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はじめに 

 

歯や口の健康は、心身の健康と深い関わりがあり、よくかんで食べることは、

健康な体をつくるための出発点です。 

そのため、県教育委員会では、平成２５年３月に「学校におけるむし歯予防の

手引」を作成し、歯みがき指導・食に関する指導・フッ化物の活用の三本柱で

児童生徒のむし歯予防対策を講じています。また、大分県では、平成２５年１

２月に、「大分県歯と口腔の健康づくり推進条例」を策定し、県民の歯や口の健

康づくりを推進しているところです。 

しかし、残念ながら、本県の１２歳児のむし歯本数は、改善はしているもの

の、依然として全国平均より高い状況が続いています。 

学齢期は、乳歯から永久歯に生え変わる時期です。この時期のフッ化物洗口

は、むし歯予防に最も効果的であることから、児童生徒の生涯にわたる健康づ

くりにつながります。 

また、県教育委員会では、３本柱の中で、特に取組が遅れているフッ化物洗

口の導入を積極的に推進する中で、県歯科医師会等関係機関の協力により平成

２７年１２月に本手引きを作成し、各市町村教育委員会、県歯科医師会、県薬

剤師会等と連携してすすめて参りました。 

 現在、１７市町村で小中学校１３８校と１６校の県立学校等でフッ化物洗口

が行われていますが、実施校の中には洗口液中に浮遊物が発見される等の問題

も起こっています。 

そこで、より安全に安心して学校でのフッ化物洗口を実施していただくため

に本手引きの改訂を行いました。 

今後は、この改訂版が県内の学校歯科保健の推進と各市町村、各学校におけ

る、今後の児童生徒の歯と口の健康づくりに活用されますことを期待しており

ます。 

 

 平成３０年３月 

 

               大分県教育庁体育保健課長 井上 倫明 
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① フッ化物は自然環境にも存在しているミネラルです  
 
フッ素は自然の栄養素（ミネラル）として、動物・植物など全ての生き物に含まれ、自

然界では地球を構成している約９０種類の元素のうち１２ 番目に多い元素です。また、フ 
ッ化物は自然の海水中に１．３ppm* 含まれており、これまでの全ての生物の進化を支え

てきた大切な物質でもあります。＊１ppm は０．０００１％に相当（1.3ppm ＝ 0.00013％） 
このように、フッ化物は、特別な物ではなく、私たちの身の周りのどこにでもある普通

の物質であり、健康な歯や骨のための栄養（ミネラル）なのです。 
 

 
【食品や自然環境中に存在するフッ化物の量（単位：ppm）】 
 

② フッ化物の安全性は専門機関により証明されています  
 
フッ化物の摂取と安全性・効果については、５０年以上にもわたる専門学会や専門委員

会、政府、各種の国際機関および国際的な保健機関の特別協議会において幾度となく再評

価され、証明されています。また、過去４０年以上にわたる国内での実践においても、学

校の保健管理下で実施されるフッ化物洗口の安全性は十分に確保されています。 
 
③ フッ化物洗口液を誤って飲み込んでも、心配ありません  

 
どんなに安全と思われている物質でも、量が過ぎれば害を生じます。フッ化物も同様で 

適量では身体の栄養、むし歯予防に役立ちますが、過量に摂取すると害（中毒）が生じま

す。 
体重３０kg の小学生の場合、フッ化物の急性中毒量は６０mg であるのに対し、週１回

法の洗口液１０ml に含まれるフッ化物量は９mg に調整しておりますので、６～７人分以 
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上を一度に飲み込まない限り、急性中毒量には達しません。（６０mg÷９mg＝６．６７） 
また、日本で本格的にフッ化物洗口が実施されてからこれまで、フッ化物洗口液の誤飲

による急性中毒が起きたという報告はありません。 
他に、フッ化物の慢性中毒として歯のフッ素症と骨硬化症がありますが、使用するフッ

化物の量や適用期間からみてフッ化物洗口で発生する可能性はありません。 
なお、１回のフッ化物洗口で、口の中に残るフッ化物の量は、洗口液に含まれるフッ化

物の１０～１６％に相当する０．９～１．４ｍｇです。 
 
 

 
               

 

 
 
 
④ フッ化物によりアレルギーを発症する心配はありません  
 
食物アレルギーを引き起こすアレルゲン（食品中のタンパク質などの有機物）と違って

フッ化物は無機質であり、理論的にもアレルギーの原因物質となる可能性は非常に低いと

フッ素量
(mg)

週5回法
洗口液
(ml)

週1回法
洗口液
(ml)

フッ化物入り
歯みがき剤

(g)

フッ素量
(mg)

週5回法
洗口液
(ml)

週1回法
洗口液
(ml)

フッ化物入り
歯みがき剤

(g)

  ６歳 21.6 10 900 42 168 47 42 104 416 116 104

  ７歳 23.7 10 900 46 184 51 46 116 464 129 116

  ８歳 27.1 10 900 52 208 58 52 131 524 146 131

  ９歳 30.8 10 900 62 248 69 62 155 620 172 155

１０歳 33.9 10 900 69 276 77 69 172 688 191 172

１１歳 38.2 10 900 77 308 86 77 193 772 214 193

１２歳 44.0 10 900 91 364 101 91 227 908 252 227

参考資料

＊｢う蝕予防のためのフッ化物洗口実施マニュアル」（厚生労働科学研究｢歯科疾患の予防技術･治療評価に関するフッ化物応用の総合研究」班ほか）

＊｢フッ化物Ｑ＆Ａ」(社団法人　大分県歯科医師会)

＊｢仙台市フッ化物洗口実施マニュアル｣

フッ化物の年齢別の急性症状を起こす可能性のある洗口液量

年齢
平均体重

(kg)

週１回法
洗口液量

(ml)

誤って、体重１kgあたり2mg以上のフッ素を
飲み込んだ場合(学校での健康観察を勧める)

誤って、体重１kgあたり5mg以上のフッ素を
飲み込んだ場合(医療機関受診を勧める)週１回法

フッ素濃度
(ppm)
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考えられます。 
 市販の歯磨剤の９割以上がフッ化物配合歯磨剤ですが、これまでにフッ化物が原因とな

るアレルギー反応を起こしたという報告はありません。 
 
⑤ 服薬中の場合や、口の中の傷や口内炎があっても可能です  
 
服薬中にフッ化物洗口を実施しても問題はありませんし、口の中のキズや口内炎に影響

することもありません。ただし、水がしみたり、口をブクブク動かすことで口の中のキズ

や口内炎に我慢できないような痛みが出るようであれば、無理に行うことはありません。 
 

⑥ 誤ってフッ化物を多量に飲み込んだ場合の対応  
 
  フッ化物を急性中毒量に達する程度に過量に摂取した(一度に６～７人分以上飲み込ん 
だ)場合、直後にカルシウムを多く含む牛乳あるいは牛乳から作られたアイスクリームを経

口投与すれば、胃内でフッ化カルシウム（水に溶けにくい）が形成され、胃を刺激するこ

ともなく、フッ化物が吸収されにくくなり低カルシウム血症も未然に防ぐことができます。 
  なお、必要に応じ、医療機関を受診してください。 
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２ フッ化物洗口の有効性 

 
① これからのむし歯予防対策  
世界のむし歯の少ない国では、歯磨き、甘味制限に加え、むし歯予防にフッ化物を積極

的に利用しています。 
そこで次の図のように、歯質強化に対する対策としての「フッ化物」の利用を加えて、

３つの輪に対する３つの対策を同時に行うのが、これからのむし歯予防の基本です。 
 

 
 
 
 
大分県では、①歯磨き指導、②食に関する指導、③フッ化物の活用の３本柱で、むし 

歯予防対策を推進しています。 
 
② なぜフッ化物がむし歯を予防するのでしょうか  
 
 ア 再石灰化の促進 
   歯は、むし歯の原因菌が出す酸による脱灰によって歯の表面が溶かされ、むし歯に

なります。しかし、唾液や歯垢にフッ化物があると、その溶かされた歯の表面は再び

修復されて、もとの健康な歯を取り戻すことができます。フッ化物は、その再石灰化

作用を速め、強化する働きがあります。 
 
イ 歯の質の強化 

   フッ化物が歯に作用すると、歯の表面のエナメル質の結晶が安定し、むし歯の原因

菌の出す酸に対する抵抗力を強めます。 

甘味制限 
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 ウ むし歯の原因菌が産生する酵素を阻害 
フッ化物はむし歯の原因菌が酸をつくるのに必要とする酵素に作用して、その働きを

妨げます。 
 

 
 

③ フッ化物の利用方法  
 
 フッ化物によるむし歯予防は、生えて間もない歯に対して、最も効果が大きいですが、

成人の歯と歯の間や歯ぐきが下がった部分にできるむし歯にも効果があるので、全年齢を

通じたフッ化物の使用が奨められます。 
 
【フッ化物によるむし歯予防の方法】 

● 地域・集団（園や学校など）で利用する方法 

    水道水フロリデーション（水道水へのフッ化物添加）、フッ化物洗口 

  ● 家庭で利用する方法 

    フッ化物配合歯磨剤、フッ化物洗口、フッ化物配合スプレー 

  ● 歯科医院で利用する方法 

    フッ化物歯面塗布 

 
④ フッ化物のむし歯予防効果  
 
フッ化物によるむし歯予防効果は、フッ化物の応用方法によって異なります。水道水フ

ロリデーション（水道水へのフッ化物濃度調整）やフッ化物洗口は、予防率が 50～60％と

高く、大きなむし歯予防の効果を期待することができます。50％の予防率というのは、む

し歯を半分に減らす効果があるということです。 
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   出典：Ｈ１２～１４ 厚生労働省科学研究「フッ化物応用の総合的研究」班、 

大分県歯科医師会 
 
 
就学前の４歳から小中学校を通じて１１年間フッ化物洗口を経験したグループは、フッ

化物洗口を行ってこなかったグループより、３０歳になったときにむし歯が少なかったこ

とが報告されています。 
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大分県でも、平成２１年度からフッ化物洗口に取り組んでいる姫島村で、むし歯数が少

なくなっています。 

 

 

№ 市町村名 本数 № 市町村名 本数 № 市町村名 本数 № 市町村名 本数

1 姫島村 0.76 1 姫島村 0.29 1 姫島村 1.07 1 姫島村 0.14

2 豊後高田市 1.03 1.20 2 津久見市 1.09 2 国東市 0.88

1.29 2 津久見市 1.42 1.10 1.05

3 竹田市 1.37 3 臼杵市 1.57 3 豊後高田市 1.40 3 臼杵市 1.09

4 佐伯市 1.60 4 玖珠町 1.62 4 佐伯市 1.44 4 津久見市 1.18

5 津久見市 1.84 5 佐伯市 1.64 5 大分市 1.47 5 豊後高田市 1.23

6 中津市 1.91 6 豊後高田市 1.65 6 臼杵市 1.48 6 玖珠町 1.37

7 大分市 1.92 7 国東市 1.73 7 別府市 1.63 7 佐伯市 1.44

8 由布市 1.93 8 別府市 1.89 8 玖珠町 1.72 8 九重町 1.50

9 別府市 1.97 9 大分市 1.92 9 国東市 1.73 9 別府市 1.62

2.03 10 竹田市 1.95 1.83（2 .1） 10 大分市 1.65

10 臼杵市 2.04 2.13 10 九重町 2.16 11 日田市 1.66

11 玖珠町 2.15 11 由布市 2.44 11 日田市 2.16 1.74（1 .7）

12 国東市 2.35 12 日出町 2.53 12 日出町 2.44 12 杵築市 1.82

13 日田市 2.49 13 九重町 2.54 13 竹田市 2.46 13 中津市 1.93

14 宇佐市 2.55 14 中津市 2.55 14 中津市 2.49 14 由布市 1.97

15 杵築市 2.62 15 宇佐市 2.85 15 杵築市 2.53 15 日出町 1.99

16 豊後大野市 2.73 16 日田市 3.02 16 由布市 2.58 16 宇佐市 2.66

17 九重町 2.76 17 杵築市 3.21 17 宇佐市 2.66 17 竹田市 2.67

18 日出町 2.81 18 豊後大野市 3.28 18 豊後大野市 2.95 18 豊後大野市 2.93

№ 市町村名 本数 № 市町村名 本数 № 市町村名 本数 № 市町村名 本数

1 姫島村 0.25 1 姫島村 0.11 1 姫島村 0.00 1 姫島村 0.00

2 豊後高田市 0.98 0.90 2 津久見市 0.57 0.82

1 2 佐伯市 1.06 0.84 2 豊後高田市 0.85

3 別府市 1.04 3 臼杵市 1.06 3 豊後高田市 0.91 3 臼杵市 1.01

4 佐伯市 1.07 4 国東市 1.25 4 佐伯市 1.14 4 大分市 1.02

5 臼杵市 1.19 5 玖珠町 1.26 5 別府市 1.20 4 佐伯市 1.02

6 大分市 1.20 6 大分市 1.31 6 玖珠町 1.21 6 玖珠町 1.08

7 国東市 1.43 7 別府市 1.32 7 日田市 1.29 7 別府市 1.16

8 日田市 1.48 8 豊後高田市 1.33 8 臼杵市 1.31 1.3（1 .2）

9 津久見市 1.52 9 日田市 1.55 8 大分市 1.31 8 国東市 1.53

1.53（1 .4） 1 .58 (1 .6 ) 10 国東市 1.36 9 中津市 1.54

10 玖珠町 1.61 10 津久見市 1.83 1.44（1 .4） 10 竹田市 1.56

11 由布市 1.97 11 由布市 1.97 11 竹田市 1.47 11 九重町 1.56

12 竹田市 2.03 12 日出町 2.09 12 由布市 1.65 12 日出町 1.58

13 日出町 2.05 13 杵築市 2.12 13 中津市 1.80 13 津久見市 1.64

14 中津市 2.15 14 竹田市 2.15 14 日出町 2.03 14 杵築市 1.69

15 九重町 2.24 15 中津市 2.17 15 宇佐市 2.08 15 日田市 1.73

16 杵築市 2.45 16 宇佐市 2.53 16 杵築市 2.21 16 由布市 1.93

17 豊後大野市 2.54 17 九重町 2.54 16 九重町 2.21 17 宇佐市 2.04

18 宇佐市 3.37 18 豊後大野市 3.42 18 豊後大野市 2.32 18 豊後大野市 2.47

県平均

県平均

県平均

全国平均

県平均

全国平均

県平均

全国平均

市町村別　１２歳児一人平均むし歯本数の推移(Ｈ２２～Ｈ２９)

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

全国平均全国平均

県平均

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

全国平均

全国平均

県平均

全国平均

県平均

 出典：県平均及び市町村の数値は体育保健課調べ

全国平均及び県平均（  ）の数値は学校保健統計調査 
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 また、フッ化物洗口の実施状況とむし歯の数の減少には、相関関係があるという調査結

果があります。 
 

 
出典：佐賀県健康増進課調べ 

 
⑤ フッ化物洗口の特徴  
 
むし歯予防対策として、学校においてフッ化物洗口を行うことが最も効果的な理由は、

次のような特徴があるからです。 

 

○むし歯予防効果が高く（50～60％）、継続することにより効果が増大する。 

○洗口を開始した後に萌出する歯への効果は非常に高い。  

○前歯部や隣接面（歯と歯の間）むし歯の予防に最適である。 

○学童期のフッ化物洗口の効果は大人になっても効果が持続する。 

○自己応用であることから、自分で自分の歯を予防しているという意識に芽生え、結果

的に歯磨き習慣などにもよい影響を与える。 

○学校等で実施する場合、各家庭で実施するよりも組織的支援による継続性が期待でき

る。また、すべての子どもにむし歯予防の機会を設けることができる。 
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⑥ 大分県は「大分県歯と口腔の健康づくり推進条例」に基づいてフッ化物洗 
口を推進しています。 
 
① 昭和６０年３月に示された「フッ素の安全性に関する質問に対する政府見解」や② 

厚生労働省が平成１５年１月に示した「フッ化物洗口ガイドライン」、③平成２５年３月に

大分県教育委員会が作成した「学校におけるむし歯予防の手引」④平成２５年１２月に公

布・施行された「大分県歯と口腔の健康づくり推進条例」、県が策定した「歯科口腔保健計

画新歯ッスル大分８０２０改訂版」等に基づき、学校におけるフッ化物洗口を推進してい 
ます。 
 
●フッ化物洗口ガイドライン 

 「フッ化物洗口ガイドラインについて」 
（平成１５年１月１４日付け医政発第０１１４００２号、健発第０１１４００６号、各

都道府県知事あて厚生労働省医政局長、健康局長連名通知） 
 
〔記載内容（抜粋）〕 

フッ化物洗口応用によるう蝕（むし歯）予防の有効性と安全性は、すでに国内外の多

くの研究により示されており、（中略）特に、1970 年代からフッ化物洗口を実施して 

いる学校施設での児童生徒のう蝕予防に顕著な効果の実績を示し、各自治体の歯科保健

施策の一環として、その普及がなされてきた。フッ化物洗口法は、とくに、４歳児から

14 歳までの期間に実施することがう蝕予防対策として最も大きな効果をもたらすこと

が示されている。特に、地域単位で保育所・幼稚園や小・中学校で集団応用された場合

は、公衆衛生特性の高い方法である。なお、集団応用の利点として、保健活動支援プロ

グラムの一環として行うことで長期実施が確保される。 
 
●政府見解（昭和６０年３月８日、官報号外衆議院会議録第１２号） 

 
〔フッ素の安全性に関する質問主意書に対する答弁書（抜粋）〕 
・ 歯磨き、甘味制限と併せてフッ化物の応用を行うことが最適のむし歯予防法と考え

  ている。 
・ 学校におけるフッ化物水溶液による洗口は、学校保健法第２条に規定する学校保健

安全計画に位置付けられ、学校における保健管理の一環として実施されているもので

ある。 
・ フッ化物水溶液による洗口の実施に当たっては、事前に保護者に対しその趣旨の説

明を行い、その理解と協力を求めてこれを実施することが望ましいものと考える。 
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●大分県歯と口腔の健康づくり推進条例（平成２５年１２月１８日公布・施行） 

 
 第 11 条（基本施策の推進） 
 県は、基本理念にのっとり、県民の歯・口腔の健康づくりを図るための基本施策とし

て、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。 
 一 歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供 
 二 市町村が行う歯と口腔の健康づくりに関する施策の支援 
 三 市町村、歯科医師等、教育保育関係者、保健医療福祉関係者、事業者及び医療保

険者との連携体制の構築 
 四 ８０２０運動の普及啓発 
 五 歯科口腔保健の観点から食育、喫煙による影響対策その他の生活習慣病予防対策

 六 幼児期及び学齢期におけるフッ化物洗口等科学的根拠に基づく虫歯予防対策 
 七 歯磨き等科学的根拠に基づく歯周疾患の予防及び進行の抑制のための対策 
 八 障がい者（児）における定期的な歯科健診の機会の確保及び適切な歯科治療を受

けることができるための対策 
 九 介護を要する高齢者における訪問による歯科治療、適切な口腔ケア及び口腔機能

の維持向上のための施策 
 十 歯と口腔の健康づくりに係る業務に携わる者の人材確保、育成及び資質の向上に

関する施策 
 十一 前号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策 

 
＊「六 幼児期及び学齢期におけるフッ化物洗口等科学的根拠に基づく虫歯予防対策」 
の逐条解説 

 １「幼児期」とは、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第６条第３項で規定      

する幼児（満１歳から小学校就学の始期に達するまでの者）の期間をいい、歯の生      

え始め、摂食・嚥下機能を獲得する時期であることから歯と口腔の健康づくりにお      

いても大変重要な時期です。 
 ２ 「学齢期」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２３号）第１７条で規定する期      

間（子どもの満６歳の誕生日以後における最初の学年の初め（最初の４月１日）か      

ら満１５歳に達した日以後の最初の３月３１日までの９年間）をいい、乳歯から永      

久歯への交換期における健康な歯列・咬合の育成と口腔ケア習慣の定着が重要とな      

る時期です。 
 ３ フッ化物には、歯質を強化し、虫歯の原因となる菌の活性化を抑制することによ      

り虫歯を予防する作用があります。フッ化物洗口（うがい）は歯科疾患の予防対策      

のためのフッ化物応用の方法の１つです。 
   フッ化物洗口を実施する場合は、幼児・児童の個々の体質を考慮する必要がある      
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ことから、本人や保護者に対して、具体的方法、期待される効果、安全性及び懸念      

される事項について十分に説明し、同意を得て行うこととなります。 
   フッ化物応用以外の虫歯予防対策としては、正しいブラッシング（歯磨き）の実      

施や食育による甘味食品の摂取制限の指導等があります。 
 
●大分県歯科口腔保健計画（新・歯ッスル大分８０２０） 
 （平成２５年３月策定） 

 
 

 

　〔記載内容（むし歯の予防関係抜粋）〕

３　学齢期の歯科口腔保護対策

　取組の方向性と目標

　　・正しい情報に基づいた安全な方法でのフッ化物利用等による効果的な学校歯科保健対策の推進

　　・学校歯科検診や歯科保健指導の充実

　　・児童一人ひとりが自主的に歯の健康管理を実施できるよう、保健学習・保健指導における歯の
　　　健康教育の推進

　　・歯の破折、脱臼等の損傷の予防対策としてのマウスガードの普及推進

　目標

　　①１２歳児の１人あたりむし歯本数　２．０本　（Ｈ２３）　→　１．２本以下

　　②１２歳児でのむし歯のない者の増加　３８．２％（Ｈ２３）　→　５５％以上

　県の取組の方向と関係機関・団体等に期待される役割

　　〇　県教育委員会
　　　ア　歯科保健教育を担当する教職員等の育成・資質の向上に努めます。
　　　イ　学校歯科保健に関する最新の情報や国の動向等の情報収集に努め、市町村教育委員会や
　　　　　学校等に情報提供を行います。
　　　ウ　学校における歯科健康診断のデータ等を収集・分析し、関係機関への情報提供に努めます。
　　　エ　フッ化物を利用した歯科保健事業の実施について市町村の取組を支援します。

　　〇市町村教育委員会
　　　ア　学校や家庭での歯の健康づくりの実践を支援するため、歯の健康に関する情報の積極的な
　　　　　提供に努めるとともに、学校における歯科保健のデータ等の収集に努めます。
　　　イ　保護者・学校等に対し、フッ化物利用やシーラント等の効果的なむし歯予防方法について
　　　　　普及啓発を図ります。
　　　ウ　フッ化物を利用した歯科保健事業の実施を推進します。
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３ むし歯の原因とその怖さ 

 
① むし歯が発生する仕組み  
 
むし歯とは、歯の表面に「むし歯菌（ミュータンス菌）」と呼ばれる細菌が付着して発生 

します。むし歯菌は、私たちが食事をしたときの食物の糖を取り込んで、強い酸を発生さ 
せます。すると、この強い酸によって私たちの歯を構成するカルシウムやリン酸が溶かさ 
れてしまうのです。このことを「脱灰（だっかい）」と言いますが、一方で唾液の作用によ 
り唾液中のカルシウムやイオンやリン酸が再び歯の表面に付着して歯を修復することを

「再石灰化（さいせっかいか）」と言います。歯磨きなどで歯や口の中を清潔にしていると 
きは、この「脱灰」と「再石灰化」のバランスがとれています。 
 つまりむし歯とは、むし歯菌（ミュータンス菌）が糖を利用して「酸」を作り、その酸

によって歯が溶かされる病気なのです。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-14-



② むし歯の本当の怖さ  
 
むし歯を放っておくとどうなるのでしょう？むし歯菌の出す酸で歯が溶かされ穴が空き、 

歯の中にある神経が直接食べ物や飲み物に触れて激しい痛みを伴います。また、穴が開く 
ことで見た目も悪くなります。 
 
 

 

 
 
 これがもっと進むと、歯の頭の部分が無くなり、物を噛みにくくなります。そして、最 
後には歯がなくなってしまうのです。このように、むし歯を放っておくと、大切な歯が失 
われるという取り返しのつかないことになってしまいます。 
 またむし歯になると、痛みなどから集中力が低下し、勉強やスポーツにも影響します。 
さらに、むし歯や歯周組織の疾患から起こる歯周病などが原因で、細菌や毒素などの体に 
良くないものが血管を通って全身にまわり、体全体に悪影響を及ぼします。 
 

蓄膿症 中耳炎 心内膜症 関節炎 糖尿病 認知症 など 
 

日常のむし歯予防は、歯だけでなく、皆さんの健康を守ることなのです。 
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③ 歯ブラシによるブラッシングの限界  
 
歯ブラシの毛先は歯と歯の間や奥歯などの溝には届きにくく、そこには食べ物の残りカ 

スや唾液、細菌などが結合してできたプラーク（歯垢）が溜まりやすく、むし歯の原因に 
なります。 
 つまり、歯ブラシだけのむし歯予防には限界があるのです。 
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４ フッ化物洗口の方法 

 

（１） 基礎知識と手順 

 

① フッ化物洗口剤の種類  
 
フッ化物洗口液は市販製剤を用いる方法と、フッ化ナトリウム試薬から作る方法があり

ます。家庭や小集団での応用は、安全性の点からも市販製剤の使用が推奨されます（現在

市販されている顆粒製剤はミラノールとオラブリスの２種類です）。 
 

 
 

② フッ化物洗口液の１回分の使用量と含まれるフッ化物の量  
 
 週１回法の洗口液は０．２％フッ化ナトリウム水溶液です。 
 ０．２％の濃度を ppm に換算すると２０００ppm になります。また、フッ化ナトリウム

中に含まれるフッ素の量は重量で４５％なので、この溶液中に含まれるフッ化物イオンの

濃度は０．０９％（９００ppm）です。 
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③フッ化物洗口に必要な器具や機材  
 
 フッ化物洗口に必要な物品は次のとおりです。（人数によっては、不要な容器を含む） 
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④ フッ化物洗口に適した時期  
 
ブクブクうがいが可能な頃（４歳ごろ）から開始し、１４～１５歳の中学卒業まで継続

実施することにより、特に永久歯のう蝕予防に大きな効果を発揮します。もちろん、それ

以降の青年や成人・高齢者のフッ化物洗口実施も効果的です。 
 永久歯の萌出は、早い子どもで第一大臼歯が４歳後半に始まり、順次萌出して最後の第

二大臼歯が中学２年生ごろに萌出して完了します。 
 したがって、４歳から中学卒業時までの継続実施はすべての永久歯のよりよい成熟を助

け、脱灰時の再石灰化を促進することでう蝕予防効果を発揮します。 
それ以降の実施は、青年や成人の隣接面う蝕、歯頸部う蝕を予防し、高齢者では根面う蝕

を予防します。 
 
⑤ フッ化物洗口の実施  
 
 フッ化物洗口は、参加する子どもたちが、「飲み込まずにうがいができる」ようになって

から始めましょう。 
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なお、洗口後は歯の表面にフッ化物が作用しているので、30 分間飲食やうがいを避ける

ようにします。この事に注意して、学校などで洗口の時間帯を設定します。 
 
⑥ 流し台がなくてもフッ化物洗口は実施できます 
 
フッ化物洗口は通常、教室において学級単位で行われますが、口の中に残った洗口液を

そのまま各自のコップに吐き出すという方法により、流し台がないところでも実施が可能

です。洗口終了後の洗口液の処理方法としては、各自が洗口液を自分のコップに吐き出し、

個々に流し台に持って行き捨てるか、もしくは学級ごとにバケツに集めてから一括して捨

てることになります。 
 また、紙コップを使用し、吐き出した洗口液にティッシュペーパーを入れて吸い取らせ、

紙コップごとゴミ袋で回収して捨てるという方法もあり、この方法で実施すれば、吐き出

した洗口液を個々に流し台で捨てる必要もなく、学級ごとにバケツに集めて捨てる必要も

なくなります。 
 
⑦ 洗口が終わった後ですること  
 
ア 余った洗口液の廃棄 

溶解ビン内に余った洗口液は保管しないで、流しに捨ててください。 
下水中のフッ化物濃度は 0.2ppm 以下であり、水質を汚染することはありません。 

 
イ 洗浄・消毒 
  溶解ビン、コップ等を洗浄・消毒します。 

（１）水により十分洗浄します。薬剤が残っているとカビの原因になります。 
（２）水を切り、よく乾燥させます。 

   （３）容器及びポンプは定期的に消毒用アルコールを用いて洗浄するとよいです。 
      また、月１回程度は哺乳びん洗浄・消毒剤などの浸潤消毒をお勧めします。 
 
⑧ 薬剤・洗口液・容器の管理  
 
ア 実施施設での薬剤管理 
  各学校等で薬剤を管理する場合は、市販薬剤を鍵のかかる戸棚または金庫等に保管す 

る等して、子どもの手の届かないように保管し、確実に管理を行なうことが必要です。 
イ 洗口液の保管 
  水に溶かしたフッ化ナトリウム（フッ化物洗口液）は安定しており、変化しません。

ただし、フッ化物を溶かす水の変質に対する注意が必要です。使い切る事ができなか
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った場合は保管することなく廃棄してください。 
  また、洗口液を作成した後、実施までに長時間保管する場合は、冷暗所に保管します。 
 特に夏場は冷蔵庫に保管することをお勧めします。 
 
ウ 古くなったり、傷がついた容器は、速やかに交換してください。 
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（２）大分県の学校における実施モデル 

 

① 実施要領  

 

 

 

１ 実施主体 市町村

２ 実施頻度　　

・実施体制が整わない週は曜日を変更するか中止する。

３ 実施時間 洗口後３０分間、うがいや飲食を避けられる時間帯

　・業間や放課後　等

実施に要する時間は１０分程度

４ 使用器具 市町村は次の器具等を準備する。

　・フッ化物洗口剤

　・溶解ボトル（ディスペンサー）　　　　　　　　　　　　

　・紙コップ又はコップ（個人のコップの使用も可）　

　・洗口用ＣＤ　又は　時計(１分間はかれるもの）

　・コップ用消毒薬　及び　収納器具　　　　等

５ 従 事 者 学校教職員、市町村職員、学校歯科医、学校薬剤師、保護者　等

学校におけるフッ化物洗口事業実施モデル

週１回（０．２％フッ化ナトリウム溶液）
・各学校で曜日を決定する。

【参考】
　小中学校では「週１回法」、保育所及び幼稚園では「週５回法」（０．０５％フッ化
ナトリウム溶液）が標準的であるが、各学校の実情に合わせていずれかの方法を
選択するとよい。週１～３回（０．１％フッ化ナトリウム溶液）洗口する方法もある。

６ 留意事項
○安全な実施体制の構築

　・監督体制、役割分担、実施手順等について協議する。

○日常の教育活動に支障が出ないような実施体制の構築

○フッ化物洗口を実施しない児童生徒への配慮

　・保護者と洗口時の対応について相談する。

　・児童生徒自身の気持ちを尊重する。

　・実施しないことを認め合うよう児童生徒への十分な説明を行う。

（例）・真水を用いて他の児童と同様に実施する。

（例）・音楽係を担当する。 等

　・洗口法の実施にあたっては、事前に水で練習させ、飲み込まずに吐き
    出すことが可能になってから実施する。

　・実施に関わる担当者の会議を開催し、具体的な実施方法や実施体制を
    決定する。

○緊急時等の対応確認

　・洗口液を多量に誤飲した場合や、健康被害等が生じた場合の対応を
　 学校医等へ確認しておく。
　・誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの症状がある場合は、牛乳を飲ま
    せ、ただちに医師の診察を受けさせる。ただし、一回分の洗口液全量を
　　飲み込んでも、急性中毒はおこらない。
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②  学校内での実施手順例  

 
 

 

学
校
歯
科
医

学
校
薬
剤
師

学
校

保
護
者

市
町
村

薬剤の管理
○歯科医師又は薬剤師が処方
し、管理する。

○ ○

・フッ化物洗口剤（調整前の薬
剤）は、厳重に管理する必要
があることから、学校では保管
しない。

薬剤の管理調整

①歯科医師（または歯科医師の
指示により薬剤師）が調整する。

②洗口液中に異物がないか
確認する。

③洗口液が入ったボトルを学校
　へ搬入する。

○ ○ (○）

薬剤の分注

①コップに洗口液を分注する。

②洗口液やコップに異物がな
いか確認する。

準備室
（空き
　教室
等）

○ (○） ○ (○） ・欠席者の把握

洗口液等の運搬 ○洗口液入りのコップを運ぶ。
洗口
場所 ○ ○ ・各学級で事前指導を行う。

洗口

①洗口液の入ったコップの中に
異物がないか確認する。

②音楽に合わせ３０秒～１分間
うがいを行う。

③うがいが終了したら、コップに
吐き出させる。

※洗口後の３０分間は、うがいや
飲食をしない。

洗口
場所

（教室
等）

○ (○） (○）

・誤飲を防ぐため、椅子に座っ
て、下を向いた姿勢で行う。
・実施しない児童生徒への対
応に留意する。
・洗口液の処理方法の工夫に
より、必ずしも多くの洗面所を
必要としない。

回収・片付け

①吐き出した洗口液をバケツに集
め、コップを回収する。

②洗口液は排水口へ流す。

③道具を所定の場所へ返却す
る。

○ (○） (○）

・各学級で事後指導を行う。

・洗口液の残りは、実施のたび
に廃棄する。

消毒・保管

○コップは水で洗浄し、保管す
る。（紙コップの場合は廃棄）
○ボトルは水で洗浄し、調整を行
う歯科医師（又は薬剤師）へ返却
する。

○ ○ ○ (○）

流れ 実施方法 場所

役割分担（例）

備考
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③ 学校でフッ化物洗口をはじめるまでのステップ（例） 
 

 

 
 

内容 参加者 留意点

1 啓発
○一般向け講座
　　・子どものむし歯対策の必要性
　　・フッ化物洗口について

学校関係者
保護者

□関係者が子どものむし歯予防対策の必要性について共通理
解を図る。
□フッ化物洗口については、科学的根拠に基づく、正しい情報
を説明する。

2 関係者の理解と合意 

○事業実施むけた調整会議
　　・実施計画
　　・実施体制
　　・協力要請
　　※学校保健委員会等を活用

校長・保健主事・養護教員
保護者
学校歯科医
学校薬剤師
学校医
市町村教育委員会関係者
市町村保健部局等関係者

□実施する学校内関係者の共通理解を図り、実施計画を策定
する。
□実施体制及び実施にあたっての協力について確認する。
□インフォームド・コンセントに基づく説明を行う。
□フッ化物洗口だけでなく、食に関する指導や歯みがき指導を
計画的に行う必要性を確認する。

3 事業実施の決定 
○実施主体：市町村
○実施に係る予算化

市町村保健部局等関係者
市町村教育委員会関係者

□市町村教育委員会・市町村関係部局が連携し、実施に向け
ての共通理解を図る。

4 学校教職員の理解 

○学校教職員を対象とした研修会
　　・自校のむし歯の現状
　　・フッ化物洗口の必要性
　　・フッ化物洗口の基礎知識
　　（効果、安全性、、実施方法　等）
○実施上の課題等についても検討

学校教職員

□研修会の講師には、学校歯科医等の協力を得る。
□研修会を通して、実施上の問題点などを十分時間をかけて検
討し、教職員への共通理解を図る。

5 詳細な実施手順の検討 
○役割分担
○薬剤管理方法の確認

学校歯科医
学校薬剤師
学校関係者　　等

□学校歯科医・学校薬剤師の指導のもと、手順、実施上の留意
点、役割分担を確認する。
□学校歯科医・学校薬剤師等による薬剤管理方法について確
認する。

6 保護者の理解

○保護者への説明会
　　・フッ化物洗口の基礎知識
　　　　（効果、安全性、等）
　　・実施方法
　　　　（手順、費用、希望制　等）

保護者

□説明会は、学校歯科医等の協力を得る。
□保護者が参加しやすい日時等を設定する。
□説明会では質疑応答の時間をもち、保護者の十分な理解が
得られるよう配慮し、協力を得る。
□説明会に参加できなかった保護者へも、後日、文書などで理
解を得る。
□不安が強い保護者へは、個別に対応する。
□インフォームド・コンセントに基づく説明を行う。

7 実施希望確認
○保護者への実施希望確認
○実施児童生徒の確定
○未実施児童生徒への対応確認

学校関係者
学校歯科医
保護者

□保護者の十分な理解のもと実施希望を確認する。
□家庭において児童生徒がブクブクうがいができることを確認す
る。
□保護者の実施希望により、学校歯科医と協議し、最終的な実
施者を確定する。

8 事前準備

○必要物品の準備
○児童生徒の学習
　　・フッ化物の効果、安全性等
○児童生徒の実技練習
○最終打合せ

児童生徒
教職員

□児童生徒が自らむし歯予防のための行動がとれるように保健
学習、保健指導を行う。
□事前の練習うがいで、確実にブクブクうがいができることを確
認する。

9 実施 □別途、実施手順を示す。

ステップ

ま
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様式例（保護者向け研修会の開催通知） 
 
 

平成○○年〇月〇日 
 
 

保 護 者  各 位 
 
 

○○市歯・口の健康づくり委員会 
委員長 ○○ ○○ 

 
フッ化物洗口研修会の開催について 

 
 現在、○○市では、子どもたちの健康づくり対策として歯・口の健康づくり事業

を行っていますが、今回、この事業の一環として、本年の１０月から子どもたちへ

のフッ化物洗口を行うこととなりました。 
 このフッ化物洗口という取組は、保護者の理解が最も重要であり、そのため下記

のとおりフッ化物洗口研修会を開催し、保護者の皆様に理解を深めていただきたい

と考えています。 
 ぜひ本研修会にご参加いただき、取組へのご理解をいただきますようよろしくお

願いいたします。 
 

記 
 
１ 日時 〇月○○日（〇）午後○時○○分から午後○時 
２ 場所 ○○市○○センター 〇階 大会議室 
３ 内容 （１）講演 「フッ化物洗口とむし歯予防について」（６０分） 
     （２）意見交換会等（３０分） 
４ 講師 歯科医師 ○○ ○○ 氏 

 
 ※父・母どちらか１名の出席を重ねてお願いします。 
  別紙により出欠の連絡をお願いします。〇月○○日までに子どもを通じて学校

に提出してください。 
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様式例（フッ化物洗口の実施通知） 
 
（公印省略） 

平成○○年〇月○○日 
 
 

保 護 者  各 位 
 
 

○○市教育委員会教育長 ○○ ○○ 
○○市立○○小学校長  ○○ ○○ 

 
 

フッ化物洗口の申し込みについて 
 

秋涼の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
さて、健康な歯を保つことは、生涯の健康づくりに大きな役割を果たすと言われていま

すが、特に幼児期からの歯の健康づくりは非常に重要です。 
 そのため、本市ではむし歯予防として最も有効であるフッ化物洗口を学校と協力して

子どもたちに実施することといたしました。 
 つきましては、このフッ化物洗口を保護者の希望に基づいて実施しますので、別添の

「フッ化物洗口申込書」を〇月○○日までに担任に提出していただきますようお願いい

たします。 
なお、フッ化物洗口の費用は市で予算化されていますので、保護者の負担はありませ

ん。 
 
 ※ フッ化物洗口で不明な点やご質問がある場合は、○○市教育委員会にお問い合わ

せください。 
（○○市教育委員会○○○〇課 担当 ○○、○○ 電話 0000-000-0000） 
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様式例（フッ化物洗口の実施通知） 
 
 
 
 

フッ化物洗口申込書 
 
 

平成○○年〇月○○日 
 
 
○○市教育委員会教育長 ○○ ○○ 殿 
○○市立○○小学校長  ○○ ○○ 殿 

 
 
 １ フッ化物洗口を希望します。 
 
 
 ２ フッ化物洗口を希望しません。 
 
    ※どちらかに○をしてください。 
 
 
 児童の学年          学年 
 児童の氏名             
 保護者氏名           印 
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５ 学校の実践例 
 
 ●Ａ小学校（学級数：７学級 児童数：７８人 実施時間帯：始業時） 

 
 
 
 
 
 
  【実施方法】 
   ・週に１回、金曜日の始業時８：１５から（朝の会のあと）に学級担任の指導の 
    下、教室で実施します。 
   ・洗口液の入った分注ポンプは、学級担任が学校歯科医から受取り、終了後、歯 
    科衛生士に戻し、歯科で洗浄・保管します。 

   ・（分注ポンプは月１回、希釈した消毒液に１０分間浸け置き。） 
   ・音楽に合わせて、１分間、ブクブクうがいを行います。 
   ・プラスチックコップ（各児童氏名入りマイコップ）を使用し、コップに吐き出し

た洗口液は、きれいにあわができているか確認の上、各自で手洗い場に捨て、コ

ップを洗います。 
   ・プラスチックコップは、各教室で乾燥させて保管します。 

   （プラスチックコップは蓋付きの専用ケースに入れて保管） 

   （専用ケースは用務員が定期的に洗浄・消毒をする。） 

 
  【留意点】 
   ・フッ化物洗口の実施を希望しない児童に対しては、保護者と相談し、他の児童が

    と一緒に真水（水道水）でうがいをしたりするなどの対応をしています。 
   ・隣接の幼稚園でも、希望者が実施しています。 
 
 
 ●B小学校（学級数：１０学級 児童数：25１人 実施時間帯：始業時（朝礼後） 

 
 
 
 
   
 
   
 
  【実施方法】 
  ・毎週金曜日、学級担任の指導の下、全校一斉に教室で実施します。 

 ◆薬剤の調製方法◆  
  
   ・洗口液は、学校歯科医が学校で学級ごとの分注ポンプに調整します。 
  ・薬剤は、学校歯科医が必要分を持って行きます。 
                                

  

◆薬剤の調製方法◆  
  
   ・市薬剤師会薬剤師が、水曜日に学校毎に調整したものを、木曜日に 

Ｂ教育委員会が取りに行き、クーラーボックスで保管します。 

  Ｂ教育委員会が木曜日と金曜日に学校に搬入し、職員室で保管します。 
    

-29-



   ・洗口液は、学級担任が分注ポンプから一人ひとりの児童のコップへ注ぎます。 
   ・紙コップを使用し、吐き出した洗口液は各自が手洗い場に捨て、紙コップは 

    教室のゴミ箱に捨てます。 
   ・洗口液の入った分注ポンプは、担任が職員室から学級へ運び、終了後、残った 
    洗口液を手洗い場に廃棄した後、担任が職員室に戻します。 

   ・教職員が交代で、金曜日夕方までにＢ教育委員会にクーラーボックスとポンプ 

    を戻します。 

   ・Ｂ教育委員会は、ポンプを消毒、乾燥させて、市薬剤師会に持って行きます。 

 
  【留意点】 
   ・Ｂ教育委員会からの搬入時も、保冷剤を使用しています。 
   ・水～金曜日に祝日等があれば、その週は洗口をしません。 

 
 
 ●佐賀県Ｃ小学校（学級数： ２０学級 児童数：５９９人 実施時間帯：始業前） 
 
 
 
 
 
 
  【実施方法】 
   ・洗口当日、学級担任又は生徒が保健室から各学級に洗口液を運び、始業前に各 

    学級ごとに洗口を実施しています。 
   ・洗口液は、学級担任が分注ポンプから一人ひとりの生徒の名前を書いたプラス 
    チックコップに注ぎます。 
   ・音楽に合わせて、１分間、ブクブクうがいを行います。 
   ・洗口後は、各自が水飲み場で洗口液を吐き出し、プラスチックコップを洗い、 
    専用のケースで乾燥させます。 
 
 
 ●Ｄ小学校（学級数：２３学級 児童数：６０６人 実施時間帯：始業前） 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ◆薬剤の調製方法◆  
  
   ・洗口液は、教頭と教諭が指示書に基づき保健室で調製し、学級ごとに分注ポンプ 

に分け、学級担任が教室に持って行きます。 
  ・調整前の薬剤は、校長室の金庫に保管しています。 
                                   

  ◆薬剤の調製方法◆  
  
   ・洗口液は、担当薬剤師が作成し、実施日前日に学校関係者が取りに行き、実施まで給

湯室に配置している専用冷蔵庫で保管します。 
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【実施方法】 
 ・週に１回、水曜日の朝、８：３５分から１年生から４年生まで各教室で実施していま

す。（対象学年を順次増やして行く予定。） 

・午前８：３５までに各学年に１名配置された補助員（教職員）が担当学級に洗口液の

ボトルを運び、学級担任は健康観察を行い、その後にフッ化物洗口を実施します。 

・学級担任は、フッ化物洗口前に、フッ化物洗口を希望しない児童に読書等を行うよう

に指示し、紙コップに洗口液を分注します。 

・学級担任は洗口液が入った紙コップとティッシュ２枚を児童生徒に取りに来るように

指示します。 

・音楽に合わせて、１分間フッ化物洗口を実施します。 

・洗口後は、紙コップに吐き出し、口を拭いた後のティッシュを入れるよう指示します。 

・学級担任は、紙コップを回収し、ゴミ袋に入れます。 

・補助員は、各学級のボトルとゴミ袋を回収し、廃棄します。ボトル内に残っている 

 フッ化物洗口液は、給湯室で廃棄し、ボトル等を水道水で洗浄し、水をよく切って乾

燥させ、次回の受け取りまで冷蔵庫で保管しておきます。 

 

 

 【留意点】 

・市町村教育委員会が作成した「フッ化物洗口事業実施要項」と「フッ化物洗口実施マ 

ニュアル」、市教育委員会が発出した通知を基に、学校独自のマニュアルを作成して 

います。 

・学校の現状にあわせた実施体制や、役割や留意点等について話しあい、職員が共有で 

きるようにマニュアルを作成して実施するとよいです。 

・「フッ化物洗口実施マニュアル」は随時改訂し、現状にあったマニュアルにすること 

も大切です。 
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６ フッ化物洗口を安全に実施するために 

 
① 薬剤や容器の管理  
フッ化物洗口液作成の際には、異物等の混入を防ぐよう細心の注意を払って行います。 

 

○洗口液作成前に容器を洗浄する。 

○使用後は、容器を薬剤が残らないように水道水でしっかり洗浄し、よく乾燥させる。 

○定期的に消毒を行う。 

○古い・消耗した容器は速やかに交換する。 

○洗口液の作成時や受け渡し時に、浮遊物等の異常がないか確認する。 

○洗口液は冷暗所に保管する。 

 

② フッ化物洗口実施時の留意点  
カビや異物を児童・生徒の体内に入れないことが大切です。 

  

 ○容器からコップに洗口液を注ぐ時や児童・生徒がコップを受け取ったときにも浮遊物 

  等がないか確認する。 

 

③ 安全に実施するための体制づくり  
関係者が共通理解し、同じやり方で行うことが大切です。問題がある場合は、その都度

よりよい方法に変更します。 

 

  ○フッ化物洗口実施マニュアルを定期的に見直す。 

 ○歯科医師や薬剤師を含めた関係者で情報共有や意見交換を行う。 

 

（参考） 

オラブリス洗口用顆粒１１％集団洗口用溶解瓶の洗浄方法 
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７ フッ化物洗口に関するＱ＆Ａ 

 
 
（１）基礎知識 

 
Ｑ１ フッ化物とは、どのようなものですか？ 
 
Ａ１ フッ化物とは、フッ素の化合物です。フッ素は自然界に広く分布している元素で、 

土壌中に２８０ppm、海水中に１.３ppm 含まれ、水道水や飲食物（海産物、肉、 
野菜、果物、緑茶、紅茶、ビールなど）にも含まれている自然環境物質です。  
私たちの中の骨や歯、唾液、血液、内臓などにも存在します。 

     ただし、フッ素は他の元素との反応性が極めて高いため、元素単独のかたちでは

存在せず、自然界では必ず他の何らかの元素と結合したフッ化物として存在して

います。 
    むし歯予防には、フッ化ナトリウムなどの無機フッ化物が使用されます。フッ化

ナトリウムを水に溶かした水溶液には、フッ化物イオンとナトリウムイオンが

１：１の割合で含まれています。 
 
 
Ｑ２ フッ化物は、どうしてむし歯を予防してくれるのですか？

 
Ａ２ フッ化物がむし歯予防に有効な理由は大きく２つあります。１つは歯そのものに 

対する作用（下記の a ）であり、もう１つは歯の周囲に存在することによる作用 
です。（下記の b と c）。 

   a. エナメル質結晶の安定化作用により、歯を丈夫にする 
   b. 再石灰化促進作用により、初期のむし歯を修復することを助ける 
   c. プラーク細菌（むし歯原因菌）に対する抗菌作用がある 
 
 

Ｑ３ お茶（緑茶、ウーロン茶、紅茶など）にはフッ素が多く含まれていると聞きま 
   したが、お茶を利用して、むし歯予防ができませんか？ 

   
Ａ３ お茶には、他の食品と比較して多くのフッ化物が含まれていますが、医薬品とし 

てのフッ化物洗口液と比較すると、フッ化物イオンの濃度は格段に低いため、十 
分なむし歯予防効果は期待できません。 
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Ｑ４ フッ化物によるむし歯予防はいつ頃から始まったのでしょうか？ 

   
Ａ４ 水道水フッ化物添加の歴史が最も古く、１９４５年からヒトに応用され続けてい 

ます。 
フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口、フッ化物配合歯磨剤という局所応用もその数 
年後から開始されています。 

 
 
Ｑ５ フッ化物によるむし歯予防には、どんな方法がありますか？

  
 Ａ５ 代表的なものとして、水道水フッ化物添加（水道水フロリデーション）やフッ化 

物洗口、フッ化物塗布、フッ化物配合歯磨剤などがあります。 
 

 
Ｑ６ フッ化物洗口の実施には賛否両論あるのですか？ 

  
 Ａ６ 国内外の専門機関、専門団体が一致してフッ化物利用を推奨しており、学術的な 

賛否両論はないものといえます。むし歯予防に対するフッ化物利用の有効性（効 
果）・安全性については、50 年以上にわたり専門学会や各種の国際機関及び専門 
団体において幾度となく再評価され、証明されています。 
ただし、次のような理由等でフッ化物利用の専門家ではない医療職、評論家、市 
民運動を行う団体等からの反対意見はあります。 
①科学的な証明に乏しい情報を基にした危険説 
②個人で実施するのはかまわないが、学校で実施すべきではないという意見 
③長期間過量に摂取した場合の害として歯のフッ素症及び骨硬化症があることか 

ら、適量でも危険であるという意見 
    ④WHO は、６歳未満のフッ化物洗口を推奨していないという理由 
 

 
（２）フッ化物の必要性  

 
Ｑ７ むし歯はそれほど重大な病気ではないのに、なぜフッ化物を使うのでしょうか？ 
    
Ａ７  むし歯は、すべての年齢層で多くの人がかかっている社会的に対処すべき疾患で

す。むし歯は、自然に治ることはなく、その影響は一生涯続きます。特に、豊か

な食生活の確保や生命の質（Qua1ity of 1ife : ＱＯＬ）に影響を与える疾患といえ
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ます。 
歯の抜ける原因のほとんどがむし歯と歯周病ですから、むし歯を予防できれば、 
むし歯が原因で歯を失うことも予防できます。そして、フッ化物を利用すること 
によって、むし歯を劇的に減らすことができるのです。 

 
 

Ｑ８ フッ化物という薬に頼るのではなく歯磨きで、むし歯を予防したいのですが？ 

  
Ａ８ 歯のかみ合わせの溝や歯と歯の間は、歯ブラシの毛先が届きにくく、むし歯にな 

りやすいので、歯みがきだけではむし歯を十分に予防することは困難です。 
むし歯予防の基本的手段は、歯磨き・甘味制限・フッ化物利用の三つがあります 
が、この中のどれか一つだけでは、十分なむし歯予防効果を発揮しません。 
したがって、これらの基本手段は並行して実施すべきものといえます。 
フッ化物利用は十分に研究され、６５年以上の歴史をもつ確立された予防手段で 
す。 
EBM の点で推奨されるむし歯予防手段は、フッ化物利用とシーラント処置とさ 
れています。 

     ※ＥＢＭとは、「根拠に基づく医療のこと」。 
 

  
Ｑ９ フッ化物には、むし歯予防以外に人体にとって有益な作用がありますか？ 
 

Ａ９ 栄養的にみればフッ化物はミネラル（無機質）の１つです。フッ化物は、カルシ 
ウムと同じようにヒトの歯と骨の構成成分（構成素）であり、歯や骨の石灰化度 
を調節する働き（調節素）があります。したがって、むし歯予防以外に、骨に対 
して有益な作用があり、至適量のフッ化物摂取により骨折や骨粗鬆症が予防でき 
ます。また、大動脈の石灰化を予防する作用もあり、結果的に冠動脈疾患（心臓 
疾患）による死亡率が低下するという報告があります。 

 
 

（３）フッ化物洗口の効果  

 
Ｑ１０ フッ化物洗口を実施することで、どのくらいむし歯が減っているのですか？ 
  
Ａ１０ 平均で４０～８０％のむし歯が減ることが報告されています。 

保育所・幼稚園の年中組から開始し、中学校卒業まで継続することが理想的です。 
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Ｑ１１ フッ化物洗口を実施すると、歯科治療費も節約することができますか？ 

  
Ａ１１ 費用対効果に優れた方法であることから、予防に要する費用を上回る歯科治療費 

の節減が期待できます。 
市町村の立場では、長期間の実施により国保医療費の抑制も期待できます。 
 

 
Ａ１２ フッ化物洗口の効果がはっきりと現れてくるのは、実施してから２～３年後です。 

 特に、上顎の前歯では２～３年でほとんどむし歯が発生しないようになります。

小中学校の子どもの場合、平均すると一人につき１年に０．５本～１本のむし歯

ができているのが現状ですが、それを５０％以下に抑えられます。高学年の子ど

もであっても、これから生える歯には十分な効果が期待できます。特に小学校高

学年から中学校１～２年頃までに生える第二大臼歯は、口の中の奥の方に位置す

ることもあり、比較的むし歯になるリスクが高いことから、フッ化物洗口による

むし歯予防が重要と考えられます。 
 

 
 

（４）フッ化物洗口の安全性  

 
Ｑ１３ 洗口液を誤って全部飲み込んだ場合、身体に影響はありませんか？ 
  
 Ａ１３  フッ化物の中毒は、体重１kg 当たり２mg のフッ化物を摂取した場合に発現する 

可能性があります。体重３０ｋｇの小学生の場合、中毒量は６０ｍｇです。 
一方、週１回法の洗口液１０ｍｌに含まれるフッ化物量は９ｍｇであるので、６

～7 人分以上を一度に飲み込まない限り急性中毒量には達しません。なお、日本

で本格的にフッ化物洗口が実施されてからこれまで、事故が起きたという報告は

ありません。 
 
Ｑ１４ フッ化物洗口液でうがいをして吐き出した後に口の中に残るフッ化物の量は、

どのくらいですか。また、その量は安全な量でしょうか？ 
   
Ａ１４ フッ化物洗口液により洗口した後に口の中に残るフッ化物の量は、洗口液中に含 

Ｑ１２ 「フッ化物洗口は 10 年ぐらいやらないと効果が出ない」と聞きましたが、高 
学年の子どもでもやる必要があるのですか？               
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まれるフッ化物の１０～１５％です。週１回法の洗口液 10ｍｌに含まれるフッ化 
物量は９ｍｇであるので、この場合に口の中には０．９～１．４mg のフッ化物が 
残ります。この量は、体重３０㎏の小学生に急性中毒を引き起こす量６０mg の 
６７分の１～４３分の１に相当する量であり、安全な量です。 

 
 

Ｑ１５ フッ化物洗口により、歯のフッ化症や骨硬化症などの慢性中毒の心配はありま

せんか？ 
    
Ａ１５ 歯のフッ素症は、顎骨の中で歯が形成される時期に過量のフッ化物が摂取された 

ときに発現します。具体的には、生まれたときから４歳頃までの間に継続的に一 
定以上のフッ化物を摂取した場合です。 
一方、フッ化物洗口を開始する時期が４歳であっても、永久歯の歯冠部は、ほぼ 
できあがっているので歯のフッ素症が発現することはありません。 
骨硬化症は、さらに過量のフッ化物を長期間継続して摂取したとき（８ppm 以上 
の飲料水を２０年以上飲み続けた場合）に生じる症状ですから、フッ化物洗口に 
よって生じることはありません。 

 
 
Ｑ１６ フッ化物洗口でアレルギー反応を起こす人は、いますか？ 

 
Ａ１６  フッ化物そのものがアレルギーの原因となることはありません。市販の歯磨剤の 

９割以上がフッ化物配合歯磨剤でありますが、これまでにアレルギー反応を生じ 
たという信頼に足る報告はありません。また、平成２４年３月現在、全国８，５

００以上の保育所、幼稚園、学校等で約８９万人が集団フッ化物洗口を実施して 
おりますが、これまでアレルギーが発生したという報告は皆無です。 

 
 
Ｑ１７ 口の中に傷や口内炎があるときに、フッ化物洗口を行っても大丈夫ですか？ 
  
Ａ１７ 口の中のキズや口内炎に影響することはありません。もちろん、水がしみたり、 

口をブクブク動かすことで口の中のキズや口内炎に我慢できないような痛みが出 
るようであれば、それらの症状が軽減するまで無理して行うことはありません。 

 
 
Ｑ１８ フッ化ナトリウムは「劇薬」と聞きましたが、大丈夫でしょうか？ 
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Ａ１８ 市販製剤であるミラノールやオラブリスは医薬品医療機器法施行規則に基づき劇 
薬扱いとなり、フッ化ナトリウム試薬も粉末では劇薬に相当します。しかし、洗 
口に用いられる溶液は、粉末を水で溶解し、フッ化物濃度が１％以下となること 
から、劇薬指定から除外されます。 
同様の例にカフェインがあり、高濃度では劇薬指定となりますが、市販のドリン 
ク剤はカフェインの濃度が低いので劇薬指定から外されています。 

 
 
Ｑ１９ ＷＨＯ（世界保健機関）は６歳未満の児童にはフッ化物洗口を実施すべきでは 

  ないといっていますが、就学前児がフッ化物洗口を実施しても問題はありませ 
  んか？ 

 
Ａ１９ 日本においては、問題ありません。 
   １９９４年に公表されたＷＨＯのテクニカルレポートの中に「フッ化物洗口は、 

６歳未満の幼児には推奨されない」という記述があります。しかしながら、その 
前後の記述をみると、水道水フロリデーションなどの全身応用と重複してフッ化 
物洗口を実施し、さらに毎回全量誤飲した場合を想定していることがわかります。 
全身応用が実施されていない日本には該当しないと解釈できます。 

 
 
Ｑ２０ 口の中に金属製の詰め物（充填物治療）や矯正治療の針金などが入っている場

合に、フッ化物が何らかの悪影響を与えることはありますか？ 
  

Ａ２０ 洗口液のフッ化物濃度は低濃度なので、金属に作用して腐食させるようなことは 
ありません。 

 
 
Ｑ２１ フッ化物洗口で歯に色が付くようなことはありますか？ 

 
 Ａ２１ ナトリウムの水溶液は、無色透明、無味無臭の中性域にある溶液であるた 
     め、洗口により歯に色素が沈着するようなことはありません。 

※乳歯の初期う蝕の「進行止め」として使われるフッ化ジアンミン銀溶液（商

品名サホライド®）は銀の作用でむし歯の部分が黒くなりますが、この溶液を 
フッ化物洗口に使用することはありません。 
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Ｑ２２ 体内に入ったフッ化物はどうなるのでしょうか？ 
  
Ａ２２ 口から摂取されたフッ化物は食道を通って胃に入ります。食品などの固形物に含 

まれるフッ化物は吸収されないものが多く、腸を通って糞便として排世されます 
が、水溶性のものは吸収率が高いことが知られています。 
吸収は主に胃・小腸で行われ、歯や骨などの組織に沈着するもの以外はほとんど 
が尿として排泄されます。 
成人の場合、摂取されたフッ化物の約 90% は糞尿を中心に、残りは汗や唾液な 
どから体外に排泄されることが知られています。吸収されなかったフッ化物は、 
血液を介して体内の硬組織（骨・歯など）や軟組織に移行しますが、軟組織には、 
ほとんど沈着しません。 
また、いったん骨などに沈着したフッ化物は永久的に蓄積するのではなく、将来 
的には生体にとって不要な部分は尿中に排泄されてしまいます。 
しかし、骨や形成期の歯をもつ小児などの場合は、発育過程で生体がフッ化物を 
必要とするため、血液を介して吸収されたフッ化物の約 40%が生体に利用されま 
す。 

 
 
Ｑ２３ フッ化物を過剰に摂取した場合にどのような害がありますか？ 

 
Ａ２３ 摂り過ぎた場合には有害な作用、いわゆる中毒を起こすことがあります。この中 

毒には急性中毒と慢性中毒の２種類があります。 
急性中毒は、多量のフッ化物を誤って一度に多量に摂取した場合に現れるもので、

悪心・嘔吐・下痢などの症状が知られています。 
慢性中毒は、ある濃度以上のフッ化物を長期間摂取した場合に現れるもので、骨

フッ素症と骨硬化症が知られています。 
 
 
Ｑ２４ 歯のフッ素症とは、どのようなものですか？ 
  
Ａ２４ フッ化物が原因として引き起こされた「斑状歯」を「歯のフッ素症」といいます。 
     斑状歯とは、歯のエナメル質の一部あるいは全体に白斑が見られたり、色素の沈 

着が見られる歯のことをいいます。なお、フッ化物以外にも斑状歯を引き起こす 
原因は多数あり、６０種類程度あると考えられています。 

     歯に見られる白い斑点のうち、最も多いのが原因不明のもの（特発性白斑）とむ 
し歯の初期の症状として現れるものです。後者は、歯の表面よりやや内側部分で 
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歯が溶けてしまっている状態であり、白い斑点となってあらわれます。この程度 
の初期のむし歯であれば、むし歯の原因となる歯垢を取り除くようにきちんと歯 
を磨き、フッ化物を利用すれば健全な歯に戻すことができ、白斑もなくなります。 

 
Ｑ２５ フッ化物による白斑と、それ以外の原因による白斑の違いはありますか？ 
  
 Ａ２５ 上記のようなフッ化物以外の原因で生じる白斑は、歯列のなかで左右対称に同じ 

ように現れることが少ないのが特徴です。それに対してフッ化物の白斑は、同じ 
形成時期にあった歯の部分に同じ程度の白斑が出現するので、歯列の左右対称の 
歯に同じように現れます。 

 
Ｑ２６ 日本弁護士連合会（日弁連）が平成２３年１月２１日付けで発表した「集団フ 

ッ素洗口・塗布の中止を求める意見書」について、どう受け止めますか？ 

  
Ａ２６ 平成 23 年１月 21 日付けで日弁連が公表した「集団フッ素洗口・塗布の中止を 
     求める意見書」については、フッ化物利用に反対する市民団体等から日弁連に出 

されていた「人権救済申立」を受けてまとめられたものと承知しています。 
フッ化物洗口の有効性と安全性については、ＷＨＯ、厚生労働省、日本歯科医師 
会など専門機関・専門団体が一致して認めていることから、厚生労働省が定めた 

「ガイドライン」に基づき、引き続き、学校等におけるフッ化物洗口を推進する 
必要があります。 
 

 

（参考）

・平成23年１月21日付けで日弁連が公表した「集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書」に

　対する専門学会・機関の見解

　＜一般社団法人日本口腔衛生学会の見解（H23.2.18発行）＞

　　（１）ＷＨＯ他、世界の150を超える医学・歯学・保健専門機関により、「適切に行

　　　　われるフッ化物のむし歯予防方法は、安全で、もっとも有効な公衆衛生的方策で

　　　　ある」と合意されてきている。

　　　　　わが国においても、日本口腔衛生学会（1982年）、日本歯科医学会（1999

　　　　年）、日本歯科医師会（2000年）、厚生労働省（2000年）、日本学校歯科医会

　　　　2005年）により、フッ化物の集団応用が推奨され、その有用性が一貫して確認

　　　　されてきている。

　　（２）フッ化物洗口に際して飲み込まれるフッ化物は少量で、WHOが推奨する水道水

　　　　フッ化物濃度調整（フロリデーション）の場合に比べても少なく、飲食物および

　　　　フッ化物配合歯磨剤からのフッ化物摂取を加えたとしても、一日の適正摂取量

　　　　（0.05mg／kg）以下である。用量用法に従えばフッ化物の過剰摂取の心配が無

　　　　く、安全性は高い。
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　　（３）国内外の広範囲な調査結果から、フッ化物洗口のむし歯予防効果は、時代背景

　　　　やフッ化物配合歯磨剤の普及状況によって幅があるものの、30～80％の予防率

　　　　が期待でき、今日もなお有効であるとの評価が得られている。

　　（４）今日、わが国でも小児のむし歯は減少傾向にあり、12歳児でも２本以下とな

　　　　ったが、（中略）先進諸外国に比べ依然として高く、約２倍のレベルにある。

　　　　また、都道府県格差、地域格差、個人格差も強く残っている。

　　　　　小児期に発生した永久歯のむし歯は、生涯にわたる負担となる。また、口腔の

　　　　健康が全身の健康や生活の質に大きくかかわっていることは医学専門機関の一致

　　　　する見解となっている。

　　　　　したがって、今後とも、小児期における集団フッ化物洗口・歯面塗布をわが国

　　　　で普及する意義は大きい。

　　（５）本「意見書」に引用されている、フッ化物洗口・歯面塗布に関する有害性や副

　　　　作用は、国内外の医学・歯学専門機関の見解と相違し、科学情報の誤認や不合理

　　　　な論旨が認められる。

　　（６）学校・園等施設において行われるフッ化物洗口・歯面塗布は、児童・教職員・

　　　　保護者に対して、その必要性、有効性、安全な実施方法などの事前説明がなさ

　　　　れ、保護者の希望を基にすることとなっており、このような情報提供と自己選択

　　　　を明記したガイドラインに沿って実施されているフッ化物洗口は、学校保健管理

　　　　の一環として国際的にも広く認められている。

　　（７）厚生労働省は「フッ化物洗口ガイドライン」（2003年）を示し、公衆衛生特

　　　　性の高い地域単位での集団フッ化物洗口の有効性と安全性を確認し推奨してい

　　　　る。フッ化物歯面塗布についても戦後間もない1949年から今日まで継続して推

　　　　奨されているう蝕予防手段である。日本口腔衛生学会はこれを全面的に支持す

　　　　るものである。

（その他の専門学会）

　○社団法人日本学校歯科医会の見解（H23.2.25発行）

　○社団法人日本歯科医師会の見解（H23.3.9発行）

　○一般社団法人日本小児歯科学会の見解（H23.3.18発行）

　○一般社団法人日本口腔衛生学会と一般社団法人日本障害者歯科学会（H23.4.11発行）

（機関）

　○NPO法人日本むし歯予防フッ素推進会議（H23.2.16発行）
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（５）フッ化物洗口の実施関係  

 
Ｑ２７ 学校において集団でフッ化物洗口を実施できる法的根拠はありますか？ 
  
Ａ２７ １９８５年に国会において「学校におけるフッ化物水溶液による洗口は、学校保 

健法の第２条に規定する学校保健安全計画に位置付けられ、学校における保健管 
理の一環として実施されているものである。」という政府見解が示されています。 
そのため、学校保健安全法（学校保健法から改正）第５条の規定に基づき「学校 
保健計画」に位置付け、学校保健安全法第１４条に基づく健康診断の事後措置と 
して実施することになります。 

 
 
Ｑ２８ フッ化物洗口は家庭で実施できないのでしょうか。なぜ学校において集団で実 

施するのですか？ 

 
Ａ２８ 永久歯のむし歯予防にとってもっとも重要な学童期に、できるだけすべての子ど 

もたちに対してむし歯を予防する機会を平等に設ける必要があるからです。実施 
を各家庭に委ねてしまうと、「ごく一部の家庭でしか継続されない」、「むし歯にな 
りやすい人ほど、このような方法を選択しない」という状況が生じやすく、同じ 
子どもなのに家庭状況等の差によって歯の健康に格差が生じてしまいます。また、 
学校で実施することにより、子どもたちが科学的知識に基づき、自分の健康を守 
るために主体的に行動を起こすようになるという教育的効果もあります。 

 
Ｑ２９ フッ化物洗口を実施するかしないかは学校設置者・学校長が判断すべきではな 
    いでしょうか？ 

 
Ａ２９ 日本における集団フッ化物洗口については、市町村長または市町村教育委員会教 

育長が実施を判断し、保育所、幼稚園、学校等で実施されているケースが多くな 
っています。この他に、学校長等の判断により、独自（単独）で取り組んでいる 
施設・学校もあります。 

  
Ｑ３０ 学校でフッ化物洗口を行う場合、保護者に説明する必要はありますか。また参 

加を希望しない保護者の子どもにはどう対応すればよいでしょうか？ 

 
Ａ３０ 学校でのフッ化物洗口の導入にあたっては、学校歯科医・学校医・学校薬剤師な 

どの専門家や保護者に事前に十分説明し、理解を得た上で協力体制を確立して進
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める必要があります。 
具体的には、専門家の指導と助言のもとに、教職員および PTA 代表などで話し 
合い、洗口方法や保護者負担額などを決定しておきます。その後、保護者を対象

に説明会を開いて理解と協力を求めます。説明会に出席できなかった保護者には

説明用のパンフレットを配布します。その後、保護者にフッ化物洗口実施の承諾

をとることになります。 
承諾を得られない保護者に対しては、さらに説明を重ねることにより、より多く 
の子どもたちが参加できるようにするのが望ましいですが、どうしても参加した 
くないという保護者がいる場合、希望しないという意思を尊重するとともに、そ 
の子どもに対する配慮が必要です。 
例えば、水道水を用意し、フッ化物洗口を行う子どもたちと同時に水道水による

洗口を行うなどの工夫が必要です。 
 
 
Ｑ３１ 夏休みなどの長期休暇中に、フッ化物洗口をしなくても大丈夫でしょうか？ 
 
Ａ３１ 長期休暇中に中断しても高いむし歯予防効果が得られています。 
 
 
Ｑ３２ フッ化物洗口に用いる薬剤にはどのようなものがありますか？ 

 
Ａ３２ 市販薬と試薬があります。 
    市販の製剤（医薬品）はフッ化ナトリウム顆粒のものとしてミラノールとオラブ 

リスがあります。 経費は高くなりますが、計量する手間がかからず、少人数の 
集団である保育所や幼稚園で実施する場合に向いています。 
試薬を使う場合、フッ化ナトリウム試薬を使います。歯科医師や医師が直接また 
は歯科医師や医師の指示を受けた薬剤師がフッ化ナトリウムを計量し、分包する 
作業が必要となりますが、市販の医薬品と比べ経費は安くなります。 

 
 
Ｑ３３ 学校でフッ化物洗口を実施する場合、いつ行うのが効果的ですか？ 

 
Ａ３３ フッ化物洗口が効果を発揮するためには、洗口後３０分間は飲食を避けることが

ポイントです。そのため、授業の開始前や授業と授業の間に実施し、そのまま授

業に入るなどの対応が考えられます。 
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Ｑ３４ フッ化物洗口を行う前に歯を磨く必要はありますか？ 
 
Ａ３４ 洗口直前の歯磨きは不要であり、昼休み以外の時間帯でも洗口の実施は可能です。 

 
 
Ｑ３５ フッ化物洗口をしたいけれども、流し場が足りないので困っています 

 
Ａ３５ フッ化物洗口は通常、教室において学級単位で行われますが、口の中に残った溶 

液をそのまま各自のコップに吐き出すという方法により、流し台がないところで 
も実施が可能です。洗口終了後の溶液の処理方法としては、各自が洗口液を自分 
のコップに吐き出し、個々に流し台に持って行き捨てるか、もしくは学級ごとに 
バケツに集めてから一括して捨てることになります。 

 
 
Ｑ３６ フッ化物洗口に使用する児童生徒のコップはどのようなものを用意する必要 

がありますか？ 
 
Ａ３６ フッ化物イオンはガラスと反応するため、児童生徒が使用するフッ化物洗口用の 

コップはプラスチック製又は紙製のものを用います。 
 
 
Ｑ３７ フッ化物洗口導入の前に洗口の練習は必要ですか？ 

 
Ａ３７ あらかじめ水道水を用いてブクブクうがいの練習を行い、飲み込まずに吐き出し 

が出来るようになってから、フッ化物洗口を導入します。 
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８ 資料：大分県の子どもたちのむし歯の現状 

 

（１） １２歳児一人あたりむし歯本数（平成２９年度 都道府県別） 

 
出典：学校保健統計調査 
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（２） １２歳児一人あたりむし歯本数 （H２５～２９年次推移 市町村別） 

 
出典：体育保健課調べ 
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