
口腔衛生会誌JDentHlth54：515-527,2004

同

質的調査・研究の可能性と意義＊

１．－研究者の歩みからみた質的研究の意義

守山正樹*l

IL口腔保健・ヘルスプロモーション活動における質的調査・研究のすすめ

筒井昭仁*２藤好未陶*２岩井梢鱸3，４佐々木健*５中村譲治*４

ロ腔衛生会誌５４：515-527,2004

(受付：平成１６年５月１７日／受理：平成１６年９月１日）

うとしている時代において，研究の過程が多くの人々に

開かれたものであることは，重要である．研究の方法が

確立しているのであれば，方法を学ぶことも，研究を行

ううえで意義深いこととなる．では方法を学んだら，研

究は順調に進むのだろうか．

著者は１９７５年に医学部を卒業後,公衆衛生学の大学院

に進学した.４年間の大学院生時代,研究とはどういうこ

とかが，なかなか理解できなかった．コンピュータによ

る計算．動物実験などの方法を習得すれば、結果が出せ

るようになり，論文が書ける，といった程度の理解はもっ

ていた．しかし本当に自分が研究したいことは何か，容

易には見出せなかった．研究室の諸先輩からは「君はま

だ研究に対してプロスベクトをもっていない」といわれ

続けたが,「プロスペクトとは実際どのような感覚で捉え

られるものか？」，「どうなれば，それをもてたことにな

るのか」わけがわからないまま，時間が過ぎて行った．

プロスベクトの意味がわかりかけて来たのは，数年経っ

てからである．今思えばこのプロスベクトとは，「①研究

の意味を問い続ける前向きの視線」「②その視線を投げ

かけている研究当事者としての自分自身｣，および｢③そ

の自分が位置する世界への認識」という３要素の包括的

１．－研究者の歩みからみた質的研究の意義

研究とは何か？

そもそも研究とは，Researchとは，何だろうか．広辞

苑を引くと「よく調べ考えて真理をきわめること」とあ

る．TheConciseOxfOrdDictionaryを引くと「Thesys‐

tematicinvestigationintoandstudyofmaterialsand

sourcesinordertoestablishfactsandreachnewconclu-

sions」とある．いずれも真理を求めて，調べ考える過程

に焦点が当てられている．

このような研究の過程に関連して，近年「量的あるい

は質的」という捉え方がなされることが多くなった．振

り返ってみると，このような言葉は著者が学生時代には

今ほど意識して使われなかった．しかしそれに相当す

る内容の研究はもちろん存在した研究が広く真理を求

めて行われるものであるなら，当たり前のことである．

研究の出発点としてのプロスペクト

ー部の特殊な人だけが研究をするのではなく，著者も

含め多くの人々が研究を行い，それぞれの真理を目指そ
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な確立を意味していたように考えられる．このことから

すれば研究とは，方法を身に付けて済むものではなく，

｢研究者としての物の見方・生き方の確立｣を伴うもので

あることがわかる．

では質的/量的という研究の分類とプロスペクトとは，

どう関連しているだろうか．公衆衛生学の大学院受験を

決めたとき，「この分野を志すならまず読むように」と

恩師から勧められたのはMacMahonら箸｢疫学一原理と

方法｣'１だった．現象を量的に把握することが，公衆衛生

学の原点であることを教えられた．たとえば物事の関連

を量的に明らかにしたうえで，その中心的な部分を「原

因」・「重要な要因」と捉え，ほかから際立つ形で明らか

に示す研究の際に、研究者としての物の見方が確立して

いることは必須である.研究が量的/質的のいずれである

かを問わず，プロスベクトは研究の前提といえるのでは

ないだろうか．しかし研究手順が高度に組織化され，コ

ンピュータのような量的データ処理装置の存在が大きい

状況下で，研究者個人のプロスペクトが直接には問われ

ない局面も増えているように感じられる．

一方，「プロスペクトが常に問われるタイプの研究」

｢プロスペクトが十分に形成されていないと,行うのが困

難な研究」も存在する．プロスペクトが未熟であること

は，研究テーマを「自分自身との関連で位置づけられな

い｣，「自分の生き方/生活の中に位置づけられない」こ

とを意味する．「生きる，生活する」というのは，人間

が誰でもしていることで，それが研究に直接に結びつく

わけではない．しかし，意識的に生きることは，少なく

とも質的研究に向かう前提として，とても大切なことの

ように考えられる．質的研究の原則を述べている本の１

つにl~Narrativebasedmedicine21｣がある．この本による

と．「学ぶ，信じる，希望する，夢見る，嫌う，愛する…」

等々のことがらは，それが意識的に語られ綴られること

で初めて，Narrative（語り）としての形を現す．この捉

え方によれば，人の生活を捉えるとはNarrativeとして

把握することである．「病気になる，回復する，健康に

なる，障害をもつ，死亡する…」等々の医療と関連した

事象も，もちろんNarrativeであり，医療関係者も立場に

応じて，そのNarrativeの枠組みにかかわることになる．

人の生き方/人の病気になり方/人の回復の仕方が，多く

の興味深い出来事の連続から成り立っており，そのよう

なことが．「なぜ起きるのか，どうなるのか，それをでき

るだけ多く，知りたい/極めたい｣，と思えるようになっ

たとき，そこに質的な研究の世界が開け始めている，と

考えられる．

さまざまな形での研究への質的な接近

大学院への進学に先立つ３年前，医学部３年時の公衆

衛生学実習において，著者は研究の機会に恵まれた．選

んだテーマは思春期の発育だった．発育研究とは．時間

の流れのなかで変化を続ける人間を対象に，身体/認識／

社会性などの多様な次元からの接近を試みる研究であ

る．最もわかりやすい形で，人の変化する過程に注ｐす

ることから，研究が始まる．当時，公衆衛生学の教授と

して着任されたばかりの鈴木継美先生に「思春期の発育

をテーマにしたいが,どのような勉強したらいいのか｣と

質問に行ったとき，先生が示してくださったのが

Bruner箸の｢教育の過程｣3)およびPiaget箸の｢思考の心

理学｣!)であった．実際に行ったのは，母が勤めていた中

高一貫教育の女子校におけるアンケート調査である．調

査にあたって，①思春期はいつ始まるかおよび②思春

期の間に発育に関する対象者の考え方はどのように変化

するか，の２点を明らかにしたいと考えた．最初の課題

は，初経年齢を聞き取り，分布図を描き，中央値と平均

値を推定するという数量的なものであった．２番目の課

題は，オープンエンドの質問（例；妊娠とはどういうこ

とだと思いますか）に対して，対象者に自由記述しても

らいその内容を繰り返し読んで分類することから，思

考過程の多様性と年齢変化を把握する，という質的なも

のであった．６００枚のアンケート用紙の自由記述欄に書

かれた発言を紙片に書き写し，下宿４畳半の畳の上に並

べて分類を試み，その作業を繰り返すことで，多様な自

由記述が整理されていった．たとえば同じ「妊娠」の捉

え方にも，感覚的な次元と知覚的な次元のあることが示

唆された5)．

公衆衛生学実習の面口さにただ夢中になった学生時

代，プロスペクトがないことに気づかされた院生時代を

経て，物の見方は成長を始める．自分のなかに研究に向

かうプロスペクトの萌芽が現れ,「人の生き方や社会の動

きを記述すること」への関心が広がり，そこにざまざま

な過程があることがみえ始めると，質的な方向で研究の

関心が広がってくる．このような「過程に関連した研究

の興味深さ」あるいは「質的な方向での研究的関心」は，

たぶんに個別的/状況依存的であり，ほかの人々に説明す

るには時間がかかる．しかし同じ研究室に所属したり，

同じ時代の流れを共有したりするなかで，周囲の人々と

の間に,質的研究への関心の共有が生まれることもある．

若い同僚が，その人なりのやり方で，人の生き方や社会

の動きを捉え．新たな方向へと質的な探究を発展させる

ことも起き始める．
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この方向で印象に残っているのは，長崎大学で職を得

た著者が1980年代後半に出会ったＩ氏の研究６１である．

1986年当時，長111奇では高島炭鉱閉山が社会的注'三|を集め

ていたかって長崎の主要産業であった炭鉱に，離島と

いう立地条件が重なりその炭鉱の閉１１１後，地域がどう

なるのかが問われていた．著者はほかの研究仲間とと

もに高島町地域保健研究会として，高島の観察を始め

ていた．Ｉ氏は医学部生時代から高島のllIl来事に関心を

もち，そこの人々に共感を覚え，大学院の研究テーマと

して高島を取り上げてからは，生まれたばかりの子ども

を連れて高島に通っていた．閉山直後から人口が急減し

ていった高島に触れながら，Ｉ氏が見}1)したテーマが

｢旧炭鉱地域には健康や疾病の捉え方につき，どのような

特徴があるか？」であり，そのような炭鉱地域の特徴が

｢疾病発症以前の生活背景や疾病像.および発症とどのよ

うに関連するか？」であった．３１名の町民に対し－人

あたり３０分から２時間にわたる面接を行い,疾病発症前

から発症後にいたるライフヒストリーの分析を進めた結

果．健康への意識形成に関連して，３つのパターンを得

た．

ほぼ同時期に印象に残っているものとして，1990年代

初めにＹ氏が行った研究7)も忘れられない．Ｙ氏は著者

がいた研究室に教務職員として勤務していたが，研究的

接近に積極的な関心をもっていた．Ｙ氏は大学時代の専

攻が日本文学であり，長崎大学に勤務する前には，高校

で国語の教師をしていたことがある．Ｙ氏が研究テーマ

を模索していた当時，長崎では雲仙普賢岳の噴火による

災害が社会問題になっていた．研究室としても火山災害

の問題に取り組むことになり，Ｙ氏は調査やデータ整理

の補助要員として，被災地での打ち合わせにも参加して

いた．このようなときにＹ氏が出会ったのがＯ小学校

の児童による作文集である．Ｏ小学校は杵賢岳の火砕流

によって校舎を消失し児童は避難生活を続けていた．

この作文集を読んだＹ氏は,そこに示された児童のＮａr‐

rativeに迫真性があり大人なら考えないような子供な

りの思考がそこに示されていることに強い関心をもっ

た．Ｙ氏は，「この作文集を出発点として．災害下にお

ける子供たちのものの見方や考え方についての研究がで

きないものか｣と考え始め，そこから６４名の児童が書い

た作文の分析が始まった．児童のオリジナルな表現を損

なわない範tlNで，元の作文表現を文章のブロックと名詞

へと解体しそこから児童の思考過稗を1'}織成する試み

を続けた.特に各状況の構成名詞2,938個の分析より児

童の注目する対象として６個の項目が見川された．

高島炭鉱閉山や雲仙普賢岳噴火と地域社会の変動が続

くなか，著者は１９９１年８月から１年間，長崎を離れ，文

部省在外研究員として米国に滞在することになった．変

化を続ける高島や普賢岳とその影響を受け続けている長

崎を離れることには心残りがあったが新しい場所で

まったく新しいことに取り組めることには，魅力を感じ

た．そこで取り組んだのが，前から－度は挑戦してみた

いと考えていたテーマ，「自覚症状や痛みが，日本とアメ

リカという文化的な差を超えて．どこまで共通している

かを実証する」であった．８月にイリノイ州Ｕ市につい

た著者は，研究協力者を探した結果，Ｗ医師に出会い

アメリカ人に多い頭痛をテーマに共同で事例研究をする

ことになった．研究で明らかにしたかったのは，「Ｗ

医師がどのように頭痛を問診するかその問診過程での

痛みの表現はⅢ本人の捉え方とどのように共通するか」

である．１９９２年ｌから３月にかけ，Ｗ氏の診察室でＷ

医師とともに対話と共同作業を進めた．その結果，頭痛

診断に関するＷ医師の考えは,まず断片的な言葉や略画

として，さらに患者が理解しやすい系統図(PictureYour

Headache；頭痛を画で示そう）へと，まとめられた8)．

著者の場合，研究には常に量的側面と質的側面とか存

在したが，特に質的研究の発展は人との出会いから誘発

され続けてきた．1997年に長崎から福岡に移ってから

も，さまざまな出会いに恵まれた．特に印象深いのはＳ

氏の研究９１である．著者が初めてＳ氏に出会ったとき，Ｓ

氏は大学院の２年目を迎えていたが，研究テーマが定ま

らず悩んでいた.Ｓ氏は鍼灸の大学を卒業しスポーツ科

学の分野で修士を終えたあと，医学部の社会医学系大学

院に進学していた．大学院生としての生活の傍ら，鍼灸

師の資格を活用して。鍼灸の治療を行うこともあった．

このＳ氏が特に関心をもっていたのが，同じ鍼灸師の同

僚の中に晴|恨者と視覚障害者の双方が存在する事実で

あった．このような関心を研究として育てられないか，

Ｓ氏と話し合い，ともかく一度,視覚が障害された鍼灸師

の方にお会いして，鍼灸診療についての考えを聞いてみ

ようということになった．このことから，視覚が障害さ

れた鍼灸師の診療に関する事例研究が発案された．１２

名の対象者への聞き取りがほぼ終了したころ，Ｓ氏は父

親が交通事故で１１|肢麻揮になるという出来事に出会っ

た．鍼灸師研究のまとめに加え，父親の介護を行うこと

になったＳ氏は，視覚障害/四肢障害など障害の背景に

ある"`患者の立場''に対して強い関心をもつようになり，

そこから２番|Iの研究が生まれた．１人の脊髄損傷患者

(父親）を対象に，取り組んだ最初のテーマが｢対象者と

協業する形で患者の立場の本質を探ること」であった．

父親の枕元で２カ月にわたって聞き取りを継続した結
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果，父親の主たる苦痛が，「患者として感じる．｡もどか

しさ（Irritability)”を医師や看護婦に"伝えたい/理解し

て欲しい”と思っても，それが伝わらないこと」である

ことを，明らかにした．

これから質的研究をしようとしている皆さんへ

これまでの著者の出会いから，人を対象にした衛生・

公衆衛生領域の研究を改めて分類してみると，研究には

2つのタイプがあるといえそうである．最初のものは,原

因/重要な要因を求める研究である．研究の焦点は，その

原因あるいは要因を特定することにあり，量的な方法が

とても役立つ．一方，２番目のタイプは，実態や過程を知

ろうとする研究である．要因を特定するよりも，実態や

過程を理解しそれを描き出すことに中心が置かれる．

この後者のタイプの研究には，質的な接近が特に役立つ

ようである．どちらのタイプの研究も，ともに重要であ

ることはいうまでもない．研究者としてどちらのタイプ

を大切にするかは,研究者としての歩みの比較的初期に，

どちらのタイプの研究に出会うかによっても，影響され

るようである．

質的な研究を志す場合には,「自分がどのような過程を

理解し描き出したいと思っているか」を，まず意識する

ことが大切だと考えられる．方法を学べばこのような意

識が生まれるとは限らない．すでに述べたプロスペクト

の必要』性はこの部分に関係している.「プロスペクトが未

熟だと．良い研究はできない｣，「特に質的研究ではプロ

スペクトが正面から問われる」などと書くと，質的研究

は．､初心者が行うのは難しい研究，，のように思われてし

まうかもしれない．そのような－面が質的研究のなかに

あることは，否定はできないだろう．しかし毎日の生活

のなかに,生き方のなかに研究の芽があるということは，

本来は研究が「思い立てばどこででもiTI能な，身近な行

為」であることも意味する．人との出会いと対話のなか

に，研究の過程が見出されてくる'0)．

健康づくり/ヘルスプロモーションに関していえば，

｢研究はどこにいても，学校/職場/地域のどこでもでき

る」「特別な尺度や調査用紙や実験器具を備えていなく

ても，紙と鉛筆さえあれば，あるいは簡蝋なレコーダさ

えあればできる」といえる．その気になれば誰でもが，

Narrativeな，質的なデータを取り始めることができよ

う.このように質的研究の間口は広い．一方，研究者の

問題意識が十分に確立していない場合には，データの洪

水のなかに｣111もれてしまうこともしばしばである．

最も大切なこと

実際に質的研究を行う段階になれば．インタビューの

仕方，テープ起こしの仕方，テキストデータの要約の仕

方，コーディングの仕方などなど，さまざまな方法が必

要となってくる．適切な方法を身につけることは，質的

研究への近道といえる．著者が大学院生の頃に比べ，質

的研究の方法論についても，現在は多くの書物が出版さ

れている．大学や大学院で質的研究のコースを取り，実

際に質的ｲﾘ１発を手がけた人々の数も,年々i紬ｌ１している．

この小論を読んで，質的研究に関心をもった方は，まず

第５２回日本口腔衛生学会・総会におけるシンポジウム

Ｂの記録u)にロを通し質的研究へのイメージをより具

体的なものにしていただきたい．さまざまな質的研究の

入門書にも'1を通すことをお勧めする．

改めて，質的研究で最も大切なことは何だろうか．「プ

ロスペクトが先か方法が先か」などと議論しても，そ

れほどの意味はない．しかし「自分にとって何が最も大

切か」を問い続けることは，必要である．著者は１９９１

年にイリノイ大学教育学部に滞在した際，RobertStake

先生の授業を受講する幸運に恵まれた．Ｓtake先生は若

い頃は多変量解析の分野で優れた業績を挙げておられた

が，その後，質的研究に転じられ，教育場面での質的研

究の先駆者として活躍されていた．あるとき，このStake

先生に「質的研究について学びたいが，私にとってどの

ような本が適切か？」と質問したことがある．その当時，

質的研究に関しては，多くの本がすでに出版され始めて

いた．しかし意外にもＳtake先生が進めてくださったの

は，ＢＢＣ（英ljil放送協会）が編集した小さな本，Ｊｏｈｎ

Berger箸,WaysofSeeingI2)であった.この本には多くの

名画が含まれ，それらの画を通し「語る前に存在する行

為としての“物の見方"｣が述べられていた．この本を手

に取ったとき，1972年に鈴木継美先生が勧めてくださっ

た「教育の過程」が，そして長年悩まされ続けたプロス

ペクトという言葉が脳裏に浮かんだ．「過程を大切に，

しっかりと物を見て，語ること」が，自分の歩むべき道

だ，と改めて気づかされた．
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究への理解を得ることは容易ではなかった．Ｐｏｐｅらは，

質的研究を紹介する方法として，このようなNarrative

な物語形式，すなわち質的な手法を使っている．その後

の質的研究の拡がりを考えると，これは質的研究の意義

を理解させる方法として成功であった．1995年には

Popeら]5-21)が同じくBritishMedicalJournalに，Qualita-

tiveResearchを７月１日から７週にわたって連載して

いる．

歯科関係の雑誌では，1986年に英国のBritishDental

JournalでNettleton221が質的研究の１つであるEthnog‐

raphy(民族誌学)を解説しその後Letter欄で数回の意

見交換23~２６１が行われている．2000～2002年には米国の

JournalofPublicHealthDentistryで「質的研究，それは

公衆衛生的な歯科保健に居場所があるだろうか？」を

テーマに若干の論議27-29)がなされている．

両雑誌においても，これを契機に，質的研究の論文の

掲載数が伸びている．

質的研究に対する期待

わが国の口腔衛生学のフィールドには，質的調査・研

究報告がほとんどみられない状況が続いていたが，その

潜在的な期待感は大きいことがわかった2002年に開催

した本学会における自由集会「質的研究とは？～ヘルス

プロモーションにおける質的研究の意義と事例紹

介～｣30)には，大学関係者，行政関係者，歯科関連企業関

係者，そのほか50余名が集まった．質的研究の概要を紹

介した後，グループワーク形式で意見交換を行ったが，

すでに予備的調査・研究を試みている人やグループが散

見された．同時に，質的調査・研究の可能性について大

きな期待を寄せ，対象として具体的なテーマをもってい

ることなどが判明した．口腔衛生学分野における質的調

査・研究の開花の気配が十分に感じられた集会であっ

た．

集会の場で問うた「各自が考える質的調査・研究の対

象」に対する回答をカード化して整理したところ，みえ

てきた共通項は「わからないから…」であった．いずれ

も，歯科医師や歯科衛生士が｢こうだろう（仮説)」と思っ

ていることと，一般の人が「こうだ（実像)」と思ってい

ることが違っているのではないだろうか？そのズレ

は，臨床の場で，処置や対応の間違いを生んだり，保健

の現場で，健康づくりそのものを阻害しているのではな

いだろうかという不安が表されていた．そもそもズレが

あるかもしれないという疑心暗鬼の状態では，量的研究

の前提条件である仮説は立てられない．

さらにカードから質的調査・研究の動機について検討

Ⅱロ腔保健・ヘルスプロモーション

活動における質的調査・研究のすすめ

はじめに

最初に，質的調査・研究の』性格を理解していただくた

めに，筆者の１人である佐々木が質的調査・研究という

方法論を意識するきっかけとなった２つの経験を紹介し

たい．

ひとつは訪問歯科診療を受けた要介護者の予後を評

価'3)するための予備的な調査を行った際の経験である．

調査では，訪問歯科診療受療後の身体的，精神的な変

化を，本人または家族にたずねた．聞き取ったコメント

の全体をながめたときに，小さな驚きがあった．

そこには単純な質問紙調査では感じることのできない

すごみがあり，得られた回答は実に多彩であった．生の

声には迫力があり，イメージを膨らまして選択肢を考え

ても，思いつかなかったであろう答が多数みられた．情

報のなかには，本人に直接表現してもらったほうが優れ

ているものがあるということに気づかされた．

次の経験は，火山噴火災害の際の避難所におけるエピ

ソードである．避難所では，硬い床と薄いふとんでの生

活を強いられ，それが長期化し始めた頃の話である．災

害対策を担っている部署へ，某民間会社からベッドを提

供したいという申し出があった提供できるベッドの数

に限りがあることから，担当部署では，避難所にいる住

民の要介護度をアセスメントし，それによって優先順位

を決めようという案をまとめた．避難所の代表にそれを

伝えたところ，代表は即座に「わざわざそんなことをし

なくても，大勢で一緒に何日も過ごしているので，避難

所のみんなは誰がつらそうかはわかっている」と答え，

提案は一蹴された．

状況によっては，客観的評価法以外にも情報収集の手

だてがあり，現場に深くかかわっている人の語りは，状

況把握，あるいは事象を理解したり，解釈するうえで，

優れた方法であった．

医学・歯学領域における質的研究の始まり

1993年にBritishMedicalJournalに掲載されたＰｏｐｅ

ら'4)のOpeningtheblackbox(ブラックボックスを開く）

が，医学領域における質的研究の本格的な幕開けとなっ

た．そこには，質的研究の概要および意義の紹介，それ

を周りの人達に理解してもらうことが，いかに大変かと

いうことが物語風に書かれていた．学術雑誌への投稿論

文のほとんどが量的研究が占める時代において，質的研
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表１質的調査・研究の動機-１ 8００

死７００

菫６００

良いことなのに何故

診療室 定健*を受診しないのは？（４）

定健を継続しないのは？（３）

歯科を受診しないのは？

矯正を受診しないのは？

フッ化物洗口が続かないのは？

０
０
０
０

０
０
０
０

５
４
３
２

（
人
ロ
佃
万
人
対
）

地域 健康診査に来ないのは？

フッ化物歯面塗布に来ないのは？

介護保険の口腔ケアが低いのは？
0０

０
学校･職域フッ化物洗口を導入しないのは？ 9３５１９４５１９５５ 9６５１９７５ 985年

歯学教育臨床研修がうまくすすまないのは？(2)
図1 わが国の疾病構造の変化

（）内は件数，＊：定期健康診査

しかも，それは過去においてはともかく，現状や近い将

来においては結果を得ることが大変重要と考えられてい

る事象であった．検討中の対象フィールドは診療室，地

域，学校，職域，そのほか歯学教育などの広い範囲に及

んでいた．

いずれも従来の歯科検診などで量的な把握が簡単にで

きる種類のものではない．また，質問紙調査を行うにし

ても，質問項目を列挙する段階で限界があることが懸念

されるわけで，不十分であろうというものであった．ひ

とことでいえば「直接見たり，聞いたりしてみたい」と

いうことである．

集会のなかの話し合いでは，直接見聞きした結果をも

とに量的研究の仮説を立てたり，質問紙調査のための質

問項目作りの参考にしたい，すなわち次の量的調査・研

究へつなげようとする意見も聞かれた．

質的調査・研究待望の背景

なぜ今日，質的調査・研究に対する期待感が高まって

きたのであろうか．

まず第一に，感染症から生活習慣病への疾病構造の変

化が関係している（図１)311と考える．

生活習｣慣病への対処として,従来型の量的調査・研究，

アプローチは十分とはいえず，不向きのようである．２１

世紀の健康づくりとして提唱ざれたへルスプロモーショ

ン32)には,健康は目的ではなく，よりよい生活をおくるた

めの重要な資源であると定義され,ＱＯＬが大事にされて

いる．ヘルスプロモーションのための手法である

PRECEDE-PROCEEDmodel33)のなかでも，数量的な疫

学指標としての健康の先に社会指標としてのＱＯＬを置

いている．このようにへルスプロモーションでは，数量

表２質的調査・研究の動機-２

量的調査・研究ではできない

健康の価値観は？

どんなＱＯＬを期待しているのか？

みんなが考える健康な町とは？

Empowermentの起こり方は、きっかけは？（２）

住民が望む健康づくりサービスとは？

健康に口の状態がどう関係していると考えているのか？

フロリデーション実施の民意は？

歯科医師は何故予防しないのか？

予防・定健が定着しないのは何故？

歯科保健指導・説明は、理解されているのか？（２）

定健は有効か？

フッ化物歯面塗布は意味があるか？

Cariesfreeの価値観は？

う蝕Highrisk児の保護者の意識は？

住民は「むし歯」をどのように捉えているのか？

一般人は歯科に興味があるのか、ニーズは？

人はなぜ歯を磨くのか／磨かないのか？（３）

歯科医師の将来の夢は？

歯科衛生士の職業意識は？

（）内は件数

を行った結果，次の２つに分類できた．

ひとつは，蓄積された研究（量的研究）結果から良い

とわかっているにもかかわらず，現実社会で実践できて

いない歯科保健・医療があまりにも多い．これは一体何

故だろう，というもの(表l)．そしてもうひとつは，期

待する答えが量的調査・研究では得られないだろうとす

る量的調査・研究の限界からくるものであった(表２)．
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的に表現される罹患率や有病率などではなく，生活の質

が重視されており，社会評価としての質的情報が求めら

れている．質的調査・研究の重要度は必然的に大きなも

のとなってくる34)．そして何よりも健康をプロモートす

るのは生活者本人なのである．生活者を主役に据え，彼

らの健康の捉え方や考え方，要求などを聞くところから

始める必要があるのではないだろうか．

歯科の分野においても，多くの調査・研究の結果とし

て各種予防技術，治療技術が蓄積され，二大疾患である

う蝕，歯周疾,患に関しては，そのほとんどが予防可能で

あり，発症してもコントロールすることが可能となった．

しかしながら，依然として高齢者の残存歯は安寧な生活

を送るうえでは少なすぎるという実状がある．すなわち

開発された予防法やコントロールする手法が人々に十分

に届いていないのである35)．そこには提供する側と，さ

れる側の間に掴み所のない何かが横たわっており，さら

にはそれを取り巻く健康保険制度を含めた制度や経済的

な問題などの社会的な問題も複雑にかかわっていること

であろう．これらのいわばブラックボックスを解明して，

解決の方法をみつけ，それを実社会に還元するためには

量的調査・研究では間に合わない点が多々あるのではな

いかと考える．

わが国の保健・医療における質的調査・

研究の歴史と現状

わが国における質的研究の歴史・現状を把握するため

に医学中央雑誌刊行会のＷＥＢサイトで検索を行った．

期間は１９８７から2003年７月２５日までである．検索は，

質的研究(質的調査を含む)，それに関連するフォーカ・

グループ・インタビュー(フォーカス・グループ,グルー

プ・インタビュー)，グラウンデッド・セオリー(グラン

デッド・セオリー)，エスノグラフィ－，ナラティブ，参

与観察，デルファイ法，ノミナル・グループ・プロセス

(ノミナル・グループ・テクニック）の８つのキーワード

(その亜型５つを含む)で行った．検索された全339件を

総説・解説（91件)，学会発表（149件)，原著論文（９９

件）に分類し発表年ごとに図２に表した．なお，大学

の紀要や学会の地方会レベルのものは除外した．

1990年代前半に総説や解説がではじめ，それに続いて

９０年代半ばから学会発表が目立ってきた．そして今世紀

に入り急速に学会発表，原著論文，総説・解説が増えて

いる．全体的には看護分野に多く，全339件中150件が

雑誌名に「看護」を含むものであった．

歯学分野においては,1996年の鏡ら３６)の研究に始まり，

本学会においては1997年，2000年の鏡ら37,38)の原著論

８

発
表
件
数

'０３
度

図２わが国における質的調査・研究の発表件数*の推移

＊：大学の紀要，学会の地方会は除いた

文,2000年以降の佐々木ら39.40)，田村ら4')の学会発表など

がみられる．しかし，歯学分野ではこれ以外には見当た

らなかった．

海外の保健・医療における質的調査・

研究の歴史と現状

文献検索サイトＰｕｂＭｅｄに，QualitativeResearchと

いう語がＭｅＳＨ（Medicalsubjectheadings）用語として

登録されたのは2003年である.医学領域における認知と

しては遅すぎたといわざるを得ない．

ＭｅＳＨ用語を利用して，2004年２月４日づけで検索を

行った．用いた検索用語は，質的研究そのもののQuali-

tativeResearch，加えて関連すると思われるFocus

Groups，Interviewsなどである．さらに，これにDen‐

tistryを合わせて複合検索も行った．その結果，表３，４

に示すように，医学領域ではInterviewsの初出が1960

年代後半と古く，掲載数も14,441件と多い．次いで

QualitativeResearchが1980年代から2,617件，そして

FocusGroupsが1990年代に入っての3,519件であっ

た医学領域では歴史もあり，件数も少なくないようで

ある．一方，Dentistryを軸にＡＮＤ検索を行った歯科関

係の質的研究は,Interviewsが1970年代後半から約３００

件，FocusGroupsが１９９０年代半ばから６６件みられた．

しかしQualitativeResearchがＭｅＳＨ用語として振ら

れたものは２００３年の３件のみであった．なお，Inter‐

viewsで1978年にKokuEiseiGakkaiZasshi(本誌)に原

著論文として掲載された五十嵐42)の「小児の歯みがき習

慣形成経過についての野外科学的研究」が検出された．
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表３ＰｕｂＭｅｄへの掲載件数と掲載開始年＊ 観すると，調査手法としてインタビューやフォーカス・

グループ・インタビューを使った質的調査・研究が多

く，広い分野で応用されている状況が把握できた．

質的研究の特徴

海外の質的研究論文を題材として質的研究のもつ特徴

をまとめた．

質的研究論文をみて最初に気づく点は，図や表がない

ものが多いということである．代わりにそこにはインタ

ビューで述べられた対象者の話のいくつかがそのまま会

話体で示されている．さらに，多くの質的研究論文の結

果の項に統計処理がないことに気づく．量的研究論文に

慣れ親しんだ研究者は違和感を覚えるのではないだろう

か．

質的情報の収集手法としては，圧倒的にインタビュー

が多い．なかでもフォーカス・グループ・インタビュー

は多用されている．これについては次の佐々木，岩井の

事例で紹介がある．そのほか，インタビューには個人面

接や電話を使った無作為抽出対象者へのインタビューが

みられる．

電話インタビューを行った米国の研究「カルフォルニ

アにおける成人歯科受診について－成功と挑戦一」

(1998)431では，事前に開かれた(open-ended)質問が用意

され，自由な会話形式で行われる電話インタビューに

よって情報が収集されていた．そのなかから関心事象に

ついての会話部分が抽出され，その結果が前もって整理

されたいくつかのカテゴリーに割り振られ，集計されて

いる．最終的にカテゴリー化されたデータは，ロジス

ティック回帰分析で統計処理が行われており，質的研究

ではあるが，一部量的手法と組み合わされた研究といえ

よう．

探索型の研究も質的研究の特徴が発揮されるものの１

つである．英国で，定期的な歯科受診行動がどのような

プロセスで起こっているのかを明らかにする探索的な質

的調査(2000Ｗ)が行われている．対象は，定期的に歯科

受診をしている男女３０名と，そうではない男女１０名で

ある．個別に半構造化面接法が実施され，感じ方や信念

などの心理的な内容が聞き取られた．さらに受診の際の

一部始終が，医療者とのコミュニケーションも含めて観

察，記録されている．質的な分析の結果，半年ごとの定

期的な歯科受診は６つのプロセスで構成されている可能

性が示され，論文中唯一の図として表されている．デー

タに密接した分析から帰納法的に理論を構築するグラウ

ンデッド・セオリー45)にもとづく分析がなされている．

さらに特徴的なことは，得られた結果をもとに対象を

ＭｅＳＨ用語 件数 掲載開始年

1980＊

1991

1967

QualitativeResearch

FocusGroups

lnterviews

2,617

3,519

14,441

(2004年２月４日検索）

＊：１９８０年以前に，GlaserandStraussがThepurpose
andcredibilityofqualitativeresearch・ＮｕｒｓＲｅｓｌ５：56
-61,1966を表している．しかし，実際に医学領域からの
研究は１９８０年代に入ってからである

表４ＰｕｂＭｅｄにおける歯学領域への掲載件数と掲載開

始年（複合検索)＊

件数掲載開始年ＭｅＳＨ用語

Dentistry

＋QualitativeResearch

＋FocusGroups

＋Interviews

232,802

３

６６

３０６

'960

2003

1994

1978

(2004年２月４日検索）

*：○○［MeSH］で検索

十：複合検索を表す（PubMedにおけるＡＮＤ検索）

これは就学前の幼児をもつ保護者に面接して聞き取り，

その結果をＫＪ法を用いて解析し小児の歯磨き習慣形

成経過を明らかにした探索型の質的研究である．

次に，海外では，質的研究がどのような歯科保健・医

療の分野で行われているかについて，掲載された雑誌名

から検索した．Dentistryを中心にＡＮＤ検索でInter-

views，QualitativeResearchFocusGroupsの各用語

をペアーとして検索し，その雑誌名を数えた．掲載数の

多かった雑誌は，BritishDentalJournal（３２件)，Ｊour‐

nalofDentalEducation（23件)，CommunityDental

Health(２１件)で,以下１０件台にJournalofPublicHealth

Dentistry，CommunityDentistryandOralEpidemiol‐

ogy，ActaodontologicaScandinavica，JournalofAme‐

ricanDentalAssociationなどの雑誌が並んだ．

英国は質的研究の先進地であり，BritishDentalJour-

nalにも掲載数が多くなっているのであろう．また質的

調査・研究が歯学教育に関係する分野，歯科公衆衛生，

地域歯科保健の分野で多用されていることもわかった．

そのほか，麻酔，口腔外科，小児歯科，インプラント関

係の雑誌で数件ずつ掲載されていた．

ＰｕｂＭｅｄを通じて，海外の歯科保健・医療の状況を慨
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から，サービスの受け手である住民から直接意見や考え

を聞いてみないと明確になりにくいのではないかと考

え，この研究疑問へのアプローチ方法として，フォーカ

ス・グループ゛インタビュー(以下，FGD5o)を採用した．

３）調査対象と方法

上記の２つの自治体において，３０～７０歳代の女`性３０

名を対象に,５グループのFGIを行った.インタビューで

は，成人歯科健診や歯科治療受診経験の有無，受診後の

感想，健診を受診しない理由，歯科健診事業があった場

合の受診希望などを質問した．司会は各自治体の保健師

が担当した．参加者の了解を得たうえでインタビューを

テープレコーダーに録音した．

データ処理，分析は，以下の手１，|頁で行った．

①逐語録の作成：録音された会話の内容を文字化

(テープ起し）し，ワードプロセッサー上で編集作業を行

えるよう逐語録を作成した．

②断片化と抽出：逐語録に記された発言の内容を適切

な長さに断片化（フラグメント化）した後，調査．研究

の目的に朴'応しいと思われる重要部分を，発言の意味が

通じる単位で抽出した．

③コーディング：抽出したフラグメントを概観しなが

ら,類似したものをカテゴリーとしてまとめ,カテゴリー

を代表する表札を付与した(コーディング)．必要に応じ

サブカテゴリーも設けた．

４）結果および考察

抽出されたカテゴリーを表５に示す．期待感には，大

きく分けてポジティブなものと，ネガティブなものが

あったが，インタビューで語られたコメントの量や盛り

上がりを考慮すると，今回調査対象となった住民の多く

はみずから成人歯科健診を受けることに，どちらかとい

うと「ポジティブな期待感」よりも「ネガティブな期待

感」をもっていることが示唆された．さらに解釈として

は「一般的に成人は，歯科健診の目的を口腔の健康状態

のチェックというよりも，疾病の発見の機会と解釈して

おり，健診受診により治療が必要なところがみつかる確

率が高いと考えている．したがって，歯科健診受診は，

健診後の治療に伴う社会経済的負担感や，情緒的負担感

を連想させる．また一方では，それらを上回る歯科健診

のポジティブな期待感（効用，メリット）が感じられな

い.これらのことが歯科健診が敬遠されやすい理由の

ある部分を占めていると考えられる」という仮説をもつ

にいたった．

５）本調査・研究結果の解釈について

今回の調査．研究は，成人の歯科健診への期待感を明

らかにするきっかけになったといえる．加えて，歯科保

拡げた質問紙調査や。量的研究につなげることを示唆す

るものが多いことである．いくつかの種類があるが，イ

ンタビューなどで集めた多彩な見方や，深い質問で得た

心理的な`情報，あるいは実生活に根ざした情報などをも

とに量的研究を計画したり，探索的研究で得られた仮説

をもとに次の研究が企画されるもの，その他，対象者の

少なさ，妥当性，一般化などの限界を示しそれらを充

実させる次の研究へつなげようとするものがみられる．

このほか，フロリデーションなどについても，その実

施の決定にかかわりたいか否かの住民参加の意思の程度

を把握する研究4647)や,口腔ガンの発見が徹底しない理由

を明らかにする研究…)など多様なテーマを対象に質的

調査・研究が行われている．

わが国における質的調査・研究の事例紹介

口腔衛生の領域で期待高まる質的調査・研究である

が，わが国における事例は少ない．何をどうすればよい

のかわからないといった未整備の状況下では,「とりあえ

ずやってみる」ことも案外重要ではないだろうか．以下

に共著者である佐々木，岩井の実践例を示す．インタ

ビューや結果の解析方法が紹介されているので，参考に

していただきたい．

Ｌ事例-1｢なぜ，成人歯科健診が住民から敬遠されや

すいのか｣(佐々木健）

ｌ）調査の背景

成人歯科保健対策が，集団健康診査，あるいは歯科医

院委託方式による個別健康診査というかたちで実施され

ているところが多い．しかしいずれの場面でも受診率

が低いという声が同じく聞こえてくる．このようななか，

筆者（佐々木）は，成人歯科健診を実施しているものの

受診率が低迷している自治体と，具体的な取り組みは

行っていないが成人歯科保健の検討はしておきたいとい

う自治体の２つから,偶然にも２０００年の同じような時期

に助言を求められた

この２つの自治体において「なぜ，成人歯科健診が住

民から敬遠されやすいのか｣という観点で調査を試みた．

２）研究疑問の設定と調査方法の選択

定期的，非定期的にかかわらず，歯科健診を受診する

成人が少ない大きな理由の１つに「結果期待感（以下，

期待感)｣の不足があるのではないかという研究疑問を設

定した．これはPRECEDE-PROCEEDmodeLHealth

BeliefModel（保健信念モデルルセルフエフイカシィ理

論などの，行動変容にかかわる要因の１つとして取り上

げられている「結果への期待感」にもとづいている．

次に，期待感というような主観的なテーマであること
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表５成人歯科健診への期待感に関して抽出されたカテゴリー

サブカテゴリー カテゴリー

ていねいな説明や指導専
門家とのめぐりあい

専門家との交流
ポジティブな期待感

早期の対応による苦痛や疾病リスクの回避

社会経済的負担感（時間，
お金，仕事への支障） 治療が必要なところがみ

つかることから連想され
るさまざまな負担感

ネガティブな期待感
情緒的負担感(不安,恐れ，
不快感）

フェーズ１

ＦＧ｜の企画

テーマ、目的、

目標、質問項目の

検討

フェーズＺ

ＦＧｌの実施

６グループ（３０代,４０

代，５０歳以上の男

女）でインタビュー

を行い、逐語録の作

成

模擬ＦＧｌｉＦＧ|実施
………………………ぬ………………_…_…

1時間１２１１寺間

×１回Ｉ×１回
……………………………i…………_……………＿

フェーズ３

ＦＧＩの分析

逐語録の切片化、コ

ーディング、構造化

各世代のＱＯＬ文書

づくり

フェーズ

内容

。 。
ｊ｜「 ヨイ

企画
●、Ｏ●●■白■ｑｃｑｃｂＭＣＯ●◆●●｡●中●●０６●0Ｐ●･●●●●■●◆●◆●●●P●◆い◆■■■し◆

２時間×２回

分析
●●■■｡■￣■｡●■●●｡■■●■Sp■￣■■●■□b￣､■◇●｡◆●●Ｃ句｡●｡◆●｡◆■◆●■●●

２時間×３回時間・回数

行政スタッフ

＋

住民

実施者
行政スタッフ 行政スタッフ

ＮＰＯ法人ウエルビーイングのサポート（2002年７月～2003年１月）

図３Ｋ町の「健康日本２１」地方計画策定のプロセスにおけるフオーカス

プ・インタビュー

グルー

健医療サービスの質や住民満足度を向上させるための示

唆に富んだ情報を得ることができた．さらに，ひとつの

仮説を得ることもできた．

なお，本調査・研究は、合目的的サンプリングの考え

方に基づき厳密に対象者を選定したわけではない．さら

に，筆者自身が単独で分析を行っており，問題点や限界

もあることは否定できない．得られた結果の妥当性を実

証したり，一般性を導くためには，対象を拡げたり，異

なる方法を用いたアプローチを行うなど，次の調査・研

究へとつなげる必要があると考えている．

２．事例－２「地方計画策定場面での質的調査の活用」

（岩井梢）

「健康日本２１｣がスタートし，市町村においても計画策

定が進んでいる．市町村でヘルスプロモーションを展開

する際，質的なアプローチは有用視きれており，すでに

応用も始まっている5'-53)．本事例では,地方計画策定のな

かで行われた質的調査プロセスを検証し，その有用`性に

ついて考察する．

ｌ）事例の概要

対象事例は，人口３５，０００人の福岡県Ｋ町で｢健康日本

21」の地方計画策定場面でのフォーカス・グループ・イ

ンタビュー（以下，ＦGI)の実施プロセスである．Ｋ町で

は，計画のゴールである住民のＱＯＬを明らかにするた

めにFGIを採用した．筆者（岩井）は支援依頼を受けた

NPO法人ウェルビーイング別)のスタッフとして参加し

た．

２）ＦGIのプロセス

ＦGIは，（１）企画，（２）実施，（３）分析の３つのフェー

ズで行われた(図３)．企画，実施は行政スタッフが行い，

分析には住民も参加した．筆者は手法に関するアドバイ

スを担当した．ＦGIの対象者は，３０代，４０代，５０歳以上

の３世代男女各１グループ，合計６グループとした．以
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てもらえるかと思うと楽しくなります」などの感想や意

見が聞かれた.ＦGIは､ヘルスプロモーションの取り組み

の主役となる住民の思いに，行政スタッフが接近するこ

とができ、ライフスタイルに注目した取り組みを行う際

のデータ収集方法として有効であることが示唆された．

|可時に，参加意識の醸成やエンパワーメントの様子も確

認できた．

質的研究のあり方と今後

２つの事例紹介を通じて，一部ではあるが質的調査・

研究の準備，対象，情報収集の手順，解析の方法を示し

た．

事例－１では，１つの仮説を得て，対象を拡げたり，異

なる方法を用いたアプローチを行うなど，次のステップ

へのつながりが最後に示されていた．それが量的研究に

なることも｜分に考えられる．

また事例-２のように，質的なアプローチでしか対応

できないであろう領域や分析手法もある．しかし話題に

していた課題は数値Ⅱ標が定められた健康日本２１で

あった．いずれかの段階で量的なアプローチも必要とな

るであろう．

質的研究も今後さまざまな形で発展していくものと思

われるが，現状でのあり方として，

①質的研究単独型：対象事象の実態を際立たせること

において質的アプローチが最もふさわしく，ほかの

方法での代替が困難な調査・研究．参与観察などの

ethnography（民族誌学)弱)的な手法を保健・医療の

分野に応用するといった社会学的な色彩の濃い調

査・研究など

②らせん状連続型(量的研究との）：多くの質的研究の

考察の項に．さらなる関心事象解明のための次の展

開として示される質的研究と量的研究が互いに連続

するらせん構造で積み上げられていく形態

③相互補完型(量的研究との）：PRECEDE-PROCEED

modelでも示されるように，ＯＵＴＣＯＭＥを量的な

部分と質的な部分からなるものとして捉え，関心事

象解明のために質的研究と量的研究が相互補完的な

関係で存在する形態

の３つが想定される．

いずれの在り方であっても，ヘルスプロモーション活

動の分野,本学会が対象とする領域において,質的調査・

研究を行うにふさわしい対象課題は少なくない．生活や

社会に密着した研究であり，その分，社会への還元`性は

高いと考えられる34)．

質的研究は，その性格上，サンプリングや，妥当性，

下にそのプロセスを示す．

（１）企画

インタビューの企画は，ＦGIのテーマの決定から始ま

り目的，目標の明確化そして具体的な質問項|｢Iとな

る「知るべきこと」を検討するという順序で練り上げて

いった．その結果，テーマ「健やかで心豊かな生活とは

なにか」を決定し目的は「Ｋ町の健康づくり運動の柱

となる対象世代・性別が考えるＱＯＬをlﾘＩらかにし健

康Ｋ町２１の計画策定に活かす｣，目標は｢対象世代．'性

別の健康な暮らし方，健康に関する考え方，ＱＯＬ（Ｋ

町でのくらしの姿）を明らかにする」となった．

知るべきこととして，①今健康ですか？②健康のた

めにしていることはありますか？③Ｈ頃の楽しいと思

えることがありますか？④あなたの心と身体の健康を

邪魔しているものはありますか？⑤あなた白身にとっ

て健やかで心豊かな生活とは何だと思いますか？の５項

目があがってきた．

（２）実施

企画書に従ってFGIを実施した．司会，記録，会場係

は行政スタッフが分担し，住民代表もオブザーバーとし

て参加した

（３）分析

分析の目的は，「最初に話を聞きたいと思った動機を

思い出し，聞きたいと思ったことが聞けている部分を抜

き出し事業に活かせる情報のかたちにしみんなで共

有できるようにまとめること」である．データ処理・分

析は以下の手順で行った．

①逐語録の作成

②切片化と採否：逐語録を切片化し５～６名のグルー

プで読み合わせを行い調査Ｕ的に相応しい重要な部分

であるかを評価基準として，採否を決定した．

③コーディング：切片化作業に参加した行政スタッフ

が口語的・個別的な表現を，一般的な表現に変えるコー

ディングを行い個別にカード化した．

④構造化：世代ごとに，関係者全員で，類似カードを

集め，関係性がみえるかたちに配置した．

⑤文章化：世代ごとにＱＯＬに関係するカードをまと

め，その世代のＱＯＬが明らかになるようにカードの文

言を生かしながら文章化していった．

３）まとめ

ＦGIの一連の作業を通して，行政スタッフや住民から

は，「色々ありながらも，皆さん工夫したり，前向きに

生活していることがわかった」「具体的な生活状況をき

くと，いろいろ出てきた」「どうやってまとまっていく

のか楽しみⅡ」，「いろいろなことが話し合え，気づかせ
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信頼`性，一般化などを危ぶむ声もあるようだが，多くは

量的研究をベースとする研究評価法にもとづいたもので

ある．これらの点については，質的研究者側から質的研

究に相応しい精度管理の詳細が提案されている…)．ま

た関連する図書も示した15,5055,5…．これらを参考に，試

行錯誤を恐れず，体験から学ぶという姿勢で，取り組ん

でいただきたい．調査・研究の蓄積は，本学会の質的研

究の条件整備，環境整備につながるはずである．
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カドミウムとリポ多糖によるヒト歯肉および歯根膜由来線維芽細胞からの

炎症`性サイトカインとプロスタグランジンＥ２の放出

清水紀博＊荒尾行知*＊香山不二雄*＊佐藤勉＊

概要：成人歯肉由来および歯根膜由来線維芽細胞におけるカドミウム（Cd）とリポ多糖（LPS）による炎症性サイトカ

イン（IL-lp，IL-6，IL-8）およびプロスタグランジンＥ２（PGE2）の放出に関して検討した．あわせて，喫煙者および非

喫煙者における刺激唾液中のＣｄ濃度を測定し，喫煙によるそれらの影響を検討した．

Ｃｄの４８時間作用時でIL-6，ＩＬ－８およびPGE2濃度は，両細胞ともにｌＯ－３ｍＭＣｄ濃度群で最も上昇した．ＣｄとＬＰＳ

混合添力１１の１２時間作用時でIL-6およびIL-8は，成人歯肉由来線維芽細胞において１０－８ｍＭＣｄおよびｌＯ－７ｍＭＣｄ濃度

と各ＬＰＳ混合群で著しく上昇した．これに対し，IL-lPは，成人歯肉由来および歯根膜由来線維芽細胞において検出され

なかった．また,成人歯根膜由来線維芽細胞のIL-6，ＩＬ－８およびPGE2濃度は,成人歯肉由来線維芽細胞に比べ低値であっ

た．さらに，刺激唾液中のＣｄ濃度は，非喫煉者に比べ喫煙者で有意に高かった．

以上より，本実験で用いた成人歯肉由来および歯根膜由来線維芽細胞は,Ｃｄ曝露によりIL-6，IL-8およびPGE2を放冊

することが明らかにされ,成人歯肉由来線維芽細胞では,ＣｄとＬＰＳ混合添加でＩＬ－６およびIL-8の放出が増大することが

示された．また，タバコ中Ｃｄは歯周組織に影響を与えることが示唆された．

索引用語：カドミウム，リポ多糖，歯肉由来線維芽細胞，歯根膜由来線維芽細胞，炎症性サイトカイン，プロスタグラ

ンジンＥ２

ｐ腔衛生会誌５４：528-538,2004

（受付：平成１６年４月２日／受理：平成１６年６月７日）

来の線維芽細胞において１０－５～１０~3ｍＭＣｄ濃度以上で、

濃度依存的な増殖抑制やＤＮＡ合成阻害が生じること，

そして防御反応として金属結合タンパク質であるメタロ

チオネインやグルタチオンの合成が促進されることを報

告した．これら一連の研究は，Ｃｄによる細胞障害作用や

それに対する細胞防御作用を調べたものであるが，さら

に障害作用を伴う炎症性メデイエーターの検討は興味あ

る研究課題である．

歯周疾患は歯周病細菌の感染によって発症・進行する

細菌感染性疾患であり，リポ多糖〔Lipoplysaccharide

(以下ＬＰＳと略す)〕は細胞毒性や障害性を有する病原因

子の１つである．歯周疾`患の発症過程は，Ｐａｇｅら''１の動

物やヒトでの実験的研究にM息づき，一般に開始期，初期，

確立期および発展期病変の４期に分類される．こうした

歯周組織の病変発現には，歯周組織を構成する細胞から

放出される種々のサイトカインが関与している'2-Ｍ)．こ

緒言

カドミウム（以下Ｃｄと略す）は|]然界に広く分布し

工業的にも広範囲に利用されている．しかし生体に対

する有害な影響も多数報告されており'-5)，口腔領域では

`慢性中毒による切歯および犬歯歯頸部のＣｄ黄色環が知

られている6１．Ｃｄの日常における主な摂取源は大気，喫

煙および飲食物である3)．鈴木ら3)によると，タバコ煙中

に含まれるＣｄの体内吸収量は大気中からのそれより多

いという．しかし，比較的低濃度のＣｄが口腔組織にどの

ような影響を与えるかについての報告が少なく，基礎的

見地からも検討課題である．

当講座の佐藤7)，斉土8)，松丸9)と鴨ﾗ''二10)は歯周組織に

及ぼすＣｄの影響を調べる目的で，Ｃｄ曝露した各種口腔

組織由来細胞について検討した．その結果，成人歯肉由

来の線維芽細胞とケラチノサイト，および成人歯根膜山

＊日本歯科大学歯学部衛生学講座

*＊自治医科大学保健科学講座
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