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要　旨：水道水フロリデーション（フッ化物濃度調整）は、一人の好奇心あ
ふれる専門家の集中力を要する臨床的な観察から生まれた疫学的事例であ
る。その後に、フロリデーションは疫学的介入研究を経て、ついには安全か
つ効果的な地域単位の公衆衛生介入手段となった。今日でも、虫歯予防のた
めの地域の基盤整備策として位置づけられており、将来的にも地域のすべて
の人々の歯の健康づくりのために、フロリデーションの導入の必要度は高ま
るものと考えられる。
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はじめに

　虫歯予防には何が最も有効なのかという問いに、大半の日本人は「歯磨き」と答えるで

あろう。筆者も歯科医師免許を得て40年になるが、6年間の歯科大学の学生時代と免

許取得後の約15年間は「歯磨き」が虫歯予防で最も有効であると学んで認識してきた

のである。昨今、保健や医療分野の諸方策と医療技術は「科学的根拠」の程度により判定

されることが一般的である。それに照らし合わせると、実は「歯磨き」の虫歯予防効果は

科学的根拠に乏しいのである。既に1970年代には欧米では歯磨きの虫歯予防効果には

疑問が持たれ、1972年に世界保健機関（WHO）は歯磨きと虫歯予防に関する見解とし

て「虫歯予防に関して、歯磨きなどの手段を使った歯口清掃は効果的であるかもしれない

が、その程度は明らかにされておらず、効能を強調しすぎてはならない」と発していた。

その後、米国予防研究班の各種虫歯予防方法の評価と推奨（表1）に掲げるように、空

磨き（歯ブラシ）やフロス（糸ようじ）による個人的な歯科衛生は科学的根拠の質が低

く、勧告の強さもCランクである�1）。また、カナダ予防医療研究班も毎日の歯口清掃の推

奨度は最低のCランクに分類している。本稿で述べる、水道水フロリデーションなどの

フッ化物の利用が虫歯予防における科学的根拠の質が最も高く、推奨度もAランクなの

である。これまで日本人に提供されてきた虫歯予防方法との違いは明白である。

虫歯予防の原点
－水道水フロリデーション－
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　　むし歯予防方法 根拠の質 勧告の強さ

フッ化物

全身応用：水道水フッ化物濃度調整 Ⅱ-１ A

フッ化物錠剤

局所応用：フッ化物配合歯磨剤 Ⅰ A

　　　　　　　フッ化物洗口、フッ化物歯面塗布 Ⅰ A

シーラント Ⅰ A

食事のコントロール 甘食を控える Ⅱ-１ A

就寝時の哺乳瓶使用を止める Ⅲ B

個人的な歯科衛生 空磨きとフロス Ⅲ C

定期的な歯科検診 Ⅲ C

根拠の質　　Ⅰ；無作為コントロール研究の証拠あり　　Ⅱ-１；無作為でない

Ⅲ；臨床的経験、既述的研究、委員会の報告に基づく社会的地位のある権威者の意見

勧告の強さ　A；勧告を指示する確かな証拠あり　　　　　B；勧告支持

　　　　　　　　　C；証拠に乏しい。しかし、他の団体からは勧告される可能性あり

表１ 各種むし歯予防方法の評価と推奨：米国予防医学研究班

出典： 1)米国予防医療研究班(福井次矢、箕輪良行監訳)：予防医療実践ガイドライン、医学書院、東京(1993)；
2)米国国立疾病管理センター、CDC（日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会訳：米国における う蝕の予

防とコントロールのためのフッ化物応用に関する推奨、口腔保健協会、東京(2002)

表２ 歯のフッ素症の分類

出典：ディーン,H.T.：The investigation of physiological effects by the epidemiological method.  
In: Moulton FR, ed. Fluorine and dental health. American Association for the Advancement 
of Science,  Publication No. 19. Washington DC (1942)

表1　各種むし歯予防方法の評価と推奨：米国予防医学研究班

出典：� 1）��米国予防医療研究班（福井次矢、箕輪良行監訳）：予防医療実践ガイドライン、医学書院、
東京（1993）。

� 2）��米国国立疾病管理センター、CDC（日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会訳：米国にお
けるう蝕の予防とコントロールのためのフッ化物応用に関する推奨、口腔保健協会、東
京（2002）。
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１．虫歯と人類との付き合い

　虫歯はありふれた病気である。今から20年くらい前に、筆者らがある政令市の小児

の保護者に「虫歯は病気ですか」と質問紙調査で尋ねたことがある。「はい」と回答した

保護者は約6割という残念な結果であった。わが国では、1980年代前後の ｢虫歯の洪

水時代｣ の到来で国民の約98％は虫歯に罹患していた。虫歯に罹ることが当たり前で

「病気」という認識は乏しかったと考えられる。おそらく調査対象の多くの保護者は小児

期に虫歯を経験した人達が含まれており、虫歯を病気として理解している人が少なかった

のであろう。

　本誌27巻227頁に ｢漢字の散歩道（Ⅶ）殷代の疾病｣ として、虫歯は「疾歯」（虫

歯、歯痛）という漢字として取り上げられ、王朝の関係者を悩ませたことが述べられてい

る。虫歯を歯科専門用語では「齲蝕」という。「齲」の字は、歯の間に小さな虫（禹）が

はさまった形につくられている。その結果、歯を「蝕」むのである。

　考古学的には、約30万年前のローデシア人に虫歯の痕跡がみられたので、随分と長

い歴史がある。世界の国々では、20世紀前半にわが国の「虫歯の洪水時代」よりも一足
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先に深刻な時期を迎えている。ニュージーランドでは、嫁入り道具に入れ歯を持参すると

いう今では信じ難い風習があったそうだ。1940年代の世界大戦時には、虫歯が原因で

奥歯を抜いて噛めないために兵士として不合格となる米国の若者が見受けられた。奥歯の

大臼歯が6本残っていないことが理由で兵役の不合格者は約1割もいたのである。

　先進諸国の人々を歯痛と歯の喪失で悩ませる中で、20世紀前半に「虫歯予防」の切り

札として登場したのが水道水フロリデーションであった。この虫歯予防手段は実験室での

研究から生み出されたのではなく、人間の暮らしの中から疫学の手法を駆使して見出され

た方法である。私たちが毎日飲用する水には、わずかながら天然由来のフッ化物が含まれ

ている。地球上でのフッ化物濃度の分布はまちまちであるが、そのなかで虫歯予防にちょ

うどよいフッ化物濃度の水で暮らしている地域があることが発見されたのである。そうし

た地域と同じ環境を整えようと、水道水フロリデーションが導入されるようになったので

ある。自然環境が教えてくれた虫歯予防方法という所以である。

２．水道水フロリデーションとは何か

（1）水道水フロリデーションの定義

　水道水フロリデーションとは、water�fluoridation の訳語であり、「飲料水に天然に含

まれるフッ化物濃度が低い地域で、歯の健康のために推奨されるフッ化物濃度に調整する

こと」である�2）。わが国の水質基準では上限値0.8ppm�F であるが、WHOではフッ化

物推奨濃度を0.5 から1.0ppm�F としている。なお、気温が高くなるほど水分摂取量が

多くなることを考慮して、至適フッ化物濃度は各地域における一日の最高気温の年間平均

値で決定される。一般的には、飲料水のフッ化物濃度を高めて虫歯予防にちょうどよい濃

度に調整する方式が水道水フロリデーションの定義である。この方法とは別に、飲料水中

に天然に含まれるフッ化物がちょうど虫歯予防に好都合な至適濃度に近似する場合があ

る。この場合は天然水をそのまま虫歯予防に利用できる。世界ではこのような条件に見

合った地域があり、41カ国で約6,000万人が天然の恩恵を受けている。これも広義の

水道水フロリデーションである。よって、水道水フロリデーションの本質は、「添加する

（add）」のではなく水道水中に自然の形で含まれるフッ化物を虫歯予防にちょうどよい濃

度に「調整する（adjust）」ことである。
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（2）水道水フロリデーションは栄養学的サプリメントの一形態

　ビタミンの一種に葉酸がある。ほうれん草などの「葉の部分に多く含まれる」ことから

葉酸の名がついたと言われている。妊娠初期には欠かせない栄養素で、このサプリメント

の摂取で赤ちゃんの健全な成長や貧血の改善効果が実証されている。他にも、ビタミン

C入り果汁で壊血病を防いだり、ビタミンDを加えたミルクやパンでくる病を予防する

といった事例がある。さらに、朝食の穀物シリアルなどにビタミンやミネラルを加えるこ

とで、正常な生長発育を促すことも明らかになっている。水道水フロリデーションも、こ

うした栄養学的サプリメントの一形態とみなすことができる。よって、水道水フロリデー

ションに反対する人たちの主張である「フロリデーションは強制的に大衆に薬物を投与す

る社会化医療の形態」ではない。WHOや世界保健機関や国連食糧農業機関（FAO）な

どの世界機関、米国、豪州などではフッ化物を栄養素として取り扱っている。

３．水道水フロリデーションの歴史

（1）事の始まりは奇妙な歯への関心

　20世紀の初頭に、人々にとって有益な水道水フロリデーションの研究は始まる。事の

発端は、一人の歯科大学卒業間もない若い歯科臨床家の奇妙な歯への知的好奇心であっ

た。彼は開業医として患者さんの診察の中で見映えのよくない歯に気付いたのである。こ

の奇妙な歯である「コロラド褐色斑」の発生原因を探る過程で、この歯に虫歯抵抗性があ

ることが明らかになってきたのである。若者の名前はフレデリック・マッケイといい、

1900年に米国東部のペンシルベニア歯科大学を卒業して、翌年には西部のコロラド州

のコロラドスプリングスで歯科医院を開業する。彼は多くの患者さんの永久歯に白濁斑や

褐色斑のあることに興味をそそられたのである。これは「コロラド褐色斑」と呼称され

た�3）。1909年に、シカゴにあるノースウエスタン大学歯学部長で米国歯科界の重鎮で

あったG.V. ブラック博士とマッケイは、1916年のデンタルコスモス誌上にエナメル斑

（いわゆる斑状歯�mottled�enamel）と名付けて論文を発表した。今日では、この症状を

「歯のフッ素症」という。歯のフッ素症の分類に照らすと、当地の人々に認められた褐色

斑の症例は、現在では「重度の歯のフッ素症」の段階で（表2）、極めて見映えの良くな

い歯と見なされる。マッケイとブラック博士は、「コロラド褐色斑」に関して歯の発育途

上の形成不全で発症すると考えた。



表2　歯のフッ素症の分類

出典：��デ ィ ーン,�H.T.:�The� investigation�of�physiological�eff�ects�by�the�epidemiological�
method.�In:�Moulton�FR,�ed.,�Fluorine�and�dental�health,�American�Association�for�
the�Advancement�of�Science,�Publication�No.�19.�Washington�DC�（1942）
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（2）謎は水の中に潜むある物質

　当初、褐色斑の原因には諸説があり、飲料水中のカルシウムの欠乏説が有力であった。

その後、1930年代初めに、飲料水中に潜む謎の物質が明らかにされ、歯のフッ素症の

原因物質が飲料水中のフッ化物であることが特定されたのである。アーカンサス州ボーキ

サイトでは、アルミニウム会社の主任化学者チャーチルの研究班が深井戸水の水質分析を

していた。彼はアルミニウム鉱山のある地域の深井戸水を飲んでいる住民に歯のフッ素症

が多いというマッケイの論文を読んで、アルミニウムが歯のフッ素症の発症に関与してい

るかどうかを調べようと考えたのである。チャーチルの研究班は微量元素も計測できる新

たな精度の高い比色分析を用いて水の分析を行い、サンプルの水には高濃度のフッ化物が

含まれているという結果を報告した。しかし彼は「水の中のフッ化物なんて今まで聞いた

ことがない。サンプルの汚染だろう」と一蹴して、その場で別のサンプルでの測定を指示

した。再測定でも同一の結果であった。チャーチル研究班は飲料水中に天然由来の

13.7ppm�F という高濃度のフッ化物を検出したのである。この結果を基に1931年に

「コロラド褐色斑」の原因がコロラドスプリングスの公共飲料水中に含まれた高濃度の

フッ化物によるものであると最終的に特定された。



図1　飲料水中のフッ化物濃度と虫歯、歯のフッ素症の関係
出典：文献4
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（3）全米21都市の疫学調査と最適フッ化物濃度の発見

　1931年の同年には、米国立衛生研究所（NIH）に歯科衛生部門が設置され、H.

T. ディーンが配属された。彼と共同研究者たちはマッケイの研究を引き継ぎ、飲料水中

に含まれるフッ化物濃度がどの程度であれば問題となる歯のフッ素症は発現しないのかを

明らかにするため、全米21都市を対象とする大規模な疫学調査を実施した。

　1936年までにディーンらの研究班は、コロラド、イリノイ、インディアナ、オハイ

オ各州の21都市の飲料水中のフッ化物濃度を測定し、同時に当地の12～14歳児の

7,257名を対象に、虫歯経験歯数と歯のフッ素症保有状況の調査も行った。図１にその

結果を示す。横軸は地域飲料水中のフッ化物濃度、左側の縦軸は小児の一人平均虫歯数で

あり、右側の縦軸は地域の平均として求めた歯のフッ素症の流行状況（CFI）を示す。

フッ化物濃度が高い都市の子どもの虫歯は少なく、両者の間に強い逆相関のあることを明

らかにした。そして、フッ化物濃度1ppm�F を超える地域では小児の虫歯は横ばい状態

となり、1ppm�F のフッ化物濃度の地域では歯のフッ素症の発現は低く、しかも審美的

に醜い重度の歯のフッ素症を発現しないという決定的な事実を発見したのである。こうし

て、虫歯を防ぐ一方で審美的に問題となる歯のフッ素症も発現しない飲料水の最適フッ化

物濃度が1ppm�F であると結論づけられたのである�４）。

（4）世界初の水道水フロリデーション都市の誕生

　やがて疫学研究に導かれた成果をすべての地域住民の虫歯予防に生かす努力が実を結ん

で行くことになる。1944年に、ミシガン州グランドラピッズ市議会において、国の公



図2　水道水フロリデーション前後のグランドラピッズとオーロラ
（天然フロリデーション地区）における年齢別小児一人平均の永久歯の虫歯数の推移

出典：（1）��Knutson,�J.W.�:�An�evaluation�of�the�Grand�Rapids�water�fluoridation�project,�
J.�Mich.�S.�Med.�Soc.,�53,�1001�（1954）.

　　　（2）��Arnold,�F.A,�Jr.�et�al.:�Fifteenth�year�of�the�Grand�Rapids�fluoridation�study,�
JADA�165,�780�（1962）.
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衆衛生局の研究者、ミシガン州衛生局、その他の公衆衛生専門機関を交えた徹底的な議論

の末に、翌年から市の公共水道水中のフッ化物濃度を調整することが可決されたのであ

る。そしてグランドラピッズ市における世界初の水道水フロリデーションは、1945年

1月25日午後４時に始動したのである。水源のミシガン湖のフッ化物濃度0.1ppm�F

の水を、フッ化ナトリウムを用いて1ppm�F に調整した水道水が市民に供給されたので

ある。

　当初、1945年 1月1日からフロリデーションを実施する予定であったが、機器の設

備の遅れから3週間あまり実施が延期されることになった。この間に、フロリデーショ

ンが実施されたと早合点した市民から、｢フロリデーション水を飲んだら体重が急増した｣

とか ｢フロリデーション水に入浴したら発疹が出た｣ という苦情が市当局に寄せられたそ

うである。誤った先入観による思い込みが、このような苦情を招いたと考えられる。これ

までと同様に、新規の公衆衛生施策の実行にはこの種の反対が付きものである。

　グランドラピッズ市の水道水フロリデーションによる虫歯予防効果については、新たに

設立された国立歯科衛生研究所（NIDCR）の初代所長となったH.T. ディーンが、引き続

き研究を行った。その成果を図示する。縦軸は一人平均永久歯虫歯数を示す。横軸はグラ

ンドラピッズの7～16歳の子どもの年齢である。フロリデーション実施前と直後の数

値、実施10年後の数値と15年後の数値を示している（図2）。フロリデーション実施
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後の虫歯は、実施前に比べ34～76%の減少となっている。特に、水道水フロリデー

ション導入以降に生まれた子どもの虫歯は、実施前データに比べて50%を超える予防

効果が認められた。また同じ図に、飲料水に1.2ppmのフッ化物を含む、天然のフロリ

デーション地区イリノイ州オーロラの子どもの虫歯数のデータも示す。オーロラの子ども

の虫歯数は、いずれの年齢でも少ない値であった。グランドラピッズの子どもの虫歯は、

水道水フロリデーション後に徐々に改善して、天然のフロリデーション地区であるオーロ

ラ地区の虫歯数に近似するようになっている。さらに乳歯の虫歯も半減することができ

た。一方、全身的に何ら健康面での異常は発生していない。グランドラピッズの成功は全

米へと波及して、短期間に他地域との虫歯の経験歯数の差を縮小するための、実際的かつ

安全な公衆衛生手段として確立したのである。2012年のデータによれば、給水人口の

74.6％、約2.1 億の米国人がフロリデーションの恩恵を受けている。

（5）水道水フロリデーションの普及の時代へ

　フロリデーションは、世界的にも先進諸国で導入されるようになり、1960年代に

は、世界歯科連盟（FDI）やWHOが「フロリデーションはむし歯予防における安全性と

有効性に優れた公衆衛生手段である」として推奨し、これの実施を勧告した。1969年

のWHO総会では、｢地域住民にフッ化物の効果をもたらすにはフロリデーションが最も

有効なむし歯予防手段であり、全身の健康面でも安全である｣ と宣言した。その後、再三

再四にわたりフロリデーション実施勧告を行っている。1945年に米国グランドラピッ

ズでフロリデーションが開始して以来、漸次この公衆衛生的虫歯予防手段が全世界に拡大

して行った。現在では世界54カ国で、約4億4千万人がその恩恵に浴している�5）。

４．日本における水道水フロリデーション

　現時点で、わが国に水道水フロリデーションを実施している地方公共団体は皆無であ

る。「技術立国」との標榜とは裏腹に、わが国は水道水フロリデーション後進国なのであ

る。

（1）京都山科地区水道水フロリデーションの成果と日本口腔衛生学会上水道弗素化調査

委員会の調査

　わが国の水道水フロリデーションは、米国ミシガン州グランドラピッズ市に遅れること

７年後の1952年に試験的に開始された。京都大学医学部、美濃口　玄教授のグループ
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図３ 水道水フロリデーション実施５、７、11年後と対照地区の年齢別一人平均虫歯数
出典：文献６
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図3　水道水フロリデーション実施5、7、11年後と対照地区の年齢別一人平均虫歯数
出典：文献6
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は国の支援を得て京都市山科地区で実施し、他国と同様に30から50％という世界の平

均的なフロリデーションの虫歯予防効果をあげた（図3）�6）。しかし , 試験的な実施期間の

完遂と山科地区給水人口の増加という理由で1965年にフロリデーションを中止した。

一方で、これに追い打ちをかける不幸な出来事が起こったのである。日本歯科医師会長と

日本歯科医学会会長から水道市フロリデーションの有効性に関する諮問を受けた、日本口

腔衛生学会が山科フロリデーションに対する監察的調査を強行した。この監察的調査は日

本口腔衛生学会上水道弗素化調査委員会によって山科フロリデーションの9年目に行わ

れたが、調査が極めて限定的であったため、京都大学のデータより低い虫歯抑制率を発表

した。以後、この限定的な調査報告が大手を振って一人歩きすることになる。

　この間の事情を山科フロリデーションのリーダーである美濃口　玄先生は、後に口腔衛

生学会誌の巻頭言に記している。以下に抜粋する。

……1960年 4月、口腔衛生学会に、フロリデーションに批判的な教授も加えて、上水
道弗素化調査委員会が組織され、現地調査委員を指名して、1961年 2月、山科と対照
地区、修学院の学童検診が行われた。学童の飲水歴、其の他の必要資料の提供、日程調整
等は京大側で行った。ただ調査項目、方法が同じで、学問的に新しい企画項目は加えられ
て居ないので、京大の研究への検察と迄行かないにしても、監察的調査と受け取られた。
しかし格別の問題提起を大学側から行う事なく好意的協力の下に終わったのであるが、既
に此時に日本での弗素化の暗い前途の胚胎が開始された。……
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　山科フロリデーションの成果についての、歯科界のこの不穏な動きが、将来のわが国の

水道水フロリデーションの実施拡大に暗い影を落としたと言っても過言ではないであろ

う。日本口腔衛生学会上水道弗素化調査委員会は、「……上水道弗素化は学童生徒の永久

歯虫歯罹患、ことに第一大臼歯のそれをやや低下せしめたようであるが、白濁様歯牙の発

現をやや増加せしめたようである」と結論づけた。これは世界のフロリデーションの虫歯

予防効果の最下段に該当する報告であった。

　調査委員会報告の問題点を指摘すると、第1にこの現地調査では、山科フロリデー

ションの9年目における断面調査である、水道水フロリデーションによる歯の萌出前の

虫歯予防メカニズムが活かされておらず、いかにも拙速な結論なのである。しかも、設定

された虫歯検出の方法と基準の統一がはかられたものの、鋭利な歯科用探針を使用した

り、初期虫歯の基準としてスティッキーフィッシャー（病理学的虫歯）を採用した。これ

らは国際的に誤った診査方法・基準として排除されている。すなわち、1960年代前

半、わが国の口腔衛生学会では初期虫歯の再石灰化という現象は、まだ理解されていな

かったと考えて良いであろう。20世紀後半にはフッ化物の虫歯予防メカニズムとして再

石灰化作用が明らかにされてきたにも拘らず、残念ながら、調査委員会の報告ではこれら

の歯科医学の最新知見が活かされなかった。したがって、9年目の調査成績は他の世界

のフロリデーションの成績に比べて芳しいものではなかった。ところが、その後に発表さ

れた京都大学の山科地区12年目の結果は世界水準であったのである。第2に、調査報

告書では白濁様歯牙の発現状況についても対象歯が明記されておらず、その程度も記され

ていない。しかも小学4～6年で山科地区学童の発現率が修学院地区学童に比べて有意

に高いと述べている。なぜ小学低学年児では差はないのか、その理由は述べられていな

い。歯表面に見られる白班、白線、白濁をすべて検出したことに由来するのであろう。し

かしながら、結語として「上水道弗素化は学童生徒の白濁様歯牙の発現をやや増加せしめ

たようである」と結んでいる。当時のわが国の水道水フロリデーションの黎明期の知識不

足を露呈したと言えよう。これが後にわが国の水道水フロリデーションの導入に暗い影を

投影していることは確かである。

（2）沖縄本島におけるフロリデーション

　米軍統治下の沖縄本島では、1957年から1973年にかけて、水道水フロリデーショ

ンが行われた。この間、本土復帰前の1971年には19市町村の約60万人（県民の約
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60％）がフロリデーション水を飲用していたことになる。1972年 5月15日の沖縄

の本土復帰後に、水道水フロリデーションは順次中止となってゆく。

５．わが国の水道水フロリデーション再開に向けての課題

（1）国際歯科連盟と世界保健機関の共同作業班の勧告

　京都市山科地区フロリデーションの中止から20年後の1985年に FDI/WHOの共同

作業班は世界各国の歯科保健の事情を調べて、討議した。FDI/WHOの共同作業班は以

下のように日本の歯科保健を評した。すなわち日本のフッ化物利用の後進性への勧告であ

る�７）。

　 ｢日本の砂糖消費量は先進国の中では最も少ない。歯科医師数は人口2,000に対して

歯科医師1と充足した状態であり、優れた歯科医療サービスが提供されている。さら

に、保健所では妊婦、母子、幼児を対象とした歯科保健指導や虫歯予防サービスが行われ

ている。日本は歯科人材、制度、予防アプローチという条件を満たしている国である。し

かしながら、フッ化物配合歯磨剤のマーケットシェアは15％と低く、フロリデーション

は全く行われていない。他の先進諸国と比較した時、日本の歯科保健には最も重要なもの

が欠けている。それはフッ化物の利用である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」と指摘し、「日本ではフッ化物の局所応用

にも反対する活動が行われている」と続けている。水道水フロリデーションは言うに及ば

ず、フッ化物利用全般についてもわが国の後進性が指摘されている。この「勧告」から

4半世紀が経ち、フッ化物配合歯磨剤のマーケットシェアは90％に上昇したが、相変わ

らず水道水フロリデーションは実施されていない。その要因の一部と考えられる歯科大学

教育の貧困と公衆衛生の貧困の両面にスポットを当てて考えて行きたい。

（2）歯科大学教育の貧困

 1）フッ化物に関する教育：歯科の歴史を振り返ると、第一段階としては痛みからの緩

和対策としての抜歯であり、次ぎに入れ歯の段階となる。抜歯部の補
ほ

綴
てつ

である。20世紀

前半に義歯の製造の進歩と併行して、本格的な虫歯治療として歯質の欠損部位の修復処置

が行なわれるようになる。高速タービンの開発や接着技術の開発に見られるように歯科治

療学は長足の進歩を遂げた。機能性の高い歯科ユニットや優秀な器具をもってしても、蛇

口から溢れ出る水のような虫歯を防ぐことはできない。歯科先進諸国では蛇口を止めるこ

と、すなわち治療から発生予防への道を歩む。「虫歯は削って詰めても治らない」こと
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が、一層予防志向を高めることになった。予防主体の歯科保健の発展である。虫歯予防方

策により、疼痛からの解放と歯科治療の不快な切削音と恐怖からの解放が可能となった。

虫歯の発生については1890年にミラーの化学細菌説が提案された。しかし、効果的な

虫歯予防手段については提示されていない。20世紀になってフッ化物による虫歯予防の

研究が進んで初めてより確実な虫歯予防が現実味を帯びてくる。その原点は飲み水の中の

適量のフッ化物、すなわち、水道水フロリデーションである。

　20世紀の齲蝕予防の成果として「フッ化物の齲蝕抑制効果」があげられる�8）。それで

は歯科大学の教育で、人々の歯の健康づくりに重要な位置を占めるフッ化物の活用に関す

る教育実態はどうなのか。水道水フロリデーションに関する教育の実態はどうか。歯科大

学の教育は、歯科一般の知識と実習から成る。伝統的に歯科治療技術面の偏重があり、歯

科予防面は希薄である。一体、歯科学研究の成果を踏まえて歯科大学の教育は変革を遂げ

ているのであろうか。

　2000年に日本口腔衛生学会フッ化物検討委員会は、全国の29歯科大学・歯学部を

対象にフッ化物に関する教育について質問票調査を行った。その結果、予防歯科学・口腔

衛生学の時間数ならびにフッ化物に関する教育は、大学により講義・実習ともかなりの差

が認められた。予防歯科学・口腔衛生学の講義時間数で約8.8 倍、フッ化物に関する講

義時間数で3.7 倍の開きがあり、実習時間数では9～16倍の差があった。予防歯科・

口腔衛生学の講義平均時間数は約45時間であり、そのうちフッ化物に関する教育時間

は５時間強であり、予防歯科・口腔衛生学の講義時間の約9分の1に過ぎない。歯科大

学の予防歯科・口腔衛生分野とフッ化物に関する教育がいかに少ないかが理解してもらえ

ると思う。これまで日本においてフッ化物応用の普及が低かったことの一因としては、歯

科学生への教育が不十分であったことは否めないだろう。

　そこで、2000年の委員会調査報告では、フッ化物の応用を普及させるための効果的

な講義方法、講義形式、実習内容等の工夫の必要性を提示し、具体的に学会に教育部会を

設置して、教員研修プログラムの企画と国内留学制度を設けて大学間交流を行っていくこ

とをあげたが、一向に改善の兆しは見えない。それから約10年後の2011年に口腔衛

生学会フッ化物応用委員会は前回と類似のフッ化物に関する教育調査を実施した。予期に

反して、フッ化物に関する教育時間数は減少した。インプラントなどの新分野の教育時間

に充てられたことが影響したのであろう。歯科大学の責任は重大である。地域歯科保健と
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歯科医療の担い手として活躍する歯科医師にとって、歯科学生時代の教育は極めて重要で

ある。不幸なことに、「治療より予防」の流れとは裏腹に、技術偏重の歯科教育が展開さ

れてきた。水道水フロリデーションに関する教育は蔑ろにされたままである。

 1）歯学生のフッ化物利用に関する国際比較：1990年代の後半に、歯学生のフッ化

物応用に関する質問調査の国際比較が行われた。わが国の学生はフッ化物の基礎知識につ

いては海外の歯学生と同じ水準だった。しかし、水道水フロリデーションに対する歯学生

の認識度は海外の歯学生に比べて著しく低い数値を示した。水道水フロリデーションを実

施しているオーストラリア、ニュージーランド、香港では水道水フロリデーションの濃

度、安全性、必要性の問いに対して90％以上の高い正答率であった。一方、日本では

41.4％から56.6％と約半数の正答率であった。当時フッ化物利用が進んでいない中国

でも安全性や今後フロリデーションを推進すべしとの回答率が90％を超えた。日本の学

生の正答率の低さは教育を担当する教官の姿勢に負うところが大きく、それが歯学生に着

実に伝わったものと思われる。今後、わが国の歯科大学でのフッ化物教育についても、教

育に携わる教官の側の意識変革が求められよう。

（3）公衆衛生の貧困

　わが国でも「治療から予防へ」という掛け声はあっても、残念ながら歯科教育における

予防面での教育や公衆衛生に力点が置かれていないのである。臨床を介する個人衛生は改

善しつつあるが、社会を通して地域住民を対象に組織的に行われる公衆衛生分野が疎かに

されている。

 1）米国のウインスローの公衆衛生の定義：20世紀の半ばに、ウインスローは公衆衛

生を「組織化された地域社会の努力によって、人間集団の疾病を予防し、健康の増進を図

る実践活動である」と提唱した。ここで、個人衛生と公衆衛生は車の両輪と言えるが、

20世紀のわが国では、「自分の健康は自分で守る」考え方が先行して、公衆衛生の取り

組みに遅れを生じたと考えられる。とりわけ、虫歯の発生は個人の責任とされ、歯磨き、

甘味制限、歯科検診のセットが強調されすぎた。地域全体の健康度を高める水道水フロリ

デーションに代表される具体的効果的な公衆衛生手段の導入が実施されて来なかったこと

は公衆衛生の貧困の証左である。歯の健康問題は個人的な取り組みに任され、地域社会の

努力によって「みんなの健康をみんなで守る」という考え方が成熟しえなかったのではな

かろうか。
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 2）日本国憲法第25条と歯科医師法第1条：憲法では、「すべて国民は、健康で文化

的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について、社会福祉、社

会保障及び公衆衛生
4 4 4 4

の向上及び増進に努めなければならない」と公衆衛生の向上を明文化

している。歯科医師法の第一条にも「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることに

よって、公衆衛生
4 4 4 4

の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとす

る」と述べて、歯科医師の使命に公衆衛生の向上をあげているのである。とりわけ、これ

までの日本の歯科界では、個人対応のむし歯発生後の治療主体の歯科医療が中心であっ

た。そのため、すべての地域住民の歯の健康づくりに寄与する地域水道水フロリデーショ

ンという公衆衛生手段は置き去りにされてきたと総括できよう。

 3）健康日本21（第二次）：2000年に開始された、21世紀における国民健康づく

り運動「健康日本21」は、2012年に「健康日本21（第二次）」の段階となり、国民

の健康づくりの総合的な推進に関する基本的な方向が提示された。健康寿命の延伸と健康

格差の縮小と健康を支え守るための社会環境の整備の3項目は特にすべての人々が健康

に暮らすために必要な項目である。そこで、健康日本21（第二次）の歯の健康の領域に

公衆衛生方策として、地域水道水フロリデーションを取り上げて本法の導入実現を目指し

て取り組む事が大切である。

 4）上流へ向かえ−GOINGUPSTREAM：GOING�UPSTREAMは西欧世界の保健

の領域に共通の倫理である。人々の健康的な暮らしのため、国や地方公共団体は上流にお

ける環境の基盤整備を実施することが肝要である。歯科公衆衛生方策の最たるものである

水道水フロリデーションの実現へ向けての施策立案と実行が期待されるところである。
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