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資 料

• 第７８回全国学校歯科保健大会（島根）

ポスター発表

• 平成１６年度 歯科受療率表

• スライド配布資料
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平成２３年３月３１日発行

平成２２～２３年日本学校歯
科医師会 第一普及委員会委
員としてフッ化物応用ガイドブッ
ク作成に参加。

背景

＊全国自治体の歯科保健条例に
フッ化物応用（フッ化物洗口）が掲
げられている。

＊フッ化物洗口は関連機関（職
種）の連携が必要であることを理
解する。

＊フッ化物洗口に反対する団体等
に不適切に利用されないようにす
る。

結論

Public school には

Public health が必要
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育委員会
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県教育委

員会

保護者会

保育士

•健康増進法

•学校保健安全法

•フッ化物洗口ガイドライン

•「島根県歯と口腔を守
る８０２０推進条例」
2010年３月

保健所

フッ化物洗口事業の支援体制と法律根拠等

キーパーソン

＊転勤がない！ 転勤の

ある人が歯科保健をよく
理解できないこともある。

＊歯科医一人ではでき
なくても、組織と組織が
繋がるとそれが可能にな
ります。その組織を動か

すには

１ 事実（証拠）

２ 理論

３ 理念

歯科医師
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組織間の合意形成は避けて通れない

• 県内でフッ化物洗口を進めるなかで、じっくりとした健康教育
も必要ではないか？

島根県歯科保健推進協議会での県教委代表者（Ｈ20年ごろ）

当時は県教委と関わることなく市町村単位で進めていた。

⇒ 学校での公衆衛生的手段の必要性について理解してもらう

• 集団に応用する意味・意義が理解できない。

• 診療室で患者に対するならば歯科医師として責任がもてるが、
個人が見えない（フッ化物）集団応用には学校歯科医として
責任が持てない。

京都市 全国学校歯科保健大会フッ化物応用自由集会での学校歯科医

⇒権限の委譲・組織連携について理解してもらう
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【事実】 地域診断・分析⇒戦略（施策の優先順位）

口腔保健に関わる職種や保護者（住民）に県内の歯科疾患についての現状を

ご理解いただいた上で協力をお願いしています。⇒（島根県民残存歯数調査をＨ

１３・１７・２１・２７年実施、歯科保健対策の資料）

【理論】 学校保健として「整合性のある」取組み

学校において児童生徒の健康はどのように守られているかという「広い視点」

で、学校におけるフッ化物洗口の立場を理解する。

【理念】 みんながいい歯で卒業する。

フッ化物応用（洗口）の推進体制 島根県

「初めにフッ素ありき」ではなく事実を精査、理論・理念を整理すると、
Public school にはPublic health（公衆衛生的手段）が必要である。 6



Part1 県民残存歯数調査 （健康長寿しまね推進会議で発表）

◎ 調査目的
口腔機能の目安として、残存歯数（自分の歯）を調査し、歯科保健対策・県

民への普及啓発（８０２０運動）への資料とする。
◎ 調査概要
１ 調査期間：２００１年10月 歯科医院来院者を調査（県歯会員約３００名）
２ 調査対象者：40歳以上の島根県民
３ 調査人数：約４万２千人 （県民の約1割）
４ 市町村別残存歯数のグループ分け

残存歯数が多いほど、口腔機能が良好と判断する。残存歯数が多い順に、
Ａ B C と ランク付けする。
５ ８０２０推進特別事業費(2年目)にて実施。

２０世紀の島根の歯科保健医療総括

健康教育＋早期発見早期治療－F応用＝

診断： 健康格差
分析： 歯科医師数・医療費・所得が要因 7



島根県の年齢別１人平均残存歯数（２００１
年）

島根県、島根県歯科医師会：働き盛りの大切な歯を失わないために〜成人期以降の歯科保健〜．
島根県、島根県歯科医師会：島根県民残存歯調査報告書．平成１３年より

８０１０

６０２０
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７医療機関以上

４～６医療機関

０～３医療機関

　Ａ　グループ　残存歯数多い

　Ｃ　グループ　残存歯数少ない

　Ｂ　グループ　

上段 残存歯数調査

下段 市町村別医療機関数

残存歯数と医
療機関数との
関連

Ａグループ 残存歯多い

Ｂグループ

Ｃグループ 残存歯少ない

７～医療機関

４～６医療機関

０～３医療機関

健康の不平等・健康格差
9

平成１３年調査



出典：平成１６年医師・歯科医師・薬剤師調査、平成１７年島根県市町村民経済計算、平成１７年県民残存歯調査

圏域別の残存歯数と歯科医師数の関係
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H22.6.20.近畿・中国・四国口腔衛生学会総会シンポジウム資料から改変

歯と口腔の健康づくりに関する計画のポイント

Social determinant of health

社会的要因（修正困難）に左右されないむし歯予防法

（Ｆ洗口）を推進することになった。
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７医療機関以上

４～６医療機関

０～３医療機関

　Ａ　グループ　残存歯数多い

　Ｃ　グループ　残存歯数少ない

　Ｂ　グループ　

上段 残存歯数調査

下段 市町村別医療機関数

受診率

残存歯の多い地域の
歯科医療費が高い。

→ 歯科受療率を調査

Ａグループ 残存歯多い

Ｂグループ

Ｃグループ 残存歯少ない

７～医療機関

４～６医療機関

０～３医療機関

健康の不平等・健康格差
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平成１３年調査



歯科受療率（保健行動）格差と一人当たり県民所得
平成６年（12年）調査 （平成１６年歯科受療率表を日学歯普及委員会に提出）

順位 受療率（1ヶ月平均レセプト枚数） 順位 一人当たり県民所得

１ 東京都 １２.２％（12.6％） １ 東京都 439万

２ 大阪府 １１.１％（11.7％） ２ 大阪府 343万

４ 新潟県 １０.６％（10.8％） ２４ 新潟県 271万

４０ 島根県 ８.６％（8.9％） ４１ 島根県 236万

４７ 沖縄県 ７.５％（7.6％） ４７ 沖縄県 211万

＊医療ニーズを医療で賄えないならば、効果的な歯科保健対策で賄う。
（島根県）受療率（8.9％） ＋ （島根県）F洗口者率（4％） ＝ 保健医療サービス提供
参考 ４歳から１４歳まで全員が洗口をすると、県民の約１０％になります。

＊（県民所得がそれ程高くない）新潟県ではフッ化物洗口によって子どものむし歯が
全国一少なくなったが、その程度では受診率が下がらないくらい歯科疾患は、子ど
もから高齢者まで蔓延している。

＊長年にわたって子どものむし歯が多くても、歯科受療率が低い県がある。子ども
の健康づくりをかかりつけ歯科医に任せるには限界がある。

東京都レベル
の自費診療＋
レセ１００枚
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島根県松江市立宍道中学校
学校保健委員会におけるフッ化物洗口の検証

・日学歯 ガイドブックに収載
・全国学校歯科保健大会（松江市）の発表資料

• 量的評価 健康格差の是正

• 質的評価 アンケート調査等による保健行動評価

• 学校長の意向 ⇒ 自分の健康に関することである
から、生徒たちに任せましょう。データ・アンケート等
生徒会が中心となり問題の発見と解決について発
表している。
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宍道中学校12歳児DMFT指数の推移
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市町村合併時に宍道中のデータが注目さ
れ全市での普及につながった。
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フッ化物洗口についてどう思う（前向きな感想） フッ化物洗口についてどう思う（後ろ向きな感想）

• 虫歯予防によい ・意味ない

• 歯が光る ・時間の無駄

• いいと思う ・まずい

• 口の健康にいいと思う ・変な味がする

• これからも続けてほしい ・やりたいひとだけすればいい

• 虫歯にならなくなった ・めんどうくさい

• 大事なことだと思う ・授業におくれる

• 将来的には良いと思う ・歯磨きをきちんとすればよい

・フッ素洗口をすることは意味がないと思っている人がいたが、フッ素洗口の効果は十分にあることが
分かったので、これからはもっとたくさんの人がフッ素洗口を正しくやってほしいと思う。
・歯磨きをせずにフッ素洗口をしても効果があると思われるが、歯磨きをしてからフッ素洗口をしたほう
がより効果があると思うので、フッ素洗口だけでなく、歯磨きもしっかりやってほしいと思う。
・昼休みの歯磨きを習慣にしよう。
・スポーツ飲料や炭酸飲料は、砂糖が多くて、前歯が虫歯になりやすいので、注意しよう。
・中学校のうちは、フッ素洗口をする事が出来るが卒業してからはフッ素入りの歯磨き剤を使って歯磨
きをしよう。
・歯は、健康管理だけでなく、スポーツの成績にも関わりがある。一生使う歯を、大切にしよう。

質的評価 フッ化物洗口に対しての感想 ＊複数回答

平成１８年宍道中学校保健委員会報告より

＊洗口については、どちらかというと後向きの生徒もいたが、そういう人を助けた
いと気遣う生徒の意見や方向性が見られた。

子どもの意識や行動を変え、健康によい生活習慣の形成も うかがわれた。
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Ｆ洗口事業も人格形成に資している
平成１８年宍道中学校学校保健委員会報告より

• 学校生活を健全に営む上での歯科保健の課
題を見つけ、生徒自身が主体となり解決に向
けての組織活動を継続的に実践してきた.
⇒ 「生きる力」を身につける

• フッ化物応用を含めた歯科保健活動により生
徒の気づきや行動に変化がみられ、う蝕予防
効果が生徒の自信や希望にもつながり、さら
に自らを律しつつ、他人と協調して、他人をお
もいやる心が芽生えてきた。
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前例のないF洗口を考える時には、「学校において、生徒の健康
や安全がどのように守られているか？」を出発点として、フッ化物
洗口（集団管理）がお手本とすべき取組みや制度があるならば、そ
の実績や理念を謙虚に学んで【整合性のある考え方】をする。

個人の思想・信条の自由は法律で認められていますが、それを
実行する自由は認められていません。したがって考え方が受け入
れられるためには整合性（筋が通っている事）が必要です。

F洗口の有効性・安全性の議論については、科学的根拠により ○×をつ
けることができる。（科学を否定するような信条は論外）

F洗口に対する個人的な信条・思いに対しては、○×をつけることはできな
いが、整合性があるかどうかについては、○×をつけることができる。

実例 「健康は人から与えられるものではなく、自ら獲得するものである」

「子どものむし歯は少なくなっているのではないか？」

Part2       学校におけるフッ化物洗口実施の理論

17



フッ化物洗口の位置づけ
ガードレール理論（ガードレールのない対策は苦労します）

教育（学習・指導）
（行動変容や人格形成に資する）

管理・環境整備
（誰でも恩恵を受ける）

通学時の

安全確保

交通安全

図画・標語コンクール

安全な通学路(集団登校）

ヘルメット ガードレール

栄養・心身の発
達

食育 集団給食

学校病

（むし歯予防）

歯科保健

（歯みがき・Ｆ歯磨き剤・食事
等）

図画・標語コンクール

集団フッ化物洗口

いじめ・虐待・差
別・性の逸脱行
動・喫煙・薬物問
題・ネット等

人権・同和・性教育ほか

図画・標語コンクール

啓発事業への参加
？虐待から子供を守る

ガードレールは？
18

日学歯普及委員会に提出



学校保健安全法
（昭和三十三年四月十日法律第五十六号）

最終改正：平成二〇年六月一八日法律第七三号（目的）

第一章 総則

（目的）
第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進

を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校
における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確
保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学
校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
第三章 学校安全

（学校安全に関する学校の設置者の責務）
第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その

設置する学校において、事故、加害行為、災害等（以下この条及び第二十九
条第三項において「事故等」という。）により児童生徒等に生ずる危険を防止し、
及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合（同条第一
項及び第二項において「危険等発生時」という。）において適切に対処すること
ができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実そ
の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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学校での健康・安全の取り組み（学校保健安全法）

は、事案の数ではなくリスクを根拠としている。
⇒F応用検討会議等の冒頭で合意すべき事項

１２歳児のDMFT指数≒１ むし歯
は少なくなったから？？？

学校管理下においては、子どもに万が
一の事態が起こったときに、管理が杜撰
でなかったかが問われる。

事案の数（むし歯は万が一よりはるかに多い）
むし歯＞＞＞交通事故＞＞＞災害（火事・地震・津波）

20
事案の多少で判断するのは
法律との整合性に欠ける。

法律はリスクで判断す
ると書かれている。



学校における公衆衛生的手法
集団給食 集団フッ化物洗口

科学的な根拠 体の栄養

・心身の発達に資する

・児童・生徒の発達段階に
応じた緻密な栄養管理

歯の栄養

・丈夫な歯をつくる

実施形態 集団・一律メニュー 集団・同一洗口液

費用 公費＋家庭負担 公費＋稀に家庭負担

法律根拠 学校給食法 学校保健安全法・健康増進法・

自治体の条例

公衆衛生が必要
とされる課題

朝食抜き・偏食・肥満・

養育困難家庭

貧困率１６．６％（厚労省）

歯の健康格差の要因として社会的・経
済的格差がある。

養育困難家庭
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学校給食法
（昭和二十九年六月三日法律第百六十号）

最終改正：平成二〇年六月一八日法律第七三号

第一章 総則

（この法律の目的）
第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身

の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒
の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要
な役割を果たすものであることにかんがみ、学校

給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に
関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及
び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

学校給食⇒公衆衛生的手段
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問題

以下のような趣旨でＦ洗口についての質問がありました。どのように考えましょう
か？

①集団で行うのは強制では？ 生徒が選択する自由のない公衆衛
生施策は学校にはそぐわない。

②洗口に頼ってしまって、歯磨き、甘味制限が疎かになるのではない
か？

考え方（案）
①学校給食は、牛乳や野菜嫌いの子どもに対して別メニューはあり
ませんし、全部食べるように指導するのを強制と言われても・・・。

②学校給食に頼ってしまって、親が朝食を疎かにしているとしたら、
給食制度に問題があるのでしょうか？

↓

学校における取り組みとの整合性が必要ではないでしょうか？ 23



フッ化物洗口液配送法

• 薬剤師会と連携し、複数校の洗口液をあらか
じめ学校薬剤師が作成し各施設に配送業者
を利用して配送。

• ２リットルと１リットル瓶を適当に組み合わせ
ることで水溶液作成が簡便になる。（人為ミス
の軽減）

• 学校でのフッ化ナトリウム試薬の利用・管理
が不要。



【松江市立小中学校フッ化物洗口事業実施フロー（生徒一人当たり年間２００円）】

学校歯科医

学校長、薬剤師への

指示書作成

薬剤師会（薬局）

担当薬局が0.2％NaF洗口液作成、各学校の
必要量に応じて １又は2Ｌ容器に入れる

指示書

洗口の実施

保護者への説明等

歯科保健計画策定

市立学校

年間計画、質問等

松江市教育委員会

保護者

申込書

・事業予算確保

（委託料の支払い、試薬・備品の購入＆整備）

・関係機関との連絡調整

（事業の評価・指導助言・委託契約等）

配送業者
毎週火曜日に薬局より洗口
液を受け取り、指定された各
学校に配送＆空容器の回収

委託契約書
・ 薬剤師会（薬局）

調剤委託、調剤手当等

・ 配送業者

配送手順、委託費用等

洗口液

洗口液

空容器

空容器

試薬を利用した洗
口液作成指示

指示書

洗口液によるうがいの指示

松江市歯科医師会

・関係機関、学校歯科
医への指導・助言

・啓発活動

指導・助言
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Part3 フッ化物洗口の理念・主題（テーマ）

「みんながいい歯で卒業する」
～保護者・住民は社会的結束が強かった～

↓

保護者の養育責任は本来自分の子どもだけで

すが、フッ化物洗口事業の理念を伝える事により、
自分の子ども、他者の子ども、これから入学してく
る地域の子どもの歯の健康のために洗口事業を

選択されました。(立派！)
26



フッ化物洗口事業のまとめ
～Public school には public health～

• 歯の病気（むし歯・歯周病）は、小児から高齢者まで
だれにも起こりうるがその予防法は確立している。し
かしながら個人として歯の健康つくりに取り組もうと
しても、現実は、歯の健康格差（健康の不平等）がみ
られ、最近では社会的・経済的な格差（ 修正困難な
要因 ）もその要因として挙げられるようになった。

• 学校でのフッ化物洗口は、こうした状況をふまえ「み
んながいい歯で卒業する」を理念として、社会全体
や生徒たちの和をもって個人の歯の健康つくりをささ
える事業である。また、生徒はフッ化物洗口に参加
することを通じて歯と口の健康の実現と健康への関
心を高めることが可能となる。


