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①岡山県歯科医師会   

②岡山県歯科衛生士会 

③岡山県保育協議会   

④岡山県国民健康保険団体連合会 

⑤岡山県市町村保健師研究協議会 

⑥岡山県市町村栄養士研究協議会 

⑦岡山県教育庁保健体育課 



地　区  事 業 名 所

目　　的：「歯の衛生週間」にちなみ、岡山市の小・中学校の児童・生徒に歯の大切さを知ってもらう

内　　容：岡山市教育委員会、岡山市学校保健会との共催で岡山市教育委員会管轄の小・中学校の児童生徒を対象に図画・ポスターのコンクールを実
施、入賞作品は岡山県歯科医師会のポスターコンクールへ応募する

目　　的：学校での歯科啓発

内　　容：岡山市教育委員会、岡山市学校保健会と共催で岡山市教育委員会管轄の小・中学校の児童生徒のう蝕罹患率等を参考にして優良校・努力校
を選定し表彰を行う

目　　的：現在、県民・市民向けの歯科健診事業としては、1.6歳児歯科健康診査、３歳児歯科健康診査、小・中学校、高等学校では学校保健法に基
づく学校検診、また40歳以上では歯周疾患検診を含めた節目検診、健康教育、企業健診を受ける機会があるが、県民・市民全般を対象とし
て、健康な生活を総合的に推進するべく、口腔衛生に関する歯科啓発を目的として実施

内　　容：むし歯リスクテスト、ガムによる咀嚼力判定、口腔乾燥度チェックＰＣによるお口の中診断、フッ素洗口、健口体操、手指・足型模型製
作、歯科技工士体験等

目　　的：「健康市民おかやま２１」の啓発

内　　容：健康市民おかやま２１の提唱している内容のシンポジュウム、実践発表会、講演会等の実施。また同時に、６分野（栄養・食生活、身体活
動・運動、休養・こころの健康づくり、たばこ、アルコール、歯の健康）ごとの関係団体がブースを設け各々の啓発活動を行う。岡山市内
全域を対象にしたイベント、各保健センター区域内を対象としたイベントに参画し歯科啓発活動を実施

目　　的：生涯の健口維持のために歯牙の萌出間もない乳幼児期から歯科への意識を高める。

内　　容：保育所および幼稚園において、フッ素塗布を含めたブラッシング指導（乳幼児）、歯科相談（保護者）
同地区内での一部の高齢者介護設等においては施設に出向き、義歯取り扱いや残存歯の清掃方法などの口腔内清掃の
指導（本人介護者）、岡山市健康づくり推進協議会（御津公民館祭りなど）へ参加、歯科ブースを設置して歯科相談

口腔フェアー2019 目　　的：要介護者の方々の口腔内の衛生状態改善とお口の機能向上

令和元年　6月２日（日） 内　　容：介護老人保健施設「鷲園」に入所されている方々のお口の検診、お口の掃除、お口の機能訓練、入れ歯の掃除

目　　的：お口の健康からＱＯＬの向上を目指す

内　　容：町内会の老人クラブ、包括支援センター、介護支援事業実施施設および市役所に出向き、検診、口腔ケア、口腔リハビリを実施

「すくすく健口クラブ」 目　　的：家族みんなで「お口の健康」生活に取り組む環境を作る

平成31年４月１日～令和２年３月31日 内　　容：むし歯予防についてのお話、歯周病についてのお話、むし歯の出来方や永久歯についてのお話、ブラッシング指導

歯科出前講座 目　　的：自立した健康管理が出来るように導く

平成31年４月１日～令和２年３月31日 内　　容：小学校、中学校に出向いて児童生徒に口腔衛生の大切さを指導する

目　　的：
歯の衛生週間を期に、一般市民を対象とした「歯と口の健康」について関連するイベントを開催する事により、口腔衛生意識の向上を図
り、市民の健康に寄与すること

内　　容：講演会及び歯科衛生・展示を開催
講演会『マイナス１歳から始める健口づくり』　講師　仲井　雪絵 先生（静岡県立大学短期大学教授）

目　　的：歯科に対する啓発

内　　容：歯科相談、歯科検診、各種検査、家族の絆プロジェクトの普及、岡山県歯科衛生士会とのフッ素塗布事業

目　　的：①歯科保健の重要性を広く地域市民に普及させ、啓発すること
②口腔衛生の知識向上を図り、潜在患者を掘り起し、歯科医療機関への受診促進

内　　容：乳幼児及び保護者を対象に歯科健診、歯みがきの実地指導、希望者へのフッ素塗布、パネルシアター、園児絵図展示、リーフレット・ケア
グッズの配布

第1３回たましま歯と口の健康フェア
目　　的：①歯科保健の重要性を広く地域市民に普及させ、啓発すること

②口腔衛生の知識向上を図り、潜在患者を掘り起こし、歯科医療機関への受診促進

令和元年１１月中旬の日曜日予定 内　　容：むし歯・歯周病・口腔がん検診、「家族の絆プロジェクト」、歯科疑似体験、園児の歯に関する図画、ポスター展示、
リーフレット・ケアグッズの配布など

つくぼ・お口の健康８０２０フェア

目　　的：健康フェア：地域の皆様の歯科公衆衛生向上
健康展：多くの職能団体協力のもと地域の方々に役立つ情報提供・健康教育・啓発

令和元年11月３日（日） 内　　容：健康フェア：地域小学校7000名対象図画コンテスト、9020・8020表彰
健康展：健康相談、歯科健診・相談・各種体験、ＡＥＤ講習会、肺年齢測定・禁煙指導、ﾌﾞﾗｯシング指導、展示、
口腔がん検診、食育　など

目　　的：歯科ブースを設け、健康相談、ステージイベントなどを通じ、地域の皆様の健康増進

内　　容：①岡山市内歯科医師会連合会で共同し、健康相談、歯科講話、介護相談などを行う
②岡山県歯科衛生士会と共同し、フッ素洗口やステージ
③「歯周病と生活習慣病」「口腔内常在菌と肺炎」「介護予防健診の勧め」「糖尿病と歯周病」パンフレット配布
④咬合力テストガムを使用し、噛む大切さの啓発活動

内　　容：

目　　的：都窪医師会・歯科医師会が協力して、地域の皆様の健康増進を図ること

内　　容：①医師会連携での企業向け「歯周病と生活習慣病」講話活動（公民館や各種公共施設にて開催）
②医師会へ配布するポスター作成「歯周病と生活習慣病」「口腔内細菌と肺炎」「介護予防健診の勧め」「糖尿病と
　歯周病」など

目　　的：イベントを通じて口腔内の健康を市民に対する啓蒙する活動

内　　容：家族の絆プロジェクト、口腔ガン検診、口腔内の位相差顕微鏡、口臭測定、矯正相談、ポスターの展示ならびに表彰、
８０２０達成者表彰、フッ素塗布

目　　的：瀬戸内市健康福祉フェスタに参加し、市健康づくり推進課と協力して８０２０の達成者の表彰を行う。

内　　容：８０２０表彰

いい歯と笑顔のポスターコンクール
目　　的：瀬戸内市に通学する小学生を対象に歯や口腔の健康に関連したポスターを公募し、市民に歯科に対する意識を高めてもらうと

ともに、地域住民へ啓蒙する。

令和元年６月～令和２年２月 内　　容：各学校医を通して各小学校を対象にポスターを公募する。
11月８日（いい歯の日）に合わせて優秀作品を公表し、優秀作品については賞品の授与を行う。また優秀作品については各学校で表彰・展
示してもらう。

目　　的：瀬戸内市内地域住民への口腔保健の啓発を行う。瀬戸内市健康福祉フェスタにてフッ素塗布、無料歯科相談を行い、市民へ歯科への関心を
持っていただくとともに、患者さんの掘り起こしを行う。県歯主催の家族の絆プロジェクトへの参加呼びかけ、啓蒙活動を行う。

内　　容：フッ素塗布、無料歯科相談、家族の絆プロジェクト事業

幼児歯科教室

目　　的：幼児に対して・・・虫歯予防、かむことの大切さを楽しく学んでもらう
保護者に対して・・・正しい食生活、口腔衛生の大切さを学んでもらう

令和元年8月1日（木） 内　　容：衛生教室、歯科検診、矯正相談、フッ素塗布、栄養指導、歯に関するクイズ、リーフレット配布、事後アンケート

赤磐市在宅医療・介護推進フェア 目　　的：要介護者ならびに家族に対し、安心して在宅にて歯科医療を受けられるための相談、他業種、医療機関との交流をはかる。

令和元年１１月 内　　容：講演会、在宅医療相談、リーフレット配布、在宅医療機器 展示・説明

内　　容：各種関連団体より講演依頼あり、当会員を派遣
老人クラブ、栄養改善協議会、在宅医療、介護関係等

赤磐市

赤磐市広報誌への投稿
内　　容：赤磐市広報誌「広報あかいわ」

健康コーナーへ「歯の健康」コラムへの投稿

各種講演会

瀬戸内市

8020達成者表彰
令和元年１1月17日（日）

フッ素塗布
無料歯科相談
家族の絆プロジェクト事業
令和元年6月～令和２年２月

玉野市 お口と歯の健康フェアー
令和元年11月24日（日）

都　　窪

西ふれあい祭り歯科ブース
令和元年11月17日（日）

企業・団体・施設への健康講話及び
無料健診活動
平成31年４月１日～令和２年３月31日

介護施設での講話と健診（サンライフ・庄の里）、身体障害者施設「あしたば」での講話、岡山少年院職員への講話、早島町社協関連施設
での講話、その他施設入居者・来訪者への講話と無料健診、庄小学校健康フェア講師派遣、都窪歯科医師会エリアにある企業への就職前健
診事業、企業・事業所での健康講話、無料健診や啓発活動、都窪歯科医師会作成のスライド・資料を使用した健康講話

医師会と連携しての啓発活動
平成31年４月１日～令和２年３月31日

玉　　島

第１3回たましまっ子歯``っちぐー事
業
　　　「こどものむし歯予防教室」
令和元年７月7日（日）

倉　　敷
第４3回歯の健康フェア
令和元年６月2日（日）

児　　島
歯ッピタウンin児島
令和元年11月10日（日）

津　　山

「いきいき健口クラブ」
平成31年４月１日～令和２年３月31日

歯ッﾋﾟｰフェア2019（啓発イベント）
令和元年１0・11月の日曜日

健康市民おかやま21推進会議主催イベ
ント
未定

御　　津
歯っぴー教室
令和元年５月16日（木）～
令和2年4月16日(木）【30日間】

令和元年度　ブランチプロジェクト事業　地区歯科医師会提出事業一覧

事 業 概 略

岡山市

図画ポスターコンクール
令和元年７月10日（水）

歯の優良校・努力校表彰式
令和元年８月21日（水）



地　区 事　業　名　所

ニコニコ出前講座
備前市　伊里こども園　子育て支援事
業

目　　的：口腔衛生の啓蒙活動

令和元年６月・10月
令和２年３月（日時未定）

内　　容：ターゲットとする世代は妊産婦とその家族にしようと衛生士会とも話し合い、伊里こども園へ通園する乳幼児の家族へ体験を主体に指導す
る。

第３回和気町健康福祉フェア 目　　的：医歯薬総合相談と啓蒙を中心にそれぞれの得意分野でブースを開設する。

令和元年10月13日（日） 内　　容：「健口相談」とＤＨによる指導

目　　的：来場者に対し歯科相談、無料検診を行うと同時に、歯科疾患予防啓発、解説を行い口腔衛生への関心を高める。

内　　容：口腔衛生指導、口腔疾患の介護予防、方法についての解説

目　 的： 幼保一体化施設で乳歯の段階からのケアに適していることから園児の保護者とともに歯の健康を考える。

内　 容： ①読み聞かせ　②口腔衛生についてのお話

吉備路お口の健康まつり 目　 的： 歯科衛生に対する知識の普及を図りながら、地元の開業歯科医師を身近な存在として認識していただく

令和元年１０月20日（日）　※予定 内   容： 歯科保健啓発事業

高松　食と環境復興フェア 目　　的：地域住民に歯科保健意識の高揚を図りつつ、歯科医師会が災害復興に協力していることの周知を図る

令和２年３月１日（日）　※予定 内　　容：災害復興支援を目的に開催される事業に協力

真備食育栄養まつり 目　 的： 口腔衛生に対する知識の普及啓発を図る

未定 内   容： 食育を通じて他の医療・介護・健康に関わる職種との連携した保健事業

第5回健康フェスタ in やかげ
目　 的： ブランチプロジェクトとしての歯科検診啓発活動

『家族の絆プロジェクト』も合わせて啓発活動

令和元年９月７日（土） 内　 容： 相談・指導等

お口の中の診断・相談
目 　的： 『健康祭りinかさおか』にブースを設け、来場者へ、ブランチプロジェクトとしての歯科検診啓発活動

『家族の絆プロジェクト』も合わせて啓発活動
令和元年11月３日（日） 内 　容： 相談・指導等

無料歯科健診 目　 的： 歯と口の健康週間に、口腔環境の再認識を図る

令和元年６月4日（土）～10日（月） 内　 容： アナウンス→来院→問診→検査・相談→結果報告

はつらつ井原ふれあいフェスタ 目　 的： 口腔衛生の意識を高める

令和元年10月20日（日）
内　 容：

市が主催する健康と地域のふれあいがテーマのイベント
歯科コーナーにて検診、相談

歯科相談・歯科展示・家族の絆プロジェクト目　　的：保健・医療・福祉の連携

令和元年10月12日（土） 内　　容：「高梁市　健康福祉のつどい」に参加し、歯科相談、パネル展示、家族の絆プロジェクト

目　　的：歯、口の健康づくりの推進をはかる

内　　容：学校歯科医の事後指導や口腔衛生の講演等

無認可保育園の歯科検診、事後指導 目　　的：歯の健康づくりを支援する

令和元年６月～7月　※随時 内　　容：定期的な歯科検診

目　 的： 健康意識の啓発

内　 容： 健康と福祉に関する情報、健康づくりを体験できる場を提供する（ノルディックウォーキング、健康チェック、食事指導、フッ化物
歯面塗布、等）、歯の健康相談、児童対象の歯科、医科合同イベントを企画

講演・歯科相談、無料健診

※随時

目　 的： 小学校・幼児とその保護者の生活習慣指導、う蝕と歯周病予防

内　 容： 歯の講話（県衛生士）、歯科検診、個別ブラッシング指導、口腔内写真、位相差顕微鏡による細菌判定、歯科相談、矯正相談、フッ素塗布

歯の講話・出前講座

令和元年６月～令和２年４月末日
【１０回程度目標】

成人歯周病検診　大原・西粟倉地区

令和元年５月～令和２年３月

おしえて歯医者さん
（ケーブルテレビみまｃｈとの連携）

令和元年６月５日（水）～令和２年３月末日

第１1回まにわ食育・健康まつり２０
１9（仮）

目　 的： 市民の歯と口の健康づくりを促進する

令和元年10月６日（日）時間未定
内　 容：

真庭市主催の「まにわ食育・健康まつり」に参加し、口腔がん検診、歯に良いおやつの試食・配布、咀嚼能力診断、
並びに歯科相談等

目　　的：広く市民に対して口腔衛生に関する意識の向上を図る

内　　容：11月８日（いい歯の日）及び４月18日（よい歯の日）に合わせ、真庭タイムス（新聞）に啓発広告を掲載

真庭タイムス（新聞）等による歯科啓
発活動
令和元年11月８日（金）
令和２年４月18日（土）

成人希望者の歯周病検診、歯科治療相談　年３回

内　 容： 地元ケーブルテレビにて年１～２回収録を行い、歯科について地区住民向けの番組放送

真　　庭

勝　　英

歯の健口教室
美作地区　　　 　令和元年７月28日

（日）

大原・西粟倉地区   令和元年11月10日

（日）

内　 容： 支部Ｄｒ.ＤＨが依頼あった幼稚園、保育園、小学校、中学校等を訪問し、歯についての講話、ブラッシング指導

内　 容：

新　　見

小学生歯みがき大会に連携した
歯・口の健康づくり
令和元年６月１日（土）～６月10日
（月）

きらめき健康福祉祭り
令和元年７月13日（土）

内　　容：
市内児童クラブ、福祉施設、老人会、等各種団体からの要請に対して、口腔衛生に係わる講演、ブラッシング指導　等
新見市内の多職種連携の中で、口腔ケアの普及、実地指導

井　　原

高　　梁

歯の健康コーナー（里庄町健康祭り協
賛）
令和元年２月１6日（日）　※予定

内　　容：歯科検診・口腔癌検診（岡大口腔外科医による）、家族の絆プロジェクト登録、歯科医療相談・ブラッシング指導・フッ化物塗布、パンフ
レット配布（浅口歯科医師会で制作のもの）、8020、7022達成者に記念品プレゼント、歯ブラシ交換プレゼント、口腔内細菌カウント
チェック、口腔内潤いチェック

笠岡
・

小田

浅　　口

歯の健康コーナー（浅口市健康祭り協
賛）
令和元年１０月20日（日）　※予定

内　　容：歯科検診・口腔癌検診（岡大口腔外科医による）、家族の絆プロジェクト登録、歯科医療相談・ブラッシング指導・フッ化物塗布、パンフ
レット配布（浅口歯科医師会で制作のもの）、歯ブラシ交換プレゼント、口腔内細菌カウントチェック、口腔内潤いチェック

吉　　備

和　　気
備前市子育て支援こどもフェスタ
備前市ふれあい福祉まつり
令和元年11月8・９日（金・土）

①本荘にこにこ園　みんなで歯を守ろ
う！
　和気にこにこ園　みんなで歯を守ろ
う！
②ママほっとサロン「お母さんのお口
の疑問
　にお答えします。

令和元年度　ブランチプロジェクト事業　地区歯科医師会提出事業一覧

事 業 概 略
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2019年                 

2019年9⽉29⽇（⽇）岡⼭市障害者体育センター

ボッチ⼤会

『2019年EKSデー』の午前中は、チーム対抗ボッチ⼤会を実施しました。

アスリート・ファミリー・ボランティア合わせて83名が18チームに分かれて戦い

        体⼒ ⾃信   ⼈  初   ⼈ 気軽 参加   競

技なのfで、皆さん和気あいあいと楽しんでいました。

各チーム3試合ずつ戦い、勝ち数と得失点差で順位を決定。

優勝は「こくみん共済              

初めてボッチをした皆さん

   楽      という

声を沢⼭いただきました。

岡⼭商⼯会議所⼥性会

からは3チームも参加いただき

盛り上げていただきました。

岡⼭ライオンズクラブからも

参加        例会 

紹介したいとの申し出もあり

ました。



2019年                 

2019年9⽉29⽇（⽇）岡⼭市障害者体育センター

第4回HAP           （⻭科検診＆⻭磨指導）

SON・岡⼭ 松⽥ 久 会⻑ 岡⼭県⻭科医師会 副会⻑

⿊住 正三 様
岡⼭県⻭科衛⽣⼠会

髙城 美恵⼦ 様

SO⽇本 事業推進部 和⽥ 武久 様ライオンズクラブ336B地区

元ガバナー ⼤⾕ 博 様

『2019年EKSデー』の午後から  岡⼭県⻭科医師会 岡⼭県⻭科衛⽣⼠会 岡⼭県⾼等⻭科衛⽣

専⾨学院のご協⼒により、4回⽬となる「スペシャルスマイルズ」を開催しました。

松⽥会⻑ ⻭科医師会 ⿊住副会⻑ 衛⽣⼠会 ⾼城様のご挨拶に続き、岡⼭ライオンズクラブの⼤⾕様
から2020年冬季        応援T    贈呈式 ⾏     

松⽥会⻑      

を代表して

冬季⼤会に出場する

坂野叶実さんと

妹尾裕⽮さんに

贈呈されました。

⻭科検診 様⼦

⻭磨指導の様⼦



2019年                 

2019年9⽉29⽇（⽇）岡⼭市障害者体育センター

第1回体⼒測定

⽂部科学省    庁  ⼦   体⼒向上 ⽬指  作成  体⼒測定要領 即  実施     

<実施項⽬＞

握⼒ 上体起  （腹筋） ⻑座体前屈 反復⾶  

20m       ⽴ 幅跳  垂直⾶ 

その他に

⾝⻑ 体重 BMI 体脂肪率 筋⾁量 筋質点数 

基礎代謝量 推定⾻量 体⽔分率 体内年齢 測定 

実施しました。

体⼒測定 様⼦

体幹体操・リズム体操

20mシャトルラン

⽴ 幅跳び 反復横跳び

SO⽇本の和⽥トレーナーから

リズム体操・体幹体操を教わり

ました。体幹体操にはアスリート

だけではなく、ファミリーの参加も

沢⼭ありました。

体幹体操・リズム体操

こくみん共済様  協⼒

  ⾃転⾞安全運転体験

 ⾏     

興味      ⻑蛇 

列   整理券 対応 

こくみん共済様有難うござ

いました。



                                                                       

スペシャルオリンピックス岡山大会 

 

 

 

     

                     

 

きょう、あなたの歯を検査しましたが、これは健康な歯や歯

肉を保つためにはとても大切なことです。あなたの素敵な笑

顔に会うために私たちは次のことをおすすめします。 

お口の健康状態 

□ あなたの歯や歯肉はとても健康です。 

毎日の歯みがきやデンタルフロスなどでお口の健康を保ちましょう。 

□ お口の中に下のとおり気になるところがあります。 

       □ むし歯 

       □ 歯肉炎 

       □ かみ合わせ 

       □ その他 

      早めの歯科医院受診をおすすめします。 

 ＊この健診結果は視診によるものであり、レントゲン検査等の精密検査は行っていません 

お口の清掃状態 

□ きれいに清掃されています。これからもお歯磨きしましょう。 

□ もう少しこまかいところまで歯をみがきましょう。 

１日に２回はしっかり歯をみがくようにしましょう。 

 

 

 

岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター・（一社）岡山県歯科衛生士会 

岡山高等歯科衛生専門学院・（一社）岡山県歯科医師会 

                





フッ化物洗口 Q&A

岡山県

岡山県歯科医師会岡山県保健福祉部健康推進課

フッ化物洗口液を飲みこんでも

大丈夫ですか？Q

A
大丈夫です。洗口液全量（450ppm,1０㎖）

を飲みこめば、フッ素量４．５㎎ になります。急

性中毒量（軽度の不快症状等）は体重３０㎏

の子供であれば６０㎎なので、一回分を全部飲んでも問題

ありません。

フッ化物にアレルギーや

副作用はありませんか？Q

A
フッ化物がアレルギーの原因になることはあ

りません。骨折、ガン、神経遺伝系疾患との関

連などは否定されています。どんな化学物質

でも100％安全なものは存在しませんが、適正な量や使

用法を守れば安全です。また斑状歯は顎の骨の中で歯が

形成されるときに過量のフッ化物が摂取されたときに発

現することがあります。フッ化物洗口をする時期にはほぼ

歯冠は出来上がっているので、斑状歯になることはありま

せん。

なぜ園・学校でフッ化物洗口

をすると有効なのですか？Q

A
学校保健統計では、幼稚園・小学校において

最も多い疾患が「むし歯」です。しかも最もむ

し歯になりやすい時期は、歯の萌出後の１～

２年間のため、永久歯のむし歯予防は就学前から中学卒

業の時期がもっとも効果的です。フッ化物洗口は、そのむ

し歯予防効果が高く、安全性が確立しており方法も簡単

です。むし歯の発生は保護者、地域差等による健康格差

が問題となっていますが、園・学校で集団で実施すること

により、平等な効果がをもたらすことができます。「フッ化

物洗口ガイドライン」（平成15年・厚労省）では、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

ことがむし歯予防対策として最も大きな効果をもたらす

とされています。

園・学校でのフッ化物洗口

をしている子どもはどのくらい

いますか？岡山県の状況は？
Q

A
2016年の調査では全国47都道府県で

12,103施設、1,272,577人が実施していま

す。施設実施率は17.4%です。岡山県では施

設実施率2.7%と低い状況です。全国で最もむし歯の少な

い新潟県では、65.7%の施設で実施されています※。

フッ化物によるむし歯予防は国内外で150以上の保険団体が推奨しています

世界ではWHO（世界保健機関）、FDI(国際歯科連盟)、アメリカ歯科医師会など多数。

日本では厚生労働省、日本歯科医師会、日本歯科医学会、日本口腔衛生学会など多くの専門機関が推奨しています。

お問い合わせ

岡山県歯科保健推進計画では

学齢期のむし歯予防にフッ化物の利用を推奨しています

岡山県マスコット

ももっち、うらっち

※日本における施設での集団応用フッ化物洗口実態調査

フッ化物洗口
施設実施率
（2016年）（％）

100

0

65.7％

2.7％

新潟県 岡山県

12歳児
一人平均むし歯本数

（2019年）
（本）
1.0
0.5

0

0.71

岡山県

0.34

新潟県

F

フッ化物洗口でむし歯予防を！フッ化物洗口でむし歯予防を！
フッ化物を利用して、強い歯を手に入れよう！フッ化物を利用して、強い歯を手に入れよう！



むし歯の原因は3つ、だから予防法も3つ

　むし歯は、甘い飲食物やむし歯菌が原因し、

酸が作られることで歯が溶かされてできます。

ですからむし歯予防にはおやつの適正な摂取

をすること、歯みがきで細菌のかたまりである

歯垢（プラーク）を除去すること、そして酸に強

い歯質を作ることが大切です。フッ化物は酸

に強い歯質を作ります。

フッ化物洗口の実際

　フッ化物洗口は週に１～5

回、少量のフッ化物水溶液

（５～１０㎖）で1分間ブクブ

クうがいを行い、むし歯予防

をする方法です。

フッ化物洗口の継続でむし歯数を減少

　新潟県の例では、4歳頃から

小中学校を通じてフッ化物洗

口を続けることで、洗口経験

なしの群と比べてむし歯が半

分以下に減っています。

フッ化物による予防効果は大人になっても継続

　4歳児から中学校卒業までフッ化物洗口を行った新潟県三島町

の20歳の人達の一人平均むし歯数はフッ化物洗口を行わなかった

20歳の人達の全国平均の１/3以下でした。

フッ化物は歯の質自体を強くするので、成人になっても、むし歯予防

効果が持続するのです。

※「岡山県フッ化物洗口実践ガイド」では保育所、幼稚園では225ppm、小学校では450ppmの濃度の洗口液を

　推奨しています。液状タイプの洗口液を使う場合は小学校ではそのまま、保育所、幼稚園では2倍に希釈するだ

　けで使えるので簡便です。歯科医、薬剤師以外の者が希釈を行ってもかまいません。フッ化物って何？

　フッ素は自然界にある元素のひとつで、

私たちの体の構成元素のひとつでもあり

ます。人の歯や骨、血液中などにもフッ素

は存在しています。自然界の中ではフッ化

物として存在していて、お茶や魚、野菜な

どにも含まれています。私たちは毎日１～２

㎎のフッ化物をとっていて、世界で多くの

専門機関や学会がフッ素を「有益」な栄養

素としています。

フッ化物によるむし歯予防効果

※市販の歯磨き粉の約90%に　

　フッ化物が配合されています。

むし歯

甘い
飲食物

質の弱い歯

むし歯菌

フッ化物の

利用

歯みがき

おやつの

適正な摂取

りんご
0.2～0.8紅茶

0.5～1.0

みそ
0.9～11.7

イワシ
8～19.2

※食品等に含まれるフッ素濃度（単位：ppm）

※ppmとは100万分の1の含有率（量）という単位です。

　水1ℓ中に1mg含まれていれば1ppmです。

海水
1.3

河川水
0.1～0.2

緑茶（浸出液）
0.1～0.7

ビール
0.8

だいこん
0.7～1.9

牛肉
2

　エナメル質結晶の形成促

進と結晶性を安定化させ、エ

ナメル質の抵抗性を増強させ

ます。

歯の質を強くする

　エナメル質表層や脱灰の再

石灰化を促進させます。

再石灰化を促進する
20歳の

歯科健診

では・・・

洗口液をコップに注ぎます
洗口液を口に含み

1分間ブクブクうがいをします

A群　洗口経験無し

B群　4歳から保育所・幼稚園及び小・中学校の11年間を通じて経験

F F
F

F

F
F

F

（西蒲原郡内全公立高校2年生歯科健診　1990～1991年）

（口衛誌.43.P192.1993より）

10
（本）

5

0

9.4
56.3％

減少

《
一
人
平
均
永
久
歯
む
し
歯
数
》

A群

4.1

B群

（口腔衛生会誌.54（4）.2004より）

10

12
（本）

5

0

《
成
人
に
お
け
る
む
し
歯
予
防
効
果
の
持
続
》

11.67

3.91

4歳から
小・中学校で

実施群

実施して
いない群


