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なぜ、フッ化物応用がすすめられているの？ 

歯科口腔保健法と各県歯科条例 

・ 1970年に新潟県の小学校で開始され、1970年代より地域歯科保健
施策の一環として普及しはじめた 

歯科口腔保健法成立(2011年8月）：フッ素の文言はない 

  大臣告示（2012年7月）：本文にフッ素の文言はないが 

  別表１にむし歯予防優先順位のトップにフッ化物応用を記載 

  乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期のすべてにわたる推奨 

  水道フッ素化の導入整備、フッ素洗口の担保：政策的圧力 

  ・各県条例成立 39道県、46市2区 11町1村(2014 年4 月1)  

 新潟県で成立（2010年4月）衛生部長：新潟大学歯学部卒 

 全国知事会優秀政策賞受賞（2010） 

 条例ではフッ素の文言のない県（科学的根拠に基づいたむし歯予防
法など）もある。  

 

 

  

 



北海道フッ素洗口推進の背景 
（背景） 

1. 条例11条でフッ化物洗口を明記(理念条例の限界） 

2. 北海道歯科保健医療推進計画でフッ素洗口を具体化 

3. 推進者が現場で指揮。「条例が政策にもたらしたイン
パクト」 

• （ex保健医療科学 2011 Vol.60 No.5 p.373－378北海道
保健福祉部健康安全局・現北海道立旭川高等看護学
院の学院長） 

• https://www.niph.go.jp/journal/data/60-
5/201160050004.pdf#search=%27%E5%8C%97%E6%B5
%B7%E9%81%93%E5%8F%A3%E8%85%94%E8%A1%9B
%E7%94%9F%E6%B3%95%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27 

 

https://www.niph.go.jp/journal/data/60-5/201160050004.pdf#search=%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8F%A3%E8%85%94%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27
https://www.niph.go.jp/journal/data/60-5/201160050004.pdf#search=%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8F%A3%E8%85%94%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27
https://www.niph.go.jp/journal/data/60-5/201160050004.pdf#search=%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8F%A3%E8%85%94%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27
https://www.niph.go.jp/journal/data/60-5/201160050004.pdf#search=%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8F%A3%E8%85%94%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27
https://www.niph.go.jp/journal/data/60-5/201160050004.pdf#search=%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8F%A3%E8%85%94%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27


基本視点 
安全・有効調整のむずかしい劇物を 

学校保健に入れるべきか 
• フッ化物の危険性が多面的に認識されておらず、

当然保護者等への情報提供はされにくい 

• フッ素でむし歯が防げるとのドグマ（幻想）に基づい
ている 

• 学校で集団でする問題点への認識不足 

（個人の健康感や医療選択の自由、プライバシーや
自己決定権を侵害） 

• 憲法違反の疑い。条例の一部修正（代替案の提案
まで）が必要。まずは推進計画の全面見直しを。 

• 養護教員ができること 

 



北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例  
条例11条をチェック 

（効果的な歯科保健対策の推進等） 
• 第11条 道は、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔の健康

づくりの推進を図るため、学校等におけるフッ化物洗口の
普及その他の効果的な歯科保健対策の推進に必要な措
置を講ずるものとする。 

←効果的な歯科保健対策の推進責務。洗口は例示？ 
• ２ 知事又は教育委員会は、保育所、幼稚園、小学校及び

中学校等においてフッ化物洗口が実施される場合は、各
実施主体に対し、学校保健安全法（昭和33年法律第56
号）第５条に規定する学校保健計画又はそれに準じた計
画に位置付け実施すること等その的確な実施のための必
要な助言を行うものとする。 

←現場が責任、首長と教委は助言者 



 
学校保健安全法  

（昭和三十三年法律第五十六号） 施行日： 平成二十八年四月一日  
最終更新： 平成二十七年六月二十四日公布（平成二十七年法律第四十六号）改正  

 
• 第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の

心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及
び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に
対する指導その他保健に関する事項について計画
を策定し、これを実施しなければならない。 

フッ素洗口は「その他保健に関する事項」～（安全性に問題があれば、そも
そも実施すべきではないが）養護教員には児童への指導と保護者への助
言ができる。 

第九条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又
は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の
心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞
なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に
応じ、その保護者（学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。
第二十四条及び第三十条において同じ。）に対して必要な助言を
行うものとする。 
 



北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例  
平成21年６月26日 条例第62号 

• 第１条（目的） 
 この条例は、歯・口腔の健康づくりが道民の健康
の維持向上に果たす役割の重要性にかんがみ、
北海道における歯・口腔の健康づくりに関し、基本
理念を定め、並びに道の責務及び教育関係者、保
健医療福祉関係者、道民その他の者の役割を明
らかにするとともに、道の施策の基本的な事項を
定めることにより、道民の生涯を通じた歯・口腔の
健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推
進し、もって道民の健康の増進に寄与することを
目的とする。 



歯・口腔の健康づくり計画策定義務 

• 第３条  道は、前条に定める基本理念（以下「基
本理念」という。）にのっとり、歯・口腔の健康づく
りに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、
及び実施する責務を有する。 

（北海道歯科保健医療推進計画） 

• 第８条 知事は、道民の生涯にわたる歯・口腔の
健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に
推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基
本的な計画（以下「道歯科保健医療推進計画」と
いう。）を定めなければならない。 



自ら歯・口腔の健康づくりに取り組む
努力義務 

• （道民の役割） 

• 第７条 道民は、歯・口腔の健康づくりに関する知
識及び理解を深めるよう努めるとともに、道及び
市町村並びに事業者及び保険者が行う歯・口腔
の健康づくりに関する取組への積極的な参加、
かかりつけ歯科医等の支援等を通じ、自ら歯・
口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとす
る。 

• ←自己の健康感に反する取り組みに従う義務は
ない 



フッ素でむし歯予防の歴史 
• 水道水添加 1945年米国が開始、WHOも推奨して世界的に広まった。

(近年は中止する国が増加。米国では約2000回の住民投票） 

• 歯科治療においては、人工歯の製造工程にフッ化水素が使われる一
方で、むし歯予防にフッ化ナトリウムフッ化ナトリウム(NaF) が使われ
る。 

• フッ素を含む化合物の1つであるフッ化カルシウムは、自然に産出し
たものは蛍石と呼ばれて装飾品、工業原料になったり、中国医学の
咳止め薬に使われた。 

• フッ素含有と書かれた歯磨きペーストと、歯科医院で行われている
フッ化物塗布の薬剤では、最低でも9倍の濃度差。どの程度でむし歯
予防ができるかは諸説あり。予防できると信じられる濃度による調整
がむずかしい 

• 1980年代、柳澤文徳、フッ素濃度低地区でも斑状歯があることから、
「多フッ素源、総フッ素摂取量」概念の提唱。 

• 各地での水道水添加やフッ素洗口への反対運動(有効・有害論の攻
防） 

• 1990年、洪遠志らが、ディーンの分類と地域フッ素指数（CFI)で斑状
歯の調査。NZジョン・コフーンが推進から反対派へ。 

• 添加から他のフッ化応用へ 
• （学校、保育園でのフッ素洗口、CMでフッ素入り商品の宣伝） 
 
 

 



むし歯予防のフッ素アイテム  
 利用方法 フッ素濃度 フッ素量 コメント 

歯みがき剤 1500ppm以下。
1000ppm超は6歳未満
は制限 

市販の9割以上フッ素配合。

使用量で変わるが、
1000ppm、0.5gでフッ素量

0.5mg 

（効果20~30%？） 

フッ素歯面塗布 9000ppm薬液を1~2mL
使用 

フッ素量は9~18mg 歯科医師による医
療行為 
（効果30~40%？） 

フッ素洗口 ・週１回法 900ppmを
7~10ml使用 
・週5回法 250や
225ppmを5~10mL使用 
 （ほかに週2回法や
450ppm使用もある） 

・フッ素量は約6～9mg 
 
・フッ素量は約1~2mg 
(5回すると、5~10mg） 

市販薬のフッ素濃
250ppm,450ppm、
900ppm 

オラブリス、ミラ
ノール。エフコート
は要指導医薬品 
(効果：50~80%？） 

水道水添加 フッ素(フッ化ナトリウ

ムやフッ素ケイ素）混
入。濃度は 
0・7~1.2ppm 

水1Lのフッ素量は
0.7~1.2mg 

米国、カナダ、イ
ギリス、オーストラ
リアの一部。 



フッ素量と容量、体重比、飲み込み量で、 
影響はわかりにくい→安全評価はむずかしい？ 

• 1mgは1gの1000分の１（重量、質量） 

• 1mLは1Lの1000分の１(容積:1㎤サイコロの大きさ） 

• 1ppmは濃度単位で液体1Lに1mgのフッ素が
入りと1ppmとなる。（ex.5％ブドウ糖液100mL」は，5％（w/v）のこ

とで，100mL中に5gのブドウ糖が溶けている） 

 

 



＊急性毒性（体重当たりのフッ素量 NaFの45%） 
  症状（流涎、悪心、吐き気、嘔吐、血圧低下、低カルシウム血症など） 

                   ＮａＦ ＋ ＨＣｌ ＝ ＨＦ ＋ ＮａＣｌ 
  5mg/kg  新潟県マニュアル2009年：死も含めICU治療が必要な量;ウイット ホ－ド1989 

  2mg/kg     厚労省マニュアル2003年:出典は体重記載なし 1899 
  1mg/kg     厚労省食品安全委員会2012 :出典 Janssen 1983 
                     WHO水道工学部門  
  1mg/kg以下 事故報告多数 0.1～0.2mg/kg  笠原ほか 1977 
                   0.3mg/kg  新潟大学歯学部実習 1987 

＊ヒトの致死量（既知最少量）：4mg/kg(薬の副作用、１９８０秋田大学医訳） 

 71-75mg/kg  推進派：出典；合衆国化学物質毒性データ総覧第11版 1966 

   5~10mg/kg          出典 中毒ハンドブック 山村秀夫監訳 広川書店 1990 

  NaF 11.05～22.1mg/kg   毒性は青酸カリの約 1/4                       
  KCN(シアン化カリウム：青酸カリ) 2.5〜5mg/kg（成人60kgの場合）                                                    
  ＮａＣｌ 500～5000mg/kg（成人60kgの場合）  
                     食塩の毒性はフッ化ナトリウムの1/130～226 
1人分洗口液には9㎎のフッ素が含まれるため、全量誤飲すると、体重20㎏の児童であれば、0.45㎎/kg、

体重30㎏でも0.3㎎/kgとなり、十分、急性中毒が発生する量。 

 
 
 



フッ素洗口の急性毒性 
• 急性毒性は体重1 kgあたり2～5 mgの範囲で起き、5 mg以

上で害が出るとされている。症状は、吐き気、気持ち悪い、
つばが大量に出る、血圧低下、低カルシウム血症など。 

• 急性毒性は体重1 kgあたり2～5 mgの範囲で起きるとされ
ているが、大学の実験結果では、10分の1以下の0.5 
mg/kgでもその症状が出ることがわかっている。 

• 体重15 kgの子どもがフッ素を75mg以上飲み込んだ場合
は、病院で症状を確認する必要があるとされ「フッ素洗口
液は飲み込まないのだから、心配はない」とされているが、
集団洗口ではクチュクチュうがいがうまくできずに、飲み込
んでしまう子どもも多いことが指摘されている。 

• フッ素洗口液を全量飲み込む幼児は3、4、5歳でそれぞれ
8％、4％、2％であるとの報告があるり。 

• これらにもとづいて、WHO専門委員会報告書（1994）は、
「6歳未満のフッ素洗口は禁忌（contraindication）とする。
フッ素シーラントのみ行う」としている（以後WHOの見解は
出ていない）。 
 



（一）奈良県歯科医師会HPより 
• フッ素は自然界に広く存在し、アメリカなどでは身体に

とって必須のものと考えられています。むし歯予防の
ために局所応用する場合、投与量・方法が正しければ
安全で効果的ですが、誤った方法で使用すると安全な
物質でも害が生じます。   

• ■ 急性中毒  

• フッ化物は適量ではむし歯予防に役立ちますが、一度
に過剰摂取すると急性中毒を起こします。 症状として
は、悪心・嘔吐などが考えられます。  

 

• 見込み中毒量は体重1kg当たりフッ素量2mg（フッ化ナ
トリウム3.7mg）です。   

 



乳幼児（6歳以下）の飲み込み量 

• ２～３歳はブクブクうがいがうまくできない. 

• ２～３歳の歯ミガキ１回の飲み込み量は0.3mg. 

   ２～３歳の10％は２回の歯ミガキで平均量（0.6～0.9mg）の 

     ２倍以上を飲んでいた. フッ素洗口は平均７６％の飲み込み. 

・ フッ素洗口液の全量込み量は３，４，５歳で８％,４％,２％ 

   である（ステファン ウエイ 1983）. 

  6歳以下のフッ素洗口禁忌（ＷＨＯ1994）の根拠となった論文 

      日本では4歳から15才までフッ素洗口をしている. 

• 推進派（佐久間2004)は４～５歳の飲み込み量を 

   １０.７～１２.０％（この値は通常１０歳以上：15%に相当） 

  としている. 

 



見込み中毒量は40mg？ 
●４～５歳児（標準体重20kg）の見込み中毒量はフッ素量40mg  
  
＊フッ化物洗口（毎日法：フッ素濃度225ppmの場合）  洗口液約180ml
（18回分）を一度に飲み込んだ場合に相当  
 
＊フッ化物洗口（週１回法：フッ素濃度900ppmの場合）  洗口液約
45ml（4.5回分）を一度に飲み込んだ場合に相当  
 
しかし、洗口液180mlを一度に飲み込むことは現実的ではなく、実際
の事故例は現在のところありません。 また、フッ化物歯面塗布法は専
門家がする方法であり、問題ありません。  
• 局所的応用法では過剰摂取になることはありません。  

 
• 飲み込み量は０．５mg？（次ページ）、急性中毒量を２mg/kgとする

と、２０kg体重で、の中毒量は４０mgだから、８０倍安全？ 
• 歯みがき剤で1日1mg（飲み込み量0.3mg）、フッ素洗口10mg（仮に

70%飲み込むと7mg）で、7.3mg摂取。 
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図２ フッ素入り歯磨き剤の飲み込み量と年齢の関係
（1000ppmを1gr使用：フッ素は1mg） 

（ライパ、1991より高橋） 



自然派強調して安全？フッ化Ca？ 



自然にあるものだから安全？ 

• 食品に入っているフッ素の濃度は1ppm程度
で、洗口液の１/1000くらい。 

• 食品中のフッ素の多くは消化・吸収されにくい
フッ化カルシウムなので、多くは糞便として排
出され、血中に移行する量は少ない。 

• フッ化カルシウムの致死量はフッ化ナトリウ
ムの1/85、慢性中毒（斑状歯発生）量は1/4の
毒性（１９３４年天然と人口のフッ素化合物で
のスミスの実験）p24 

 

 



「フッ素でむし歯予防」の問題意識 
～40年以上の反対運動と現状の改善のカギは？ 

*濃度で、生体への影響が異なる． 
■多く摂取すると歯や骨などに障害が起こる． 
■人に必須微量元素ではない．（元素の一種） 
■毒性は高い． 
（ちょっとむずかしい話） 
「ハロゲン族元素の一つ．著しい反応性のため遊離されたのは1886年にフッ化

水素がガラスを溶かすため、取り扱いは合成樹脂が普及してから．ホタル石
が原料．希ガスを除くほとんどすべての元素と直接反応してフッ化物を作る．
第２次世界大戦中、ウランの製造に用いられ、それに関連して、新しい用途
が開発されてきた．」（『化学大辞典』より要約） 

 

＊「多フッ素源、総フッ素摂取量」概念～ 
摂取源の多様性と総フッ素量を考えないと、人体に危険な多量

を摂取してしまう。 
＊個人の予防医学への取り組み（考え方）は強制されては

ならない 
 



フッ素洗口の洗口薬は？ 
• 商品名ミラノールおよびオラブリスとい

う粉末状の製剤を水に溶解して使用す
るフッ化物洗口剤が市販されている。 

• ミラノールは、黄色包装（水溶液での
フッ化物濃度250ppm）とピンク色包装
(同450ppm）のものがあり、幼小児に使
用する時は濃度の低い黄色包装の製
剤を毎日寝る前に1回使用するように
する。 

• オラブリスでは、一包が1.5g（フッ化物
は165mg）で300mlの水で溶かすと
250ppm濃度、167mlに溶かすと
450ppmの洗口剤ができるようになって
いる。  

•  水溶液となった洗口液は普通薬だが、
粉末状の製剤そのものはフッ化物濃度
の関係から劇薬扱いとなっている。 
 



 

洗口人数：２，２０６人 

広島：１，７６８人 

東京：２０９人 

人数実施率：約０．３％ 

０．６％ 

2012年 3405人 
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シーラントプログラムの開始前後におけるＤＭＦＴの比較
（新潟県弥彦小）

0
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3

4

1 2 3 4 5 6

学年

Ｄ
Ｍ
Ｆ
Ｔ

1970年 Ｆ洗口開始前

1978年 Ｆ洗口を小学１年生時から継続

1989年 シーラント開始(Ｆ洗口を保育所年長児から継続）

1996年 ｼｰﾗﾝﾄ開始7年後

「う蝕ゼロ」モデル：新潟県弥彦小） 
Ｆ洗口実施→シーラント応用 

フッ素洗口 

– シーラント（ＣＯ歯） 

– 定期歯科検診 

小林清吾ほか：日本歯科評論、No.669、9-11、1998. 



有効性(無効性) 
 フッ素入り歯磨き剤との併用効果は有意差なし 
安全性(危険性) 
 中毒量（2mg/kg）の根拠は約100年前の論文一つ 
 週１回法は低年齢ほど危険性が高い 
人権問題：インフォームド・コンセント 
 有害情報が隠され、法律や条例で強要される 
 厚労省：医療行為、自傷行為、学校は場を提供するのみ 
（1995年）、日常行為（2012年10月）と回答 
法的問題：責任は管理者にある？（首長、校長、歯科医） 
 劇薬の管理使用が専門家の指揮監督下で行われていない 
 2013年8月まで43年間試薬を使用（週1回法）していた 
環境問題：洗口後、下水に流す（排水基準は8ppm以下） 
 
水道水フッ素化の次善の策 
  
   



 フッ素と以下の疾患との関連についての研究 

 （フッ素化した国なら可能)は一切、実施されていない 

 

•  a) 関節炎  

•  b) 甲状腺萎縮 

•  c) アルツハイマー病 

•  d) 知能指数（IQ）低下  

•  e) 児童の異常行動 

•  f) 思春期の早期開始 

•  g) 児童の骨折 

フッ素化の科学的基盤は非常に貧弱 



集団フッ化物洗口、塗布に反対する医師歯科研究者の声明 
 

                        声明文                        2018.1/31日 

 

• 虫歯予防のフッ化物（以下フッ素）応用を推奨する歯科口腔保健法が2011年に成立し、2017年4月現在同様の歯科保健条例が43道府県
（東京、大阪、福井、沖縄を除く）で成立しました。このような法的背景のもとで保育、幼稚園、小中学校での集団フッ素洗口は急増し、厚労
省の平成28年度歯科疾患実態調査によると1)、1-14歳でフッ素洗口の経験者は13.4％、塗布は62.3％に及んでいます。 

 

• 無効―29年度文科省速報値2)によると､12歳児の65.13%は虫歯がなく、一人平均虫歯本数は3.３4本（平成９年）から0.82本に減少しました
が、フッ素応用と有効性との関係は証明できません。またフッ素入り歯磨き剤の有効性も証明出来ません３）。28年度に比べて0.02本の減
少は、今まで毎年約0.1本であった減少傾向の下げ止まりと言えます。 

• ところでコクラン報告（http://www.cochranelibrary.com/）4）によると虫歯予防の水道水フッ素添加も、1975年以前の文献調査（16件が対
象）では無効とされています。 

• ほとんどの学童がフッ素入り歯磨き剤を使用している現在、同報告は「歯磨きとフッ素洗口とを併用した効果も有意差がない」としています。 

• 効果が期待できない低感染性疾患の集団予防は時代錯誤であると考えます。 

 

• 有害―フッ素は環境汚染物質であり、栄養説注1）は権威ある機関により否定されています。 

• WHOは６歳未満のフッ素洗口を禁忌5）としており、日本薬剤師会は40年以上使用されている試薬から薬品への転換を求めています。 

• また集団フッ素応用の弊害は急性中毒6)、アレルギー7)、甲状腺機能低下8)、糖尿病９）、 

• がん１０)、発育中の脳への影響1１，１２)など全身に及び、健康な発育を阻害する危険性があります。さらに腎疾患のある児童は排泄機能
が低下しフッ素が体内に蓄積しやすくなります。 

• 倫理、人権―かつてないトップダウン攻勢で教育委員会の態度が急変し、実施率を各学校に競わせる方法は、教育現場に混乱を引き起こ
す事態となります。現在、集団を対象とした保健政策はフッ素応用だけです。希望しない子へのいじめ、塗布を拒否したのに間違えて 

• 実施、反対する学校歯科医(嘱託公務員)が辞退を強要されるなど多くの問題があります。 

• 地域の健康は校医、小児科医師、公衆衛生医師の領域で、適法性や倫理は弁護士の専門です。日本弁護士連合会は既に、2011年1月に
「集団フッ素洗口、塗布の中止を求める意見書」を出しており、さらに2012年6月には「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（案）」につ
いてのパブリックコメントに対する意見を述べています。 

 

• このような現状を改善するために、 

• 私たちは１．集団フッ素洗口、塗布の中止 

• ２．2003年の厚労省ガイドラインとマニュアルの撤回を求めます。 
 

• 世話人、賛同者一同 以下略 



 
1.31医療者声明への市民呼びかけ 

https://consumernet.jp/?p=4928 

 
 

 1.31 医療者の声明に賛同し、フッ素推進に再考をもとめる市民宣言  

• ＊子どもたちへのフッ素洗口をはじめとする、強制的なフッ化物応用をすすめないでください。  

• ＊むし歯予防のフッ化物応用については、少しでも疑問を持つ人の断る自由を尊重してください  

• むし歯予防のためのフッ素応用については有効論がある一方、有効どころか有害であるとの論拠も示される中、日本では、全国的に
水道水のフッ化物添加に代えて集団フッ素洗口事業がすすめられています。しかし、各地で学校だけでなく幼稚園や保育園などでも
集団フッ素洗口が広がる中、あらためて、フッ化物応用には重大な健康被害の発生があることや、子どものむし歯が激減している日本
の現状下では強制的におこなう意味がないことも明らかになっています。  

• 2017 年9 月に、カナダ、米国、メキシコの15 人の科学者たちが12 年以上かけた、妊婦とその子ども約500 組についての研究報告では、

フッ素摂取が多いほど、子どもの知的発育が障害されるとの結果がでました。米国ではマスコミもこの報告を取り上げて、大きな話題と
なり、米国では上水道の過半数で行われている水道水フッ素化をめぐっての議論・訴訟が激しさを増しています。  

• 日本では１歳半健康診断以後、ほとんど何の説明もなく、自動的にフッ素塗布がなされ、東京都や大阪府などの大都市以外では幼児
から学童期の子どもへの集団的フッ素洗口事業が広がりつつあります。市販の練り歯磨きや口腔ケア商品でもフッ素の効能が過剰に
強調され、2017 年3 月にはフッ素添加濃度の上限が1000ppm から1500ppm に引き上げられ、日本の子どもたちのフッ素摂取の機会
が増加しています。  

• 2018 年1 月31 日の医療関係者のフッ素洗口についての声明文（別紙１）は子どもの健康と発育を守るための医療者の有志による声
明ですが、この声明に大いに賛同するものであり、フッ化物洗口事業の広がりについて強い懸念を抱いています。  

• 新学期が始まり、保育所や小学校ではフッ素洗口の説明会や同意書の取り付けが始まっています。  

• しかし、フッ素洗口事業の必要性、有効性、安全性、インフォームドコンセントなどの問題点については改めて国民的議論が必要です。  

• このような不要、無効、有害な医療行為が、保護者からの同意書取り付けにより、あたかも保護者に決定権をゆだねる形で子どもたち
に実施されているのは、正しい情報提供がなされずに子どもたちの健康に成育する権利が侵害されているということに他なりません。  

• 少なくともフッ素洗口やフッ化物応用について、強制されないこと、断る自由は当たり前の権利であることを確認します。フッ素洗口や
フッ化物応用について、強制されないこと、断る自由を最大限に尊重することを求めます。  

• ＊本宣言の引用・活用は自由です。賛同や参考情報をご希望の方は下記にご連絡ください。  

• （呼びかけ団体）  

• 日本フッ素研究会、フッ素問題連絡会、薬害オンブズパーソン会議・仙台支部、特定非営利活動法人コンシューマネット・ジャパン 

• (市民宣言についての連絡先)  

• コンシューマネット・ジャパン info@consumernet.jp  

https://consumernet.jp/?p=4928
https://consumernet.jp/?p=4928


(補足）予防医学と公衆衛生 
• フッ素の健康への悪影響や学校教育現場での問題点に加

えて、公衆衛生意識が後退し、予防医学と言う名のもとに、
ピロリ菌除去など、無駄な医療が学校に持ち込まれていま
す。 

• 2007年以降の国策で予防接種もふえています。5種混合ワ
クチンの治験なども勧められています。 

• 子宮頸がんワクチンの被害者救済がすすまないばかりか、
新規ワクチンの導入ばかりがすすめられ、北海道での日
本脳炎ワクチンの定期接種化は病気の発生がなくても副
作用の発生があることを明らかにしました。 

• 子どもたちだけでなく、わたしたち一人ひとりの選択と決定、
適切な情報提供をどう求めていくかを考える時期にありま
す。 

• 各地の運動と最新情報についてはHP参照ください。 
• https://consumernet.jp/?cat=8 

 

https://consumernet.jp/?cat=8
https://consumernet.jp/?cat=8


基本計画「北海道歯科保健医療推進計画」の
修正と抜本的には条例改正を 

• ●条例の制定・改廃の直接請求は選挙権を
有する者が、その総数の５０分の１以上の者
を連署（署名）をもって、地方公共団体の長に
対し、条例の制定、改廃を請求する制度。 

• ●条例の制定に当たっては、条例案の作成
が必要です。 

• ●議会が請求を否決すると、請求の目的は
達せられません。 

 


