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法的根拠



第１期スポーツ基本計画（平成２４年度～平成２８年度）



歯を失う原因は虫歯や歯周病だけでなく
外傷で歯を失うこともある

病気ばかりでなく外傷からも自らの体を守る
習慣、態度を養うことが大切

安全管理
安全指導、教育

日本スポーツ振興センター

園、学校における特徴

幼稚園、保育所

乳児の発達特徴

小中学生に比べ身体発育や精神的機能の
発達が不十分

頭が重い

感情の興奮抑制がコントロール
しにくく行動に現れる



日本スポーツ振興センター

乳児の歯口のけが
乳児の歯、口のけがの特徴

歯の破折よりも亜脱臼、脱臼が多い

転倒や衝突によるものが多い

転倒衝突に重点をおいた安全管理、指導

安全な物的環境づくり
教師の配慮
安全な園生活のための約束
身体機能の発達を促す

小学生の発達特徴

身体的機能が発達途上にあるため、自分の力の加減や
バランス感覚などがつかみにくい

考えて行動するより、感情のままに突発的な行動を
起こしやすい

経験が少なく、危険を予測して行動することが難しい

友達とかかわったり、ふざけあったりする
ことが多い

小学校

日本スポーツ振興センター



日本スポーツ振興センター

小学生の歯口のけがの特徴

転倒、物に衝突、人に衝突の順に多い

歯の破折や亜脱臼が多い

小学校における指導管理
安全な物的環境づくり

指導者の危険予測およびそれに基づく指導
安全な行動の仕方を指導し、習慣づける

口、歯をけがした時の対応について養護教諭、
教師、児童の確認

中学生の発達特徴

中学校

心の成長の過渡期にあり、気分の変化が大きく
衝動的な行動が時として見られる

心の成長、体力が大きく向上する

理解力、認識力が高まる時期

日本スポーツ振興センター



中学生の歯と口のけがの特徴

歯髄炎が小学生に比べ多い
歯の破折が多く、脱臼の3.5倍

日常生活場面での発生原因は多岐にわたり、
運動中のけがが増える

転倒、衝突、けんか

中学校における指導、管理

歯や口のけがに対する安全の啓発

施設、設備の安全管理

安全な行動、落ち着いた生活態度の育成

人間関係づくりの支援
情緒の安定、自分を抑制する力の育成

スポーツにおけるルールの理解
基礎体力の向上

マウスガードの啓発

高等学校
高校生の発達特徴

中学生に比べ体格、体力の向上

格差が広がる

興味、関心 
男女差、技能差、体力差

高校生の歯、口のけがの特徴

小中学生に比べ歯の破折が脱臼、亜脱
臼の割合より多くなる

日常生活よりも運動中に多い

スポーツの種類によって異なる



日本スポーツ振興センター 日本スポーツ振興センター

高等学校における指導、管理

ルールの理解、尊重とフェアプレー

正しい技術の習得

施設、設備、用具の点検と管理の徹底

予見回避能力の育成

過去の事例の学習

具体的対策を立てる

マウスガードの使用など



特別支援学校における心身の発達特徴

障害のある子供にの歯、口のけがの特徴

母数が少ないため統計は行われていない

障害には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体
不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、情緒障害な
どあり、極めて多様。

年々、障害は重度・重複化、多様化する傾向にあ
る

特別支援学校における指導、管理

障害や発達段階に応じた安全管理と安全指導

心や環境のバリアフリーと危険回避できる能力の
育成

保護者や地域の人達と連携し、日常生活や
学習上の種々の環境上の困難を改善する努
力と理解を促進するための啓発が求められ
る。

口腔外傷、その対応



クインテッセンス出版株式会社 
定価　2,900円

歯の解剖

知ってて　よかった　歯のけが　口のけが　月星光博　著

知ってて　よかった　歯のけが　口のけが　月星光博　著

歯の破折

知ってて　よかった　歯のけが　口のけが　月星光博　著

歯の脱臼 歯の埋入、骨折



歯冠歯根破折、口唇裂傷 歯の脱臼

マウスガードとは？その活用



スポーツマウスガード（マウスピース）
マウスフォームド カスタムメイド

お湯につけて軟化し
口腔内でかむ

作り方 歯科医院で製作

スポーツ店 入手先 歯科医院

▲ 外傷予防効果 ○

❌ 適合性 ○

不可 調整 歯科医師により可能

数百円から数千円 価格 数千円から

マウスガードの条件
• 防御能がある 

• 快適 

• 話ができる 

• 水が飲める 

• 弾力がある 

• 壊れにくい 

• 臭くない 

• 味がしない

マウスガードの効果

• 口腔外傷の予防、軽減 

• 脳振盪予防、軽減 

• 食いしばりからの保護 

• 顎位の安定



マウスガードの学校における活用

子供達の歯、口の外傷や脳振盪の予防軽減

マウスガードを教材として安全意識の
向上、習慣、態度を養う

クラブ活動、課外授業にてマウスガード
を装着し外傷の予防、軽減

「生き抜く力を育む」

「学びを人生や社会に生かそうとす
る”学びに向かう力・人間性”の育成 

人間力

「生きて働く”知識・技
能”の習得」 
学習力

「未知の状況にも対応で
きる”思考力・判断力・
表現力等”の育成」 

応用力

アクティブラーニング

アクティブラーニング

• 「主体的な学び」の工夫 

• 「対話的な学び」の工夫 

• 「深い学び」の工夫

危険予測授業　1

潜在する危険に気づかせる
↓

どうすれば危険を排除できるか考えさせる
マウスガード 
安全な環境の工夫

↓

危険予測、回避能力を身に付けさせる



マウスガードの役割、効果の説明
↓

スポーツ外傷の実態を知る
実際（絵、写真など） 
場所 
原因↓

意識付け ルール遵守 
自他を大切にする

話し合い
外傷を防ぐ方法を考える

危険予測授業　2

スポーツ歯科医学

スポーツ歯科医学に関する国際ワークショップ

日本スポーツ歯科医学会（JASD) 
アメリカスポーツ歯科医学会（ASD) 
韓国スポーツ歯科医学会（KASD)

第1回　2016年　ハワイ 
第2回　2019年9月29日　大阪

・より多くの文献をもとに知見の整理をする 
・より多くの国や地域の研究者の意見を集約する

1) General considerations for mouthguard
• Fitted,laminated mouthguards offer the best 
protection 

• They should cover to the distal side of the 
maxillary first permanent molar 

• Minimum thickness should be 3 mm labially 
and occlusally, and 2 mm palatally 

• Occlusion should be bilateral and balanced

Statements from the First International Workshop on 
Sports Dentistry,2016



2) Effect on impact force

• Fitted, laminated mouthguards reduce the 
impact force to teeth 

• Clenching with a mouthguard in place 
enhances impact force reduction 

• There is no effect on impact force to the 
head

3) Effect on performance enhancement

• Mouthguard use affects stomatognathic function 
related to static or dynamic balance in postural 
control 

• A positive correlation exists between biting force 
and increased limb muscle activity 

• A positive  correlation exists between biting force 
and neurophysiologic excitability. This contributes 
to postural stance stabilization and joint fixation

4) Sports drinks and nutrition

• The oral health of athletes in general is poor 
and may negatively affect athletic 
performance 

• Sports and energy drinks may increase the 
risk of dental caries and tooth erosion 

• Risk of caries and erosion did not increase 
with the use of mouthguards during ingestion 
of sports and energy drinks

ご清聴ありがとうございました


