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依 頼 論 文 《8020と補綴臨床》

8020運 動 の意 味 と問題 点

石井 拓男

The Meaning and Problem of the 8020 Movement in Japan

Ishii Takuo

歯科補綴学的意義

8020運 動は 「成人の口腔保健対策がどのように国民の福祉に貢献す るか」という国民へのメッセージであ り,「口

腔保健 と全身的な健康の関係」などの研究の必要性を惹起 したものであった.歯 科補綴学 は中高齢者の歯科患者を

その対象とする領域であ り,上 記の歯科医療 と研究の中心的役割 をはたす学問である.8020運 動の発生 とその後の

展開を把握することは補綴学においても重要なことと思われ る.

抄 録

8020運 動の発生 とその後の展開を分析することで,国 全体の動きと歯科保健医療の関係 を明 らかにす

ることを目的 とした.国 策 として高齢者対策がなされているときに,厚 生省 における検討会で8020運

動は提示された。その後全国的に運動は展開され,歯 科医学の研究においても,口 腔保健 と全身的な健

康に関する研究がなされ,歯 科保健の重要性の認識が深まった.こ の運動の契機 となったのは,老 人保

健法の成立 と,そ のなかの保健事業に歯科が盛 り込まれなかったことにある.わ が国の高齢者の保有歯

数は調査の度に数を増 し,8020の 方向に間違いな く進んでいる.
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I.は じめ に

8020運 動 が 日本補綴歯 科学会 の シンポ ジウム に取

り上 げられた ことは,歯 科界 において重要 な意味 のあ

るこ とで あ り,8020運 動 にか かわって きた もの と し

ての喜 びは言葉 に余 るものである.

喪失歯の補綴 によ り咀嚼 機能 を回復 するこ とを専門

領域 とす る日本補綴歯科学会 は,歯 の喪失抑制 を目的

とす る8020運 動 とは対 峙す るもので ある,と の観測

が あった.8020運 動が提案 されたの はお よそ20年 前

の ことであ る.そ の当時の 日本補綴歯科学会の考察 を

行 うことはもはや意味のない ことと思われ る.こ れだ

けの時間 を要 した後 に,8020運 動が 日本補 綴歯科 学

会で取 り上 げ られた ことに感慨 を馳せた い.

8020運 動 は2000年(平 成12年)に 財 団法人8020

推進財団が設立 され,歯 科医師以外 の業界 か らの理事

構成 をな し,組 織的 により幅広い活動 と事業が実施 さ

れ るよ うにな った.ま た,8020運 動 の認知度 はかな

りな もの となってい る.国 民のなかで も,意 識の高い

集団 と思 われ るNPO法 人 を対 象 とした研 究 にお い

て,厚 生労働省が法律 まで作って行政 ライ ンで推進 し

ている 「健康 日本21」 よ りも8020運 動 のほ うの認知

度が高い とい う結果が出てい る(図1)1).

厚生行政において も,ま た 日本公衆衛生学会におけ

る歯科以外 の業種 か らも,8020運 動 は一 目を置かれ

図1NPO法 人の認 知度(2004年,全 国)

全 国5分 野(健 康 医療 福祉,社 会教育,ま ちづ く り,子

供健 全育成,文 化芸 術 ス ポー ツ),NPO 458法 人29.2%

(厚生 労働 科学 研 究:住 民 参加 に よ る地域 保健 活 動 の 実

態 と促 進 に関 す る研 究)

るもの となっている.そ して,日 本補綴歯科学会 が学

会 として新 たな展 開 を図 ろ うとい うときに,8020運

動 の視点 を1つ の起 点 としようとするまで になったの

である.「8020運 動 は どこまで進 んだか?」 の問 に対

し,「 日本補綴 歯科学会 に取 り上 げ られ る まで になっ

た」 という答 えは,8020運 動 の広が りと深 ま りの成

果 を とらえる とき重要 なことと思われ る.

医療 ・保健領域 における1つ のサ クセスス トー リー

といって よい と思われ る8020運 動 で あるが,そ の誕

生 は当時 の歯科界 の苦渋のなかか ら出てきた ものであ

る.8020運 動の意味 と問題 点 には,昭 和 末期 の 日本

と歯科界 の状況把握 な くしては言及 できない.こ こで

は,8020運 動発生の背景か ら述べてい きたい.

II.高 齢 社会政 策 に乗 り遅 れ た歯 科

8020運 動 が 生 まれ る そ もそ もの発 端 は,1982年

(昭和57年)の 老人保健法の制定 にあ った.そ れ もこ

の法律 に歯科保健 が取 り入れ られなか った ことにあ っ

た.「 健 康づ くりを標榜 し,成 人病予 防法 的要素 がは

じめて加味 された と謳われ るこの法律 も,歯 科の立場

か らは,き わ めて不本意な ものであった.老 人保健法

の本文中に歯科 に関 する記載が ゼロであった とい う驚

くべ き事 実が あ る… 」 これ は,法 制定直 後 の1983

年(昭 和58年)2月 の業界雑誌 に載 った著名 な臨床

歯科医師の一文である2).

老人保健法 は今 日の介護保険法 と健康増進法 につな

が るものである.高 齢社会 の到来 は必然 の もの と捕 ら

え,国 策 として法整備 を行 うとい う動 きが 昭和50年

代 に始 まった.し か し,歯 科保健医療 は,そ の流れに

乗 ることがで きなか った.そ もそ も国 自体 として高齢

社会に歯科 をどのように位置づ けるのか という認識 が

欠 けていた.さ らに歯科界 も高齢社会 において歯 科保

健 医療 の存在 が どの ように求 められ るのか,ど の よう

な役割 をはたすのか,い かに国民の健康 と福祉 に貢献

で きるのか,具 体的 に提示 するこ とがで きなか った.

老人保健法 という法律 がつ くられ ること,そ れ 自体

をキャッチす ることが歯科界 にはで きなかったのであ

る.法 案が衆議院 にか けられた ときになって ようや く

歯科医師会が行動 をお こし,よ うや く付帯決議 を得 る

ことがで きたの であった(図2).歯 科 医師会 も各専

門学会 も国の動 きを察知 する機能が きわめて低かった
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のである.

小児の齲蝕が社会問題 となり,診 療報酬における差

額徴収が世間の指弾を受けるという事態が続 き,歯 科

そのものが社会的関心を十分あおる状況にあった.こ

れらへの対応で精一杯で,高 齢化社会 と歯科との関係

図21982年(昭 和57年)2月11日,日 本 歯科新 聞

に思いを馳せることができなかったというのも事実で

あったと思われる。

老人保健法の創立時に,時 の政府が歯科保健を考慮

しなかった理由の1つ は,こ の法律が医療 と保健の両

面からなっているという,従 来にない特異的な性格そ

の ものにあった.1973年(昭 和48年)か ら始まった

老人医療費の無料化は老人医療費の急速な増加を招い

た.図3は その変化を示したものである.高 齢者の医

療費が80年 代,90年 代 と大変な勢いで跳ね上がった

ことがわかる.こ れは,当 時の政府の予測を上回るも

のであり,そ の後今日にまで続 く高齢者医療福祉問題

を提起することとなった.

しかし,歯 科では老人歯科医療費の急騰 ということ

は起 こらなかったのである.こ れには当時なされてい

た差額徴収 とい う歯科特有の支払い方式があったた

め,自 費部分は国からの補助対象外 とな り,実 質的に

歯科では老人医療費の無料化は行われな く,歯 科医療

機関に老人が殺到することはなかった.

歯科の状況 とはかかわりなく,老 人医療の増加が国

として問題 となってきたことから,老 人の医療費を一

般の医療保険から別立てにすることと,老 人の疾患の

源 となる成人病,今 日でいう生活習慣病の予防が老人

保健法 という法律を生むことになった.こ のとき,当

然ながら歯科の老人医療費 は医科 に比べ きわめて低

受療率(全 体)

受療率(歯 科)

図3受 療率の年齢群別年次推移

(患者調査より)
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く,老 人医療費を引き上げる元凶とはみなされず,国

として予防策をとる必要のない疾患と考えられたので

ある.

もう1つ の理由は,老 人保健法の保健事業は老人福

祉法で行われていた老人健診がもととなったことにあ

る.と ころが,歯 科はこの健診 にはもともと含 まれて

いなかったのである.歯 科健診は母子保健法と学校保

健法には明記されていたが,成 人 ・老人の健診を規定

した法律 はなく,福 祉領域での歯科健診を歯科側か ら

必要性 を説 くこともないまま推移 してきたのであっ

た.こ の老人福祉法での歯科保健の欠如がここで大き

なマイナスとなった.

老人は歯がなくなっても入れ歯を入れればよい.年

とともに歯を失 うのは当然のこと,と いう長年の既成

概念が世の中にも,歯 科界にもあ り,歯 を失うことを

防ぐための成人 ・老人の歯科保健,歯 科健診の必要性

は思いもよらないものであり,施 策 として制度化する

ような動きはどこからもないまま推移 してきたので

あった.

III.生 涯にわたる歯科保健 という視点

老人保健法の成立 は上記のことから,歯 科界にとっ

ては寝耳に水の出来事であった.予 測のつかない世の

動きであったことから,当 然ながらその重要性 も一部

の歯科関係者以外には十分認識ができなかった.

老人保健法の歯科界にかかる問題性 を認識 したの

は,行 政関係の歯科医であった.医 師をはじめとする

他業種は一気に老人社会への対応を進めているのにか

かわらず,歯 科保健だけが孤立 していることを痛切に

感じていたのである.具 体的な事例が,老 人保健法に

基づく保健事業の第一次5ヵ 年により,保 健所や市町

村保健センターで実施 された成人健診である.こ の事

業から歯科健診のみが排除されたのであった.成 人保

健を考 えるとき,歯 科を加えることはこれまでの保健

活動において当然なことであり,健 診事業に歯科を除

外する理由はないというのが現場の歯科関係者の感覚

であった.

当然ながら第二次5力 年計画には歯科健診が導入さ

れる,さ れなければならない,と いう思いがここから

広がった.ち ょうどそのころ,1985年(昭 和60年)

に診療報酬の改定が予定され,そ こで老人保健法の健

診事業の実施 と関連 した歯科診療報酬の見直 しを行 う

動 きが 歯 科 界 の一 部 で起 こった.1984年(昭 和59

年)の 夏頃か ら作業が始 まったが,そ こに医療 と保 健

の領域 か ら大学,歯 科医師会そ して行政 の歯科関係者

が集 まり,初 めて老人保健,成 人健診 と歯科保健 医療

との関係が議論 されたのであった.

成人 の歯科保健管理の 目標 とい う本質的 な概念 が,

この議論 のなかで輪郭 を整 えることとなった.そ の議

論の過程で,次 のような論点が浮 かび上が って きた.

・ヒ トは生理的 に何歳 くらいまで歯 を保 ち得 るか.

・咀嚼 機能が保持で きるのはどれ くらいまでか.

・歯 の保持 と咀嚼 機能に年齢 による生理的限界が ある

のか.

・現状 は生理的限界 と阻害因子(疾 患等)の どちらが

規定 してい るのか.

さらに,

・歯科治療 の歯の保持 と喪失予防への効果 は どうか.

・歯科保健管理 を小児か ら成人 にいた るまで システム

化 できるのか.そ の効果 は.

・システムを作 るために必要な体制 をいかに整備 す る

か.

20年 前 の歯科界で は先 に も述 べた ように,高 齢 に

伴 う歯の喪失 は必然 の ものである,と い う考 えが まだ

漠然 と支配的であ り,そ の こと自体 を研究対象 とす る

ことはほ とんどなかった.

1983年(昭 和58年)に100歳 以上 の 日本人 の疫学

調査が行 われたが,そ の結果 から残根 を含 め歯が残 っ

てい る人 は18.6%で しか な い ことが 明 らか となっ

た3).こ の事実 は,高 齢者 の歯 の喪失 は当然の ことと

しなが ら,一 方で歯科界 の抱 いていた期待 を裏切 るも

のであった.長 寿 と歯の機能 との関係 はあるのでは,

歯が良い人 は長生 きをす るに違いない,と いう思い と

期待が歯科界にはあったのである.

以上の よ うに,実 に残念 な こ とで あるが,1983年

(昭和58年)に 老人保健法 が成立 してか ら,歯 科界 は

あわてて成人 ・高齢者 と歯科 にかかわる研究 を開始 し

た とい うのが実態で あった.こ の ことは口腔衛生学 の

領 域 において も例外 ではなかった(図4,5).老 人保

健 法が世 に出 るまで,学 会 で成人歯科保健 の研究発表

をみ ることはまれで あった.と ころが,法 制定 と同時

に急速 に成人 ・老人関係 の研究が増加 したのである.

医学領域の研究課題 は,研 究室 に こもっていてはみつ
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図4成 人 ・高齢者に関する歯科の研究発表の推移

日本公衆衛生学会 ・歯科の演題における割合%

図5成 人 ・高齢者に関する研究発表の推移

日本口腔衛生学会の全演題に対する割合%

か らない,と いう典型例 である.

歯 の喪失 をどの ような疾患 として捕 らえるのか.歯

の喪失 は高齢 にともな う生理的な現象 なのか.歯 の喪

失 は咀嚼 障害 とい う障害の位 置づけなのか。疾 患では

ないのか.補 綴 は リハ ビ リテー ションなのか….こ れ

まで議 論の あった諸 点 につ いて 日本:補綴歯 科学 会 か

ら,こ の時期 に明確 なメッセー ジがあって も良かった

ので はと考 える次第であ る.

IV.老 人保 健 法 と8020運 動

歯科界 の対応の遅れ をその ままに,日 本 は急速 に高

齢者 対策 を整 えだ した.1987年(昭 和62年)か ら始

まった老人保健法の保健事業第二次5力 年計 画では,

1991年(昭 和66年 ・平成3年)を 目途 とした新 しい

事業 の目標が提示 された(図6).

それ らは,

(1)健 診 と予防施策 で疾病の減 少が可能 な もの.

(2)現 状把握が健診 によ り可能 な もの.

(3)健 康相談 と教育 を行 う もの.

と3種 にわ けられた.

健診 に より早期発見 がなされ,医 療 に より死亡 を減

少 させ る ことが可能 な もの として,胃 がん と子宮がん

健 診が位 置づ け られ,第 一次 と二次 の計10ヵ 年で死

亡率 を30%減 少 させ るとされた.

また,肺 が ん,乳 が ん は検 診 に よ り発 見率 を50%

と し,心 疾 患 は検 診 に よ りハ イ リス ク者 の把 握 を

60%で きるとした.
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図6老 人保 健法.第 二 次5力 年計 画の 目標(1991年 目途,1987年 厚生省)

これ らの数値 目標 を定 めた保健事業 は,当 時の歯科

に とっては驚異的な ことであった.健 診事業で,具 体

的 に年 限を切 って 日本 レベルで疾患 を減少 させ るとい

うことは,そ の ころの歯科保 健 に はない視 点で あっ

た.学 校保健の健康診断 は,そ れによって齲 蝕の処置

率 を数値 目標化で きて も,齲 蝕発生抑制 を数値化 で き

る もの で はなか った.も っ とも,学 校 歯科保 健 で は

「虫歯半減運動」4)とい うものが提示 され実施 され た と

いう実績が あった.こ れ は歯科保健 において先駆 的な

稀有な例で あった.

また歯科界 にな じみのある,母 子保健法 の1歳6ヵ

月児健診 と3歳 児健診 も早期発見早期処置 の勧告 が主

たる目的で,そ の効果 を処置率 として把握す ることす

ら不可能 な仕組 みの事業であった.保 健所や市町村保

健セ ンターで は,3歳 以降の健診 を実施 している とこ

ろはまれであ り,3歳 児健診事業 の成果 を把握す るす

べがないのであ る.ま た,1歳6ヵ 月 と3歳 との関連

を調べ ることも通常業務 としてはなされていない こと

か ら,事 業 の評価 は,受 信者数や その子供 たちの断面

調査 としての疾 患数 を経年 的 にみ るこ とが主で あっ

た.個 人 を継続 して管理 す ることはい ささか手に余 る

ことで あった.こ のため,健 診事業 を行 うこ とその も

のが 目的化 してお り,そ の成果 を問い,問 われ ること

はなか った.

この ような歯科界 に とって,老 人保健事業で数値 目

標 を示 した疾患対策 は,数 段先 を進 んでい ると受 け と

められたので ある.

成人 ・高齢者 の歯科 にかかわ る保健医療研究 の成果

を待 って,そ れを政策 に取 り上 げて もらうのでは,歯

科保健政策 の遅 れは取 り返 しのつか ないもの となる,

との認識 が関係者 のなかで強 くなった.先 に述べた よ

うに,口 腔衛生領域でようやく現状把握の調査研究が

なされ,学 会報告されだしたという状況であ り,日 本

補綴歯科学会から高齢者の歯の喪失について,老 人保

健法を視野に入れた発言はいまだ聞こえてこない状態

であった.

老人保健法の第一次5力 年計画で研究補助事業 とさ

れた歯科の疫学研究結果をもとに,成 人歯科健診 と歯

科疾患の数値 目標化を図ることを意図して,1987年

(昭和62年)神 奈川県の厚木市でワークショップが開

催された.参 加者は厚生省の歯科医師,歯 科大学の口

腔衛生学 と歯周病学の研究者,日 本歯科医師会 と都道

府県 ・郡市区歯科医師会の役員,保 健所勤務の歯科医

師,歯 科衛生士,さ らに公衆衛生領域 の医師を含む

29名 であった5,6).

厚木ワークショップでは次の5つ の課題が検討 され

た.

(1)老 人保健法の第二次5力 年計画における歯科の

位置とほかの保健事業 との比較をする.

(2)老 人保健法の歯科調査事業をもとに,成 人の口

腔疾患のニー ドとディマンドを分析し,成 人歯科保健

の数値目標(8020)を 設定する.

(3)老 人保健法における 「歯の衛生教育」の具体的

な展開を検討する.

(4)老 人保健法における 「歯の健康相談 と健康観

察」について,老 人保健法の調査事業の結果 を基に現

場活動の方法を検討する.

(5)老 人保健歯科事業をすでに実施している市町村

において,8020運 動の具現化 とその可能性 を検討す

る.

8020運 動の根拠 は,老 人保健法の調査事業か ら歯

の喪失数 と咀嚼できる食品の関係を分析 し,さ らに年
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古たくあん 欠損歯完全補綴者

図7年 齢群別にみた噛める人の割合と喪失歯数の関係

(愛知県豊田市,1984年 老人保健事業モデル地区調査より)

表1厚 生労働省歯科保健課の保健事業と8020運 動

1985年(昭 和60年)5歳 児のむし歯予防推進モデル事業

1987年(昭 和63年)在 宅寝たきり老人歯科保難 進事業←昭和62年 厚木ワークショップ
←平成元年 成人歯科保健対策中間報告8020運 動

1991年(平 成3年)成 人歯科保健対策推進事業

1992年(平 成4年)8020運 動推進対策事業

1993年(平 成5年)8020運 動推進支援事業
←平成8年 厚生科研 「口腔保健と全身的な健康に関する研究」開始

2000年(平 成12年)8020運 動推進特別事業

齢の要素 も加味 したことで,高 齢者でも喪失歯数が

10歯 以下であると若い人 と同じ食事をしているとい

う事実に基づいている(図7).こ の事実 を一般 にア

ピールする場合,欠 損歯数で表すか(8010運 動),保

有歯数で表すか(8020運 動)の 議論があった.こ れ

は周知活動の方法論についてのものであり,後 年歯科

の姿勢論 としてとらえる意見が聴かれたが,そ れはこ

の運動の本質にかかわるものではなかった.

先に述べたように,歯 の保持 と咀嚼機能に年齢によ

る生理的限界があるのか.生 理的限界 と阻害因子(疾

患など)の どちらが現状 を規定 しているのか,と いっ

た医学的な事実の解明を得ることによらず,現 に高齢

者で10歯 以下の欠損の人 は若者同様に快適な食生活

をお くっているという事実 を目標化 したのが8020運

動であった.

8020運 動は大変皮肉なことに,タ ーゲ ットとした

老人保健法の第三次計画に反映することはできなかっ

た.老 人保健法では1992年(平 成4年)か ら歯周疾

患モデル事業が始まり,そ の成果 をふ まえ,1995(平

成7年)か らの総合健康診査に歯周疾患検診が導入さ

れた.し か し,こ の事業 は8020運 動の一環 とはとら

えられなかった.

1989年(平 成元年)の 厚生省歯科衛生課(当 時)

の 「成人歯科保健対策検討中間報告」に厚木ワーク

ショップの考え方が採用され,80歳 で20本 以上の歯

を残そうという8020運 動 として明記 され ることと

なった7).そ の後,厚 生労働省歯科保健課が8020運

動推進事業を実施 したことから全国的に普及すること

となった(表1).

そもそも,厚 生労働省の歯科部門は歯科衛生課 とし

て旧医務局に位置づけられていた.そ の業務 は歯科医

師,歯 科衛生士,歯 科技工士の3法 にかかわることで

あり,地 域保健は法的には業務 とされていなかったの

である.そ れが1984年(昭 和59年)に 厚生省組織令

の改正にともない,歯 科保健医療の普及および向上を

図ること,と いう業務が加わったのである.そ れまで

は,歯 科医師をはじめとする国家試験関係のものがほ

とん どであった.そ れが地域保健についても予算をた
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てること とな ったので ある.1985年(昭 和60年)に

5歳 児 を対 象 とした むし歯予防推進 モデル事業が最初

であった.こ れ まで歯科衛生課 か らだされた補助金 を

都道府 県や市町村 が受 け取 って,歯 科保健 事業 を行 う

ということが なかった ことか ら,歯 科衛生課の補助事

業 はなか なか受 け入れ らなかった.1987年 か ら歯科

衛生課 の補助事業 は寝 た き り老人の対策 や1991年 の

成人 歯科 保 健 対 策 へ と変 化 して きた.そ の流 れ と

8020運 動 が合流 して,1992年(平 成4年)か ら補助

事業 として8020運 動推進対策事業が開始 された.

成人 ・老人歯科保健対策 が厚生省のなかで次々 と打

ち出 され,歯 科医師会 も8020運 動 を都道府 県の単位

で表彰事業 を中心 に新たな展開が なされるようになっ

た.そ のなかで,8020者 が予想以 上 に存 在す るこ と

が明 らか とな ってきた.こ れは,先 述 の100歳 の歯科

について の疫学 調査 結果(1983)と 相 反す る もので

あった.そ の調査 か らお よそ10年 がた ち,さ らに こ

の時期 の80歳 は先 の100歳 と30年 の時代の違いを生

きて きた人たちであった.こ の間 に急速 に日本人 の口

腔 ・歯 科保健状 況 が変わ った ことが考 え られ た.ま

た,8020表 彰 を行 った歯 科 医 師 会 や 自治 体 か ら,

8020者 は大変元気だ,と い う感想 が多 く寄せ られ た.

1996年(平 成8年)か ら厚 生科 学研 究 に よ る 「口

腔保健 と全身的な健康 に関する研究」 が開始 された.

歯科界 に とって空前の厚生科学研究費 であ り,主 任研

究者 に当時の国立栄養研究所 の小林修平所長がついた

ことから,社 会的注 目を浴 びた.分 担研究者,研 究協

力者 は歯科界 のみで な く,医 学,看 護,栄 養 といった

多方面か らの参加 をえて,こ の研究 は大 きな成果 をあ

げ ることとなった.

当初 の研 究課題 は,8020者 の データバ ンクの構 築

と咬合状態 に起因す る他臓器の異常 の2つ であった.

前者 は80歳 の歯 科にかかわ る大規模 な疫学調査 を全

国的に実施 し,歯 の保持,口 腔機能の良好 な ことと身

体の健康 の関係 を明確 にす ることに貢献 した.そ して

後者 の研究 は歯科補綴学の研究者が中心 とな り,咬 合

と全身的 な健康 について歯科 医学以外の研究者 ととも

にワー クショップを開催 す るとい うか ってない試み を

行 い,そ の後 の新 たな研究 の方 向を示す ことに大 き く

貢献 した.ま さし く,歯 科補綴学 が8020運 動 と一体

となったのである8,9).

2000年(平 成12年)か ら8020推 進 特別 事 業 が始

まり,全 都道府県で小児か ら成人 の歯科保健 にかかわ

る多彩な地域保健事業が開始 され た.こ の年,財 団法

人8020推 進財 団が創設 され,8020運 動 をさらに支援

す る体制 が整 ったのである.こ の財団 は,上 記 の厚生

科学研究 か らえられた成果 を保存 し,さ らに新た な研

究 を支 援 し,8020運 動 を国民的 な運動 として い くこ

とを目的 とした ものである.

老人保健法のなかで歯周疾患検診 が当初か ら盛 り込

まれていた ら,8020運 動 は生 まれ る ことはな く,そ

の後の歯科保健 ・医療 ・研究 とい う一連 の流れ は生 ま

れ ることはなかったのではないか と思 われ る.ま た,

歯の保持 と咀嚼 機能 に年齢 による生理 的限界 とい う視

点や,そ れか ら発展 した 「口腔 と全身」 とい う今 日的

な研究課題 も歩みが異なった と想像 され る.

V.8020運 動 の問題 点

8020運 動 は成人 ・高齢 者 におけ る歯 の重要性 を国

民 に訴 え,そ の国民の意識 の高揚 をもって市町村 にお

ける歯科保健事業,具 体的 には成人歯科健診 を取 り入

れて もらうことに当初の 目的があ った.老 人保健法 の

歯周疾患健診 が2000年(平 成12年)度 か ら法的に確

か な位置 づ けが な された.歯 科界 の願 いがか な うの

に,お よそ20年 の時 を要 したのである.

歯周疾患検診 は,老 人保健法 における総合健診 に位

置づ けられた ときの受診率 とは比べ物 にな らないほ ど

急増 した(図8).歯 科界 が主張 して いた よ うに,健

診の仕組 みをかえるこ とで受診状況は良 くなることが

証明 された ように思 われ る.ま た,8020運 動 が国民

の なかに浸透 した ことの現 れ とも考 えられる.し か し

なが ら,2002年(平 成14年)現 在 においてほかの健

診事業 と比較 す る と,桁 違 いの低 受診率 なので あ る

(図9).

歯科疾患 と口腔保健の重 要性 はかな り普及 してきて

はい るが,歯 科界 の期待す るほ ど国民のなかに浸透 し

て いない こ とが明 白で あ る.そ の意 味で8020運 動が

老人保健法 における歯科の位置づ けを明確 にす ること

を目的 として生 まれ た ことを考 える と,8020運 動 は

その道 の りの半分 に も到 達 して いない のか もしれ な

い.

地方分権が進むことで,保 健事業のメニューを決定

し実施するのは市町村に任せられることになる.住 民
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図8 老人保健法,歯 周検診受診者数の推移

図9 平成14年 度老人保健事業,検 診受診者の比較

表2 80歳(推 定値)に おける一人平均現在歯数ならびに

20歯 以上有する者の推移

(歯科疾患実態調査より)

の意識 とその反映である市町村当局の施策に歯科保健

事業が取 り上げられるか否か,こ れからが正念場 とな

るものと思われる.

一方
,幸 いなことに歯科疾患実態調査では国民の口

図10 歯科 疾 患実態 調査,80～84歳1人 平均 歯 数
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腔状 況 は8020に 急速 に近 づ きつつあ る(表2).1993

年(平 成5年)に105歳 で28歯 を もつ人 が現 れ,そ

の人 は2004年(平 成16年)長 寿 日本一 になった.本

来齲 蝕が少 な く歯の良い人 であった.歯 の良い人 は長

寿で ある,と い う歯科界 の思 いが現実 となった例 であ

る.し か し,歯 科疾患実態調査 は,歯 科医師の努力 に

よる8020者 が増加 して きて いる こと も示 してい る.

治療歯 を多 くもつ8020者 が 出て きて い るので あ る

(図10).

歯科医師の努力が国民の喜 び となる日が近づいてい

る.
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ABSTRACT

In 1982 the Health and Medical Service Law for the elderly was enacted.Until 1982 medical services

for the elderly were provided free or charge in Japan,causing rising health expenditure on the elderly.

One purpose of the law was to introduce partial cost-sharing and health services for the elderly,but

dental health services were not included in the Law.The 8020 Movement was therefore initiated to

include dental health within the health service of the Law.The"8020"goal is based on research which

reported that it is possible to eat almost all kinds of food with 20 teeth.In 1989 the Committee for

Adult Oral Health of the Ministry of Health was established and as an objective for on oral health

campaign,the 8020 Movement was proposed.Since 1992,activities for the 8020 Movement by local

governments have been supported by the Central Government,initiating the success of the 8020

Movement.
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