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はじめに
20世紀後半からの自然科学の急速な進歩は目ざましく、

生活環境の改善、疾病構造の変化、飽食、長寿などには

目をみはるものがある。しかし、自然科学の進歩と人文

社会科学の進歩との間には大きな乖離が生じている。一

方、科学の進歩によって自然科学は既に人間そのものに

介入を始めており、人文社会科学の重要性はこれまでに

なく増している。21世紀は｢知的基盤社会」であるととも

に、人類の真の幸福は如何にあるべきかという観点から、

｢知の統合｣を目指す時であるといわれている。

自然科学の中にあっても進歩の度合いは領域によって

大きく異なり、埋めようのない乖離が出来つつある。人

類の健康と幸福を考える上で不可欠な医学と歯学の進歩

における乖離もその一つである。歯科医学領域において

も社会環境の改善に伴って疾病構造は変化し、歯科医療

は齲蝕治療から口腔ケアへ、義歯作製から口腔インプラ

ントへと急速に移行して、これまでになく全身との関係

の理解が必要となっている。歯科医療が歯牙とその周辺

に限局した組織を対象としていた時代には、医学と分か

れていたからこそ進歩したことも多く、「医歯二元論」の

功績を否定するものではないが、自然科学の急速な発展

に伴って変化した人々の社会生活の変化、考え方の変化、

疾病構造の変化と調和したこれからの歯科医学は「医歯

一元論」による解決が妥当ではないかと思われる。

日本学術会議会員である瀬戸日完一氏が「学術の動向」

2007年4月号に「医歯二元論から『知の統合』を目指す」3）

と題して論文を寄稿されており、氏の分析と洞察には深

い感銘を受けた。氏は医療での「知の統合」の必要性を強

く感じつつ、かつ現実が実現を阻む壁となっていること

を痛感されており、「医歯二元論」に立ちながら「医歯二

元論」での限界を吐露されている。今回発表された瀬戸

氏の意見は歯科医学とそれを担う歯科医師・歯科医学研

究者などに共通した悩みでもある。私たちは患者の立場

に立った歯科医療・口腔医療を実践するには、「医歯一元

論」に立った教育・研究・診療体制の構築が不可欠であ

ると考えている1，2）。そのために「口腔医学」（口腔科）

を創設し、口腔医療を実践する医療者の育成を目指すこ

との意義について述べさせていただきたい。

1）歯学と医学とのあり方

口腔は摂食、嚥下、消化、呼吸、発音、味覚などの多

機能を有する臓器である。口唇、歯列の状態は顔貌の重

要な構成要素となり、その状態の違いによって私たちは

異なった印象を持つ。摂食、嚥下、味覚は生存に必要な

栄養の摂取と有害な物質の排除に不可欠な機能であり、

発音・会話は知的文化の形成に最も重要な言語機能であ

る。言語はコミュニケートする集団の範囲を決定する絶

対的な要素であり、その民族や集団の文化を規定する上

で大きな影響を持っており、健全な口腔機能なしに私た

ちは人類、民族としての繁栄を享受できなかったのは想

像に難くない。

そうした中で、遠藤周作氏の「なぜ歯学だけ別扱いな

の？」8）という素朴な疑問は、一般の人々だけではなく、

歯科医療従事者の中にも多く存在している。歯学部の教

育理念においても、全身と切り離して歯や口腔を学ぶこ

とを謳っている大学はない。いみじくも瀬戸氏がその論

文で吐露されているように、歯科医業の規模の大きさと

｢医歯一元論｣で｢知の統合｣を
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歴史とが、理念的な「医歯一元論」を廃し、現実的な

「医歯二元論」を取った最も大きな理由ではないかと考え

られる。医学の歴史が浅く、規模も小さかった医学黎明

期では、歯学は医学と一体のものとして考えられており、

最初から「医歯二元論」として出発したものでない5，6）。

では、何が現実を二元論に動かしたのであろうか。実

学にあっては、元々学問があって｢業」が成立するのでは

なく、｢業」を論理的に裏打ちするものとして「学」が成

立している。歯科医学の｢業」は大きく二つに分かれ、医

学と同一の基盤に立つ口腔外科と補綴等の医工学がある。

後者は医学の学問体系には異質であり、この領域の大き

さ、インパクトが歯科医学と医学との距離を大きくもし、

縮めることにもなる。

遠藤周作氏8）は身体をアメリカ合衆国にたとえ、口腔

だけがなぜ別扱いにされるのかという疑問を投げかけら

れており、それに対して瀬戸氏3）は歯学の理想はEUに

加盟しないスイスのような独立国として生きていくこと

であると書かれている。スイスがスイスであるのは永世

中立国としての自立性にあると思われるが、そのために

は他国がスイスに干渉しないことと同時に、スイスは他

国に干渉しないことが大前提である。これを医学と歯学

にあてはめるならば、歯学は医学に干渉しないことが前

提になり、歯科医業の独占業務領域を守り、医業と競合

する領域は干渉しないという退行的な発想になってしま

う危険性がある。私たちは遠藤氏が述べているように、

最終的には、医学という大枠の中に専門領域としての歯

学（口腔医学）が位置づけられるのが最善であると考え

ている。

医療の目的は国民の健康増進であり、そこに向かう理

念に何人もいささかの迷いもないであろうが、人為的な

問題としてそこにグループや集団の利害が現れてくると、

実現された結果は大きく異なってしまう。もともとグル

ープや集団は内部には共有的であり、外部には排他的で

ある。医歯二元論の危うさはここにあり、両当事者の接

着剤、調整役となるものがいない限り、お互いの利害の

衝突が起こってしまい、崩壊に向かうと考えられる。医

歯二元論は結局こうした現実を受け入れるために出てき

た妥協の産物ではなかろうかと思う。この調整は両者

（医学・歯学）に基盤を持つものでなければ成立しないこ

とは論理的に明らかであり、到達する結論は医歯一元論

にならざるを得ない。

これまでの歯科医療・歯科医学の中心は歯牙およびそ

の周辺組織を対象とし、全身とは切り離された医療とし

て実践されてきた。それでも大きな問題が生じなかった

のは幸運と言うべきかも知れないが、その背後で歯科医

療は “材料による疾病の治療”という側面が強調される

ことになり、“患者を対象にした疾病の治療”である一般

の医療とは異質なものとなった。しかし、疾病構造の変

化、口腔疾患の全身の健康への影響、科学の進歩が引き

起こした医療のパラダイムシフトは、理念的な「医歯一

元論」による口腔疾患に対応できる医療者の育成が最善

の道であることを示している。「医歯二元論」によって進

める道は歯科技工学と一体化し、生命科学を切り離すこ

としかないように思われる。

2）歯学より口腔医学へ

医科・歯科二元論にもとづく教育体制、学術体制、医療

体制は、歯科医学、歯科医療に独自の発展をもたらし、歯

科としての｢業」も強固なものとなった。しかし、独自性

が強くなることによって、人の組織や機能に手を加えて疾

病を治療するという本来の歯科の目的が弱められる結果と

なっている。歯科医療は口腔領域を対象とした医療であり、

人に装着する器具を作製することは主要な仕事ではない。

人を治療することが本来の仕事であり、補綴治療はその一

手段に過ぎないことを認識することが重要である。今日、

歯科医師は常に全身疾患の理解のもとに、口腔という臓器

の諸疾患の治療予防を行うということを一層肝に銘じ、医

学全般の研鑽を続けていく必要がある。
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最近の疾病構造の変化や患者層の変化によって、歯科

治療を受けている高齢者は、生活習慣病、メタボリッ

ク・シンドロームなどに罹っているものが多く、また口

腔疾患と全身疾患との関連性が明らかになっている4）。

従って、口腔疾患を治療する者は、一般医科医療の教育

と修練とを充分に受けた者である必要がある。一般医科

の耳鼻咽喉科、眼科や循環器科が特定の臓器の疾患の専

門となっているのと同じように理解するのが妥当である。

歯科医師が死亡診断書を発行出来るのも、社会が歯科医

師の医学的能力を評価しているからである。これは世界

でも類を見ない日本の歯科医師が勝ち得た権利であり、

先人の並々ならぬ努力に敬意を表するものである。一方、

現在の歯科医学教育を見たとき、こうした権利を守る努

力が十分行われているかについて心配な点も多くある。

私たちは歯科医学教育において医学全般の教育を充実し、

歯科医師は医師と同等の医療能力を有することを広く社

会に伝える必要がある。

歯科医療環境も、歯科医師需給、歯科医師臨床研修、

歯科医療費の抑制、医科と歯科との医療経済上の格差な

ど、多くの課題を抱えている。従って、それらの諸問題

を打開する新しい発想が必要と考えられる。このような

観点からも、生命科学を基盤とし、口腔という臓器の疾

患の治療と予防を担当する分野として、｢口腔医学」（口

腔科）を創設・育成することが、21世紀の医療を向上さ

せる上で重要な課題であると考えられ、ライフサイエン

スにおける｢知の統合」の大きな目標となると考えられ

る。

3）医学と歯学の一体化

前述したように、歯科医学は医学全般と不可分で、遠

藤周作氏も述べているように、もともと一体であるべき

ものであり、最終的には、医学全体の一専門分野として

｢口腔医学」（口腔科）を位置づけることが、社会のニーズ

に対応し、国民の健康増進により寄与すると考えられる。

口腔疾患の医療を受ける患者の立場からすると、口腔と

いう専門領域についての優れた知識、技術に加えて、全身

疾患を勉強し、医学全般の研修を受けた医療人から治療を

受けるようになることは、大変喜ばしいことである。

わが国では、歯学部をSchool of Dentistry と呼んでい

る。アメリカではSchool of Dental Medicineと呼ぶ大学

も多い。中国では、わが国の歯科大学に相当する大学を

口腔医学院 School of Stomatology という。そして歯学

部の基礎医学は医学部の基礎医学と共通で教育している

ところもある。ドイツでは、医学部学生と歯学部学生と

は、基礎医学の講義実習を一緒に受けている。カナダ

Dolhousie 大学の Cohen Jr.7）は、“Today’s dentistry

will become tomorrow’s stomatology, a specialty of

medicine”と述べており、アメリカでは、この考えに賛

成するものが多いと聞いている。口腔医学の創設と育成

とは、まさに世界共通の課題であり、｢知の統合｣を目指

すわが国が世界に先駆けて、患者を中心とした改革を実

行することは、大変意義のあることである。

医科医療体制と歯科医療体制とを一体化するために、

医学部及び歯学部を有する総合大学にあっては、すでに

医科病院と歯科病院とは統合されており、基礎医学教育

も合同で実施する必要がある。また、医学部を有さない

歯科大学にあっては歯科医学教育を改変して、一般医学

を多く導入し、附属病院を医科歯科総合病院として、一

般医学の実地修練を行い、歯科医師に対する信頼を医師

と同等に高める必要がある。このような教育改革は、「医

歯一元論」、「医歯二元論」のいずれにも共通することで

ある。医学教育においても口腔医学教育の充実を図り、

専門家による口腔医学についての実地修練を行うことが

求められる。こうした改変によって、医歯一元論への方

向を具体的に進めることが必要と考える。

厚生労働省が最近発表した医科の標榜科には、｢内

科・外科｣などと併せて、｢歯科、小児歯科、矯正歯科、

歯科口腔外科｣を認めているが、これを口腔科（口腔医
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学）に改めることが出来れば、医歯の医療は一体化され

ることになる。

瀬戸氏が、｢臨床の方では、歯科医療は世界のどこの

国でも医療とは別の業として区別されているが、その区

分けは国によって異なり、しかもどの国でも曖昧で問題

を生じやすい。困ったことは業として厳しく分けられて

長年月経ているうちに学術的にも段々と疎遠になる傾向

があり、一方では歯科の小さなフレームの中で切磋琢磨

が行われないだけに少しずつ進歩のスピードが遅れ気味

となって、その結果、中距離レースにたとえるならばい

つの間にか医科と比べて周回遅れになってしまったとい

う現実に直面している｣と分析されているのは、もっと

もな意見である。

だからこそ、歯科医学は今一度原点に立ち返り、口腔

医学として医学的基盤に立った学問体系を確立し、医学

との関係を一元的に整理する必要があるのではなかろう

か。医学と歯学とを対峙するものとして捉えることから

は、両者の「知」の統合は成し遂げられない。医学と歯

学がそれぞれ持つ文化の違いを止揚し、口腔医学という

医学を基盤とすることによって初めて｢医学｣と「歯学」の

「知」は統合され、患者にとって最高の医療を提供できる

と考える。学校教育法、医師法、歯科医師法などの法改

正、大学、医療関係諸団体のあり方の改変など改正すべ

き課題は多いが、医歯一元論は、ライフサイエンスにお

ける「患者中心の医療」の知の統合として、世界に発信で

きるものである。

おわりに

近年、種々の学問領域で「知の統合」が叫ばれている。

これは、急激な科学（技術）の発達により、学問があまり

にも細分化され、乖離し、誰も全体像を把握できなくな

ってしまったことや、特定の分野の進歩が突出した結果、

これまでの経験では解決できない問題が次々に起こって

いることが原因であろう。先の｢学術の動向」4月号で広

渡清吾氏は「人文社会科学の役割と責任」9）という論文

を寄稿しており、その中で同氏は科学技術基本法から人

文科学が除外されているが故に、科学技術の振興が進め

ば進むほど、人文社会科学の貧困性が際だってくると述

べている。もともと、自然の中で人が社会生活を営んで

いる以上、全ての学問は不可分であり、系統化する上で

自然科学、社会科学、人文科学に纏めることは人為的行

為である。遠藤周作氏が言うように、患者は一人であり、

それを作為者の都合で分割することでは医療という大き

な理念との整合性が図れないであろう。

医学、医療を患者の立場からみれば、なぜ医歯一元論

でいけないのかという、遠藤周作氏の問いは多くの人々

の問いでもあり、私達は医学者、歯科医学者に都合の良

い答えを押し付けるべきではないだろう。｢業」の規模の

大きさと歴史の重みを乗り越えて、医学と歯学とを一体

化して、｢口腔医学｣（口腔科）を創設・育成し、医学の一

専門分野とすることは、ライフサイエンスの｢知の統合｣

を慮る上で大変重要な課題である。
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