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は じ め に

近年，余暇の拡大，健康思考の高まり，さらに

は平均寿命の伸びに伴いQuality of Life に対する

認識が高まりつつある。こうした中で，スポーツ

に参加する人は必然的に増え，その年齢層も広が

りを見せている１）。その半面スポーツにおける外

傷，障害の発生も増加しており２～１２），その予防は

如何なるスポーツにおいても避けることのできな

い問題であり，かつ解決しなければならない課題

である。

顎口腔領域も例外ではなく，その関連する外

傷・障害をみると，顔面の皮膚，口腔粘膜の損

傷，歯冠および歯根破折，歯の脱臼，歯の陥入，

歯槽骨の骨折，上下顎骨および顔面頭蓋骨の骨

折，また，スポーツ時の咬合力による歯牙の咬

耗，歯周組織への影響，さらには脳震盪，脳挫

傷，頸部の損傷，また顎口腔系の問題が引き起こ

す姿勢・平衡機能への影響などがあげられる。こ

れらは現症のみならず後に様々な問題を残すこと

が多い１３～１９）。そこで，これらの予防のため各種ス

ポーツにおいてルールの改正，防具の開発・改良

など様々な対応がなされている。

その中の一つにマウスガードがあり，顎口腔領

域での予防効果２０～３１）が期待されている。しかし，

選手自身が製作して使用する市販タイプのマウス

ガードの殆どならびに不適切なカスタムメイドタ

イプのマウスガードでは，歯列，歯肉に不適合で

装着感を損なう３２）ばかりでなく，良好な咬合関係

か得られていないことが多い。特に咬合関係の不

適切さに気づかず，マウスガードを継続使用して

いる選手では，顎関節症を起す場合がある３３）。さ

らに均等な咬合接触が得られていない，不適切な

マウスガード装着時に下顎に衝撃力が加わった場

合，部分的な咬合部位が支点となり顎骨の一部に

ひずみが集中するものと思われる。特にひずみが

下顎骨骨折の頻発部位である下顎角，下顎枝頸部

などの骨の脆弱な部分に集中した場合，骨折を起

すことが容易に想像される。

これまでマウスガードに関しては，効果につい

ての疫学的な調査３４～３９），材料学的な検討４０～５０）およ

び歯，顔面頭蓋に対する効果の実験的検討２０～３１，５１）

などがなされてきた。しかし，マウスガードの顎

顔面頭蓋，特に下顎骨および脳震盪に対する効果

は十分な検討がなされていない。特に咬合状態の

相違が安全性に及ぼす影響について，検討したも

のは見当たらない。

これまで著者はマウスガードの衝撃吸収能を頭

蓋模型，振り子型の加衝装置を用いて検討してい

る。本論文では，マウスガードについて説明を加

えながら，下顎に衝撃力が加わった場合につい

て，マウスガードの効果ならびにマウスガードの

咬合状態の相違が，顎顔面頭蓋の安全性に如何な
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る影響を及ぼすかについて報告する。

１．マウスガードの必要性

スポーツに起因する外傷や障害は，スポーツ本

来の目的である「健康の維持・増進」，「体力の向

上」に反するものであり，その予防はきわめて重

要である。顎口腔領域のスポーツ外傷は，自己修

復機能のない特殊な器官である歯やその周囲組織

の損傷あるいは喪失をもたらし，結果として顎口

腔の機能低下や審美障害を引き起こす。したがっ

て，その予防法を確立し，具体的な安全対策を講

じることが重要であり，現在のスポーツ歯学にお

ける最重要課題と思われる。その具体的な対策と

しては，スポーツ医学や競技関係者との協議によ

り，危険なプレーを防止するためのルールの改

正，参加者の年齢制限などを図ると伴に，必要な

防具の提示が重要と思われる。その中のひとつに

マウスガードがあり，その普及が強く望まれる。

顎口腔領域のスポーツ外傷の発生率は，相手選

手との接触プレーのある，ラグビーフットボール

やアイスホッケーなどのいわゆるコンタクトス

ポーツや，ボクシングや空手などの格闘技におい

て高い２～１２）とされている。したがって，マウス

ガードの普及啓発が十分とはいえない現段階で

は，少なくとも顎口腔領域のスポーツ外傷の発生

率が高いスポーツ種目において，マウスガードの

装着を義務化し，徐々に他のスポーツへの普及を

図るべきである。

マウスガード装着の主な目的は外傷の防止であ

る。具体的には，装着する選手において�直接的

外力から歯（とくに前歯）を保護する，�口唇，
舌，頬に対する歯による損傷を防止する，�下顎
に外力が加わった場合に生ずる上下顎の破壊的な

咬合接触から歯および補綴物，歯槽骨などを保護

する，�衝撃力から顎関節を保護する，�顎関節
および歯列を介しての脳への衝撃による脳振盪

や，より深刻な脳へのダメージ，頸部損傷を防ぐ

ことなどである。さらに，歯による相手選手の頭

部や顔面などに対しての裂傷等を防ぐことも可能

であるため，スポーツによる血液感染を抑制でき

る。適切に製作されたマウスガードは多くのス

ポーツで生じる程度の外力に対しては，十分効果

が期待できるものと考えられている。しかし，マ

ウスガードの衝撃吸収能を越えるような極端に大

きな衝撃力が加わった場合には，その程度・範囲

の軽減には有効ではあるものの，すべての外傷の

発生を防止できるわけでないことは銘記すべきで

ある。この点に関しては，材料の開発を含めさら

なる検討が必要である。

また，マウスガードのもう一つの目的としてマ

ウスガードの使用による身体運動能力の向上５２～５４）

がある。現時点では，アイソメトリックな運動お

よび低速のアイソキネティクな運動には効果があ

るとする報告が多い。しかし，個人差が大きいこ

と，運動の種類またマウスガードに付与された咬

合関係にも影響されることから，今後の詳細な検

討が必要な分野である。

２．マウスガードの材料と種類

マウスガードの材料，カスタムメイドタイプの

製作法については，これまでに数々の報告があ

り，１９５０年代すでに米国において，Howard５５）

は，ラテックスを用いたマウスピースの製作法

を，Watts ら５６）は，Vellum Acrylic Resin を用い

た製作法を，その後，Wehner ら５７），Craig ら５８）

は，エチレン酢酸ビニルアセテート（EVA）を用

いたマウスガードの製作法としてバキューム法が

優れている事を報告した。１９９０年代に入ると，マ

ウスガードをラミネート（図１）する方法が紹介さ

れている５９～６１）。一方，我国でも大山ら６２），額賀図１ ラミネートタイプマウスガード
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ら６３）などの報告があり，また１９９８年には，関東ラ

グビーフットボール協会メディカルソサエティ歯

科委員会６４）がマウスガード普及のためにバキュー

ムタイプと埋没填入タイプ２種のマウスガードの

製作法を示した小冊子を発行した。さらに，武田

ら６５，６６）のラミネートマウスガードの製作法，特徴

および改良点について報告もある。これらの報告

は，その時代に即した材料，機器の紹介ならびに

マウスガードの近年までの進歩，さらにマウス

ガードの普及に大きく寄与してきたものと考えら

れる。

現在実際に使用さているマウスガードには，選

手自身がスポーツ用品店等で購入，製作する市販

のタイプと，歯科医師によって製作されるカスタ

ムメイドタイプがある。市販のマウスガードとし

ては，温湯で軟化し口腔内で調整するタイプ（ボ

イル＆バイトタイプ）が多く用いられている。こ

の市販のマウスガードは，適合性や形態が不良な

ため，その使用感はきわめて悪く２１），選手はマウ

スガードを所有していても実際には使用しなかっ

たり，あるいは一度は装着するもののその使用を

中止してしまったりすることが多い。

一方，カスタムメイドタイプのマウスガード

は，その製作法より，大まかにバキュームタイ

プ，プレシャーラミネートタイプおよび埋没填入

タイプの３種に分類される。バキュームタイプの

マウスガードは，１枚の材料を軟化吸引して製作

するもので，製作が簡便でありかつ安価であると

いう利点がある。しかし，前歯部の開口，挺出歯

や欠損がある場合，歯列不正がある症例には，適

切な咬合関係を回復できないことならびに１枚の

材料を用いているため前方よりの直接外力に対し

て，衝撃吸収能が低いことなどの問題がある。そ

のため，小児用，治療途中の斬間タイプまたは普

及タイプとしての使用に留めるべきかと思われ

る。プレシャーラミネートタイプのマウスガード

は，加圧タイプ（２から７気圧程度）の成型器を用

いてマウスガード材を軟化，圧接し，材料を層状

に，強固に張り合わせることにより，必要な部分

の厚みの増加，またその材料，材質を変化させ，

より衝撃吸収能の高いマウスガードの製作が可

能５９～６１，６５，６６）である。すなわち衝撃が集中しやす

く，かつ損傷が多い上顎前歯部，ならびに下顎に

加わった衝撃力を上顎ならびに頭蓋に伝達しない

ように咬合面部などに，部分的に材料を層状にす

るなどの処置を可能とするもので，比較的製作も

簡便であり多くのニーズに答えられるものと思わ

れる。また，一枚法であってもこの加圧成型器を

用いて製作することによりバキュームタイプの機

械では得られない良好な適合性と形状の安定性が

マウスガードに付与できる。したがって小児など

でアンダーカットの少ないケースに一枚法のマウ

スガードを製作する場合であっても，加圧成型器

を用いた方が有利かと思われる。

埋没填入タイプは，ラミネートタイプ同様その

形態，厚み等自由に設計でき，またより繊細な仕

上がりが期待できる。しかし，製作工程に多くの

時間と労力を要し，その結果他のタイプに比べ高

価となる。従って，より高度なレベルの選手，種

目に適しているものと考えられる。

３．マウスガードの普及度

現在，我国のスポーツにおいて，ボクシングの

選手６７）にはマウスガードの装着が完全に義務化さ

れている。このほか，アメリカンフットボール，

ラグビー，キックボクシング，空手，インライン

ホッケーおよび女子のラクロスにおいて一部義務

化されている。また，Ｋ－１や相撲，モトクロス

などにおいても選手自身の自覚やマウスガードに

関する知識が普及し始めていることもあって，そ

の装着率は少しずつではあるが上昇している。

しかし，装着が義務付けられている場合でも，

使用されているマウスガードの大部分は市販のマ

ウスガードであり，カスタムメイドタイプの普及

率は低い６３）。この点については，選手や指導者の

「歯を守る」という意識の低さ，顎口腔系の健康

管理の重要性に対する認識の甘さ，マウスガード

に関する知識の不足とともに，カスタムメイドタ

イプの装着に要する経済的な理由などが問題とし

て挙げられる。一方，適切なカスタムメイドタイ
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プについての相談や，製作・装着が行える歯科医

師が不足していることも大きな理由の一つと考え

られる。

普及のためには適合性や装着感に優れたカスタ

ムメイドタイプの提供６３）が行える環境の確立およ

びマウスガードの必要性を立証する科学的なデー

タの明示が必要と思われる。

４．マウスガードの効果についての報告

マウスガードの効果は，外傷予防効果に関する

調査３４～３９），材料の衝撃吸収能４０～４６）歯および頭蓋模

型などを用いた実験的な評価２０～２６）など様々な形で

立証されつつある。

１）外傷予防効果に関する調査

マウスガードの外傷予防効果に関する調査は多

くのスポーツで行われており，アメリカンフット

ボールにおいては，マウスプロテクターの使用に

より歯の外傷が５０～９０％，脳震盪が７５％減少した

とする報告３４），マウスガード常時使用群では，受

傷率が８％であるのに未使用群では２５％と３倍高

く，かつ歯の破折，顎骨骨折などのより重篤な外

傷が発生したとしたもの３５）などがある。ラグビー

においては，高校生にカスタムメイドタイプを装

着した後のシーズンにおける外傷を検討した結

果，マウスガードの装着者では外傷が軟組織に限

局するものが多く，また歯牙破折の頻度・範囲と

も有意に減少したことを報告したものがある３６）。

空手においてはマウスピースの義務化前に比べ，

義務化後には口腔領域外傷数が全外傷数に占める

割合が２４％から１１％へと減少したことを示したも

のがある３７）。バスケットボールでは，１，０２０人を

対象とした顎顔面のスポーツ外傷に関する調査を

行い，マウスガードを使用しなかった選手の場合

受傷の危険性が６．８倍であったとしたもの３８），女

子選手の顎顔面の外傷についての調査において，

マウスガード未使用群では３０．０％，マウスガード

使用群では２．８％が顎顔面の外傷を受けたとし，

マウスガードは受傷を減ずることができ，バス

ケットボールにおいてマウスガードを使用するよ

う強く促したもの３９）などを始め多くの肯定的な報

告が見られる。

２）材料の衝撃吸収能

マウスガード材料の衝撃吸収能については多く

の検討がなされている。それぞれ実験方法，対象

とした材料は多少異なるものの，いずれの報告も

現在使用されているマウスガード材料は外力に対

し衝撃吸収能を有していることならびに厚みの増

加に伴い衝撃吸収能が高くなることを示してい

る４０～４８）。さらにエアーセル４９）およびソルボセイ

ン５０）の挿入が衝撃吸収能を向上させることを報告

したものもある。

３）歯および頭蓋模型などを用いた実験的な評価

歯に対するマウスガードの衝撃吸収能について

は，牛歯を用いて検討した結果，マウスガードの

種類および厚さにより衝撃吸収能は異なる（約１０

から３０％）もののマウスガードの使用は歯に対す

る直接外力に対して有効であることを示したもの

がある２０）。歯列に対する効果を検討したものとし

ては，石膏模型と振り子形のインパクトテスター

にてマウスガードの外傷予防効果を検討し，半円

形の補強線ワイヤーの挿入は対衝撃性を向上させ

たことを報告したもの２１），上顎をシミュレートし

たレジン性の顎骨と交換可能なレジン歯またはセ

ラミック歯よりなる模型を用いて，破壊試験によ

りマウスガードの効果を検討したもの２２～２５），羊の

切歯付きの下顎骨を用いてマウスガードの効果を

検討した結果，外傷を起すに必要な外力はマウス

ガードの装着により大きくなるとしたものなどが

ある２６）。顎顔面部を含め脳頭蓋，脳震盪へのマウ

スガードの効果に関するものでは，Hickey ら５１）

の人間の新鮮遺体を用いた実験で下顎骨下縁への

強い外力に対して頭蓋内圧と骨変形の減少にマウ

スプロテクターの装着が役立つ事を報告したもの

がその解明に大きな役割を果たしているが，現在

このような方法で実験を遂行することは，倫理上

困難と思われる。そこで様々なシミュレーション

実験が行われている。頭蓋模型，モデルハンマー

を用いて検討したものとしては，顔面頭蓋に付与

した加速度計とひずみゲージからは良好なデータ

が得られなかったとしながらも，ハンマーに付与
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したロードセルからマウスガードの効果を述べた

ものが２７），人乾燥頭蓋に対する衝撃後の振動減衰

率についてはマウスガードの形態よりも材質の違

いの方が頭蓋振動の吸収には強く影響することを

報告したもの２８），有限要素法を用いた衝撃解析か

ら，マウスガードの使用により上顎中切歯および

鼻切痕部への衝撃は緩和され，その効果は軟性の

材料ほど大きく，脳震盪防護効果への関与が推察

されたとしているもの２９）などがある。また，マウ

スガードの装着によりボクシングのパンチによる

衝撃は，下顎角部，側頭部などで減少したとする

報告３０，３１）もある。このようにマウスガードの効果

は様々な形で立証されつつある。しかし，マウス

ガードはその材料の開発，形態的な問題を含め多

くの改良すべき余地を残している。

５．マウスガードの効果ならびに咬合状態の良否

が顎顔面頭蓋の安全性に及ぼす影響

今回，今後のマウスガードに対する評価法の確

立も含め，頭蓋模型に対するマウスガードの効果

ならびに咬合状態の良否が安全性に及ぼす影響を

検討した。

実験に用いたマウスガードは，透明のEVA材

３ｍｍシ ー ト（Drufosoft：Dreve－Dentamid 社

製）を加圧成型器（Drufomat：Dreve－Dentamid

社製）を用いて，頭蓋模型（頭蓋３分割モデル ZA

２０：スリービー社製）上顎歯列の印象により得ら

れた模型上にて，２枚圧接したラミネートタイ

プ５９～６１，６５，６６）とし，３個製作した。垂直挙上量は，

大臼歯部で約３ｍｍとし，対合歯との咬合関係は

咬頭頂および切縁がすべて約０．５ｍｍ咬合するよ

うに咬合器上にて咬合調製した。咬合調整後以下

のような咬合状態の相違を再現可能とするため，

マウスガードを正中，左右犬歯遠心，左右第２小

臼歯遠心で切断した（図２）。咬合状態の相違は，

�右側大臼歯部から左側大臼歯部まですべて咬合
するもの（以下，＿７｜―＿＿７，�右側大臼歯部から左
側小臼歯部まで咬合するもの（以下，＿７｜―＿＿５，�
右側大臼歯部から左側前歯部まで咬合するもの

（以下，＿７｜―＿＿３，�右側大臼歯部から右側前歯部
まで咬合するもの（以下，＿７＿－＿１｜），�右側大臼
歯部から右側小臼歯部まで咬合するもの（以下，

＿７＿－＿４｜），�右側大臼歯部のみ咬合するもの（以
下，＿７＿６｜）の計６条件とした。また，マウスガー

ド未装着の状態（以下，NON）をコントロールと

した。

加衝装置の一部および頭蓋模型を（図３）に，装

置のブロックダイヤグラムを（図４）に示す。加衝

装置としては，軸長約５０cmの振り子型の鉄球

（約３００ｇ）を用い，加衝装置を後方に約２０cm引

いたところに電磁石を設置し，この位置よりス

ムーズに振り子運動を開始させ衝撃を加えた。こ

の際鉄球が最下点に達したときに，頭蓋模型の左

側第２小臼歯部に付与したレジンのプレート中央

部に当たるように位置を調節した。測定は，マウ

スガード非装着時と，各咬合状態のマウスガード

図２ 実験に用いたマウスガード（MG） 図３ 加衝装置と頭蓋模型
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装着時の条件でランダムに行い，それぞれについ

て３回ずつ測定した。データサンプリングレート

は５０kHz とした。

測定は，頭部の加速度を３次元的に捉えるた

め，頭頂部（縦軸），側頭部（横軸），前額部（前後

軸）の３ヶ所に超小型定容量加速度変換器（AS－

A YG－２７６８１００G：共和電業社製）を付与した。

さらに，下顎骨のひずみを，右側第１小臼歯部お

よび左側下顎角部の下顎骨体頬側中央部ならびに

加衝部直下下顎骨頬側の４箇所に付与したひずみ

ゲージ（KFG－１－１２０－D１７１－１１N３０C２：共和

電業社製）を用いて測定した。頭蓋模型に加えら

れた衝撃力は，上記の加速度変換器およびひずみ

ゲージにより導出，動ひずみ測定器にて増幅し，

オシログラフィックレコーダーRDM２００A（共和

電業社製）にて記録した。解析は，記録した値を

パーソナルコンピュータに転送した後，波形分析

ソフト，トゥースピース（アミシステムズ社製）を

用い，各条件における最大衝撃波振幅値よりそれ

ぞれ最大加速度および最大ひずみを求めた。統計

解析は，SPSS Version１０（SPSS Inc. 社製）を用い

て，マウスガードの装着の効果については，T検

定を，咬合状態の相違の影響については一元配置

分散分析，その後の多重比較はTukey の HSD

検定を行った。

その結果，頭部加速度の原波形において，NON

（マウスガードなし）に比べ＿７｜―＿＿７マウスガードの

装着では，振幅の減少と持続時間の若干の延長を

認めた（図５）。また，＿７｜―＿＿７の装着は，NONに

比べ頭部の最大加速度ならびに下顎骨における最

大ひずみを減少させた。また，頭部加速度の前額

部を除き１％危険率において有意差が認められた

（Dental Traumatology に投稿中）。

これは，マウスガードの効果が歯，歯列に留ま

らず周囲の骨ならびに頭蓋の外傷の予防，脳震盪

の予防にも繋がるとする報告と同様の結果２７～３１，５１）

であった。マウスガードの効果は，ひとつには上

下歯列間に介在するマウスガードの衝撃力に対す

る吸収，分散４０～４８）により下顎骨に加わった衝撃力

が頭蓋に伝達されるのを緩和できることより得ら

れるものと思われる。また他の要因として，生体

においてはマウスガードの装着に咀嚼筋ならびに

頸部筋の活動性亢進および反応時間の短縮による

頭頸部の固定効果向上５２～５４）などが考えられる。通

常，歯，顎骨などに大きな衝撃力が作用すれば，

その部位に大きな運動エネルギーが生じ，それを

止めるには歯，歯周組織，骨あるいは顎関節部等

の一部を破壊させるかしかないとされている６８）た

め生体の許容範囲を超えた外力が加わった場合に

は，力の大きさ，衝撃部位などにより様々な外傷

が生じる。しかし，マウスガードの使用が，エネ

ルギーを吸収，分散し身体の破壊に至らない，ま

たは外傷の程度の軽減，範囲の縮小に役立つ可能

性を示すものである。また今回，下顎骨のひずみ

においてもマウスガードの有効性が示されてお

り，マウスガードの装着が下顎骨の外傷の軽減に

図４ 測定装置のブロックダイアグラム 図５ マウスガード（MG）の頭部加速度への影響（原
波形）
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有効であるとするDorney の報告６９）を支持するも

のであり，特に下顎骨骨折後におけるマウスガー

ド使用の必要性を明確にするものである。

このようにマウスガードの装着は外傷予防に効

果があることが再確認できた。しかし咬合状態が

不適切なタイプでは，咬合部位の減少は頭部加速

度を有意に減少させ，さらに多重比較の結果＿７｜―＿＿７

の値に比べ＿７｜―＿＿３より咬合部位が少ないマウス

ガードの場合には有意な減少となった。また，咬

合部位の減少は下顎骨のひずみを増大させる傾向

であったが，その発現は複雑なものとなり，咬合

部位の減少とひずみの増加は，単純な比例関係と

はならなかった。これは加衝部位とマウスガード

の咬合部位の違いによる作用点と支点の関係，下

顎骨の形態が曲線の連続であること，また厚みが

均一ではないことなどのためと思われる。しか

し，部位別に見ると加衝部直下では負の比例関係

を認め，右側小臼歯部，下顎角部でも咬合部位の

減少に伴いひずみは増大する傾向であった。ま

た，右側小臼歯部では＿７＿－＿１｜で応力の集中が認

められた。特に加衝部直下のひずみにおいて，＿７＿６｜

は＿７｜―＿＿７の約２倍のひずみを示した。（Dental

Traumatology に投稿中）

このように，咬合部位の減少にともない，頭部

に加わる加速度が減少する反面，下顎の局所にひ

ずみが増大，集中する傾向であった。大きな衝撃

がゆっくりと作用した場合には，その瞬間，瞬間

で全体的に力がバランスした状態になるので，一

番弱い所が耐えられなくなった時に破壊を生ず

る６８）とされているため，特にラグビー，バスケッ

トボールなどのように，選手同士の接触で外傷が

発生しやすい種目では，歯列不正や埋伏歯を放置

したままのプレーでは下顎骨の弱い部分に骨折を

起しやすいものと思われる。したがって，歯列不

正の是正や埋伏歯の予防的な抜歯は勿論，適切な

タイプのマウスガードの使用を促す必要がある。

ま と め

適切なマウスガードには外傷予防効果が十分に

ある反面，咬合不十分なマウスガードの使用は，

下顎骨の骨折を招く恐れがあり，顔面頭蓋にマイ

ナスに作用することが明らかとなった。したがっ

て，市販のボイル・アンド・バイトのマウスガー

ドや咬合不十分なマウスガードの使用を避ける，

また使用中にマウスガードに変形や穴が開いた

り，歯の治療などにより不適合が生じたりした場

合には調整が必要であることならびに定期検診の

必要性を選手に十分に理解してもらう必要があ

る。一方，適切なマウスガードの製作法の普及と

各種競技団体，チーム，学校単位での管理体制の

充実を進め，適切なマウスガードのみを選手が使

用できるような環境を早期に確立する必要がある

ものと思われる。

本稿の一部は平成１１年度東京歯科大学学長奨励研究
として，第２７１回東京歯科大学学会例会（平成千葉）にお
いて発表した。
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行にあたり御協力をいただきました石上主任教授ス
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