康）のアシスタントスーパーバイ
ザーも務め，歯学部の学生や大学院生を対象にカリ
オロジーのセミナーを開催することもできた。研究
者を対象に図書館のスタッフが定期的に開催する，
日常の研究で利用できる有用なツール，テクニッ
ク，サービスについてのセミナーも勉強になった。

歯間部フッ化物濃度に対する異なる
ブラッシングルーティンの効果

フッ化物配合歯磨剤の使用が劇的に増加した６）と
いう事実にもかかわらず，永久歯の未処置の齲蝕
は，Global Burden of Disease２０１０Study で最も高
い有病率（全世界で３５％）であると評価された７）。
その理由は，個人のブラッシングルーティンが原因
である可能性がある。そこで，われわれはブラッシ
ング後の歯間部フッ化物濃度に対する異なるブラッ
シングルーティンと，異なる種類の歯磨剤の効果，
およびブラッシングの過程に関して患者や，一般の
生活者に与えられる推奨事項との臨床的関連性を評

価した。
健康な８人のボランティアに，ペーストタイプの

フッ化物配合歯磨剤の量（１cmまたは２cm），ブ
ラッシング時間（１分または２分）およびすすぎに
使用する水の量（１０mLまたは２０mL）を変えた，
様々なブラッシングルーティンをテストした（Se-
ries１）。さらに，ブラッシング後のすすぎに使用
する水の量（すすぎなしまたは１０mL）を変えて，
異なる剤型（ペースト，ジェル，フォームタイ
プ８））の歯磨剤をテストした（Series２）。歯間部唾
液サンプルは，ブラッシング前と６０分後まで採取さ
れ，フッ化物濃度はフッ化物イオン電極を用いて測
定された。
Series１の結果を図３に示す。このルーティンの

中では，「歯磨剤２cm，２分間のブラッシング，１０
mLの水でのすすぎ」が最も高いフッ化物濃度を示
し，「歯磨剤１cm，１分間のブラッシング，２０mL
の水でのすすぎ」が最も低いフッ化物濃度を示し
た。また，歯間部唾液フッ化物濃度（ppm）×時
間（０～６０分）で求めた曲線下面積（AUC : Area
under the curve）は，フッ化物配合歯磨剤の量が
１cmか ら２cmに 増 え る と４７．２％増 加 し（p＜
０．０１），ブラッシング時間を１分から２分に増やす
と２６．８％増加し（p＜０．０１），すすぎに使用する水の
量を２０mLから１０mLに減らすと４１．２％増加した
（p＜０．０１）。これらの知見は，フッ化物配合歯磨剤
の量，ブラッシング時間およびすすぎに使用する水
の量が，ブラッシング後の歯間部フッ化物濃度に有
意な影響を与えることを示唆している。
次に，Series２の結果を図４に示す。ペーストタ

イプとジェルタイプは，フォームタイプと比較して

図１ イエテボリ大学歯学部

図２ イエテボリ大学にて筆者（左）と Peter Ling-
ström 教授（右）
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フッ化物濃度が高かった（p＜０．０１）。さらに，フッ
化物の量が少ないにもかかわらず，ジェルタイプは
ブラッシング後にペーストタイプとほぼ同じフッ化
物濃度を示した。また，水でのすすぎを１０mLから
０mL（すすぎなし）にするとAUCの増加が認め
られた（p＜０．０１）。
以上の結果は，ブラッシングの過程に関して，患

者や一般の生活者に明確なアドバイスを与えること
の重要性を示している。

イエテボリ大学歯学部の教育と臨床

教育では，カリオロジーの講義や実習だけでな
く，歯周病学，歯科衛生士プログラム，EU圏外で
教育を受けた歯科医師が免許を取得するための補完
コース（KUT）の講義にも参加させていただい
た。そのほとんどはスウェーデン語であったため，
講義や実習の後，英語で質問にこたえていただい
た。
臨床では，Sahlgrenska Academy のカリオロ

ジー科，歯周病専門クリニック（図５），学生クリ
ニックの他，Folktandvården（公立の歯科医院）（図
６）の見学もさせていただいた。制度やシステム，
使用する機器，薬剤，製品，治療方針，学生への教
育，歯科衛生士の役割など，スウェーデンと日本の
違いを知ることができた。

スウェーデンにおけるフッ化物応用

筆者は，留学前に日本口腔衛生学会のフッ化物応
用委員会委員として『フッ化物応用の科学 第２
版』９）で，日本におけるフッ化物配合歯磨剤一覧を
まとめ，それを踏まえて『エビデンスを臨床に！
齲蝕予防マニュアル』１０）では，ライフステージとリ
スクに合わせたセルフケアにおけるフッ化物応用と
してのフッ化物配合歯磨剤，フッ化物洗口剤をまと
めていたため，フッ化物製品に大変興味があり，
度々Apotek（薬局）に入り浸っていた（図７）。
フッ化物に関しては，研究・教育・臨床やスウェー
デンのナショナルガイドラインを通して，推奨され

図３ ８種類のブラッシングルーティン後６０分までの歯間部フッ化物濃度（ppm）の平均値（n＝８）
と曲線下面積（AUC）の値（平均値±SD）

歯科学報 Vol．１２１，No．４（２０２２） ３６７

― １１ ―



る応用法，フッ化物イオン濃度，使用量，使用方
法１１）などを日本と比較して整理することができた。

図４ ペースト，ジェル，フォームタイプの歯磨剤によるブラッシング後６０分までの歯間部フッ化物濃
度（ppm）の平均値（n＝８）と曲線下面積（AUC）の値（平均値±SD）
（＊＊＊p＜０．００１；＊＊＊＊p＜０．０００１）

図５ 歯周病専門クリニックにて星野由香里先生
（左）と筆者（右）

図６ Folktandvården（公立の歯
科医院）にてカリオロジー科の
同僚 Carolina Bertilsson 先生
（左）と筆者（右）
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齲蝕の現状と今後の課題

齲蝕が少ない国として知られるスウェーデンだ
が，ここ数年の間，特定の年齢層で齲蝕の増加傾向
が示されている。その理由として，食生活の変化，
齲蝕を経験してこなかった親が子に教育をできない
こと，移民が多いことなどがあげられる。一方，日
本では歯の残存に伴い高齢者の齲歯を持つ者の割合
が増加している。
スウェーデンでは，パブリックヘルスケアやプロ

フェッショナルケアの場で，齲蝕予防のためにフッ
化物バーニッシュ（フッ化物イオン濃度２２，６００
ppm）が応用されている。また，Apotek では，セ
ルフケアのための９００ppmのフッ化物洗口剤や
５，０００ppmのフッ化物配合歯磨剤を処方せんや指
示書がなくても誰でも購入できる。成人期以降に増
加する歯根面齲蝕の予防のためにも，日本でもこれ
らの製品を入手しやすい環境が整うことが期待され
る。

「Ska vi fika？（フィーカしない？）」

Fika（フィーカ）（図８）は，コーヒーを飲んだり，
おやつを食べながら会話を楽しむ，スウェーデンの
職場や生活文化に欠かすことのできない習慣であ
る１２）。カリオロジー科では９：３０～１０：００と１４：３０
～１４：５０が Fika の時間（ランチの時間は別）で，
実験の計画を立てる際も，この時間に重ならないよ
うにすることが重要である。どんなに忙しくても
Fika の時間をとることで仕事にメリハリが生ま

れ，短時間でも作業が進み，効率よく仕事につなが
るといわれている。また，仲間と談笑しながら気軽
に確認・相談することができ，コミュニケーション
も活性化される（図９）。
留学当初，他の留学生と「なぜこんなにFika ば

かりしているのに論文をパブリッシュできるのだろ
う？」と疑問に思っていたが，Fika こそがフラッ
トなコミュニケーションを促進し，研究を円滑に進
める秘訣なのであろう。筆者にとっても，英語やス
ウェーデン語での会話が上達し，研究対象者も見つ
かり，留学期間中に論文がパブリッシュされたこと
は，このFika のおかげだと信じている。

Fika でのネタ探し

Fika では決まって「週末の予定は？」「週末は何
かおもしろいことをした？」と聞かれるため，ネタ
探しのために，Official Visitor’s Guide to Gothen-

図７ Apotek（薬局）で販売されているオーラル
ケア製品

図８ カリオロジー科のスタッフと共にCariology
Days（講座旅行）でのFika

図９ Fika roomにて同じフロアのスタッフと共に
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burg１３）やイエテボリ大学のWelcome Services から
月１回送られてくるNewsletter でイベントを
チェックし，積極的に参加した。また，日本のこと
もよく聞かれるため，『カラー改訂版 日本のこと
を１分間英語で話してみる』１４）などを活用し，簡潔
にわかりやすく話すように心がけた。質問をされて
初めて，自分が意外と日本の文化・習慣を理解して
いないということに気づき，改めて日本のことを学
び直すことができた。自分の周りの方は，日本人の
ことを勤勉で礼儀正しいと思っており好感をもって
いたため，とても優しく接してくれた。過去にイエ
テボリ大学に留学していた先生方や，スウェーデン
に住んでいる日本人の方々に感謝したい。

スウェーデンライフ

スウェーデンの寒く，暗く，長い冬（とくにイエ
テボリは，ほぼ毎日が雨）の後の，楽しみにしてい
たイベントが，２０２０年からはCOVID-１９の影響で，
ことごとく中止になってしまい，とても残念であっ
たが，周りのサポートもあり自分は元気に過ごすこ
とができた。
Carolina Bertilsson 先生，Rasmus Källström 先

生，Lisa Nylund 先生（図１０）とはプライベートで
一緒に過ごすことが多く，それぞれの実家にまで連
れていっていただいた。湖や海に泳ぎに行ったり，
料理やお菓子を作ったり，週末の夜は Padel（テニ
スとスカッシュの要素を持ったラケットスポーツ）
をしたり，夏は３泊４日でハイキングをしたりと，
健康的な生活を送ることができた。また，歯科医師

が４人集まると歯科の話ばかりしてしまうのは，ス
ウェーデンでも日本でも同じだと感じた。
長年の夢であったNorthern Lights（オーロラ）

を観ることもできた（図１１）。一度目のチャレンジ
では弱いオーロラであったため肉眼ではボヤっとし
ていたが，Kiruna での三度目のチャレンジでは肉
眼でもバッチリ観ることができた。満天の星空のも
と光のカーテンが夜空を舞う光景は幻想的で自然と
涙が出た。
Peter Lingström教授は歯学部長であるため超多

忙にもかかわらず，プライベートも気にかけていた
だき，晴れた日は近くの島や湖に連れていっていた
だいた。夏に２泊３日でイエテボリから車で片道３
時間かかる Skåne にあるサマーハウス（別荘）に
連れていっていただいたときは，今後のキャリアや
研究について，じっくり話すことができ，有意義な
時間であった。帰国直前の誕生日の朝には，筆者の
机の上にCertificate が置かれており（図１２），最高
の誕生日プレゼントをいただいた。

おわりに

身内に歯科医療関係者がまったくいない，サラ
リーマン家庭に育った自分であったが，こうして母
校の教員にしていただき，さらに海外留学までさせ
ていただき，自分は本当に幸せ者である。今回の長
期海外出張により，今後の研究のビジョンが定ま
り，専門領域の予防歯科に関する共同研究をイエテ
ボリ大学歯学部カリオロジー科と継続することが可
能となり，さらなる発展が期待できる。

図１１ Kiruna にて筆者が撮影したNorthern Lights
（オーロラ）

図１０ 左からRasmus Källström 先生，Carolina
Bertilsson 先生，Lisa Nylund 先生，筆者
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また，スウェーデンの歯科医療を学ぶことで，ス
ウェーデンの良さだけでなく，日本の素晴らしさも
知ることができた。国によって文化・習慣・価値観
などは異なるため，スウェーデンの良いところを日
本に適したかたちで取り入れ，日本の予防歯科の発
展に貢献したい。また，本学の発展に貢献できるよ
うに誠心誠意努めたい。
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