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　筆者は、1997年に千葉県立君津特別支援

学校（君津特支）の学校歯科医となった。そ

の翌年の1998年からフッ化物配合歯磨剤を

用いたう蝕予防プログラムを開始し、現在

に至っている。その結果については、本誌

2010年12月号で報告した₁）。

　2011年₁月、筆者は「君津特別支援学校に

おける家庭内でのハミガキの実態」を探るた

め、学校側にアンケート調査を依頼した。そ

のアンケート結果について報告したい。なお、

本稿で使用している用語に関しては、学術的

には認められないものも多数あるが、保護者

の理解を得やすくするためとご理解いただき

たい。

	 アンケート調査結果

₁．調査対象：表₁参照

₂．目的・疑問：家庭でのハミガキ状況を把

握したい。家庭でもフッ素を利用しているか。

₃．アンケート方法：無記名で、あらかじめ

用意した用紙に、自宅で記入してもらう。

₄．アンケート内容：図₁参照

₅．結果：

₁）毎日ハミガキを行っているか

　₁日のハミガキ回数に関係なく、毎日ハミ
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君津特別支援学校における家庭内での	
ハミガキ調査結果

小学生 中学生 高校生 全体

普通部 44（51）31（35）60（80）135（166）

みどり部
（重複学級）13（16）₈（12）₈（₉） 29（37）

回収率81％ ➡ 164（203）

表❶　対象人数及び学部。（　）内は在校生数。普
通部とみどり部には明確な定義はないが、より障害
が重度の児童・生徒がみどり部に在籍している

学部（小・中・高）　　学年（　　年）
₁．ご家庭でハミガキをしていますか。
（　）毎日する　（　）たまに忘れる
（　）たまにする　（　）しない

₂．ご家庭では、いつハミガキをしていますか（いく
つでも○をつけてください）。
（　）朝食後　（　）昼食後　（　）夕食後
（　）寝る前　（　）その他

₃．ご家庭ではハミガキを行うとき、ハミガキ粉を使
いますか。
（　）使う　（　）使ったり、使わなかったり
（　）使わない

₄．ハミガキ粉を使わない方にお聞きします。ハミガ
キ粉を使わない理由をお聞かせください。
₅．ご家庭でハミガキ粉を使っている方は、そのハミ
ガキ粉の名前がわかれば教えてください。
₆．むし歯予防のため、ご家庭でもフッ素入りのハミ
ガキ粉を使ってもらいたいと考えております。何か協
力できることがありましたらご記入ください。

図❶　アンケート内容
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ガキを行っている割合は、小・中学校では₆

割以上だが、高校生になると低かった。

₂）₁日に何回ハミガキをしているか（図₂）

　₁日のハミガキ回数は、全学年において平

均で1.5回以上であった。若干普通部の小学生、

みどり部の中学生に少ない傾向がみられた。

₃）₁日のうち、いつハミガキをしているか

（₁）朝食後のハミガキ実施状況（図₃）

　朝食後のハミガキは、普通部では中学・高

校生で約80％、みどり部では小学・高校生

で70％が行っていた。

（₂）寝る前のハミガキ実施状況（図₄）

　う蝕予防において、最も重要とされる寝る

前のハミガキは、みどり部の中学・高校生で

30％台と低かった。

₄）ハミガキ時に、ハミガキ粉を使っている

か（図₅）

　普通部の小学生、みどり部の全学年におい

てハミガキ粉を全く使わない割合が20％以

上と高かった。特にみどり部の小学生では顕

著に表れていた。

₅）なぜハミガキ粉を使わないのか（表₂）

　使わない理由として、一番の原因はうがい

ができないことにより、ハミガキ粉を誤飲・
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図❷　₁日の平均ハミガキ回数。■：普通部、■：
みどり部

図❸　朝食後のハミガキ実施状況。■：普通部、■：
みどり部
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図❹　寝る前のハミガキ実施状況。■：普通部、■：
みどり部
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図❺　ハミガキ粉の使用状況。■：普通部で毎回使う、
■：普通部で全く使わない、■：みどり部で毎回使う、
■：みどり部で全く使わない
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誤嚥する危険を避けるためであることが、ア

ンケートの理由においても触れられていた。

　うがいができない児童・生徒は、図₆より

特に小学生に多く、普通部で15.9％、みどり

部で38.5％、小学生全体でも21.5％であった。

しかし、普通部の中・高校生ではその割合が

低くなっている。

₆）うがいと他の要因

　うがいとハミガキの関係、うがいと学部の

関係を表₃、₄に示す。

₆．結論：

　以上の分析結果から、次の結論が導かれた。

◦�ハミガキ粉を使用している児童・生徒は、

うがいができる。

◦�中学・高校生に比べ、小学生はうがいがで

きない児童が多い。

◦�普通部に比べ、みどり部はうがいができな

い児童・生徒が多い。

◦�毎日ハミガキをしている場合でも、ハミガ

キ粉を使っているとは限らない。

◦�みどり部の中学・高校生は寝る前のハミガ

キをしていない割合が高い。

	 改善方法

　歯磨剤を使用しない主な理由として、うが

いができず、歯磨剤を飲んでしまう心配が挙

げられる。アンケートでは、「ハミガキ粉を

飲み込んでも大丈夫と言われるが、それでも

心配だ」との意見があった。う蝕予防の観点

からはフッ化物配合歯磨剤の使用が望ましい

₁．うがいができない 18名

₂．嫌がる ₅名

₃．嘔吐反射が強い ₁名

₄．使うと舐めてしまう ₁名

表❷　ハミガキ粉を使わない理由

表❸　うがいとハミガキの関係

うがいの有無 係数 標準偏差 ＊：＜0.05
＊＊＊：＜0.001

ハミガキの有無 -1.802 0.990 ＊

ハミガキの回数 -0.572 0.609

ハミガキ粉の有無 6.719 1.320 ＊＊＊

定数項 1.032 1.074

LL -18.533
Lrtest chi2（₃）＝76.38＊＊＊

R2 0.673
観察数 164.000
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図❻　うがいができない割合。■：普通部、■：みど
り部、■：全体

表❹　うがいと学部の関係

うがいの有無 係数 標準偏差 ＊：＜0.05
＊＊＊：＜0.001

小学生 -1.813 0.894 ＊＊＊

中学生 -16.121 1228.002

小学校学年別 0.139 0.193

中学校学年別 15.053 1228.001

みどり部 -1.221 0.577 ＊＊＊

定数項 3.000 0.542 ＊＊＊

LL -47.537
Lrtest chi2（₅）＝18.18＊＊＊

R2 0.161
観察数 163.000
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が、保護者への説明が不十分であることを実

感した。

　ここで、再度フッ化物配合歯磨剤の安全性

に触れたい。今回のアンケートで、わかる範

囲で使用している歯磨剤名を記入してもらっ

たが、どれもフッ化物配合の歯磨剤であった。

現在、市販されている歯磨剤の約90％にフッ

素が配合されており、記載がなかった家庭で

も、歯磨剤を使っている場合はほぼフッ化物

配合の歯磨剤を使っていると考えられる。

　ハブラシ（小学生用と中学生用）の毛先全

体にハミガキ粉を載せてみたところ、歯磨剤

の重量はそれぞれ0.5ｇと0.7ｇであった（図₇、

₈）。市販の歯磨剤は1,000ppm（0.1％）未満の

フッ素を含んでいる。つまり、フッ素濃度を

1,000ppmと考えた場合、フッ素重量はそれぞ

れ約0.5㎎（0.0005ｇ）と0.7㎎（0.0007ｇ）と

なる。筆者は通常、図₉のように₅㎜程度（グ

リーンピース大）で指導しており、この場合

のフッ素重量は約0.2㎎（0.0002ｇ）となる。

　₁日のフッ素摂取推奨量を表₅₂）に示す。

このなかで、適正摂取量を参考にしてもらい

たい。本表はアメリカの学術団体によって作

成されたため、人種の違いなどから平均的な

日本人とは体重と年齢に開きがあると思われ

る。また、君津特支のように障害をもった児

童・生徒では、年齢と体重の隔たりがもっと

大きくなるため、体重を基準に見てもらいた

い。例えば体重13㎏の場合、0.7㎎が適正摂

取量のため、中学生用ハブラシ全部に載せた

歯磨剤をすべて飲み込んだ場合、これ以上は

摂取できない。しかし、実際は₅㎜程度しか

使わないので、全部飲み込んでも0.2㎎である。

　更に、ハミガキ回数を多く行う場合、舐め

てしまう危険、そしてより安全性を重視した

いという保護者の意見があることにも考慮

しなければならない。フッ素濃度が半分の

500ppmの歯磨剤を使えば、フッ素重量も半

表❺　₁日のフッ素摂取推奨量（参考文献₂）より引用
改変）。摂取許容量を超えると歯のフッ素症の発生が
憂慮される。ただし、長期摂取を続けた場合である

年齢 体重（㎏）適正摂取量（㎎/day）
摂取許容量
（㎎/day）

乳児₀〜₆ヵ月 7 0.01 0.7

乳児₇〜12 ヵ月 9 0.5 0.9

子ども₁〜₃歳 13 0.7 1.3

子ども₄〜₈歳 22 1.0 2.2

子ども₉〜13歳 40 2.0 10

男子14〜18歳 64 3.0 10

女子14〜18歳 57 3.0 10

男子19歳以上 76 4.0 10

女子19歳以上 61 3.0 10

図❼　小学生用ハブラシへの歯磨剤
量（0.5ｇ）

図❽　中学生用ハブラシへの歯磨剤
量（0.7ｇ）

図❾　筆者は通常₅㎜程度（グリー
ンピース大：0.2ｇ）で指導している
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　また、みどり部の中学・高校生が寝る前に

ハミガキを行わない傾向がみられたため、こ

の時間のハミガキが最も重要であると、繰り

返し保護者に指導する必要がある。

◦

　特別支援学校では、うがいができない、ま

た体重が年齢平均に満たない児童・生徒の割

合が高い。よって、フッ素の使用において

は歯のフッ素症を防ぐため、より厳密な注意

が要求される₃）。現在、日本では歯科医師会、

学会などにより推奨され、広く行われている

フッ素洗口法は、毎日法で250ppm、週₁回

法で450ppmもしくは900ppmが使われている

が、例えば万一10ccの量をうがいができない

ことに気づかず誤飲させた場合、フッ素重量

はそれぞれ2.5㎎、4.5㎎、₉㎎となる。これは、

表₅からわかるように異常な量である。以

前、筆者は他校においてフッ素洗口を行おう

と考えたことがあったが、たとえ障害のない

児童・生徒でも、特に低学年においては事前

にアンケート調査を行い、うがいの可否や学

校以外でのフッ素の使用状況を調べる必要が

ある。保護者は、我々が定める安全域以上に、

より大きな安全を望んでいる。
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分になる。もっと減らす必要がある場合は、

ムース状の歯磨剤（Check-Up�foam、ライオ

ン歯科材）を勧める。これなら、ハブラシの

毛先全体に載せてもフッ素量は0.1㎎未満で

ある。また、キャップから下の包装ビニール

がしっかりしているため、蓋を開けて誤飲し

てしまう危険が極めて少ない（メーカーによ

ると、₁ボトルで500回使用可能）。

　君津特支の場合、調査結果からうがいがで

きない児童・生徒が多く、歯磨剤を舐めて

しまう、多く載せてしまう児童・生徒もい

る。また、体重が年齢平均から大きく離れて

いる場合もある。実際、みどり部における体

重20㎏未満の児童・生徒は、小学生で₇名、

中学生で₄名、高校生でも₂名在籍している。

学校側に手間をおかけするが、表₅を参考に、

児童・生徒に応じて歯磨剤の種類・量に配慮

いただくか、みどり部ではムース状の歯磨剤

を選択いただきたいとも考えている。保護者

の了解を得て、フッ化物配合歯磨剤の使用を

全員に実施できるように、今後も努力したい。

　今回の調査では、うがいができない児童・

生徒は、中学生から著しく減少している。成

長とともにうがいが可能になると考えられ、

うがいができないと保護者が思い込み、いつ

までも歯磨剤なしでのハミガキを継続しない

ようにしなければならない。今後は、うがい

も含めたハミガキ訓練が必要であると考える。

　市販の歯磨剤のフッ素濃度は約950ppmで

ある。500ppmの歯磨剤は、BUTLERデンタル

ケアペースト全製品（サンスター）、Check-

Up�gel（ライオン歯科材）のBanana、そし

てメルサージュクリアジェル/キッズ（松風）

のみである。
中野歯科クリニック
〒299-1151　千葉県君津市中野2-10-10


