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平成２３年年８⽉月に公布・施⾏行行された 
 

⻭歯科⼝口腔保健法とは？
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国⺠民保健の向上に寄与するため、⻭歯科疾患
の予防等による⼝口腔の健康の保持（以下
「⻭歯科⼝口腔保健」）の推進に関する施策を
総合的に推進し、もって国⺠民保健の向上に
寄与することを⽬目的とする。

⽬目的3 



①国⺠民が、⽣生涯にわたって⽇日常⽣生活において⻭歯科疾患の予防 

 　に向けた取組を⾏行行うとともに、⻭歯科疾患を早期に発⾒見見し、 

 　早期に治療療を受けることを促進すること。
②乳幼児期から⾼高齢期までのそれぞれの時期における⼝口腔と 

 　その機能の状態及び⻭歯科疾患の特性に応じて、適切切かつ効 

 　果的に⻭歯科⼝口腔保健を推進すること。
③保健、医療療、社会福祉、労働衛⽣生、教育その他の関連施策 

 　の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協⼒力力を得て、総 

 　合的に⻭歯科⼝口腔保健を推進すること。

基本理理念念4 



①⻭歯科⼝口腔保健に関する知識識等の普及啓発等
②定期的に⻭歯科検診を受けること等の推奨等
③障害者等が定期的に⻭歯科検診を受けること等の 

 　ための施策等 

④⻭歯科疾患の予防のための措置等 

⑤⼝口腔の健康に関する調査及び研究の推進等

推進に関する施策5 



国及び地⽅方公共団体が⻭歯科⼝口腔保健の推進
に関して講ずる施策に協⼒力力するよう努めな
ければならない。

国⺠民の健康の保持増進のために 
必要な事業を⾏行行う者の責務
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国及び地⽅方公共団体は、国⺠民が定期的に⻭歯
科に係る検診を受けること及び必要に応じ
て⻭歯科保健指導を受けることを促進するた
め、定期的に⻭歯科検診を受けること等の勧
奨その他の必要な施策を講ずるものとする。

定期的に⻭歯科検診を 
受けること等の勧奨等
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条例例未制定県8 



琉琉球新報
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過去のフッ化物をめぐるトラブル

1970年年頃 　宝塚市、⻄西宮市での斑状⻭歯

その他調べましたが確かな内容のトラブルの報告
は⾒見見つけることができませんでした

1982年年 　⼋八王⼦子市でフッ化⽔水素酸を⻭歯⾯面に 

 　 　 　 　塗布して3歳の⼥女女児死亡 
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だからと⾔言って絶対に安全なのか？

フッ化物応⽤用反対派の⼈人の意⾒見見に左右されること
のない正しい知識識を⾝身につけることが⼤大切切。
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⼝口腔清掃だけでカリエスをなくすことには限界がある 

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 

 　永久⻭歯のカリエスは15歳までの時期に多発 

 

削って詰める、被せるという⾏行行為は⼀一⽣生治らないキズ 　 

に絆創膏を貼っているようなもの 

 

フッ化物応⽤用⽢甘味制限を含めた総合的な予防が必要 

学校でフッ化物洗⼝口⾏行行う意義12 



 　 　 　 　健康格差、地域格差の解消

フッ化物洗⼝口を学校で⾏行行うことのもう⼀一つ
の意義

 

 難しい家庭環境の⼦子どもも学校に⾏行行けばう蝕予防
の恩恵が受けられる 

（⼀一⼈人あたりの年年間費⽤用：数百円）
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フッ化物はどうしてむし⻭歯予防に有効なの
ですか。

(1)⻭歯の構造を強くする。（⻭歯質の改善） 

(3)細菌が酸を産⽣生するのを抑制したり、⻭歯垢の形
成を抑制する。

(2)⻭歯の表⾯面を修復復する。（再⽯石灰化） 
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フッ化物を利利⽤用したむし⻭歯予防 

全⾝身応⽤用 

 　⽔水道⽔水にフッ化物添加、タブレット、⾷食塩や⽜牛乳に添加 

 

 　 　 　 　 　⽇日本では⾏行行われていない 

 

局所応⽤用 

 　フッ化物塗布、フッ化物洗⼝口、フッ化物⼊入り⻭歯磨き剤 

 

公衆衛⽣生的予防⽅方法 

個⼈人衛⽣生的予防⽅方法 
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全国 　沖縄県 　久⽶米島町の12歳児むし⻭歯経験⻭歯数16 
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平成23年年1⽉月 

⽇日本弁護⼠士連合会より 

「集団フッ素洗⼝口・塗布の中⽌止を求める意⾒見見書」 
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安全性・有効性・必要性・相当性、使⽤用薬剤・安全管理理、
追跡調査、環境汚染に関して様々な問題がある 

 　 

学校で⾏行行われるということは、個⼈人の⾃自由の意思決定が
阻害され、安全性・有効性・必要性等に関する否定的⾒見見
解も情報提供されず、プライバシー、も保護されないな
ど、⾃自⼰己決定権、知る権利利及びプライバシー権が侵害さ
れており、⽇日本における集団によるフッ素洗⼝口・塗布に
関する施策遂⾏行行には違法の疑いがある。 
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要点 

①フッ化物は劇薬に指定され安全性に疑問、 

 　継続使⽤用における健康障害の検証がされていない 

②薬物を使⽤用する⾏行行為は「医療療⾏行行為」であり、学校⻭歯科医 　 　 

 　や薬剤師ではなく教職員に薬品の使⽤用、保管を任せる 

 　ことは問題である。 

③⾃自⼰己選択、⾃自⼰己決定に基づいて病院、保健所における 

 　フッ化物予防はいいが、学校において⾏行行うのは 　 　 　 

 　⾃自⼰己決定権、プライバシー権の侵害である。 

④学校での⼤大勢の中の医療療⾏行行為はミスを発⽣生させる恐れがある。 

 　そもそも教職員の仕事ではない。 
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①に関して（安全性について） 

 

⽇日弁連の意⾒見見書における「予防原則」のこと。 

因果関係が科学的に解明されていない場合、被害を
未然に予防する措置を講ずるべき
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! フッ化物洗⼝口等で⽤用いるフッ化ナトリウムは化学物
質であるので、（有害作⽤用との）因果関係が科学的
に解明されていない場合も、被害を未然に予防する
処置を講ずるべき。 

! 現時点までは問題がないとしても、何年年後に被害が
現実化・深刻化する可能性があり、そこで事前に対
処する⽅方針が必要。

具体的に⾔言うと22 



予防原則は新薬や医学データの少ない物質の利利⽤用に
対しては妥当であるといえる。 

しかし、フッ化物は⻑⾧長い間⼈人間とともにあった物質
であり、天然に飲料料⽔水に含まれるフッ化物イオンの
濃度度と⼈人間を対象とする疫学調査から確⽴立立された実
績のあるフッ化ナトリウムの利利⽤用には当てはまらな
い。適切切な⽤用量量・⽤用法で利利⽤用されるフッ化物（フッ
化ナトリウム）の使⽤用を中⽌止せよとは、科学的論論理理
性の無視といわざるとえない。

正しくは23 



 
化学物質とは元素が統合した物質の総称 　 　 　 
 　H2O（⽔水）NaCl（⾷食塩）も化学物質 
 　 
安全な化学物質の使⽤用量量を無視して 
危険としている 
 

化学物質だから危険→無茶茶苦茶茶な理理屈24 



フッ化物洗⼝口に⽤用いるのはフッ化ナトリウム 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（NaF） 
 
よく引き合いに出されるのは⼈人体に直接⽤用いるこ
とのないフッ化⽔水素（HF） 
 
NaFとHFはFがついていても全く別の物質 
 
塩酸（HCl）⾷食塩（NaCl) 
Clがついているかといっていずれも危険ですか？ 
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ちなみにフッ化⽔水素（HF）とは 
 

 　強酸 

 　メタルボンドのポーセレンを再成する際、メタル⾯面に残っ 　 　 

 　たポーセレンを溶解するために使⽤用 

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ユニクリーン、FH13%） 

 　昔はメタルボンドの酸化膜取りに使⽤用 

 

 　1982年年⼋八王⼦子の⻭歯科医師が「フッ素」と⾔言って業者に注⽂文 　 　 

 　したため、間違ってフッ化⽔水素酸を購⼊入。 

 　これを⻭歯⾯面塗布し3歳の⼥女女児死亡 
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②に関して（洗⼝口は医療療⾏行行為。教職員が⾏行行うのは違法） 

 

現在はフッ化ナトリウムの試薬を使⽤用することはまずな
く、オラブリスもしくはミラノールの医薬品を使⽤用。 

以前は試薬を使⽤用していたため、問題となっていた。 

もっとも試薬を使⽤用しても薬事法問題はない。ただし医
薬品でも⽔水に溶かす前の顆粒粒剤は劇薬指定であるので学
校の実態に応じた取扱いと設備が必要。 
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学校ベースのフッ化物洗⼝口は公衆衛⽣生的な、う蝕予防
を⽬目的としたものであり、治療療を⽬目的とした医薬品の
「服⽤用」にあたらない。 

養護教諭によるフッ化物洗⼝口液の場合は適法である
（国の⾒見見解） 

業者が学校⻭歯科医を通じてフッ化物洗⼝口剤を学校の⻑⾧長
に販売することが認められた。 
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フッ化ナトリウム試薬の使⽤用は薬事法上の
適⽤用外

NaF試薬は、集団的なフッ化物洗⼝口に⽤用いられる場合、費⽤用効果に
優れた材料料である。⼀一般に、⻭歯科医師が予防や治療療に使⽤用する材料料
については、それが学問的な裏裏付けをもって使⽤用される場合、薬事
法上の適⽤用を受けることはない。まず、薬事法にいう医薬品の製造
とは、疾病治療療のために医薬品を作る⾏行行為であるが、⻭歯科医師が
フッ化ナトリウム試薬とフッ化物洗⼝口に関する学術的な知識識を有し、
その判断によってフッ化ナトリウム試薬をフッ化物洗⼝口に採⽤用する
場合には、薬事法の適⽤用を受けない。むしろ、フッ化ナトリウム試
薬の⻭歯科医師による使⽤用を制限することは、⻭歯科医師法の趣旨に反
するものというべきである。 
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③関して（⾃自⼰己決定権、プライバシー権の侵害） 

 

 　厚労省省のフッ化物ガイドライン 

 　インフォームドコンセプト 

 　 　フッ化物洗⼝口を実施する場合には本⼈人、あるいは 　 

 　 　保護者に対して具体的⽅方法、期待される効果、安 

 　 　全性について⼗十分に説明した後、同意を得て⾏行行う。 

 

決して強制ではない 

 

希望しない家庭の⼦子どもには⽔水で同じように洗⼝口するなど
の配慮をする。 
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学校でフッ化物洗⼝口を⾏行行うのは、⼈人権侵害では
ありませんか？ 

! 「意⾒見見書」の主張はフッ化物洗⼝口実施継続者の⼈人権を
無視しており、中⽌止した場合の⽅方がずっと多くの⼈人権
侵害が⽣生じることになります。⼀一部の希望しない者の
⽴立立場を考慮することは重要であるが、希望する者の⽴立立
場も同様に⼤大切切にされるべきではないでしょうか。 
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⼀一部の希望しない者のために学校全体でフッ化
物洗⼝口を中⽌止する場合

〔学　校〕 〔個　⼈人〕

学校における
フッ化物洗⼝口
継続実施の
⽀支援環境を失う

成⼈人以降降に⻭歯喪失の
リスク約3倍

学校でのフッ化物洗⼝口中⽌止

希
望
者

全校生徒平均で

洗口実施条件に

比べ

むし⻭歯発生
リスク2倍

90～95%

希
望
し
な
い

5～10%

32 



! 「集団で⾏行行うことが問題なのであり、フッ化物洗⼝口
等は⻭歯科医院で、家庭で、受益者の選択のもとで実
施すべき」 

! 「フッ化物による発がん性、アレルギー、知能指数
の低下など副作⽤用の危険が前提になる薬剤である」 

 　 　この2つの記述は論論理理的に⽭矛盾している 
「受益者の選択のもとであってもフッ化物洗⼝口の実施は
すべきでない」と記述されるべき。 

医学倫倫理理上からは考えられない⽭矛盾が⽣生じている。 
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④に関して（教職員の仕事ではない） 

 

問題外!! 

 

 

フッ化物洗⼝口は学校保健管理理の⼀一環である 
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フッ化物を摂り過ぎた場合どんな害があります
か。 

どんなに安全と思われている物質でも量量が過ぎれ
ば害を⽣生じます。フッ化物も同様で、適量量では⾝身
体の栄養、むし⻭歯予防に役⽴立立ちますが、過量量に摂
取すると害（中毒）を⽣生じます。このフッ化物の
有害作⽤用は次の2つに分けられます。 
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(1)慢性中毒 

 
⻑⾧長年年飲料料⽔水等により過量量のフッ化物を摂取したとき⽣生じるも
ので斑状⻭歯（⻭歯⽛牙フッ化物症）と⾻骨硬化症の2つがあります。 
斑状⻭歯（⻭歯⽛牙フッ化物症）となるのは、適量量の2-3倍以上の量量
のフッ化物を、顎の⾻骨の中で⻭歯がつくられている時期に継続
して摂取した場合です。 
⾻骨硬化症は、適量量の10倍以上のフッ化物を数⼗十年年摂取し続け
た場合に起こる場合があります。

36 



宝塚や⻄西宮ではどうして斑状⻭歯（⻭歯⽛牙フッ化物
症）が起きたのでしょうか? 

1970年年代に社会問題化した宝塚や⻄西宮の斑状⻭歯（⻭歯⽛牙フッ化物
症）はフッ化物洗⼝口によるものでなく、天然に含まれた飲料料⽔水
中の過量量のフッ化物が原因で起きたものです。宝塚市、⻄西宮市
のある六六甲⼭山系は、地質に多くのフッ化物を含み、天然の⽔水に
もかなり⾼高濃度度のフッ化物が含まれていました（⾼高濃度度地区は
2.7ppmと推定されています）。この天然⽔水中のフッ化物濃度度
が⾼高いという事実を知らずに、この⽔水を⽔水道⽔水として⻑⾧長期間に
わたり使⽤用し続けたため、⼦子供たちの中に斑状⻭歯（⻭歯⽛牙フッ化
物症）が発⽣生してしまったのです。 
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(2)急性中毒 

 
⼀一度度に多量量のフッ化物を摂取したときに⽣生じるも
ので、吐き気、嘔吐、腹部不不快感などの症状を⽰示
します。 
フッ化物の急性中毒量量は、体重1kgあたりフッ化物
の量量2mgです。（2mgf/kg）例例えば、体重20kgの
⼦子供が40mgのフッ化物を摂取することで⽣生じます。 
通常むし⻭歯予防に利利⽤用するフッ化物（フッ化物洗
⼝口、フッ化物塗布、フッ化物⼊入り⻭歯磨剤）では、
適量量を使⽤用している限り中毒を起こすことはあり
ません。 
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仮に飲み込んだとしても 

 
 

 

週1回法（900ppm）を10ml 

9mgを摂取 

4歳児平均16.5kgとして急性中毒量量は 

33mg 

洗⼝口で⼝口腔内に残る量量は10~15% 

お茶茶1~2杯（だからと⾔言ってお茶茶で洗⼝口してもダメ） 
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6歳以下のフッ化物洗⼝口は禁忌とWHOが
⾔言っているってホント？
確かに⾔言っています。ただし、全⾝身応⽤用が世界中で積極的
に⾏行行われていることを前提に⾔言っているのです。つまり、
フッ化物を過剰摂取しないように、という配慮からの勧告
です。⼩小さなお⼦子さんが、⽔水道⽔水フロリデーション+⻭歯科
医院のフッ化物⻭歯⾯面塗布+⻭歯みがき剤、あるいは、タブ
レット+⻭歯科医院のフッ化物⻭歯⾯面塗布+⻭歯みがき剤のうえ
にフッ化物洗⼝口まですると、過剰摂取になるからしないほ
うがいいですよ、ということです。ちなみに⽇日本では全⾝身
応⽤用がされていないので、調査研究の結果、専⾨門学会と厚
⽣生労働省省が4歳以上のフッ化物洗⼝口を推奨しています。
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フッ化物を使ってもむし⻭歯になる。それなら、
使わなくても良良いのではないのですか? 

確かに、フッ化物洗⼝口では、40％-60％のむし⻭歯予防効果であり、
100％むし⻭歯予防をすることができません。だからといって、放置す
るとむし⻭歯になる危険性が⼤大きくなります。う蝕が蔓延している状況
を考慮すると、安全で、簡便便で、経済的にむし⻭歯予防ができるフッ化
物を利利⽤用してむし⻭歯になる危険性を少しでも減らす努⼒力力を考えた⽅方が
合理理的です。また、⼝口腔衛⽣生の改善や⽢甘味制限等他のむし⻭歯予防と併
⽤用して100％のむし⻭歯予防を⽬目指して努⼒力力していく必要があります。 
現在、むし⻭歯予防で安全性、利利便便性、経済性、効果で最も有効である
のはフッ化物洗⼝口です。
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フッ化物は⾻骨に蓄積して障害をもたらしません
か。また、他の組織に対してはどうですか? 

フッ化物は⾻骨や形成途上の⻭歯に多く取り込まれます。適
量量な場合は障害をもたらすことはなく、有益な作⽤用しか
⽰示しませんが、過剰になると⻭歯に対しては斑状⻭歯（⻭歯⽛牙
フッ化物症）、⾻骨に対しては⾻骨硬化症を引き起こすこと
があります。しかし、これらの障害が発⽣生しない量量に調
節しているので⼼心配ありません。また、むし⻭歯予防に⽤用
いる量量のフッ化物で障害が出たという根拠ある報告は今
までありません。
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妊娠中の⺟母親がフッ化物を摂取しても胎児に悪
影響はありませんか。また、授乳中の⺟母親の⺟母
乳に対してはどうでしょうか? 

⽔水道⽔水フッ化物添加がなされている地域でも、胎児に対する悪影
響は報告されていません。また、死産や新⽣生児の死亡率率率が増える
という報告もありません。仮に⺟母親が誤って⼤大量量のフッ化物を飲
み込んだとしても、⾎血液や胎盤を経由するうちに胎児に移⾏行行する
フッ化物はごく少量量になってしまいます。 
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⽇日本では諸外国に⽐比べ、多くのフッ化物を摂取
しているのでしょうか? 

海産物にフッ化物が多いことから、海産物を多く⾷食べる⽇日
本⼈人は諸外国に⽐比べフッ化物を多く摂取していると考えら
れがちです。たしかに、⽇日本では海産物の消費量量が多く、
これから摂取するフッ化物量量も諸外国より多くなっていま
す。しかし、⼀一⽅方で、⾁肉の消費量量についてみてみると、⽇日
本は諸外国に⽐比べて少なく、⾁肉から摂取するフッ化物量量は
諸外国に⽐比べて少なくなっています。 
このように、⾷食品全部からのフッ化物摂取量量を計算してみ
ると、⽇日本も諸外国と差がありません。したがって、⽇日本
⼈人がとくにフッ化物を多く摂取しているわけではありませ
ん。
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フッ化物洗⼝口液を捨てることで、学校周辺に環
境汚染の⼼心配はありませんか? 

例例を挙げると、⽐比較的フッ化物含有量量の少ない信濃川の場合でも⾃自然
の状態で1⽇日約5.5トンのフッ化物を海へ流流し出しています。⼀一⽅方、新
潟市の全⼩小学校（60校）が洗⼝口を実施した場合でも、1⽇日当たりフッ
化物の使⽤用量量は100gしかありません。この2つの量量を⽐比較すると、
フッ化物洗⼝口法がいかにこの問題と関係ないかが分かると思います。
また実際にフッ化物洗⼝口を実施している⼩小学校と中学校の総排⽔水⼝口の
フッ化物濃度度を測定してみると、これは給⾷食や掃除などで使⽤用する⼤大
量量の⽔水で希釈され、最⾼高でも0.2ppm程度度でした。 
ちなみに⽔水質汚濁防⽌止法では、下⽔水中フッ化物濃度度を、⼀一般の排⽔水で
は15ppmを限度度としています。
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なぜ、何年年⽴立立ってもフッ化物の反対論論があるの
ですか? 
フッ化物については、社会常識識となっておらず、安全性に対して
誤った情報や不不安から反対しているようです。むし⻭歯予防の重要
性に対する関⼼心が低いためフッ化物によるむし⻭歯予防も新しいこ
ととして受け取られます。同じように既に論論破されたフッ化物の
反対論論をあたかも新鮮な事項として捉えまたは固執することによ
りフッ化物の安全性を否定することが多いようです。 
フッ化物反対論論者もいったんフッ化物の応⽤用が始まり実績が上が
ると影を潜める傾向が強いようです。このことからフッ化物によ
るむし⻭歯予防が⼤大多数の地域に普及していくのに伴い反対論論は⾃自
然に消滅していくものと考えられます。 
つまり、あやふやな論論や誤った情報に惑わされず、正確な判断を
⾃自分で⾏行行って下さい。
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フッ化物はガンの原因になると聞きましたが、
どうなんでしょうか?. 

以前、ある学者から｢⽔水道⽔水にフッ化物が添加されている地域
ではガンによる死亡率率率が⾼高い｣という報告がなされたことがあ
りましたが、その後の調査でフッ化物とガンの因果関係は否
定されました。また、フッ化物が実験⽤用動物でガンを引き起
こしたという報告されましたがその後、再検討された結果、
問題がないことが明らかになりました。 
したがって、フッ化物とガンとの因果関係を⽰示す根拠が無く、
フッ化物がガンの原因になることはありません。
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⽔水道⽔水のフッ化物添加（フッ化物の応⽤用）
は、エイズの原因になるのでしょうか?.

結論論から⾔言ってフッ化物とエイズとは全く関係ありません。 
エイズは、同性間あるいは異異性間での性⾏行行為、⾎血液・⾎血液製
剤での感染、薬物使⽤用者によって汚染された注射器の共⽤用、
エイズに感染した⺟母親から胎児や新⽣生児への周産期感染と
いった感染経路路が確認されていて、レトロウィルスによる感
染であるという決定的な証拠があります。また、フッ化物が
エイズの発症や感染の原因あるいは補助因⼦子となる主張は、
科学的に⽴立立証されておらず、疫学的、実験に基づけばフッ化
物とエイズの関係を根拠づけるものはありません。
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フッ化物は遺伝的な危険性がありますか? 

⾄至適濃度度のフッ化物が染⾊色体（⼈人の遺伝⼦子）の構
造を変えることはありません。 
動物実験においても⾄至適なフッ化物濃度度の100倍も
⾼高いフッ化物レベルですら、⾻骨髄や精細胞の染⾊色
体異異常を認めていません。わかりやすくいえば、
フッ化物が遺伝的障害を与えることはありません。
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フッ化物添加は、ダウン症候群の⼦子供の出⽣生率率率
を増加させますか? 

ある雑誌で、｢飲料料⽔水中のフッ化物とダウン症候群
との関係がある。｣と発表があったが、これには、
統計処理理と研究計画に重⼤大な⽋欠点があり、否定さ
れています。また、他の研究でもダウン症候群と
関係があるという根拠はありません。したがって、
ダウン症候群とフッ化物添加との関係はありませ
ん。
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⽔水道⽔水フッ化物添加（フッ化物の応⽤用）は、ア
ルツハイマー病の原因になりますか? 

アルツハイマー病の正確な原因は知られていません。いくつかの
学説が研究途上にあるが、現在までに⽴立立証されたものはありませ
ん。湯を沸かすのに調理理器具が使われるときフッ化物添加⽔水がア
ルミニウムを溶出させるため、フッ化物がアルツハイマー病進⾏行行
の共通要因として、関係してくるという主張がなされてきました。
⽶米国の⼤大学（ヴァージニア⼤大学）の実験でフッ化物の存在の有無
という最も相対する条件の下で、アルミニウム製の調理理器具から
アルミニウムの溶出量量を測定しようとしたが、極端な酸性あるい
はアルカリ性の条件下でも、どんな調理理器具からも有意なアルミ
ニウム量量が溶出することはありませんでした。
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フッ化物添加は⼼心臓病の原因、あるいはその⼀一
因となりますか? 

結論論から述べると、⼼心臓病や他の原因の死亡が、推薦量量の
フッ化物を含有する飲料料⽔水と関連する事はありません。 
⽶米国の国⽴立立⼼心臓、⾎血管、肺研究所によると最終レポートで
｢フッ化物添加都市と⾮非添加都市に居住する住⺠民の健康⽐比較
調査から、また、⽣生涯にわたり天然のフッ化物暴暴露露を受けた
⼈人や産業活動による⾼高度度の暴暴露露を受けた⼈人の健康診断と病理理
診断から、また、フッ化物添加についての幅広い国家的な経
験から、これらすべてに⼀一致した所⾒見見はフッ化物添加は⼼心臓
⾎血管の健康に悪い影響を⽰示さない。｣と結論論づけています。
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飲料料⽔水中のフッ化物はアレルギー反応を引き起
こすことがありますか? 

⽶米国アレルギー学会では、フッ化物によって起こりうる
アレルギー反応についての臨臨床報告を再検討して、｢⽔水
道⽔水フッ化物添加で⽤用いられるフッ化物でアレルギーや
不不耐性を起こすことはない。｣と述べています。また、
WHOも報告されているアレルギー反応は、｢無関係な状
況｣に該当するとして、フッ化物によるアレルギー反応
の証拠はないとしています。 
したがって、管理理されたフッ化物がアレルギー反応を引
き起こすことはありません。 
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フッ化物利利⽤用の反対論論は学問的に⾒見見るとどんな
誤りがあるのでしょうか? 

(1)不不正確な調査や実験を論論拠にする。 

(3)量量的な考えを無視して議論論する。 

(4)安全性の根拠になっているデータの⼀一部を取り出し、危険性があるようにいう。

(5)因果関係を無視してガン、遺伝、毒性、中毒など⼀一般の恐怖⼼心を煽るよう 
 　な⾔言葉葉を多⽤用する。 

(6)薬害、公害などを引き合いに話題にし、フッ化物も同じであるかのような 　 

 　イメージを作り出す。 

(7)学問的には無意味な｢絶対安全｣を議論論する。

(2)過去に否定された事柄を再三持ち出す。（無理理⽮矢理理賛否両論論があるような 　 　 

 　状況を作る。）
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フッ化物利利⽤用について賛否両論論があるうちは
｢疑わしきは使⽤用せず｣の原則で実施を当⾯面⾒見見合
わすべきではないでしょうか? 
｢疑わしきは使⽤用せず｣という⾔言葉葉には何となく説得⼒力力
を感じますが、実は、この⾔言葉葉は刑事訴訟法336条にあ
る｢疑わしきは罰せず｣という原則を転⽤用したものです。
｢疑わしきは罰せず｣という原則は、⼈人の罪を裁くとい
う⼈人間⽣生活の中でも最も厳格性が必要とされる判断に
おいて適⽤用されるべきもので、これを｢疑わしきは使⽤用
せず｣と転⽤用し⽇日常⽣生活に適⽤用することは、そもそも無
理理があります。 
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例例を挙げますと、現代の⾞車車社会では⾞車車に乗れば事故が⽣生じる可能
性はゼロとはいえません。歩いていても⾞車車にぶつかる可能性もあ
ります。｢疑わしきは使⽤用せず｣を⽇日常⽣生活にそのまま適⽤用すると
⾞車車に乗ることばかりか歩くこともできなくなってしまいます。 
⽇日常⽣生活においてこの｢疑わしきは使⽤用せず｣を現実的に使⽤用する
際には、定性的な判断ではなく定量量的な判断が必要となります。 
むし⻭歯予防のためのフッ化物利利⽤用について考えますと、たしかに
フッ化物利利⽤用は使⽤用量量を誤れば⼈人体に対する毒性を有しており、
定性的な意味では毒物ですが、適正な量量で使⽤用している限り、そ
の安全性については国の内外の専⾨門機関・団体が⼀一致して認めて
いるところです。 
もちろん適正な使い⽅方をすれば安全でう蝕予防効果があることに
ついて賛否両論論などありません。すなわちフッ化物利利⽤用の安全性
には疑わしいところはありませんので、｢疑わしきは使⽤用せず｣の
原則には全く当てはまらないということができます。
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フッ化物洗⼝口によって、もし有害作⽤用が起きた
場合の責任は、誰が負うのでしょうか?

フッ化物洗⼝口の安全性は⼗十分確⽴立立されており、仮
に洗⼝口液を全部の⾒見見込んでしまっても安全なよう
に処⽅方されています。 
正しい⼿手順で実施されていて、万が⼀一有害作⽤用が
起こった場合（全くあり得ないことですが）は、
他の⼀一般的な公衆衛⽣生事業と同様実施主体（県や
市町村）等それぞれの⽴立立場に応じた責任が⽣生じて
くることは当然です。

58 


