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[講 演]

むし歯予防にフッ化物利用の公衆衛生学的評価

里見 宏 *

要 約

歯のハイドロキシアパタイトにフッ素が反応しフルオロアパタイトになりむし歯を

予防するとされてきた。しかし,寛光夫らは「顕微ラマン分析装置Jで フッ素の置換

は認められずフルオロ化は起きていないことを2006年,2014年にフッ素研究会で報

告した1)2)。 その後, この新しい報告に追試や新しい研究は見当たらない。

予防の根拠が崩れても自治体はフッ素利用を続けている。2011年に成立した「歯科

口腔保健の推進に関する法律Jを もとに条例が作られ,子 どもたちにフッ素が公衆衛

生事業として実施されている。

そこで,こ のフッ素利用が公衆衛生事業の条件を満たしているか検討した。

その結果, フルオロ化という根拠が崩壊 したことで,フ ッ素によるむし歯予防は根

拠が無い。子どもへのフッ素利用は社会防衛の効果もなく公衆衛生事業として成立し

ていない。逆に行政が学校などで行うため,子 どもへの健康被害や誤つた教育効果が

生まれる危険性があり影響が大きいと考えられる。

4 集団で行うと社会防衛などの効果がある

か 。

2 協力者に説明と同意

下記の方法でフッ素群と対照群を設定 して

いるか。

l 無作為抽出 ;母集団からの標本の抽出を

無作為に行う (乱数表など使用)。

2 層別割付 ;年齢,性,水質や食習慣の違

いなど交絡因子 (か く乱因子)の影響を少

なくす。

3 マッチ ド・ペア ;験者 1人 に対照者の条

件を合わせて複数人を対応させる。

3 臨床試験の基本事項にあっているか

第 1相 :動物実験で人への有効・安全性 を

確認。

3 有用性 :有効量と害作用量の幅があるか  第 2相 ;少数の人でフッ素の有効性と安全性

(害 と効果の作用量の幅がどの くらいある  試験 (無作為抽出によるケース・コン ト

か)。                   ロール試験で検討する。か く乱因子の検
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フッ素によりむし歯予防ができるという論

理が実験によつて間違いであったことが報告

された。フルオロ化が起きないという実験で

の確認は決定的な意味を持つ。 しかし,フ ッ

素の効果がないとされても学校で行われてい

る問題がある。本来個人予防であったむし歯

予防を集団で行う条件が満たされているか検

討 した。

方 法

1 評価のための指標

1 有効性 ;予防効果があるか (実験計画 ,

ダブルブラインド化など方法論の検討)。

2 安全性 :害作用があるか (フ ッ素の場

合は全身の健診がされたか)。
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討)。

第 3相 :第 2相で確証が得られたら規模の拡

大を行い,統計的に管理 して結果を検討す

る。

第 4相 :一般への使用段階で,フ ッ素を使っ

た人たちの追跡,有効性と害作用のチェッ

ク。

4 公衆衛生事業のための疫学研究

1 コホー ト研究 :研究対象集団で,フ ッ素

に暴露 した者としていない者を追跡 し比較

する研究 (平山雄らのタバコを吸う人と吸

わない人 27万 人追跡 してタバコの危険性

を研究した例など)。

2 介入研究 :フ ッ素を使つたり,やめたり

介入をすることでむし歯の発生率に変化が

起きるか観察する研究 (ガ ン治療薬など手

順を踏まないと人体実験 とされる危険)。

5 調査の誤差を少なくしているか

1 誤差を小さくするため試験の繰 り返 しが

されたか (ま た,交絡因子の検討はされた

か )。

2 多 くの場所で行われた試験ごとの偶然の

バラツキ (誤差)の影響を除 くために同じ

条件で行ったか。

結 果

1.む し歯予防の根拠が崩壊 していた

フッ素推進は「フッ素が歯のエナメル質に

直接作用 し,ハ イドロキシアパタイ トからフ

ルオロアパタイ トを生成 してエナメル質に耐

溶解性をあたえ,ま た結晶エナメル質の格子

不整を修復 し,う 蝕抵抗性を与える」として

続けられてきた。 しかし,明海大歯学部口腔

解音1学分野の寛光夫らはレーザー光を使って

結晶構造が分析できる「顕微ラマン分析装置」

でフッ素処理 した歯でフルオロ化が起 きてい

るか分析 した。その結果「フッ素イオンの置

換は認められずフルオロ化は起 きていなかっ

た」と確認 した。この実験でフッ素によるむ

し歯予防の根拠は否定された 1)2)。

注 1);「 実験」とは全ての因子が固定されてい

るか,ま たは制御されている場合の解析であ

る。不確実性がなく結果が確定的である。こ

のため寛らの実験は支持できる。

注 2):歯 磨剤企業は「新発想,高密着フッ素

処方,フ ッ素を長く留める,コ ーテイングフッ

素ケアJな ど宣伝を変更している

2 集団予防効果がない

フ ッ素利用 を集 団で行 つて も,そ の集団

や周辺 の集 団が利益 を得 ることはない。 ま

た,集団予防はむ し歯による社会的不平等 を

減少させるという仮説は英国ヨーク大学のレ

ビューで根拠がないとされた 3)。

注3):イ ンフルエンザワクチンは8割 が接種

すれば,接種できない2割 も守られる。また,

家庭に持ち込まないので父母が感染せず,働

けるので企業が経済的損失を起こさないなど

集団接種を学校で行う理由であった。しかし,

集団による予防効果 (社会防衛など)は なく

廃止された。

3 学校で行う緊急性も必要性もない

1 フッ素洗回は多数を対象にできる (集団

で行うことが目的でない。集団で行う緊急

性,必要性がない。集団で行う予防メリッ

トがない)。

2 確実な予防効果が得 られる (フ ッ素によ

る予防は根拠が崩壊 している)。

3 安全′
1生が確保できる (人間で害が証明さ

れるまで安全とする危険な発想がある。子

どもは強いのでフッ素に耐える代謝スピー

ドがあり発症に至っていないだけの可能性

がある。骨粗 しよう症の危険が潜在する)。

4 実施方法が簡単である (簡単は実施する

側の都合で子どもの利益ではない。本当に

必要な場合は面倒でもやる)。

5 経済性が高い (経済性 という次元の違う

論理に行政が誤つた判断をした可能性が高

い。本当に必要ならお金がかかってもやる。

行政はむし歯に関しては安 く行える政策と

いう程度かもしれない)。

4 わずかな効果の理由はまだ不明

フッ素利用のむし歯予防効果は英国のコー

ク大学のレビューでは 146%(水 道水 )。 コ
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クランの システマテ イック・ レビューで

26%な どと報告されている。フルオロ化とい

う根拠が潰れている現在では,こ の効果は

フッ素の殺菌作用という仮説が有力になって

いるっ しか し,殺菌剤で 15%-26%程 度の

効果では予防薬としてはあまりにも効果が低

く,他の殺菌剤の方が有効である。フッ化水

素の殺菌メカニズムの研究が足 りず今後研究

が必要となろうc

考 察

1 個人予防が集団予防になぜ飛躍 したか

個人予防であったむし歯を集団予防に変換

させたのは水道水のフッ素化である。しかし
,

有効性と有害性のフッ素量が重なり,こ れを

水道水に添加することは当時としても無理が

あったと考えいれる。米 |・41公衆衛生局はフッ

素化 5年後に実施 しようとする地方自治体に

「事前に十分に討論するようにJと 通知 した

とされる。だがフッ素化は行われたcこ の経

過はアメリカの社会学者などの研究を待たね

ばならない 4'。

日本でも水道水フッ素化が 3カ 所で行われ

たが取 り止められた。その後,フ ッ素入り歯

磨剤, フッ素洗口やフッ素塗布という個人予

防を集団に拡大 していくが活動が予防歯科医

を中心に行われた.予防歯科医の活動の正否

がこれから問われるであろう 10'。

2 ディーンの研究は疫学研究としては欠陥

HTデ ィーンのフッ素試験は研究の手順

を踏んでいない.斑状歯の増加とむし歯の減

少を評価する基準がないc公衆衛生の発動は

多くの関係者が責任を問われるため,始 まっ

てしまうと非を認めなくなる危険がある。

水道水という赤ん坊かい老人,透析など病

気と関係する人にもフッ素入 り水道水を飲ま

せるという決断に至ったが今日ではありえな

いことである。現在でもフッ素洗口,塗布を

された人を追跡 しないため骨肉腫やガンや骨

粗 しょう症との因果関係が調べられない.

3 日本でのフッ素研究の比較法の間違い

新潟大学の境脩 らの「小学学童における
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フッ化物洗口法による 17年 間のむし歯予防

効果Jと 小林清吾らの「フッ化物洗
「

|プ ログ

ラム終了後のむし歯予防効果―洗日経験年数

による比較」は日本のフッ素推進の出発点に

ある論文とされるが,対照群の取 り方も過去

の成績との比較で正確な予防効果は測れないc

なぜ,洗日群と非洗口群を作 らなかったのか。

予防歯科を専門とする研究者の研究としては

責任が重いc

4 フッ素の論文再評価報告での論争から

英国ヨーク州立大学の政府の委託研究 31

での評価を参考にすると,2000年 ,英国ヨー

ク州立大学がイギリス政府の委託研究で世

界中のフッ素論文 (3,246論 文で 13カ 国語に

及んだ)か い安全,効 果など基準 を満た し

た 214論文を検討 した。結果は「水道水フッ

素化によって子どものむし歯発症率は 146%

減少するJが,一方で「水道水中フッ素濃度

1 0ppmで 歯のフッ素症の発症率は 48%と

概算される」と報告 した.

検証 した 214論文は「根拠 レベル A(質
が高 く偏 りがない)」 はゼロであった。 4分

の 3以上が「根拠 レベル CJで残 りが「根拠

レベル B」 であった。結論 として
,

1 水道水フッ素化に関する現存の研究は根

拠が乏しい (論文の質が低い.こ の指摘が

重要).

2 概 してむし歯の発生数減少が認めいれる

が,減少の割合はこれまでに報告されてい

たよりも少ない。

3 水道水中のフッ素濃度とフッ素症との関

連性は非常に高い。

4水道水中のフッ素とその他の副作用 (フ ッ

素症以外の副作用)と の関連性は認められ

なかった。

5 質の高い疫学調査でフッ素は骨肉腫を増加

2005年,米 国のハーバー ド大学の EB
Bassinの研究 5)が公開された。米国ではフッ

素の最適濃度を平均 lppmと している。研究

はフッ素が l ppmの 30%以下の「低濃度群」,

30%～ 99%の 「中濃度群Jグ ループ,100%
以上の「高濃度群Jの 3群にわけ,フ ッ素低
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濃度と比較 して中濃度群,高濃度群の骨肉腫

が出るリスク (相対危険)を計算 したところ
,

男性ではほとんどすべての年齢における曝露

でリスクカサ曽加する。なかでもとくに 6,7,

8歳のときにフッ素を摂っていた人は骨肉腫

になるリスクが高い。95%信頼区間で統計的

に有意cフ ッ素によるリスクのピークは 7歳

で,72倍 (95%信頼区間 17か ら300倍 まで)

だった。

この疫学調査はフッ素摂取量の正確性 と交

絡因子 (か く乱因子)の排除に時間をかけ,

骨肉腫患者と骨肉腫でない人をマッチングさ

せた。フッ素の摂取量を詳細に調べているこ

とでこれまでの研究と質が違う。この研究は

フッ素の危険性を指摘 している。

6 法律・条例 を作る予防法は危険

(「歯科口腔保健の推進に関する法律」
"11年1 この法律の本文にフッ素という用語はな

いが,2012年 の厚労大臣告示の付表にフッ

素推進を入れることで各自治体が条夕1に

よってフッ素の利用拡大を推進させること

になった。

2 法律があって,む し歯ゼロ作戦というス

ローガンのもと推進される予防法は大 きな

危険を持つ。まず,病気をゼロにしようと

いう発想は人間の傾1か らの発想である。こ

の発想を公衆衛生で実施する危険は前例が

ある。スローガンは「願予防法」に伴って

起きた「無痛県運動Jと 根を同じにする危

険がある。

注 11931(昭 6)年 「痛予防法Jが制定されたc

この法律に前後して「無権県運動Jに より,ハ

ンセン病をすべてなくそうと「強制隔離による

ハンセン病絶減政策Jが広まった。

痛治療薬「プロミンJが 1943年 開発され,ハ

ンセン病が,治せる病気.早期発見により後遺

症の残らない病気になった.ま た 外来治療で

も対応できるようになったし忠者・人所者によ

る痛予防法反対闘争が起きた。しかし,国 は誤

りを認めず強引に痛予防法を維持した.そ のた

め,1996年 まで願予防法は廃止されなかった。

3 日本弁護士連合会のフッ素に対する中止

申し入れ「集団フッ素洗口・塗布の必要

性・合理性には重大な疑間があるにもかか

わらず,行政等の組織的な推進施策のもと
,

学校等で集団的に実施されてお り,そ れに

より,個 々人の自由な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 己決定権,知る権利及

びプライバシー権が侵害されている状況が

存在すると考えられるから,日 本における

集団によるフッ素洗口・塗布に関する政策

遂行には違法の疑いがある。」は重要な警

告であるc

7 歯と骨から見たフッ素問題

フッ素で骨粗 しょう症の治療および予防が

できるのではという仮説は既に否定されてい

る。

大阪市立大学医学部老年内科学の三木隆己

は「骨折危険性評価における骨密度測定の利

用と限界」6)で 「_般の薬剤については,骨
密度の増加 と,骨折の危険性の低下が必ず し

も一致 しないことが知 られている7)た とぇ

ば,フ ッ素は骨密度を著明に増加するが,か
えって脆 くなるため,骨密度の増加のわりに

骨折の危険性は改善 しない」としている.

富山医薬大,富山衛生研究所,内 モンゴル

医学院の中国内モンゴル自治区住民の骨代謝

調査を行なった結果,低濃度のフッ素摂取 も

骨粗 しよう症が増える正の関連を報告 した。

この原因が日常飲まれる「たん茶」のフッ素

が原因と報告 した8)9,。 まさにこれまでの常

識と逆のフッ素で骨が弱 くなるという結果で

ある。

8 行政が確認を必要とする項目

1 フッ素によって歯のハイドロキシアパタ

イトがフルオロ化 していることの確認実験

が必要 (フ ルオロ化 しないという実験報告

があるので追試を要請する)c

2 フッ素でむし歯が減る仮説に殺菌作用が

あると推定される。殺菌作用によってむし

歯が減っていないか試験を要請する。
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3 これまで もフッ素洗口 して来た学校の

データは交絡因子が排除されていないため

誤つた結果をだしているので,手順を踏ん

で対照群とフッ素群による比較試験をする

ことを要請する。

4 学校の教職員がフッ素を使わないでむし

歯予防 (一次予防)ができる段階にある。

一次予防の効果が出るまで,根拠がな く

なっているフッ素は実施 しないことを要請

する。

5 条例により推進する妥当性を欠いてお り

議論が噛み合わない状況を作 り出している。

フッ素問題が科学的な根拠に基づかず人為

的な法の基で推進されていることが間違い

である。国,自 治体の責任で科学的確認実

験を要請する。

9.教育でむし歯予防の効果が上がる時代

日本では 40年 の間に推進派が広げたフッ

素の間違いを訂正 していくのは学校教育が最

良である。また,む し歯予防と方法を具体的

に教材化する必要がある。これが 40年 間ね

じ曲げられてきたフッ素問題を解決する方法

であろう。

結 語

むし歯予防の根本問題が指摘されても確認

することなく自治体はフッ素不U用 を続けてい

る。

子どもへのフッ素利用は社会防衛効果もな

く公衆衛生事業として成立 していない。ただ

ちに停止する必要がある。

子どもへの健康被害や誤つた教育効果を生

む危険がある。
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また,成人になった女性 もフッ素入 り歯磨

き剤で骨粗 しょう症の危険がある。

とくに,フ ッ素入 り歯磨 き剤 と老人の骨折

については緊急に疫学調査が必要である。
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