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緒 言

　近年，健康格差の問題が注目されている1）．健康格差は，
先進国と開発途上国，富裕層と貧困層といった対極する集
団の間に二極化して存在するのではなく，勾配として社会
全体に存在し全ての人間が影響を受けているという，「勾
配としての健康格差」として認識されるようになった2）．
WHOは健康格差の問題を国際社会に提起し，様々な疾患
についての健康格差とそれに関する社会行動的リスク要因
の国際共同研究を進めている3）．なぜなら，健康格差を生
み出す主要な社会行動的リスク要因を明らかにすること
は，各国が健康格差の是正に向けた効果的な保健行政を展

開し，国際社会の持続的な開発・発展を成し遂げる上で重
要だからである．
　口腔疾患に関しては，1980年代より欧米において社会行
動的リスク要因についての研究が始まった4,5）．日本で注
目されるようになったのは2000年に入ってからである6）．
現在WHOでは齲蝕に絞り，口腔の健康格差縮小にむけて
その社会行動的リスク要因に関する国際的な調査を進めて
いる7-26）．開発途上国においては特に，貧困層および社会
的に周縁化された人々の口腔疾患の増加を危惧しており，
社会経済的要因や行動要因の削減，住民の経済状況や需要
に見合った口腔衛生システムの導入，口腔衛生を含む包括
的な地域保健綱領の策定を提唱している27,28）．WHOの報
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抄　録：本研究は，バングラデシュにおける子供の口腔疾患の現状を把握し，社会行動的リスク要因との関連性を
検証することを目的として行った．
　バングラデシュ Mohichail郷の小学校12校，計1,763人（女子899名，男子864名）に対し，口腔内診査（齲蝕経験
歯数，プラーク付着状況，歯肉炎）およびアンケート調査を行った．二変量解析を行い，居住区と９つの変数；乳
歯齲蝕，永久歯齲蝕，プラーク付着状況，歯肉炎，歯磨きの回数，口腔清掃器具の使用，歯磨剤の使用，家族の喫
煙習慣，家族の噛みタバコ習慣との関係を分析した．有意性の検定にはχ2検定を用いた．ロジスティック回帰分
析には，従属変数として，永久歯齲蝕，歯肉炎，プラーク付着状況を用い，独立変数として８つの変数；年齢，性
別，居住区，口腔清掃法，歯磨きの回数，プラーク付着状況，家族の喫煙習慣，家族の噛みタバコ習慣を用いた．
データ分析にはSPSS 11.7Jプログラムを用いた．
　二変量解析により，居住区の違いにより口腔疾患の有病率および口腔健康行動に有意差が認められた．ロジス
ティック回帰分析により，従属変数と関連が認められた独立変数は，永久歯齲蝕；プラークが多い（OR＝2.81）
居住区が僻地（0.76），年齢が大きい（1.09），歯肉炎；プラークが多い（41.0），家族の喫煙習慣がある（1.44），家
族の噛みタバコ習慣がある（1.41），年齢が大きい（1.10），プラーク付着状況；従来型の口腔清掃法（1.63），家族
に喫煙習慣がある（1.29），女性（0.71），年齢が大きい（0.92）であった．
　本研究の結果から，バングラデシュの農村部における口腔疾患の現状および社会行動的要因が明らかになるとと
もに，社会経済状況や医療，教育水準などがほぼ均一な典型的農村社会の内部において，地理的要因が口腔疾患の
有病率と口腔健康行動に影響を与えていることが新たにわかった．

キーワード：う蝕，歯肉炎，口腔健康行動，社会行動的リスク要因
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告によると，開発途上国における齲蝕有病率は急激に上昇
しており29）．原因は，経済の向上にともなう砂糖消費量
の増加と食の多様化，食生活習慣の変化に加え，予防政策
の欠落，医療の供給不足などが考えられる．口腔疾患は有
病率が高く23,30），公衆衛生政策による改善効果が大きいこ
とから，開発途上国の医療問題解決に向けた一つの足がか
りとなることが期待されている20,33-36）．しかし，後発開発
途上国（Least Developed Country; LDC）における口腔
疾患の実態に関する報告は少なく，さらに口腔の健康格差
と社会行動的リスク要因についての研究はほとんど行われ
ていない．
　そこで今回，アジアのLDC９カ国（CDP；国連開発計
画委員会，2009年）の一つであるバングラデシュにおける
口腔疾患と社会行動的リスク要因の関係を調べるため，人
口の大部分が分布している農村地帯の小学生を対象に，口
腔疾患への罹患状況を把握し，口腔疾患と様々な社会行動
的リスク要因との関連性を検証した．

方 法

　本研究は，バングラデシュ保健家族福祉省（Ministry of 
Health and Family Welfare），郡保健センター（Upazila 
Health Complex），郷保健福祉センター（Health and Family 
Welfare Centre），および各参加大学の倫理的承認を得て
いる．
　2009年８月に，Mohichail郷の公立小学校12校，計1,763
人（女子899名，男子864名）に対し，口腔内診査およびア
ンケート調査を行った．口腔内診査は，あらかじめ研修を
受けた20名の歯科医師により屋外で座位にて行った．アン
ケート調査は対話形式で行い，あらかじめ研修を受けたバ
ングラデシュ人の歯科医師および歯科大生が11問の質問を
小学生一人一人に口頭でたずね，小学生から得られた回答
をアンケート用紙に記入した．口腔内診査票とアンケート
用紙は，歯科医師が回収，集計を行った．
　WHOの基準に基づいて齲蝕経験歯数を調べ，DMFTを
用いて表した．プラーク付着状況はAinamoの口腔清掃状
況の指標37）を用いて，良い（good），悪い（fair），非常に
悪い（poor）の３段階に分類し，視診による評価を行った．
歯肉炎については，Gingival  Indexを簡易的に応用し，下
顎前歯部のみ歯肉炎の程度を健全（normal），軽度歯肉炎
（mild gingivitis），中等度歯肉炎（moderate gingivitis），
重度歯肉炎（severe gingivitis）の４段階に分類した38,39）．
　統計学的分析には，アンケートから得た情報と口腔内診
査から得た情報両方を用いた．様々な変数と居住区との関
連性を確かめるため，二変量解析を行った．用いた変数は
以下の９つである；乳歯齲蝕，永久歯齲蝕，プラーク付着
状況，歯肉炎，歯磨きの回数，口腔清掃器具（歯ブラシ，
指，ニームの枝など），歯磨剤の使用（歯磨剤，かまどの灰，
木炭の粉など），家族の喫煙習慣，家族の噛みタバコ習慣．

有意性の検定にはpearsonのχ2検定を用い，クロス集計を
用いて結果を表した．また，様々な変数と齲蝕，歯肉炎と
の関連性を調べるため，ロジスティック回帰モデルを作成
した．従属変数に永久歯齲蝕もしくは歯肉炎を用い，独立
変数に年齢，性別，居住区，２つの口腔健康行動（口腔清
掃法，歯磨きの回数），プラーク付着状況，家族の喫煙習慣，
家族の噛みタバコ習慣の８つの変数を用いた．従属変数は
二値変数（永久歯齲蝕の有無，歯肉炎の有無）として用い
た．さらに，様々な変数とプラーク付着状況との関連性を
調べるため，従属変数にプラーク付着状況，独立変数に年
齢，性別，居住区，２つの口腔健康行動（口腔清掃法，歯
磨きの回数），家族の喫煙習慣，家族の噛みタバコ習慣の
計７つの変数を投入したロジスティック回帰モデルを作成
した．従属変数は二値変数（プラークの付着がほとんど認
められない，プラークの付着が認められる）として用いた．
　ロジスティック回帰分析の回帰係数の検定には，χ2検
定を用いた．データ分析にはMicrosoft Excel 2007, SPSS 
（Statistical Package for Social Sciences） 11.7Jプログラム
を用いた．なお，ロジスティック回帰分析で独立変数を一
つしか投入しない場合のオッズ比を粗オッズ比（crude 
Odds ratio）とし，単変量解析を行った．一方，独立変数
を複数にした場合に求められるオッズ比を調整したオッズ
比（adjusted Odds ratio）とし，多変量解析を行った．
　なお，今回検証を行った資料は，2009年から2011年に実
施されたJICA（国際協力機構）の草の根支援事業「バン
グラデシュ国における健康増進のための予防歯科モデル事
業」の初年度のものである．

結 果

　口腔内診査表およびアンケート調査表は，対象者1,763
人全員分回収し，未記入および未回答はなかった．表１に
対象者の人数を性別および学年別に示した．
　６歳以上13歳未満のDMFT指数は0.13，乳歯齲蝕を持た
ない児童は1,025人で全体の58.1％，永久歯齲蝕を持たない
児童は1,376人で全体の78％であった．また，齲蝕歯に治
療が施されていたものは1,763人中１人，下顎左側第一大
臼歯の咬合面への充填１歯のみであった．歯肉炎の所見が
ないものは472人で全体の26.8％（６歳から13歳）であっ
た．プラーク付着状況に関しては，プラークの付着がなかっ

表１．学年別児童数

学　年 男性（人） 女性（人） 合計（人）
1 311 248 559
2 156 185 341
3 158 168 326
4 115 184 299
5 124 114 238

合計（人） 864 899 1,763
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たものは398人で全体の22.6％であった．
　表２に，二変量解析の結果を表したクロス集計表を示す．
被験者の居住区，すなわち地理的分類の属性は，小学校の
学区を基準として定め，幹線道路沿い60.9％，僻地39.1％
であった．乳歯齲蝕を持たない子供は，幹線道路沿いで
52.7％だったのに対して僻地では66.5％と有意に高く（p＜
0.01），僻地では乳歯齲蝕への罹患が幹線道路沿いの子供
に比べて少ないことがわかった．永久歯齲蝕を持たない子
供は幹線道路沿いで76.7％，僻地で80.1％であった．有意
差は認められなかったものの，僻地では永久歯齲蝕への罹
患が幹線道路沿いに比較して低い傾向にあり，この傾向は
乳歯齲蝕への罹患に類似していることがわかった．プラー
ク付着状況に関して，幹線道路沿いでは，良い：24.1％，
悪い：62.6％，非常に悪い：13.2％であったのに対して，
僻地では，良い：20.1％，悪い：56.5％，非常に悪い：
23.3％であった．幹線道路沿いの児童は僻地に比べて口腔
内清掃状態が良い傾向が強く，高い有意差（p＜0.01）が

認められた．歯肉炎の程度に関しては，幹線道路沿いでは，
健全：27.6％，軽度歯肉炎：58.5％，中～重度歯肉炎：
13.9％であったのに対して，僻地では，健全：25.5％，軽
度歯肉炎：54.1％，中～重度歯肉炎：20.4％であった．幹
線道路沿いの子供は僻地に比べて歯肉炎の程度が軽度であ
る傾向があり，有意差が認められた（p＜0.05）．歯磨きの
回数に関して，幹線道路沿いでは，１日１回：83.9％，２
回：16.1％，僻地で１回：89.1％，２回：10.9％であった．
両居住区とも１日１度だけ磨くと答えたと子供の割合が多
かったが，１日２回磨くと答えた子供は幹線道路沿いの方
が多く，有意差が認められた（p＜0.05）．口腔清掃器具の
使用に関して，幹線道路沿いでは，歯ブラシ：43.2％，指：
55.9％，ニームの枝など：0.7％であったのに対して，僻地
では，歯ブラシ：18.6％，指：75.9％，ニームの枝など：
5.4％であった．幹線道路沿いの子供は僻地に比べて歯ブ
ラシを使用する傾向が高く，高い有意差（p＜0.01）が認
められた．歯磨剤の使用に関して，幹線道路沿いでは，歯

表２．変数と居住地のクロス集計表

居　住　区
p値

幹線道路沿い（％） 僻地（％）
乳歯齲蝕

なし 53 67 ＜0.01
あり 47 33

永久歯齲蝕
なし 77 80 .088
あり 23 20

プラーク付着状況
良い 24 20 ＜0.01
悪い 63 57
非常に悪い 13 23

歯肉炎
健全 28 26 ＜0.05
軽度 59 54
中等度・重度 14 20

歯磨きの回数
１日１回 84 89 ＜0.05
１日２回 16 11

口腔清掃器具の使用状況
歯ブラシ 43 19 ＜0.01
指 56 76
ニームの枝等 1 5

歯磨剤の使用状況
歯磨剤 45 19 ＜0.01
かまどの灰 51 76
木炭の粉等 5 5

家族の喫煙習慣
なし 59 60 .888
あり 41 40

家族の噛みタバコ習慣
なし 39 41 .355
あり 61 59

計 100 100

（n） （1,073） （690）
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磨剤：44.5％，かまどの灰：50.9％，木炭粉など：4.6％で
あったのに対して，僻地では，歯磨剤：18.7％，かまどの
灰：75.9％，木炭粉など：5.3％であった．幹線道路沿いの
子供は僻地に比べて歯磨剤を使用する傾向が高く，高い有
意差（p＜0.01）が認められた．家族の喫煙習慣と噛みタ
バコ習慣に関しては，居住区間での有意差は認められな
かった．
　表３－１に，永久歯齲蝕に関するロジスティック回帰分
析の結果を示す．投入された変数のうち，永久歯齲蝕と有
意な関連性が認められたものは，プラーク付着状況，居住
区，年齢であった．プラーク付着が多い程永久歯齲蝕が多
く（adjusted odds ratio＝2.81），居住区が僻地の子供は幹

線道路沿いの子供より永久歯齲蝕が少なく（0.76），年齢
が上がるほど永久歯齲蝕が多かった（1.09）．
　表３－２に，歯肉炎に関するロジスティック回帰分析の
結果を表す．歯肉炎と有意な関連性が認められたものは，
プラーク付着状況，家族の喫煙習慣，家族の噛みタバコ習
慣，年齢であった．プラーク付着が多いと歯肉炎になりや
すく（40.96），家族に喫煙習慣がある場合（1.44），家族に
噛みタバコ習慣がある場合（1.41）も歯肉炎になりやすく，
年齢が上がるほど歯肉炎になりやすかった（1.10）．
　表３－３に，プラーク付着状況に関するロジスティック
回帰分析の結果を示す．投入された変数のうち，プラーク
付着状況と有意な関連性が認められたものは，口腔清掃法，

表３－１．永久歯齲蝕に関するロジスティック回帰分析

Odds ratio
crude （95％ Cl） adjusted （95％ Cl）

年齢 1.07＊ （1.00-1.15） 1.09＊ （1.02-1.17）
性別 （ref; 男性）
　女性 1.15 （0.92-1.44） 1.21 （0.96-1.52）
居住区 （ref; 幹線道路沿い）
　僻地 0.82 （0.65-1.03） 0.76＊ （0.60-0.98）
口腔健康行動
　１．口腔清掃法 （ref; 歯ブラシと歯磨剤）
　　従来法 1.15 （0.90-1.47） 1.20 （0.92-1.56）
　２．ブラッシングの回数 （ref; １日１回）
　　２回 1.07 （0.80-1.48） 1.08 （0.78-1.50）
プラーク付着状況 （ref; 良い）
　悪い・非常に悪い 2.70＊＊ （1.93-3.78） 2.81＊＊ （2.00-3.95）
家族の喫煙習慣 （ref; なし）
　あり 1.19 （0.95-1.49） 1.15 （0.90-1.46）
家族の噛みタバコ習慣 （ref; なし）
　あり 1.19 （0.94-1.50） 1.06 （0.83-1.36）

＊＊＝p＜0.01，＊＝p＜0.05

表３－２．歯肉炎に関するロジスティック回帰分析

Odds ratio
crude （95％ Cl） adjusted （95％ Cl）

年齢 0.98 （0.92-1.05） 1.10＊ （1.00-1.21）
性別 （ref; 男性）
　女性 0.82 （0.66-1.01） 1.00 （0.75-1.34）
居住区 （ref; 幹線道路沿い）
　僻地 1.11 （0.90-1.38） 0.90 （0.72-1.34）
口腔健康行動
　１．口腔清掃法 （ref; 歯ブラシと歯磨剤）
　　従来法 1.46＊ （1.17-1.82） 1.06 （0.76-1.47）
　２．歯磨きの回数 （ref; １日１回）
　　１日２回 1.09 （0.80-1.48） 1.25 （0.81-1.93）
プラーク付着状況 （ref; 良い）
　悪い・非常に悪い 37.80＊＊（27.80-51.42） 40.96＊＊ （29.69-56.52）
家族の喫煙習慣 （ref; なし）
　あり 1.40＊ （1.12-1.74） 1.44＊ （1.06-1.97）
家族の噛みタバコ習慣 （ref; なし）
　あり 1.51＊＊ （1.22-1.87） 1.41＊ （1.04-1.91）

＊＊＝p＜0.01，＊＝p＜0.05
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家族の噛みタバコ習慣，性別，年齢であった．従来通りの
口腔清掃法（指やニームの枝にかまどの灰などをつけて磨
く）を行っている子供はプラーク付着が多く，家族に喫煙
習慣があると多く（1.29），女児ほど少なく（0.71），年齢
が上がるほど少なくなった（0.92）．

考 察

　研究の対象地域は，首都ダッカから約100km，車で南東
に約３時間の所に位置するKhulna州Comilla県（図１）近
郊のChandina郡，Mohichail郷である．この地域を選んだ
理由は，ダッカ市内から比較的近距離にあり調査が行いや

すいこと，地域の保健行政担当者らが調査に対し理解と協
力を示してくれたこと，これまで歯科疾患に関する調査が
なされていなかったことなどが挙げられる．さらに，最大
の理由はバングラデシュ人口の約75％が分布する40）典型
的農村地帯であることである．なぜなら，これまで疾患と
リスク要因の研究では，都会と農村という社会経済状況の
異なる地域を対象とすることが多く41,42），社会経済状況や
医療，教育水準がほぼ均一な農村社会を対象とした健康格
差および疾患とリスク要因に関する報告はほとんどないか
らである．以下に，本研究結果について永久歯齲蝕，歯肉
炎，プラーク付着状況それぞれについて考察を行う．

１．永久歯齲蝕
　DMFT指数が過去のバングラデシュで行われた研
究41,43-51）と比べて低い傾向にあるのは，今回の調査が農村
部で行われ，齲蝕が多いと考えられる都市部の子供や社会
階級の高い子供のデータが含まれていないためと考えられ
る．しかし，人口分布40）から今回の数値はバングラデシュ
の子供の平均的な齲蝕経験歯数により近いものであると考
えられる．また，今回の調査で齲蝕をもつ子供の99.9％が
治療を受けず，齲蝕を放置するという歯科医療の実態も明
らかになった．同国の歯科医師数は人口５万人に一人の割
合で，そのほとんどが首都に集中していることから，農村
部は慢性的な歯科医療不足に陥り，住民が歯科医療を享受
する機会はほとんどないと推察されていたが，本結果はそ
れを裏付けるものと考えられる．
　齲蝕有病率は経済発展に伴う砂糖消費量の推移に深い関
係があると報告されている52,53）．日本では，1957年から
1987年には砂糖消費と12歳児のDMFTの間に強い相関が
あり54），第二次世界大戦中は砂糖が枯渇して一時的に齲
蝕が減少し，戦後の砂糖消費量増加にともない齲蝕も増加

表３－３．プラーク付着状況に関するロジスティック回帰分析

Odds ratio
crude （95％ Cl） adjusted （95％ Cl）

年齢 0.89＊ （0.84-0.96） 0.92＊ （0.86-0.98）
性別 （ref; 男性）
　女性 0.72＊ （0.58-0.90） 0.71＊ （0.57-0.90）
居住区 （ref; 幹線道路沿い）
　僻地 1.26 （0.99-1.59） 1.09 （0.85-1.40）
口腔健康行動
　１．口腔清掃法 （ref; 歯ブラシと歯磨剤）
　　従来法 1.78＊＊ （1.42-2.25） 1.63＊＊ （1.27-2.10）
　２．歯磨きの回数 （ref; １日１回）
　　１日２回 0.92 （0.67-1.27） 1.00 （0.72-1.38）
家族の喫煙習慣 （ref; なし）
　あり 1.13 （0.90-1.42） 1.04 （0.81-1.32）
家族の噛みタバコ習慣 （ref; なし）
　あり 1.30＊ （1.03-1.62） 1.29＊ （1.01-1.63）

＊＊＝p＜0.01，＊＝p＜0.05
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図１　首都DhakaおよびKhulna州Comilla県の地理的位置関係
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した55-57）．現在バングラデシュは安定的な経済成長を続
けており，砂糖消費量は今後2016年までの４年間に27.7％
増加すると予測されている58）．歯科医療の充足及び予防
対策がなされない限り，農村部での齲蝕有病率は今後急速
に増加していくことが予測される．
　バングラデシュの農村部において，年齢やプラークコン
トロール59-61）に加え，地理的要因が子供の齲蝕有病率に
影響を与えている理由として，砂糖消費量の違いが考えら
れる．砂糖類やブドウ糖果糖液糖に代表される異性化糖類
を多く含む齲蝕原性の高い飲食品は，商店や行商から入手
出来るが，居住区の違いがそのアクセスに大きく影響して
いると考えられる．舗装された幹線道路は市場に直結し，
車やバイク，リキシャと呼ばれる人力車が往来する．幹線
道路沿いの家庭であれば，行商から商品を入手することも，
徒歩20分ほどで市場に赴き食品をはじめ生活必需品の多く
を手に入れることが可能である．一方，僻地は広大な田園
の奥地に位置し，人がやっと通行できるほどの幅しかない
崩壊しかけた畦道を１時間近く歩いてようやく幹線道路に
出る．そこから市場までさらに歩かなければならない．雨
期にはこの畦道が水没し，集落自体が孤立することが多い．
したがって，一年を通じて僻地の家庭では入手出来る物の
量・質とともに限られているといえる．このように，地理
的要因により飲食品への暴露の機会が異なることが，家庭
の砂糖消費量に影響を与え，子供の齲蝕有病率に差を及ぼ
していると考えられる．

２．歯肉炎
　プラークコントロール62-64）に加え，地理的要因が子供
の歯肉炎に影響を与える理由として，口腔健康行動の違い
が考えられる．幹線道路沿いの子供は歯ブラシ・歯磨剤と
もに使用率が高く，歯を磨く回数も多い傾向にあった．こ
の健康行動の違いは，健康器具の流通及び健康維持に関す
る情報の流通が影響していると考えられる．幹線道路沿い
には，市場だけでなく村役場や地域の保健施設（health 
complex）が配置され，保健医療関係者や地域行政，NGO
などによる健康増進のキャンペーンなどを目にする機会に
恵まれる．また，新聞や雑誌，広告，人など，様々な情報
媒体への接触機会を増やし，子供が健康に関する新しい製
品や情報に対し敏感になりやすいと考えられる．一方で，
僻地の子供たちは健康を維持するうえで必要な物や情報に
接する機会が乏しく，かまどの灰を指につけて１日１度朝
だけ磨くという，昔からの口腔健康行動を続けざるを得な
い状況にあると考えられる．
　受動喫煙と子供の歯肉炎に関してEremirらは，受動喫
煙により子供の唾液中のコチニンレベルが上昇し，クリニ
カルアタッチメントレベルが低下すると報告している65）．
しかし，このような直接的影響の他にも，親が喫煙者であ
る家庭ではもともと健康に関する知識や意識が低く，子供

の健康管理に無関心である，また，家族が朝から晩まで仕
事に労力を費やし，子供の健康管理に対する余裕がないと
いった，実際には調査が難しい様々な交絡因子が影響して
いる可能性も考慮する必要がある．同様に，家族の噛みタ
バコ習慣と子供の歯肉炎の関係についても，保護者の養育
や健康への無関心さなどが，子供の歯肉炎に関係している
と考えられる．
　口腔健康行動の一つとしてロジスティック回帰モデル中
に投入された独立変数の一つである口腔清掃法は，単変量
解析では歯肉炎との有意な関連性が示されていたが，多変
量解析においては同じ独立変数であるプラーク付着状況の
投入によりその有意性が消失した．これは，口腔清掃法が
プラーク付着状況を介して歯肉炎と有意に関連しているこ
とを示している．すなわち，指やニームの枝にかまどの灰
をつけて磨く従来法からの脱却は，プラークコントロール
を介して子供たちの歯肉炎の改善に効果的であると考えら
れる．

３．プラーク付着状況
　年齢が高い子供と女児30）のプラーク付着が少ないのは，
口腔清掃の意識の高まりによるものと考えられる．また，
従来法による口腔清掃を継続している子供はプラークが多
く，口腔清掃法がプラーク付着状況に直接影響を与えてい
ると考えられる．家族の噛みタバコ習慣と子供のプラーク
付着の関連は，歯肉炎と同様に，噛みタバコを常習する保
護者の養育や健康への無関心さが関係しているものと考え
られる．
　本研究から，アジアのLDC諸国の一つであるバングラ
デシュにおいて，子供の口腔疾患に影響を与える様々な社
会行動的リスク要因が明らかになった．また，社会経済的
状況，医療水準，教育水準がほぼ均一な典型的農村社会の
内部においても，子供の口腔疾患の有病率に差があること，
地理的要因が子供の口腔疾患の有病率および口腔健康行動
に影響を与えていることが示唆された．今後，同国におい
て子供の口腔の健康格差を縮小した発展を実現するために
は，今回明らかになった口腔疾患の社会行動的リスク要因
についての総合的な対策が必要であろう．具体的には，口
腔清掃器具を含めた健康維持に必要な日用雑貨の僻地への
定期的運搬や，小学校における健康教育，疾病予防教
育66），専門家による定期的な口腔検診と口腔清掃指導，
そして，子供のみならず，家族に対する喫煙や噛みタバコ
などの生活習慣に関する健康指導も，子供の健康維持・向
上に効果的であると考える．さらに，今回明らかにならな
かった食生活習慣，一般家庭での砂糖消費量に関する詳細
な情報，及び親や家族の養育や健康に対する意識調査など，
他の因子に関する調査も必要であると考える．
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結 論

　バングラデシュの農村社会において，地理的要因が子供
たちの口腔疾患の有病率および口腔健康行動に影響を与え
る可能性が示唆された．
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ORIGINAL

Social and behavioral determinants of oral disease
among Bangladesh children

Kei Yasumoto1）, Jun Aida2）, Shuichi Takinami3）, Yasuhiko Morita4） and Okahito Honda1）

ABSTRACT  : The purpose of this study was to evaluate the relative effect of social and behavioral risk factors on oral 
diseases among school children from Bangladesh.
　Material and Method: A total of 1,763 （899 females and 864 males, aged 5 to 12） from 12 public elementary schools in 
Mohichail union were targeted. The socio-behavioral data and clinical data were merged in order to provide for statistical 
analysis. The following were the factors used as  independent variables: age, sex （male,  female）, residence （main street 
areas or remote areas）, oral health behaviors （brushing methods and brushing frequency）, oral hygiene, the smoking or 
betel chewing habits of  the children’s  families.  In  the  logistic models,  the dependent variables were presented by the 
dichotomous presence or absence of caries, gingivitis and dental plaque. The bivariate analysis was performed by using 
Pearson’s χ2 test. Multivariate analyses comprised logistic regression analysis. For the statistical evaluation of regression 
coefficients, theχ2 test was used in the logistic regression.
　Result: The dental caries experiences among Bangladesh children were significantly associated with poor oral hygiene 
（adjusted odds ratio=2.81）, remote location （0.76） and older aged children （1.09）. The gingivitis significantly associated 
with poor oral hygiene （41.0）, the betel chewing habits of families （1.41）, the smoking habits of families （1.44） and older 
aged children （1.10）. The dental plaque was significantly associated with conventional method of tooth brushing （1.63）, 
the betel chewing habits of families （1.29）, females （0.71） and older aged children （0.92）.
　Conclusion: The present  study revealed  the  important  social  and behavioral determinants of  oral disease among 
Bangladesh children, which should be taken  into account  in the planning and surveillance of oral health promotion and 
oral disease intervention programs in the future.
　Location  is one of  the  important determinants of oral health and oral health behaviors on school children  in socio-
economically homogeneous rural communities.
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