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要 旨
全世界において新型コロナウィルス感染症（COVID-19）は引き続き感染拡大しており、2020年10月25日
現在、全世界で4200万人以上の感染者、110万人以上の死者が報告されている。
世界保健機関（World Health Organization（WHO）
）では、COVID-19の戦略的準備と対応に関する計画
（COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan（SPRP））に基づき、各国におけるCOVID-19 SPRP
の立案・実施支援をしている。本稿では、COVID-19 SPRPの柱のうち、必要不可欠な保健サービス維持に
関するWHO口腔保健プログラムの取り組みを紹介したい。
本稿は深井保健科学研究所 第19回コロキウム（2020年8月30日）での発表内容に加筆したものである。
尚、本稿は個人的な見解であり、所属する機関を代表するものではありません。

緒 言

健機関（World Health Organization（WHO））は

全世界において新型コロナウィルス感染症

感染状況を分類しているがa）、2020年10月25日現

（COVID-19）は引き続き感染が拡大しており、

在、報告のあった183加盟国b）のうち、60％以上

2020年10月25日現在、全世界で4200万人以上の感

の国が、市中感染すなわち 地域での大規模な流

染者、110万人以上の死者が報告されている1）。

行が確認されている に分類されている。また過

各国・地域・領域の自己報告に基づき、世界保

去1週間と比較して、特にヨーロッパ地域におい
て、感染者ならびに死亡者数の顕著な増加が認め
られ、予断を許さない状況である1）。
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WHOでは、COVID-19の戦略的準備と対応に関
する計画（COVID-19 Strategic Preparedness and
Response Plan（SPRP）
）に基づき、各国における
COVID-19 SPRPの立案・実施支援をしている。
COVID-19 SPRPは以下の9つの柱からなる①全世
界的な連携・計画・モニタリング、②サーベイラ
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ンス、③水際対策、④感染予防制御、⑤患者マネ

崩壊を報告している。この数値は他のどのサービ

ジメント、⑥検査システム、⑦リスクコミュニ

スよりも高い数値であった7）。また、NCDsに関す

ケーションとコミュニティエンゲージメント、⑧

る必要不可欠な保健サービス維持（がん、糖尿

物流・調達・供給管理、⑨必要不可欠な保健サー

病、心疾患、口腔保健、リスクファクター等が含

ビス維持 。

まれている）に関する調査も実施されており、調

2）

本稿では、COVID-19 SPRPの９つの柱のうち、

査結果によると、たとえば緊急を要しない治療の

必要不可欠な保健サービス維持に関するWHO口

キャンセルや、都市封鎖による医療施設へのアク

腔保健プログラムの取り組みを紹介する。

セス制限、NCDs担当職員がCOVID-19対応要員と
して招聘される、個人防護具の不足、財政問題、

必要不可欠な保健サービスとは

患者の受診行動変容（例：医療施設でのCOVID-

必要不可欠な保健サービスについて、1978年の

19感染に対する恐れから受診回避）等により

「プライマリーヘルスケア（Primary Health Care

NCDs保健サービスの崩壊が起こり、特にリハビ

（PHC）
）に関する国際会議」で採択されたアルマ

リテーションや緩和ケア、口腔保健への影響が大

アタ宣言において明言されている。日本では、

きく、約50％の国において口腔保健サービス崩壊

PHCとは 実践的で、科学的に有効で、社会に受

が報告された8）。

容される手段と技術に基づいた、不可欠な保健医
WHO口腔保健プログラム取り組み

療サービスのこと。自助と自決の精神に基づく住
民の全面的な参加により、住民の身近な場所で第

COVID-19対応により保健システムc）が疲弊し、

一段階の保健医療サービスとして広く住民に提供

崩壊すると、COVID-19による直接的な死亡だけ

される。 と訳されている3）。

ではなく、ワクチンで予防できる死亡、NCDs等

必要不可決な保健サービスとは、資源の限られ

治療可能な疾患による間接的な死亡も増加する。

た地域や低所得国において、支払いに対して最も

したがって、各国はCOVID-19対応と同時に必要

価値の高いサービスを供給することを目標として

不可欠な保健サービス提供を維持する必要があ

おり、多くの場合、公衆衛生的な取り組み、一次

る。WHOでは、国ごとに必要不可欠な保健サー

医療、二次医療における臨床的な取り組みの中か

ビス選択、感染リスクをできる限り軽減したうえ

ら、国の疾患負荷、医療資源の状況等に応じて優

で保健サービスを提供するための各種ガイダンス

先・選択された限定的なサービスである。

作成ならびに各国保健省担当者に対するトレーニ

一方で、高所得国においては、必要不可欠な保

ングを実施している9）。

健サービスとは何が含まれているかよりも 何が
除かれるのか が明記されることが多い

。

WHO口腔保健プログラムでは、COVID-19流行
下における必要不可欠な口腔保健サービス維持の

4−6）

ための指針として、 Considerations for the proviCOVID-19流行下における必要不可欠な

sion of essential oral health services in the context

保健サービスの崩壊

of COVID-19 という暫定的ガイダンスを発表し

WHOの様々な部署において、COVID-19流行下

た10）。

における、必要不可欠な保健サービス維持に関す

本ガイダンスには、COVID-19流行下における

る調査が実施されている。例えば、25項目の必要

セルフケア（口腔保健推進・口腔疾患予防）の重

不可欠な保健サービス維持（感染症、非感染性疾

要性、口腔保健サービス提供下におけるCOVID-

患 （ Noncommunicable diseases:NCDs）、 母 子 保

19感染経路について、感染状況に応じた提供する

健、口腔保健等）に関する調査において、70％以

サービスの優先選択、デジタルツールを活用した

上の国が、口腔保健サービス全体または部分的な

オンライン診療、スクリーニングとトリアージュ
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（優先順位）の重要性、診療前感染予防制御、換

況を考慮して、口腔保健サービスの優先・選択

気、口腔保健サービス提供時の医療従事者ならび

（エアロゾルの発生する治療の回避等、侵襲性

に患者感染リスク軽減方法（個人防護具、エアロ

の低い治療、緊急の処置のみ等）

ゾルが発生する治療の回避または最小限化、侵襲

オンライン、電話等を利用した、患者のトリ

性の低い治療について）、診療後清掃・消毒等に

アージュの重要性

関する指針等が含まれている。

感染経路（接触、飛沫、空気感染）、口腔保健

特に、COVID-19の市中感染下、保健システム

治療の特徴を考慮し、個人防護具の使用も含

が疲弊し、さらに個人防護具も十分に確保でき

め、適切な感染予防制御

ず、患者・医療従事者の感染リスクも高まる状況

サーベイランス強化（例：必要不可欠な口腔保

において、口腔保健サービスの優先・選択を行う

健サービス維持の状況、口腔疾患状況、口腔保

必要があり、痛みや機能等への支障を伴う緊急性

健従事者のCOVID-19感染状況把握）

の高い処置を優先し、定期健診・口腔内スクリー

地域住民への口腔保健教育

ンニング、予防処置等は感染状況が改善されるま

医療従事者のトレーニング

で、または国ならびに地域の指針に沿って遅らせ

が必要である。

る推奨も含まれている。

COVID-19は現在の保健システムの脆弱性を明

WHO口腔保健プログラムでは上記のガイダン

らかにした。さらに、保健システム強化、PHC、

ス作成の他、『Q and A COVID-19と口腔保健』

ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC） 全ての

を配布し、一般市民に対して口腔保健とCOVID-

人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療

19に関する正しい情報を提供し、人々の口腔保健

サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態

維持増進に寄与し、さらにはウェビナーを活用し

の実現

た加盟国の保健省歯科技官の能力強化プログラム

経済、社会にとって重要なことであることが再認

を通して

識された。

11）

、各国のCOVID-19流行下における、

12，13）

必要不可欠な口腔保健サービス維持支援を行って
いる。

ならびに緊急時に対する準備が、住民、

ちなみに、日本では1961年より国民皆保険制度
が実施されており、国民全員が公的医療保険で
保障され、比較的低い患者負担額で、質の高い

COVID-19流行下における必要不可欠な口腔保健

医療が受けられるが 14）、全世界では、約半分の

サービスの維持ならびにより良い復興への提言

人々が、負担可能な費用で質の確保された医療に

COVID-19流行下においても住民のニーズに基

アクセスできない状況である15）。

づき、口腔保健推進・維持ならびに口腔疾患予防

今回のCOVID-19の経験を生かし、持続的な

管理し、人々の生活の質を保つには、必要不可欠
な口腔保健サービスを維持する必要がある。

より良い復興 （Build Back Better）のために
は、あたらめて、疾病ごとの対策ではなく、保健

COVID-19流行下における必要不可欠な口腔保
健サービスの維持のためには、

システム全体を強化し、口腔保健をPHC、UHCに
統合する、すなわち口腔保健を必要不可欠な保健

COVID-19の戦略的準備と対応に関する計画の

サービスに統合するだけではなく、人々のニーズ

一部として、必要不可欠な保健サービスの維持

に基づき、すべての人々に対する財政保障を伴っ

や、感染予防制御、リスクコミュニケーショ

た質の高い必要不可欠な口腔保健サービスへのア

ン、コミュニティーエンゲージメント等を強化

クセス保障16）、ならびに安全で効果的、かつ質が

口腔保健サービスの必要不可欠な保健サービス

高く安価な必須医薬品へのアクセスを達成し、誰

への統合ならびに財政支援

1人取り残されない世界を実現していく必要性が

感染状況、人的資源、個人防護具の在庫等の状

ある。
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尚、本稿は個人的な見解であり、所属する機関
を代表するものではないことを事前にお断りして
おきます。
本文注釈
a）感染状況の分類は、以下の定義に従って行われる、
各国・地域・領域の自己報告に基づく。（2020年10月
25日現在）https://www.who.int/publications/m/item/
weekly-epidemiological-update---27-october-2020

b）WHO全加盟国数は194。
c） 保健システムは、健康に寄与する要因を改善して
健康を増進・維持し、必要な人々に適切な疾病治療を
行い、保健医療サービスを必要とする人々すべてに適
切に提供するために必要な組織とその活動である。
WHOは2007年に保健システム強化戦略のための統一
枠組み（6つのビルディング・ブロック）を提唱し、
この枠組みに照らして課題に対処し保健システムを強
化して持続性のある成果の達成を目指した。保健シス
テムは、適切な予算とエビデンスに基づいた保健政策
と計画に裏打ちされ、質の良い教育を受け動機づけら
れた保健人材が適切に配置されていることや維持管理
された施設・設備、質が担保された医薬品・資器材と
技術が調和することで人々の保健サービスへのアクセ
スが改善されカバレージが広がるとともに、サービス
の質と安全性が担保される。 https://jaih.jp/document/
一般社団法人日本国際保健医療学会用語集より一部抜
粋
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The number of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases continue to increase globally. As of 25 October
2020, over 42 million cases and 1.1 million deaths have been reported globally. In the context of COVID-19,
World Health Organization (WHO) has supported its Member States by the development and implementation of the COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP). In this special report, I would like to
introduce the concept of

continuity of essential health service

as one of the pillars of SPRP; discuss the

importance of continuity of essential oral health service in the context of COVID-19; explain WHO Oral
Health Programme s response to the COVID-19 pandemic.
This special report was developed based on the presentation which was delivered at the 19th colloquium of
the Fukai Institution of the Health Science.
The author alone is responsible for the views expressed in this report; it does not necessarily represent
the views, decisions or policies of WHO.
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