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一般社団法人日本スポーツ歯科医学会 
第33回総会・学術大会

プログラム・抄録集

メインテーマ

運動愛好家・アスリートに
必要とされるスポーツ歯科へ

　　大　会　長：武田 友孝（東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室 教授）

　　実行委員長：中島 一憲（東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室 准教授）

　　会　　　期：2022 年 12 月 3 日（土）～4日（日）

　　会　　　場：銀座ブロッサム中央会館

＜学術大会運営事務局＞

〒 170-0003　東京都豊島区駒込 1-43-9　（一財）口腔保健協会コンベンション事業部内

TEL 03-3947-8761　　FAX 03-3947-8341
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大会長　挨拶

一般社団法人日本スポーツ歯科医学会第 33 回総会・学術大会
大会長　武田　友孝

東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室 教授

　第 33 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会を、2022 年 12 月 3 日（土）、4 日（日）の両日、東
京都（銀座ブロッサム、中央区銀座 2-15-6）において開催させていただきます。参加・演題登録や抄録
原稿の締切などについては今後、学会ホームページでご案内いたします。
　2000 年、2013 年に第 11 回、第 25 回総会・学術大会を主催させて頂いて以来、3 度目を東京歯科大
学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室が担当させていただくことを大変光栄に存じます。
　学術大会のテーマを『運動愛好家・アスリートに必要とされるスポーツ歯科へ』とさせていただきま
した。わが国におけるスポーツ歯科は、30 年余りの活発な活動を通じて世界への学術的発信はもとより、
運動愛好家・アスリートの皆様へスポーツ歯科的知識の啓発、良質なマウスガードの提供を行いながら、
日本スポーツ協会公認スポーツデンティストの輩出、国体・オリンピック・パラリンピックをはじめと
した多くの競技会での救護・診療などの活動を行ってきました。
　この 2 年間は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のため社会的な活動のみならずスポーツ活
動も制限されたものとなってしまいました。しかし、そのなかで AI の普及や WEB 会議の利用に代表
されるようにさまざまな変革がもたらされました。また、最近の障がい者スポーツのなかには健常者も
一緒にプレーする競技も増え始めたことなどを受け、共生社会の実現・充実に向け日本障がい者スポー
ツ協会は日本パラスポーツ協会となりました。スポーツ歯科においても、パラアスリートを含めより多
くの運動愛好会・アスリートの皆様に真に必要とされる安全安心な技術、サービスの提供を行える体制
を整え、健康な生活の支援・運動能力の向上をアシストし思いっきりスポーツを楽しめるよう、強固な
体制を構築して行ければと思っています。
　今回、特別講演（スポーツ医学、障がい者スポーツについて）、教育講演（身体運動のバイオメカニ
クス的解析）、シンポジウム（マウスガードの保険の問題、マウスガード製作における歯科医師・歯科
技工士の連携）などを企画中です。COVID-19 の終息（収束）を期待し、可能な限りオンサイト・オン
リーでの開催としたいと考えております。日中の学術大会での知識の交換・吸収を充分行った後は、懇
親会も含め、銀座の夜を満喫していただければと思います。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしてお
ります。It’s always darkest before the dawn です。スポーツ歯科医学の発展、スポーツ歯科医学のス
ポーツ界への貢献を見つめ直す機会の一つになれば幸いです。
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歴代大会長一覧
回数・開催地 開催年月日 会長・当時所属

第1 回大会（東京）

第2 回大会（兵庫）

第3 回大会（千葉）

第4 回大会（北海道）

第5 回大会（東京）

第6 回大会（福岡）

第7 回大会（高知）

第8 回大会（東京）

第9 回大会（大阪）

第10 回大会（東京）

第11 回大会（東京）

第12 回大会（愛知）

第13 回大会（大分）

第14 回大会（京都）

第15 回大会（神奈川）

第16 回大会（岐阜）

第17 回大会（岩手）

第18 回大会（沖縄）

第19 回大会（北海道）

第20 回大会（埼玉）

第21 回大会（福岡）

第22 回大会（千葉）

第23 回大会（長野）

第24 回大会（東京）

第25 回大会（大阪）

第26 回大会（新潟）

第27 回大会（愛知）

第28 回大会（北海道）

第29 回大会（宮城）

第30 回大会（鹿児島）

第31 回大会（広島）

第32 回大会（神奈川）

第33 回大会（東京）

1990 年（平成 2）年 9 月 1 日

1991 年（平成 3）年 4 月 6 日

1992 年（平成 4）年 4 月 25 日

1993 年（平成 5）年 5 月 30 日

1994 年（平成 6）年 6 月 11 日

1995 年（平成 7）年 5 月 20 日

1996 年（平成 8）年 5 月 25 日

1997 年（平成 9）年 6 月 28 日

1998 年（平成 10）年 6 月 20 日

1999 年（平成 11）年 4 月 26 日

2000 年（平成 12）年 6 月 24 日

2001 年（平成 13）年 6 月 24 日

2002 年（平成 14）年 12 月 14・15 日

2003 年（平成 15）年 7 月 26・27 日

2004 年（平成 16）年 9 月 26 日

2005 年（平成 17）年 7 月 16・17 日

2006 年（平成 18）年 7 月 15・16 日

2007 年（平成 19）年 6 月 30 日・7 月 1 日

2008 年（平成 20）年 7 月 12・13 日

2009 年（平成 21）年 7 月 4・5 日

2010 年（平成 22）年 7 月 10・11 日

2011 年（平成 23）年 6 月 25・26 日

2012 年（平成 24）年 7 月 14・15 日

2013 年（平成 25）年 6 月 29・30 日

2014 年（平成 26）年 6 月 28・29 日

2015 年（平成 27）年 6 月 20・21 日

2016 年（平成 28）年 6 月 11・12 日

2017 年（平成 29）年 6 月 17・18 日

2018 年（平成 30）年 6 月 23・24 日

2019 年（令和元）年 6 月 22・23 日

2020 年（令和 2）年 12 月 5・6 日

2021 年（令和 3）年 9 月 21～25 日

2022 年（令和 4）年 12 月 3 日・4 日

大山　喬史（東京医科歯科大学）

前田憲昭、前原潔（大阪府・開業）

中尾　俊一（明海大学）

平井　敏博（北海道医療大学）

大山　喬史（東京医科歯科大学）

本田　武司（福岡歯科大学）

西野　恭正（高知県歯科医師会）

大木　一三（日本大学）

川添　堯彬（大阪歯科大学）

片山　幸太郎（陸上自衛隊）

石川　達也（東京歯科大学）

宮下　和人（愛知県歯科医師会）

近藤　俊彦（大分県歯科医師会）

前田　芳信（大阪大学）

山本　鉄雄（鶴見大学）

山内　六男（朝日大学）

石橋　寛二（岩手医科大学）

高嶺　明彦（沖縄県歯科医師会）

戸塚　靖則（北海道大学）

安井　利一（明海大学）

本田　武司（福岡歯科大学）

川良　美佐雄（日本大学松戸歯学部）

鷹股　哲也（松本歯科大学）

石上　惠一（東京歯科大学）

前田　芳信（大阪大学）

小出　馨（日本歯科大学新潟生命歯学部）

後藤　滋巳（愛知学院大学）

額賀　康之（北海道・開業）

佐々木　啓一（東北大学）

吉田　雅司（今給黎総合病院）

津賀　一弘（広島大学）

木本　一成（神奈川歯科大学）

武田　友孝（東京歯科大学）
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会場までのアクセス

〈銀座ブロッサム中央会館〉
〒104-0061　東京都中央区銀座2-15-6

■交通アクセス

〈電車・バスでの行き方〉
　JR 有楽町駅　中央口から　徒歩 15 分

　東京メトロ有楽町線　新富町駅 1番出口　徒歩 1分

　東京メトロ日比谷線　東銀座駅 5番出口　徒歩 6分

　都営地下鉄浅草線　　東銀座駅 5番出口　徒歩 6分

　江戸バス（中央区コミュニティバス）「中央区役所」停留所から徒歩 1分

〈お車での行き方〉
　首都高速「銀座出口」から 1分

　「東京駅」からタクシーで 5分程度
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会場案内図

レストラン

W.C

施設出入り口
（首都高速側）

EV EV EV

（ロビー）1F 総合受付2F- 中

企業展示②・ポスター会場
サブ会場へ

講演会場・企業展示会場①へ

ロビー
総合受付

クローク

スライド
データ受付

（ホール）2F 講演会場 （ホワイエ）企業展示①

ホール
第 1会場

ホワイエ
企業展示①

舞　台

（ホール）2F 講演会場 （ホワイエ）企業展示①

ホール
第 1会場

ホワイエ
企業展示①

舞　台

第一



6

ローズ
企業展示②

ジャスミン
ポスター会場

ロビー
企業展示②

マーガレット
第 2会場＆懇親会場

7F

ミモザ
ポスター会場

ポスター会場・企業展示会場②・サブ会場

EV EV

ローズ
企業展示②

ジャスミン
ポスター会場

ロビー
企業展示②

マーガレット
第 2会場＆懇親会場

7F

ミモザ
ポスター会場

ポスター会場・企業展示会場②・サブ会場

EV EV

第二
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ご案内とお願い
学術大会に参加の皆様へ
１．参加登録

１）受付について
参加受付は、銀座ブロッサム中央会館 中2F ロビーにて行います。
受付時間は下記の通りです。
12 月 3 日（土）10：00～18：00
12 月 4 日（日）　9：10～14：30

２）事前登録がお済みの方へ
事前に参加章を送付しておりますので忘れずにご持参ください。
受付にて抄録集を配布いたします。
会場内では、参加証は必ずご着用ください。（ホルダーを会場にご用意いたします。）
未着用の方のご入場はお断りします。

３）当日登録の方へ
記名台に設置の申込書に必要事項を記入の上、当日登録受付にてお手続きをお願いします。
参加証には、所属・氏名を記入して会場内では必ずご着用ください。

当日参加費

会員歯科医師・医師 12,000 円
非会員歯科医師・医師 14,000 円
歯科衛生士・歯科技工士・その他  7,000 円
研修歯科医師  2,000 円
歯学部学生・歯科衛生士学校学生・歯科技工士学校学生 無料

２．企業展示
企業展示会場（2F ホワイエおよび 7F ロビーならびにローズ）各メーカーによる商品展示を行い
ます。

３．クローク
クロークは 中2F（ロビー）にございます。
※ covid-19 感染予防の為、クロークを設置しないこともあり得ますので、その節はご容赦ください。
貴重品のお預かりはできませんので、各自で管理をお願いします。
クロークは下記の時間帯に開設します。

開設時間
12 月 3 日（土）10：00～18：00
12 月 4 日（日）　9：10～15：30
　※クロークのお荷物は上記時間までに必ずお引き取りください。
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４．懇親会会場
開催日時：　2022 年 12 月 3 日（土）18：00 より
会　　場：　第 2 会場　7F　マーガレット
※会場の都合上、当日のお席の確保が難しい場合がございます。

■日本歯科医師会会員の皆様へ
 IC カードを必ずご持参ください 
日歯生涯研修の単位登録のため、大会参加の際には IC カードを必ずご持参ください。

発表者の皆様へ
発表者、共同演者ともに会員に限りますので未入会の方は入会手続きを行ってください。
入会されない場合は事後抄録にお名前が掲載されません。

利益相反について
本学術大会では、学会の基本指針ならびに運用指針に基づいて、発表内容に関わる利益相反（COI）を
申告していただきます。詳細は、下記の学会ホームページよりご確認ください。
http://kokuhoken.net/jasd/ethics_coi/
指針に基づき、特定の企業団体との利益相反関係にある発表者は「利益相反状況申告書（学術大会等で
の発表用）」に記入し、当日のご発表までに申告書の印刷物またはデータファイルを大会事務局までご
提出ください。

大会事務局連絡先
〒 170-0003　東京都豊島区駒込 1-43-9 駒込 TS ビル 402

（一財）口腔保健協会　コンベンション事業部内
第 33 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会　運営事務局
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8341　MAIL：jasd33@kokuhoken.jp

一般口演発表の方へ
１．スライドデータ受付

１）データチェック
スライド受付は総合受付フロアに設置いたします。
各会場とも口演発表が始まる 1 時間前までにデータをお持ちください。データを保存した PC
で発表していただきます。出来るだけ Windows 版 PowerPoint で作成ください。

２）データ受付時間
12 月 4 日（日）9：30～13：00
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※お申し出いただければ、12 月 3 日（土）の受付もいたします。お早めの受付をお願い致し
ます。

２．発表について

１）発表者の先生は開始 10 分前までに次演者はご着席ください。

２） 発表時間は 10 分（発表 8 分、質疑応答 2 分）です。お時間は演台上のデジタル時計をご確認
ください。
発表終了 1 分前（ 7 分経過時）にベルを 1 回、発表終了（ 8 分経過時）にベルを 2 回鳴らして
お知らせいたします。

３）発表形式は、パソコンによる単写です。

４）スライドの枚数に制限はありませんが、制限時間内に終了するようにしてください。

５）発表データの操作は演台でマウス、キーボードを使用して、ご本人で行ってください。

６）質疑応答時間については、座長の指示に従ってください。

３．発表データについて

１）発表スライドは画面比（4：3）で作成ください。

２）データは「Microsoft Powerpoint（以下 Powerpoint）」にて作成ください。

３）データ表示における不具合を避けるため、下記の OS 標準フォントをお使いください。
　　日本語：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
　　英　語：Arial、Arial Black、Century、Century Gothic、Times New Roman
　　記号表記の場合（推奨）：Symbol など

４）ビデオファイルなどスライドにリンクするファイルは、1 つのフォルダに入れてください。

５）スムーズな進行をするため「発表者ツール」の使用は極力ご遠慮ください。

座長の皆様へ
１．担当セッションの開始 10 分前に、次座長席にお越しください。

２． 進行につきましては、終了時間を遵守して、時間超過の場合には注意していただくようご指示くだ
さい。
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認定医ケースプレゼンテーション発表者の方へ
１． 下記の「４．パネルスペース」のポスター作成サイズに従い、症例発表ポスターを作成し、事前に

学会事務局よりご連絡した日時に発表会場までお越しください。

２． ケースプレゼンテーション終了後、発表ポスターは第 33 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大
会のポスター発表として掲示してください。

３．ポスター貼付時間は下記ポスター発表の案内をご確認ください。

ポスター発表者の方へ
１．ポスター発表者受付

ポスター受付をポスター会場入り口（ 7 階 会議室）に設けますので、受付を行ってください。

２．貼り付け・討論時間・撤去について
下記の時間に沿って貼り付け、撤去を行ってください。

ポスター貼付 12 月 3 日（土）12：00～13：00

ポスター閲覧 12 月 3 日（土）13：00～20：00
12 月 4 日（日）　9：30～14：30

ポスター討論 12 月 3 日（土）17：20～18：00
ポスター撤去 12 月 4 日（日）14：30～15：00

※撤去時間を過ぎた場合、ポスターは運営事務局が処分いたしますのでご了承ください。

３．討論について
発表者はポスター受付にて発表者を示すリボンをお
渡しいたしますので、発表時に着用し、ポスター討
論の時間には、ポスターの前に立ち、質問・討論に
応じてください。

４．パネルスペースについて
１） パネルのサイズは幅 90cm ×高さ 210cm です。
２） パネル上部の左側スペース（20cm × 20cm）

には大会事務局で演題番号を掲示しております
ので、該当パネルにポスターを掲示してくださ
い。

　　 大会事務局で準備しているのは、演題番号のみ
です。

３） 展示有効スペース（ポスター作成サイズ）は幅
90cm ×高さ 170cm です。

４）押しピンは大会事務局で用意いたします。
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事後抄録の作成について
一般口演およびポスター発表の発表者の先生は受付（スライドデータ受付・ポスター発表者受付）に事
後抄録を提出してください。
当日事後抄録を提出されない場合、学会誌に抄録が掲載されず、業績として認められなくなります。
事後抄録は A4 用紙サイズで作成してください。1 枚目に演題番号、演題名（和文・英文）、所属、著
者名（和文・英文）、2 枚目以降に内容抄録（1,000 字以内）を記載してください。
プリントアウト原稿とともに Windows 版 Microsoft Office Word で入力したファイルを学会当日に受
付にて提出してください。
本文構成は原則として、目的、方法、結果、考察の順とし、参考文献および図表は含まないでください。
詳しくは学会誌綴じ込みの事後抄録記載例を参照してください。

大会事務局
〒 170-0003　東京都豊島区駒込 1-43-9 駒込 TS ビル 402

（一財）口腔保健協会コンベンション事業部内
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8341　E-mail：jasd33@kokuhoken.jp
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日程表
12 月 3日 （土）

受付・クローク
中 2 階　ロビー

第一会場
2 階　ホール

第二会場
7 階　マーガレット

ポスター会場
7 階　ジャスミン・ミモザ

展示会場
2 階ホワイエおよび

7 階ロビーならびにローズ
9:00 9:00

9:30 9:30

認定研修会
9:30-11:50

日本スポーツ・
健康づくり歯学協議会

9:30-11:50

10:00 10:00

受付およびクローク 
10:00-18:00

企業展示
10:00-18:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00
日本スポーツ協会公認
スポーツデンティスト

協議会
12:00-12:50

ポスター貼付
12:00-13:0012:30 12:30

開会式
12:50-13:1013:00 13:00

ポスター展示
13:00-17:20

シンポジウム①
13:10-15:20

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

教育講演
15:30-16:3016:00 16:00

16:30 16:30

社員総会
16:30-17:2017:00 17:00

ポスター討論
17:20-18:00

17:30 17:30

18:00 18:00

懇親会
18:00-20:00

ポスター展示
18:00-20:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00
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12 月 4日 （日）

受付・クローク
中 2 階　ロビー

第一会場
2 階　ホール

第二会場
7 階　マーガレット

ポスター会場
7 階　ジャスミン・ミモザ

展示会場
2 階ホワイエおよび

7 階ロビーならびにローズ
9:00 9:00

受付およびクローク
9：10-14：30

※クロークは 15：30

9:30 9:30

シンポジウム②
（DT セミナー）

9:30-10:50

SDH セミナー
9:30-10:30

ポスター展示
9:30-14:30

企業展示
9:30-14:30

10:00 10:00

10:30 10:30
SDH 試験

10:30-11:00
11:00 11:00

特別講演①
11:00-12:0011:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

特別講演②
13:00-14:0013:30 13:30

14:00 14:00

一般演題
O-1～ O-6

14:00～15:00

一般演題
O-7～ O-12

14:00～15:00
14:30 14:30

ポスター撤去
14：30-15：00

15:00 15:00閉会式

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00
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プログラム
一般社団法人日本スポーツ歯科医学会

第 33回総会 ・学術大会
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プログラム
12 月 3 日（土）

12：20～15：20　シンポジウム① 第一会場（大ホール）

マウスガードの将来について
座長：安井　利一（明海大学 学長）

武田　友孝
（第 33 回学術大会長 / 東京歯科大学口腔健康科学講座 スポーツ歯学研究室 教授）

シンポジスト：
柳川　忠廣（（公社）日本歯科医師会 副会長）
杉山　義祥（医療法人社団祥豊会杉山歯科医院 理事長）
山田　宏 先生（参議院議員 / 朝日大学歯学部客員教授）
小椋　正之（厚生労働省 医政局 歯科保健課 課長）

15：30～16：30　教育講演 第一会場（大ホール）

三次元人体形状および歩行中の足底圧分布の定量化による	
スポーツ・健康科学への貢献

座長：石上　惠一 先生（東京歯科大学）
講師：船渡　和男 先生（国士舘大学大学院スポーツ・システム研究科 特任教授）

17：20～18：00　ポスター討論 ポスター会場（7F ジャスミン・ミモザ）
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一般演題（ポスター発表）

P-1	 	アンプティサッカー選手のマウスガード作成時の調査
○小原　信 1, 2、都合　晋司 1、筒井　新 1、阪上　隆洋 1、金光　安奈 1、尾崎　俊郎 1、

雪嶋　紀宏 2、牧野　さつき 2、片野　勝司 1、中島　一憲 1、武田　友孝 1

1 東京歯科大学 歯学部 口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、2 小原歯科医院月見里診療所

P-2	 	マウスガードの装着が身体の柔軟性の変化に及ぼす影響　その 3
○小原　信 1, 2、都合　晋司 1、松田　祐明 1、筒井　新 1、阪上　隆洋 1、金光　安奈 1、

尾崎　俊郎 1、雪嶋　紀宏 2、片野　勝司 1、中島　一憲 1、武田　友孝 1

1 東京歯科大学 歯学部 口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、2 小原歯科医院月見里診療所

P-3	 	大学レスリング部へのマウスガードプログラムによる	
外傷予防効果第 1報 介入前調査
○片野　勝司 1, 2、中島　一憲 1、茂木　博行 3、天沼　稔 4、蟻川　篤則 5、石原　二三 6、

今成　亮 7、河内　奈穂子 8、渡辺　昌明 9、品田　亜弥 2、正保　佳史 10、 
松本　隆太郎 10、柳川　美麿 10、都合　普司 1、阪上　隆洋 1、筒井　新 1、 
武田　友孝 1

1 東京歯科大学 口腔健康科学講座 スポーツ歯学研究室、2 片野歯科医院、 
3 茂木歯科技工所（群馬県）、4 あまぬま歯科クリニック（群馬県）、5 蟻川歯科医院（群馬県）、 
6 石原歯科医院（群馬県）、7 今成歯科医院（群馬県）、 
8 黒沢病院ヘルスパーククリニック歯科口腔外科、9 渡辺歯科医院（群馬県）、10 育英大学

P-4	 	東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける選手村	
ポリクリニック歯科診療室に勤務した日大チームの経験とふり返り
○中澤　広美 1、鈴木　浩司 2、田中　茂男 3、山本　泰 3、地主　知世 4、吉田　芳子 5、

石井　亮 6、白土　康司 6、荻澤　翔平 7、小見山　道 2

1日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校、2日本大学松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座、
3 日本大学松戸歯学部 口腔外科学講座、4 日本大学松戸歯学部 障害者歯科学講座、 
5 日本大学松戸 歯学部 付属病院 歯科衛生士、6 日本大学歯学部 保存学教室修復学講座、 
7 日本大学歯学部 口腔外科学第一講座

P-5	 	「スポーツ歯科とまちづくり」熊谷市歯科医師会の取組み	
第三報―選手に実施したアンケート結果の振り返りと展望―
○森　哲也 1、荻野　智久 1、寿谷　光洋 1、鯨井　博史 1、平井　智久 1、樋口　和夫 1、

鈴木　浩司 2、中山　敏行 2、三條　詩織 2

1 熊谷市歯科医師会 スポーツ歯科推進委員会、 
2 日本大学 松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座
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P-6	 	E スポーツ愛好家における顎関節症状及びマウスガードの認知	
についてのアンケート調査
○葭田　敏之
葭田歯科医院

P-7	 	臼歯部咬合支持獲得によりバレーボール日本代表へと昇格した	
選手の 1例
○太田　武雄 1, 2, 3、中島　一憲 4、武田　友孝 2, 4、岩崎　圭祐 2, 5, 7、小川　勝 8、 

氷見　健太 7、豊島　由佳子 5

1 ホワイト歯科、2 公益財団法人日本バレーボール協会、3 日本大学歯学部歯科補綴学第 2 講座、 
4 東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、5 国立スポーツ科学センター歯科室、 
6 日本大学歯学部歯科保存学第 1 講座、7 岩崎歯科医院、8 小川源歯科医院

P-8	 	大学 1 部リーグ所属バレーボール部における歯科サポート
○太田　武雄 1, 2, 3、中島　一憲 4、萩原　芳幸 2, 3、武田　友孝 2, 4、岩崎　圭祐 2, 5, 7、 

西野　仁泰 4、松田　祐明 4、阪上　隆洋 4、筒井　新 4、都合　晋司 4、鈴木　義弘 4、
氷見　健太 7、林　晃成 6

1 ホワイト歯科、2 公益財団法人日本バレーボール協会、3 日本大学歯学部歯科補綴学第 2 講座、 
4 東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、5 日本大学歯学部歯科保存学第 1 講座、 
6 日本大学歯学部摂食機能療法学講座、7 岩崎歯科医院

P-9	 	月経周期が女性アスリートの口腔内環境に与える影響について
○好士　理恵子 1、好士　亮介 2、月村　直樹 2、紙本　篤 2、中ノ森　紀子 2、 

西川　百合子 3、池上　和 3、須永　美歌子 3

1 久我山あおぞら歯科医院、2 日本大学 歯学部、3 日本体育大学

P-10	 	JAPAN	RUGBY	LEAGUE	ONEのチームと交わした業務提携と	
スポーツ歯科に関する支援活動について
○三條　詩織 1, 2、鈴木　浩司 1, 2、若見　昌信 1, 2、浅野　隆 1, 2、竹内　広樹 1, 2、 

中山　敏行 1, 2、本吉　美保 1, 2、渡邊　麻理子 1, 2、林田　幸恵 2, 3、秋葉　幸平 4、 
小見山　道 1

1 日本大学 松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座、 
2 日本大学 松戸歯学部付属病院 健康増進歯科、3 てらだデンタルクリニック、 
4 日本大学 松戸歯学部付属病院 技工部

P-11	 	マウスガード作製に対する 3次元造形技術の応用に関する	
文献的考察
○中禮　宏 1, 2、李　晨媛 1、朱　秋爽 1、李　澤群 1、劉　暢 1、THIDA AUNG1、 

連　匂嘉 1、高橋　優美 1、林　海里 1, 2、疋田　一洋 3、松本　勝 4、上野　俊明 4

1 東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 咬合機能健康科学分野、 
2 東京医科歯科大学病院 スポーツ歯科外来、 
3 北海道医療大学 歯学部 口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野、 
4 明海大学 歯学部 社会健康科学講座 スポーツ歯学分野
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P-12	 	香川県におけるスポーツデンティスト養成について	
―かがわスポーツデンティスト養成講習会―
○ 1 浜田　浩志 1、武田　友孝 2、安井　利一 3、上野　俊明 4、鈴木　浩司 5、 

岡村　浩嗣 6、川良　美佐雄 7、山下　義則 8、竹内　正敏 9、菅谷　勉 10、豊嶋　健治 1

1 公益社団法人 香川県歯科医師会、2 東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、
3 明海大学、4 明海大学歯学部社会健康科学講座、 
5 日本大学松戸歯学部歯学科クラウンブリッジ補綴学、6 大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科、
7 大手町ビル歯科、8 さぬき市国民健康保険津田診療所、9 タケウチスポーツ歯科クリニック、 
10 北海道大学大学院歯学研究院

P-13	 	なぎなた競技におけるスポーツ歯科医学サポートの必要性
○渡邊　麻理子 1, 2、鈴木　浩司 1、勝谷　七穂 1、澤　ありさ 1、中山　敏行 1、 

三條　詩織 1、林田　幸恵 3

1 日本大学 松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座、2 神奈川県なぎなた連盟、 
3 てらだデンタルクリニック

P-14	 	高齢者歯科医療に対するスポーツ歯科医学の応用	
―高齢患者の口腔自傷に対するマウスガードの効果―
○渥美　陽二郎 1, 2、白野　美和 1、吉岡　裕雄 1、小出　勝義 1、猪子　芳美 2, 3、 

宇野　清博 4

1 日本歯科大学 新潟病院 訪問歯科口腔ケア科、2 日本歯科大学 新潟病院 スポーツ歯科外来、 
3 日本歯科大学 新潟病院 総合診療科、4 日本歯科大学

	 ［認定医口述試験］
P-15	 	上顎左側第二小臼歯欠損に対して固定性インプラント補綴治療に

より口腔機能を回復したゴルフ愛好家の一例
○大木　郷資
九州大学 クラウンブリッジ補綴学

	 ［認定医口述試験］
P-16	 	サッカー競技練習中における小学生男子、	

上顎前歯部の脱臼性外傷に対する治療の 1症例
○大原　庸子
医療法人社団 育友会 下高井戸パール歯科クリニック・世田谷

	 ［認定医口述試験］
P-17	 	野球愛好家の歯科治療症例

○加藤　久尚
加藤歯科
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	 ［認定医口述試験］
P-18	 	修復物脱落を繰り返す外傷性咬合のおそれのある水球選手の一症例

○田村　直也
田村歯科医院

P-19	 	東京医科歯科大学病院スポーツ歯科外来における	
フットサル選手の診療状況に関する報告
○外川　海斗 1, 2、中禮　宏 1, 2、林　海里 1, 2、田邊　元 3、高橋　優美 1、清水　慎太郎 1、

藤野　祥子 2、上野　俊明 4

1 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 咬合機能健康科学分野、 
2 東京医科歯科大学病院 スポーツサイエンス機構 スポーツ歯科外来、 
3 朝日大学 歯学部 口腔微生物学分野、4 明海大学 歯学部 社会健康科学講座 スポーツ歯学分野

	 ［認定医口述試験］
P-20	 	水平埋伏智歯の残存により下顎骨折のおそれのある	

柔道選手の一症例
○那須　馨
那須歯科医院

	 ［認定医口述試験］
P-21	 	レスリングのジュニアアスリートへの歯科的介入の 1症例

○新田　雅一 1, 2

1 昭和大学 歯学部 小児成育歯科学講座、2 昭和大学スポーツ運動科学研究所

P-22	 	ロードバイク愛好家の歯科治療症例
○藤井　一徳
フジイ歯科医院

P-23	 	アスリートに対する睡眠時歯科筋電図検査で左右差のある 1症例
○藤巻　弘太郎 1, 2

1 ぶばいオハナ歯科、2 東海大学医学部基礎医学系講座

	 ［認定医口述試験］
P-24	 	キックボクシング愛好家へ歯科治療後にマウスガードを装着した

症例
○保尾　謙三
大阪歯科大学 歯科保存学講座

P-25	 	異なる授業形態がオーラルアプライアンス学の成績に及ぼす影響
○新家　義章 1, 2、楠本　哲次 1

1 大阪歯科大学 医療保健学部 口腔工学科、2 有限会社ライテック
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P-26	 	SDHがアスリートアントラージュとして活躍するにあたって	
抱えている問題点を解決する取り組み
○西尾　美和子 1, 2, 3、白石　典史 2, 3

1 D アドバイス研究所、2 北海道健康スポーツ歯学研究所、3 コープ歯科クリニック

P-27	 	認知症予防とスポーツ
○三宅　正純 1、芦川　護 1

1 草の根歯科研究会

P-28	 	レーザースペックル法による口腔・顔面領域の血流量の動態評価	
―エリートトライアスロン競技者での予備的調査―
○神谷　菜々1, 2、田邊　元 2, 4、蓮沼　哲哉 3, 5、笠次　良爾 3, 6、森谷　直樹 3, 7、 

上野　俊明 8

1 東京医科歯科大学 咬合機能健康科学分野、2 東京医科歯科大学 スポーツ歯科外来、 
3 公益財団法人 日本トライアスロン連合、4 朝日大学 歯学部 口腔微生物学分野、 
5 福島大学 人間発達文化学類、 
6 奈良教育大学 教育学部 保健体育講座 学校保健・スポーツ医学研究室、7 文化学園大学、 
8 明海大学 歯学部 スポーツ歯学分野

P-29	 	歯周病原細菌抗原の投与がラット骨格筋損傷治癒期間に与える	
影響
○清水　慎太郎 1、林　海里 1, 2、田邊　元 3、中禮　宏 1, 2、竹内　康雄 4、小林　宏明 4、

上野　俊明 5

1 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 咬合機能健康科学分野、 
2 東京医科歯科大学 スポーツサイエンス機構 スポーツ歯科外来、 
3 朝日大学 歯学部 口腔微生物学分野、 
4 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野、 
5 明海大学歯学部社会健康科学講座 スポーツ歯学分野

P-30	 	OptiTrack モーションキャプチャと伸縮性カーボンナノチューブ	
動歪センサを組み合わせた顎運動記録システムの構築
○高橋　優美 1、中禮　宏 1、LIAN YUN CHIA1、外川　海斗 1、林　海里 1、 

和田　敬広 2、宇尾　基弘 2、上野　俊明 3

1  東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 口腔機能再構築学講座 咬合機能健康
科学分野、2 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座  
先端材料評価学、3 明海大学 歯学部 社会健康科学講座 スポーツ歯学分野

P-31	 	最大下咬合は片脚起立着座反復動作の姿勢制御に影響を	
及ぼすか？
○田中　佑人 1、冨田　洋介 2

1 大阪歯科大学 附属病院 障がい者歯科、2 高崎健康福祉大学 保健医療学部 理学療法学科
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P-32	 	アスリートの唾液分泌型 IgA分泌能評価の最適化にむけた	
実測的検討
○田邊　元 1, 2、林　海里 2、中禮　宏 2、上野　俊明 3

1 朝日大学 歯学部 口腔微生物学分野、2 東京医科歯科大学 スポーツ歯科外来、 
3 明海大学 歯学部 スポーツ歯学分野

P-33	 	スポーツアスリートの睡眠に関する研究　第 2報	
―スポーツ歯科医が着目すべき診査項目について―
○中山　敏行 1、鈴木　浩司 1、三條　詩織 1、谷木　龍男 2、岩田　好弘 1、澤　ありさ 1、

本吉　美保 1、小見山　道 1

1 日本大学 松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座、2 東海大学 体育学部 生涯スポーツ学科

P-34	 	歯周病原因菌抗原の持続的投与が持久トレーニング後の骨格筋	
PGC-1 α発現に与える影響
○林　海里 1, 2、竹内　康雄 3、清水　慎太郎 1、田邊　元 4、中禮　宏 1, 2、小林　宏明 3、

上野　俊明 5

1 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 咬合機能健康科学分野、 
2 東京医科歯科大学 スポーツサイエンス機構 スポーツ歯科外来、 
3 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野、 
4 朝日大学 歯学部 口腔微生物学分野、5 明海大学 歯学部 社会健康科学講座 スポーツ歯学分野

P-35	 	大学生ラグビー選手に対する顎顔面頸部外傷とマウスガードの	
調査
○坂東　陽月 1、高橋　睦 2、武石　健哉 3、福井　卓也 3、藤本　索子 3

1 ばんどう歯科医院、2 日本歯科大学 新潟生命歯学部 生理学講座、 
3 金沢学院大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科

P-36	 	マウスガードの装着がトランポリン競技の着床位置に与える影響
○坂東　陽月 1、高橋　睦 2、福井　卓也 3, 4、丸山　章子 3, 5、杉田　正明 6

1 ばんどう歯科医院、2 日本歯科大学 新潟生命歯学部 生理学講座、 
3 金沢学院大学スポーツ科学部 スポーツ科学科、 
4 公益財団法人 日本体操協会 トランポリン委員会、 
5 公益財団法人 日本体操協会 トランポリン強化本部、6 日本体育大学 体育学部

P-37	 	大学バレーボール選手におけるマウスピース装着のジャンプ	
最高到達点への影響
○山内　康輔 1、中島　一憲 2、佐野　太一 1、萩原　芳幸 3, 4、武田　友孝 2, 3、 

岩崎　圭祐 3, 5, 7、西野　仁泰 2、松田　祐明 2、阪上　隆洋 2、筒井　新 2、都合　晋司 2、
鈴木　義弘 2、氷見　健太 7、太田　武雄 2, 4, 8

1 日本体育大学 体育学部 体育学科、2 東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、 
3 公益財団法人日本バレーボール協会、4 日本大学歯学部歯科補綴学第 2 講座、 
5 日本大学歯学部歯科 保存学第 1 講座、6 日本大学歯学部摂食機能療法学講座、7 岩崎歯科医院、
8 ホワイト歯科
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P-38	 	胸腔内圧がヒラメ筋H反射の遠隔促通に与える影響
○吉田　結梨子 1、山口　久穂 1、平林　怜 2、岡田　芳幸 1

1 広島大学病院 障害者歯科、 
2 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 運動機能医科学研究所

P-39	 	マウスガードの装着がバドミントン選手の体幹へ与える影響
○粕谷　昂生 1、渡邊　諒 1、杉浦　有佳子 1、山本　寛明 1、岩堀　正俊 1、都尾元宣 1、

有田　一喜 1

1 朝日大学 歯学部 口腔機能修復学講座 歯科補綴学分野

P-40	 	咬合力の測定に使用されるデンタルプレスケールと	
口腔機能モニター
Oramo-bf の計測値の比較
○阪上　隆洋 1、筒井　新 1、都合　晋司 1、小原　信 1、金光　安奈 1、片野　勝司 1、

中島　一憲 1、武田　友孝 1

1 東京歯科大学 口腔健康科学講座 スポーツ歯学研究室

P-41	 	随意的な噛みしめが脊柱可動域に与える影響
○高橋　睦 1、坂東　陽月 2、福井　卓也 3, 4

1 日本歯科大学 新潟生命歯学部 生理学講座、2 ばんどう歯科医院、 
3 金沢学院大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科、 
4 公益財団法人 日本体操協会 トランポリン委員会

P-42	 	全国高等学校ラグビーフットボール大会過去 36 年間における	
口腔外傷の検討
○門田　秀隆 1, 2

1 門田歯科クリニック、2 関西ラグビーフットボール協会医務委員会

P-43	 	受傷から 10 年以上経過したスポーツ外傷に起因した	
上顎前歯部歯根嚢胞の 1例
○中村　悟士 1、飯島　洋介 1、増田　一生 1、日野　峻輔 1、堀江　憲夫 1、金子　貴広 1

1 埼玉医科大学総合医療センター

P-44	 	従来法の製作過程にデジタル歯科技術を取り入れて	
成型したマウスガードの適合性
○新井　是英 1、田中　佑人 2、小野　圭昭 2

1 大阪歯科大学 大学院研究科 障害者歯科学専攻、2 大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
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P-45	 	カスタムメイドマウスガード作製に対する軽量型口腔内	
スキャナーの有効性
○大木　郷資 1, 2、木下　康平 2, 3、金子　めぐみ 1、今井　実喜生 2, 3、松村　英尚 2, 3, 4、

鮎川　保則 1, 3

1 九州大学 歯学部 クラウンブリッジ補綴学分野、2 スポーツ歯科 FUKUOKA、3 九州大学 歯学部
 インプラント義歯補綴学分野、4 松村歯科医院

P-46	 	歯科用 3Dプリンタを用いたカスタムメイドマウスガード	
作製方法の検証について
○大木　郷資 1、木下　康平 2, 3、金子　めぐみ 1、今井　実喜生 2, 3、松村　英尚 2, 3, 4、

鮎川　保則 1, 3

1 九州大学 歯学部 クラウンブリッジ補綴学分野、2 スポーツ歯科 FUKUOKA、 
3 九州大学 歯学部 インプラント義歯補綴学分野、4 松村歯科医院

P-47	 	汎用 CADソフトウェアと光造形法による 2層性マウスガードの
製作
○小山田　勇太郎 1、田邉　憲昌 1、畠山　航 1、福徳　暁宏 1、塚谷　顕介 1、 

野尻　俊樹 1、近藤　尚知 1

1 岩手医科大学 歯学部 補綴・インプラント学講座

P-48	 	2 種 5 層構造スポーツマウスガード用シート材による	
スポーツマウスガードの作製および装着に関する調査
○木下　智 1, 4、藤島　輝幸 1、高橋　達行 1、松本　仁 1、橋本　孝 1、福井　章 1、 

藤井　一徳 1, 3、福井　英樹 1、藤本　直史 1、渡邉　橋三 2、竹歳　眞人 2, 3、 
山崎　敏彦 2, 3、藤戸　寛 2、岡　重人 2、水谷　成彦 2、上田　直克 2、吉川　一志 4

1 大阪府学校歯科医会 学校安全教育委員会、2 大阪府学校歯科医会、3 大阪府立高等学校歯科医会、 
4 大阪歯科大学 スポーツ歯科臨床研究班

P-49	 	ハニカムコアサンドウィッチマウスガード	
（ハニカムサンドMG	:	仮称）	の製作

○佐藤　雅法 1、鷹股　哲也 2、正村　正仁 3、大須賀　直人 4、笠原　隼男 5、鍵谷　真
吾 6、小口　久雄 7、富田　美穂子 8

1 デンタライト、2 松本歯科大学病院スポーツ歯科、3 松本歯科大学小児歯科学講座、 
4 松本歯科大学小児歯科学講座、5 松本歯科大学病院口腔インプラント科、6 あるが歯科クリニック、 
7 小口歯科第 2 クリニック、8 日本体育大学医療専門学校

P-50	 	ハニカムコアサンドウィッチ構造を応用したマウスガード材の	
衝撃吸収効果に関する検討
○正村　正仁 1、大須賀　直人 2、佐藤　雅法 3、鷹股　哲也 4、笠原　隼男 5、 

鍵谷　真吾 6、小口　久雄 7、富田　美穂子 8

1 松本歯科大学 小児歯科学講座、2 松本歯科大学 小児歯科学講座、3 デンタライト、 
4 松本歯科大学病院 スポーツ歯科、5 松本歯科大学病院 口腔インプラント科、 
6 あるが歯科クリニック、7 小口歯科第 2 クリニック、8 日本体育大学医療専門学校
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P-51	 	シングルレイヤーによるマウスガードの製作法
○鈴木　達大 1、浅沼　直樹 2、渡會　侑子 2、水橋　史 1, 2

1 日本歯科大学大学院 新潟生命歯学研究科 機能性咬合治療学、 
2 日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科補綴学第 1 講座

P-52	 	2 種 5 層構造の新規マウスガードシート材の衝撃吸収能と	
分散能について
○本吉　美保 1、鈴木　浩司 1、中山　敏行 1、中禮宏 2、三条　詩織 1、竹内　広樹 1、

小見山　道 1

1 日本大学 松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座、 
2 東京医科歯科大学病院 スポーツ歯科外来／東京医科歯科大学大学院 口腔機能健康科学分野

P-53	 	マウスガード作製におけるフルデジタルワークフローの	
実現へ向けて 第一報 顎模型上でのトライアル
○山崎　豪 1、阪上　隆洋 1、筒井　新 1、都合　晋司 1、中島　一憲 1、武田　友孝 1、

磯野　博文 2、見崎　努 3

1 東京歯科大学 口腔健康科学講座 スポーツ歯学研究室、2 DS デンタルスタジオ（株）、 
3 リンカイ（株）

P-54	 	マウスガードシートの色の違いによる成形後の厚み変化
○渡會　侑子 1、浅沼　直樹 1、鈴木　達大 2、水橋　史 1

1 日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科補綴学第 1 講座、 
2 日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科 機能性咬合治療学
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プログラム
12 月 4 日（日）

9：30～10：50　シンポジウム②（DTセミナー） 第一会場（大ホール）

マウスガード製作における歯科医師・歯科技工士の連携
座長：上野　俊明 先生（明海大学歯学部社会健康科学講座 スポーツ歯学分野 教授）

新家　義章 先生（（有）ライテック 代表）
シンポジスト：

中島　一憲 先生（東京歯科大学歯学部 口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室）
中原　浩介 先生（歯科工房えん 代表）
瀧島　愛之 先生（Y's Dental Techno 代表）
君塚　友見 先生（学校法人 東京滋慶学園新東京歯科技工士学校 専任教員）

9：30～10：30　SDHセミナー 第二会場（マーガレット）

SDHはどこで勉強し、それをどこで活かせるか？
前田　芳信 先生

（大阪大学大学院歯学研究科 名誉教授 招聘教授 / 医療法人サラヤ健育会 理事長
スポーツ歯科医学会 学術研究担当 理事）

11：00～12：00　特別講演① 第一会場（大ホール）

東京 2020 大会の医療サービス
座長：額賀　康之 先生（額賀歯科医院 院長）
講師：赤間　高雄 先生（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授）

13：00～14：00　特別講演② 第一会場（大ホール）

パラスポーツと医科学的サポート
座長：佐々木　幸生 先生（佐々木歯科診療所）

武田　友孝 先生
（第 33 回学術大会長／東京歯科大学口腔健康科学講座 スポーツ歯学研究室 教授）

講師：中村　健 先生（横浜市立大学医学部 リハビリテーション科学教室 主任教授）

14：00～15：00　一般演題（口演発表）O-01～O-06 第一会場（大ホール）
O-01～ O-03　座長：月村　直樹 先生（日本大学歯学部 歯科補綴学第Ⅱ講座 准教授）
O-04～ O-06　座長：正村　正仁 先生（松本歯科大学 小児歯科学講座 准教授）

14：00～15：00　一般演題（口演発表）O-07～O-12 第二会場（マーガレット）
O-07～ O-09　座長：高橋　睦 先生（日本歯科大学新潟生命歯学部 生理学講座 准教授）
O-10～ O-12　座長：吉川　一志 先生（大阪歯科大学 歯科保存学講座 准教授）
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一般演題（口演発表）

O-01	 	4D プリント技術を応用した新規スポーツマウスガードの開発
○羽田　多麻木 1、金澤　学 1

1 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 口腔デジタルプロセス学分野

O-02	 	水泳中の脱水評価法開発に向けた口腔内指標の動特性評価	
―身体と喉、口の渇きの実測調査―
○田邊　元 1, 2、蓮沼　哲哉 3, 4、神谷　菜々2, 3、中禮　宏 2、林　海里 2、外川　海斗 2、

清水　慎太郎 2、　渡辺　孝士郎 5、竹内　康雄 6、小林　宏明 6, 7、都尾　元宣 8、 
森谷　直樹 3, 9、上野　俊明 10

1 朝日大学 歯学部 口腔微生物学分野、2 東京医科歯科大学 スポーツ歯科外来、 
3 公益社団法人日本トライアスロン連合、4 福島大学 人間発達文化学類、 
5 日本体育大学 大学院体育学研究、6 東京医科歯科大学 歯周病学分野、7 住友商事診療所、 
8 朝日大学 歯学部 歯科補綴学分野、9 文化学園大学、10 明海大学 歯学部 スポーツ歯学分野

O-03	 	左右の咬合圧バランスが青斑核と脊髄興奮性に及ぼす影響
○平林　怜 1, 2、岡田　芳幸 3、吉田　結梨子 3、江玉　睦明 1, 2

1 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所、 
2 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科、 
3 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 口腔健康発育歯科 障害者歯科学

O-04	 	1ヶ月間のガム摂取による咬合状態および咬筋活動変化
○筒井　新 1、中島　一憲 1、阪上　隆洋 1、都合　晋司 1、松井　美咲 2、菅野　範 2、

上村　学 2、大澤　謙二 2、岡林　一登 2、武田　友孝 1

1 東京歯科大学 口腔健康科学講座 スポーツ歯学研究室、2 株式会社 ロッテ

O-05	 	マウスガード装着時の噛みしめがフィギュアスケートエレメンツ
に与える影響　第一報　解析法
○東原　慶和 1, 2, 3, 4、前川　真姫 4, 5、早田　剛 4, 5、武田　友孝 6、小川　勝 3, 7、 

三浦　孝仁 4, 5

1 東原歯科医院、2 岡山県歯科医師会、3 スポーツデンティスト協議会、 
4 IPU・環太平洋大学スポーツ科学センター、5 IPU・環太平洋大学 体育学部、 
6 東京歯科大学 口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、7 小川源歯科医院

O-06	 	睡眠時無呼吸症候群（SAS）口腔内装置としてのスポーツマウス
ガード応用の試み―健康スポーツ歯科医を目指して―
○杉山　義祥 1, 2、山中　優 1、杉山　功祐 1、村松　仁志 3、木本　一成 2, 3, 4

1 医療法人社団祥豊会 杉山歯科医院、2 日本スポーツ協会公認 スポーツデンティスト協議会、
3 NPO 法人 かながわ健康づくり歯科ネットワーク、 
4 神奈川歯科大学 歯学部 健康科学講座 口腔保健学分野
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O-07	 	「いちご一会とちぎ国体レスリング競技会」における頭頚部外傷	
およびマウスガードに関する調査第 1報 成年男子フリースタイル
○片野　勝司 1, 2, 3、中島　一憲 1, 3、都合　晋司 1、阪上　隆洋 1、筒井　新 1、 

武田　友孝 1, 3

1 東京歯科大学 口腔健康科学講座 スポーツ歯学研究室、2 片野歯科医院（群馬県）、 
3 日本レスリング協会スポーツ医科学委員会

O-08	 	愛知県歯科医師会会員におけるスポーツ歯科に関する	
アンケート調査について
○青木　恒宏 1、加藤　正美 1、静間　祐一郎 1、近藤　康史 1、後藤　陽一 1、 

平岡　道郎 2、林　良宣 3、矢澤　隆宏 1、内堀　典保 1

1 愛知県歯科医師会、2 平岡歯科医院、3 林歯科医院

O-09	 	テニス愛好家における歯の酸蝕症の認知度と	
かかりつけ歯科医との関係
○秋庭　恭 1、小野瀬　祐紀 1, 2、上條　英之
1 医療法人 SmilanceCare、2 東京歯科大学 衛生学講座、3 東京歯科大学 歯科社会保障学

O-10	 	東京 2020 大会の医療情報を利用した調査研究
○近藤　尚知 1、野尻　俊樹 1、金澤　学 2、大橋　勝 3、本間　輝章 4、三ツ山　晃弘 3、

藤森　直子 3、山中　拓人 3

1 岩手医科大学 歯学部 補綴・インプラント学講座、 
2 東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 口腔デジタルプロセス学分野、3 東京都開業、 
4 千葉県開業

O-11	 	東京 2020 オリンピック・パラリンピック空手競技に	
スポーツデンティストとして参加した救護活動
○鈴木　浩司 1、斎藤　裕太 1, 2、石橋　淳 3、権田　知也 4、勝谷　七穂 1、太田　啓介 5、

竹内　広樹 1、安田　明弘 1

1 日本大学 松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座、2 さいとう歯科医院、 
3 いしばし歯科クリニック、 
4 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野、 
5 医療法人清澄会 オオタ歯科

O-12	 	いばらき国体活動報告
○荻野　義重 1、深谷　聖 1、寺澤　秀朗 1、鶴見　尚史 1

1 茨城県 歯科医師会 いばらき健康づくり歯学協議会運営委員会
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シンポジウム①
教育講演
シンポジウム②（DT セミナー）
SDH セミナー
特別講演①
特別講演②

抄　録
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12 月 3 日（土）13：20～15：20
座長　 明海大学　安井 利一

大会長　武田 友孝

シンポジウム①　「マウスガードの将来について」

診療報酬上の課題とグレーゾーン解消制度

（公社）日本歯科医師会 副会長
　柳川　忠廣

　2019 年ラグビーワールドカップにおいては、ほぼすべての競技会場に歯科医師が臨場した。元より
ラグビーフットボール協会関係者等の尽力により、ラグビー競技ではマウスガードの普及が進んでいる。
一方、東京オリンピック・パラリンピックでは、選手村のポリクリニックにおいて、運営の中心となっ
た近藤尚知先生はじめ、毎日多くの歯科医師が診療にあたった。東京都歯科医師会を主体に、在京の歯
科大学・歯学部等が協力し、ポリクリニックの他にも 11 種目の競技会場に歯科医師（スポーツデンテ
ィスト）が臨場した。前回のリオデジャネイロオリンピックでは 5 種目であったことから、大きな伸び
を示した。
　ただし、スポーツ歯科を普及するとの観点からは、未だ不十分であり、特に競技団体の間で温度差が
大きいことから、さらに幅広い周知を要する。また学校教育下においても、クラブ活動を含めスポーツ
外傷は多く、指導者への研修等が必ずしも進んでいない。
　さて、スポーツ外傷を予防するためのマウスガード装着を義務化もしくは推奨する競技種目の拡充が
求められている。ただし、そのハードルの一つが診療報酬上の評価がないことで、外傷予防の目的では
現行の疾病保険にそぐわないとの判断である。厚生労働省はスポーツマウスガードの保険適用について、
公的医療保険は疾病等のリスクについて被保険者が相互の支えあいで備えることを基本的な考え方とし
ており、疾病や負傷の治療に対して保険給付が為されるものと健康保険法上の整理をしている。したが
って、疾病や負傷が生じていない状態で任意に受ける予防については保険給付の対象としていない、と
の如何にも杓子定規な見解である。
　ただしこの問題は長い経過を辿っており、何とか糸口を見出したい。近年では歯科領域においても、
歯周病の重症化予防等、疾病予防の概念が保険に入ってきており、そもそも「予防の重点化」は国策で
ある。対策の一つとして、マウスガードの装着により、どれだけ外傷の発生が抑止され、結果的に医療
費がどの程度減少した可能性があった等、より明確なエビデンスが求められる。
　別に本シンポジウムでは、インターネット通販を活用したマウスガードの製造・販売事業が、経済産
業省の「グレーゾーン解消制度」で俎上に上がったケースや、保険導入を前提としない「選定療養」の
対象としてマウスガードをあてる議論に関しても考察したい。
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氏　　名 　柳川　忠廣（やながわ　ただひろ）
生年月日 　昭和 29 年 11 月 28 日

略　　歴
1979 年 3 月 東北歯科大学（現 奥羽大学歯学部）卒業
1988 年 4 月 浜松市歯科医師会　理事就任
2000 年 4 月 静岡県歯科医師会　理事就任
2005 年 4 月 浜松市歯科医師会　会長就任
2009 年 4 月 日本歯科医師会　常務理事就任
  医療制度・法人改革・災害対策・歯科医師需給・税制・スポーツ歯科などを担当
2013 年 6 月 静岡県歯科医師会　会長就任
2016 年 3 月 日本歯科医師会　副会長就任
2012 年 　 内閣府死因究明等推進会議　専門委員
2013 年 　 厚生労働省 歯科診療情報の標準化に関する検討会　委員
2016 年 　 厚生労働省 医道審議会 臨時委員（歯科医師分科会、死体解剖資格審査分科会）
  厚生労働省 歯科医師の資質向上等に関する検討会 委員
  文部科学省　歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議　協力者
  文部科学省　モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する専門研究委員会　委員
  歯科医療振興財団　副理事長
2018 年 　 一般社団法人日本歯科専門医機構　副理事長
2021 年 　 歯科医療提供体制等に関する検討会　構成員
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12 月 3 日（土）13：20～15：20
座長　 明海大学　安井 利一

大会長　武田 友孝

シンポジウム①　「マウスガードの将来について」

スポーツマウスガードの将来について 
―「健康スポーツ歯科」への提言―

日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト協議会 会長 杉山　義祥
日本スポーツ・健康づくり歯学協議会 会長
一般社団法人日本スポーツ歯科医学会 理事・渉外委員会 委員長
医療法人社団祥豊会杉山歯科医院 理事長

　スポーツと歯科の関わりは、1892 年に英国の歯科医師によってボクサーの要望から外傷予防の目的
で製作したマウスピース（ゴムの塊り）が始まりと言われる。その後、我が国では「スポーツ歯科＝マ
ウスガード」といった認識が定着したようであるが、これからは「生涯スポーツ」の一環としての「健
康スポーツ歯科」に発展させなければならない。
　2008 年の FDI 政策声明における「Sports Dentistry」（スポーツ歯科医学）は、「すべてのスポーツ
競技を通じて適切なスポーツ活動の選択、助言、審査、管理、監督と、また必要に応じて治療を行い、
さらには専門的情報を提供することを目的とする特別な歯科医学の部門」と定義された（2022 年の
FDI 政策声明では「Sports Dentistry」が再度採択された）。
　一方、我が国では 2012 年のスポーツ基本計画において「歯学」が初めて掲載され、マウスガードの
意義等について詳細に述べられた。また 2015 年にスポーツ庁が新設され、現在では政策課、健康スポ
ーツ課、地域スポーツ課、競技スポーツ課、参事官（国際担当・地域振興担当・民間スポーツ担当）等
のセクションが設けられ、「健康スポーツ」を含めたスポーツ行政の総合的な推進が図られており、ス
ポーツ政策が独自に執行できるようになった。
　今後、トップアスリート等の「競技スポーツ」だけではなく、我が国民の「生涯スポーツ」としての

「健康スポーツ」にも対応しなくてはならない。総ての国民における各自のライフコースで、健康保持
増進および QOL 向上のためにスポーツ・運動が積極的に行われるべきである。また学校歯科保健の視
点からも、学校における「安全教育・安全管理」が図られ、スポーツ外傷から顎顔面口腔領域の健康を
守ることは、将来に亘る未曽有の貢献に当たり、児童生徒らの QOL 向上の将来の担保に直結する課題
である。独立行政法人日本スポーツセンター（JSC）の災害共済給付状況によると、毎年、障害種別の
うちの学校種別「歯牙障害」は高等学校が最も多い件数を示している。「歯牙欠損見舞金」の支給基準
や給付金、臨床での社会保険歯科診療報酬点数（以下、社会保険点数と略す）等が問題になる以前に、
これらスポーツ外傷を含む歯牙欠損をどのように予防すれば良いのか、その手段の戦略さえ議論に上が
らないことがむしろ問題といえよう。
　最も大きな要因は「口腔保健行動」にある。欧米のスポーツ発展国では就学前後よりスポーツ・運動
時にはマウスガード装着が当然であり、すでに自国の多くの国民にその概念は定着している。我が国の
コンタクトスポーツ競技種目において、近年、マウスガード装着義務化等が認められてきてはいるもの
の、国民の健康維持増進・QOL 向上のためのスポーツ・運動の支援である「口腔保健行動」変容の啓
発はスポーツ発展国には程遠く、遺憾ながら未だに啓発途上にある。啓発途上と考えられる課題には、
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以下の二点が挙げられる。
　マウスガードのシート素材が「雑品」であること。
　医療用具としての認可、ならびに保険導入が難しいこと。
　この二点について、過去 20 年ほど日本歯科医師会代議員会において質問してきたので、再度申し述
べる。先ず、シート素材については、歯科用材料の EVA シートを「医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）」に指定していただくこと。とくに、社会保険点数での「口
腔内装置１・２・３」に適応させ、「（仮称）外傷・障害対応型顎口腔内装置」の名称を用い、その取り
扱いを導入して、従来の「雑品」扱いから「オーラルアプライアンス（OA）」として、薬機法第 2 条
における「管理医療機器（クラスⅡ）」もしくは「一般医療機器（クラスⅠ）」に指定することが課題克
服に通ずるものと考える。令和元年 10 月 25 日の厚生労働省医政局歯科保健課による回答の「グレーゾ
ーン解消制度・新事業特例制度」の解釈では、「当該マウスピース等が医療機器に該当する可能性」も
ある、「歯科医師の歯科医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのあ
る歯科医行為に該当」し、「マウスピース等は歯科技工士法第 2 条第 1 項に規定する歯科技工により作成」
されるべきで、さらに「照会の事業（インターネット通販を活用したマウスピース等製作事業）は、歯
科医師法第 17 条に規定する歯科医業に該当」するとの判断が下されたところである（https://www.
mhlw.go.jp/content/000562198.pdf）。
　終わりに、顎顔面口腔領域の解剖学的ならびに生理学的知識等に関して学び、国家資格を有する歯科
医師がマウスガードを単なる装具として製作・評価に留まることは理解しがたい。専門的技術評価の立
場にある歯科医師によるマウスガード製作は、社会保険点数における技術評価があって然るべきであり、
かつマウスガードの医療用具としての認定ならびに社会保険点数への早期導入を心より期待している。

学歴・職歴
1979 年　神奈川歯科大学　卒業
1979 年　杉山歯科医院　開設
1980 年　横須賀市立大津中学校 学校歯科医（～2021 年）
1988 年　神奈川歯科大学 歯学博士
1989 年　神奈川歯科大学 予防歯科学教室 非常勤講師（～2003 年）
1995 年　医療法人社団祥豊会 杉山歯科医院 開設（～現在）
2003 年　明海大学歯学部 口腔衛生学分野 非常勤講師（～現在）

役職
1996 年　日本オリンピック委員会 強化スタッフ（～2012 年）
1997 年　日本歯科医師会　代議員（～現在）
2007 年　日本スポーツ・健康づくり歯学協議会 会長（～現在）
2007 年　神奈川県歯科医師会 代議員会 議長（～2013 年）
2011 年　日本歯科医師会　スポーツ歯科委員会　委員（～現在）
2013 年　日本歯科医師会 代議員会 議長（～2015 年）
2017 年　日本歯科医師会　東京オリンピック・パラリンピック歯科委員会　委員
2021 年　日本歯科医師会　スポーツ歯科委員会　委員長（～現在）
2022 年　日本体育協会公認スポーツデンティスト協議会　会長（～現在）
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12 月 3 日（土）13：20～15：20
座長　 明海大学　安井 利一

大会長　武田 友孝

シンポジウム①　「マウスガードの将来について」

マウスガードの将来について 
スポーツ歯科が支える国民の幸福で豊かな生活

参議院議員
朝日大学歯学部 客員教授　　 山田　　宏

　国民が豊かで幸せな生活を送れるよう様々な政策を推進している中で、例えば平成 23 年にはスポー
ツ基本法を定め、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利」として 5 年ご
との計画に則って施策を推進しています。第 1 期スポーツ基本計画の中、平成 27 年にはスポーツ庁を
創設しました。そして令和 4 年 3 月には第 3 期スポーツ基本計画を策定しました。この中では、子供や
若者のスポーツ機会の充実と体力の向上、女性や障害者や現役世代のスポーツ実施率の向上を目指し、
スポーツによる健康増進に取り組むと明記されています。
　スポーツを振興する上で大切なことは外傷の防止です。特に学校教育の場でスポーツに取り組む際に
は、教育を受ける方が安全に活動できるよう策を講じることが求められます。防具やプロテクターと同
様にマウスガードは競技者の安全を守ります。このマウスガードを作製し提供するには歯科医師の関与
が必須です。
　我が国の健康保険は疾病予防を対象としていません。しかし今年は団塊の世代の方々が後期高齢者と
なり、今後も医療費の増加が予想されます。このような中で、今こそ国民の健康増進と疾病予防に力を
入れ、安全保障の根幹である国民皆保険制度を維持してゆく必要があります。
　事実、国は口腔の健康が全身の健康につながることを認め、皆保険制度を維持するために国民皆歯科
健診を実現するよう動き始めました。国民が疾病に罹患してから、健康を害してから医療費を支出する
よりも、健康であり続けることに投資をする方が、国民と国の双方にメリットがあるのです。
　スポーツは健康を増進する手段として有効である一方で、歯や顎骨に対する外傷の危険がつきまとい
ます。特に歯は一度失われれば自己再生しません。歯牙喪失や顎骨骨折は、それにより失われる健康と、
それを治療するための医療費が非常に大きなものとなります。今こそ国民の幸福と豊かな生活を実現す
るために、スポーツ歯科の関わりと発展について皆さんと共に考えてゆきたいと思います。
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山田　宏　（やまだ　ひろし）
令和４年９月 20 日現在

　　参議院議員　（自由民主党・2 期）
　　　　厚生労働委員会　委員長
　　　　憲法審査会　委員
　　　　元防衛大臣政務官

　　自由民主党　
　　　　国民皆歯科健診実現プロジェクトチーム 事務局長
　　　　憲法改正推進本部　事務局長代理

　　　・朝日大学 歯学部 客員教授
　　　・日本歯科医師連盟　顧問、広報委員会論説委員
　　　・岐阜県歯科医師連盟 顧問　・京都府歯科医師連盟 顧問
　　　・東京都歯科医師連盟 顧問　・日本歯科医師野球連盟　顧問

　　昭和 33 年 1 月 8 日　東京都生まれ（64 歳）。

　　京都大学法学部卒業後、松下政経塾に第 2 期生として入塾。
　　東京都議会議員（2 期）
　　衆議院議員（2 期）
　　東京都杉並区長（3 期）
　　　・ 杉並区の財政を再建し、レジ袋税や区独自の教師養成機関「杉並師範館」の設立、「減税自治

体構想」など数々の独自の政策を推進した。
　　　・ 「歯の健康が体全体の健康につながる」として、歯のクリーニング券を歯科健診に付け、受診

率を当初の 6％から 15％まで上昇させ、また、区内の一部の小学校に歯磨き奨励用の洗面台
を設置、地域の学校歯科医の皆さんと連携し、歯磨き励行を行い、インフルエンザの罹患率を
大幅に減少させた。

　　 平成 28 年、参議院に当選後は、政治家としての長年の経験を踏まえ、自民党若手議員で構成され
る歯科口腔医療勉強会を立ち上げ、座長として総理に要望書を毎年提出、2017 年から 6 年、その
要望に沿って、政府の骨太方針に歯科口腔医療の重要性が明記されている。また、2021 年 6 月「国
民皆歯科健診実現議員連盟」（会長 古屋圭司衆議院議員）、2022 年 5 月「スポーツ歯科を支援する議員
連盟」（会長 遠藤利明衆議院議員）を立ち上げ、事務局長を務めている。

　　キャッチフレーズである「道を拓く男。山田宏」をそのまま地でいく政治家。

◆山田宏 / やまだひろし　YouTube チャンネル
  　https://www.youtube.com/user/YamadaHiroshiCom　
◆公式 HP 　http://www.yamadahiroshi.com/　　　　　
◆ツイッター @yamazogaikuzo
◆公式　Facebook ファンページ　http://www.facebook.com/yamadahiroshi.page
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12 月 3 日（土）13：20～15：20
座長　 明海大学　安井 利一

大会長　武田 友孝

シンポジウム①　「マウスガードの将来について」

日本スポーツ歯科医学会に期待すること

厚生労働省医政局歯科保健課 課長
小椋　正之

　歯科医業や歯科技工については、歯科医師法や歯科技工士法に規定されている。歯科医師法第におい
ては、同法 17 条で「歯科医師でなければ歯科医業をなしてはならない。」と規定されている。また、歯
科技工士法においては、同法第 2 条第 1 項において、「この法律において、「歯科技工」とは、特定人に
対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することを
いう。ただし、歯科医師がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。」と規定されている。しかし、
歯科医師法や歯科技工士法において、カスタムメイドのマウスピース等（以下、「マウスピース等」と
いう）の作成等については、明確に規定されていないことから、これらは歯科医師が行う歯科医業にあ
たるのか、あるいは、歯科技工士が行う歯科技工にあたるのかが不明瞭とされていた。
　令和元年頃、歯科医師の診療を介さずに特定人に対するマウスピース等を無資格者などが作成し、提
供している事例が散見された。マウスピース等の形態が不適切なものであった場合、歯列や咬合等に影
響を及ぼすことが想定されることからマウスピース等を作成し患者に装着する行為は、歯科医師の歯科
医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある歯科医行為に該当する
とともに、マウスピース等は歯科技工士法第 2 条第 1 項に規定する歯科技工に該当することを明確に示
した歯科保健課長通知、「いわゆるマウスピース等の取り扱いについて」を都道府県等の自治体へ令和
元年 12 月 25 日に発出して、周知を図ったところ。
　日本スポーツ歯科医学会の目的は、「スポーツ歯学に関する調査・研究を通じて、その進歩を図り、
会員の知識の向上と国民の啓発を目的とする。」と HP に記載されており、日本スポーツ歯科医学会に
おかれては、引き続き、安全で質の高い、より良い歯科医療等の実現に向けて活動して頂くとともに、
歯科医療等の更なる進歩・発展に貢献して頂くことを期待している。
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略歴
1994 年 3 月 長崎大学歯学部卒業
1995 年 3 月 国立公衆衛生院専門課程修了
1998 年 3 月 岡山大学大学院歯学研究科修了
1998 年 4 月 厚生省入省
1999 年 4 月 富山県厚生部健康課（副主幹）
2001 年 4 月 厚生労働省医政局医事課試験免許室（試験専門官）
2008 年 7 月 近畿厚生局医事課（課長）
2011 年 8 月 厚生労働省医政局歯科保健課（歯科口腔保健推進室長併任）
2016 年 4 月 厚生労働省保険局（歯科医療管理官）
2021 年 7 月 厚生労働省医政局歯科保健課（課長）
現在に至る
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12 月 3 日（土）15：30～16：20
座長　 東京歯科大学　石上 惠一

教育講演

三次元人体形状および歩行中の足底圧分布の 
定量化によるスポーツ・健康科学への貢献

国士舘大学大学院スポーツ・システム研究科 特任教授
　船渡　和男

　近年では人間の Well-Being のために総合知としての学術研究の必要性が求められている。我々が所
属する学術分野では体育（Physical education）から健康・スポーツ科学（Health & Sports sciences）
へと分科、さらに身体教育学、スポーツ科学、応用健康科学の 3 つに細目される（日本学術会議）。
　持続可能な社会の開発目標（SDGs）の一つとして、スポーツの果たす役割は重要な関心事であるが、
2020 年初頭から流行した COVID-19 の感染拡大は、世界中の人々に人類の健康維持増進を再考させる
こととなった。スポーツ・健康科学が健康づくり、競技力向上および体育科教育に貢献するためには、
科学研究に基づくエビデンスを確立することが重要である。
　本講演では、一つの例として我々の研究室で行ってきた、三次元人体形状および歩行中の足底圧分布
の定量化によるスポーツ・健康科学への貢献について紹介する。ヒトの全身と足部のかたちや身体組成
に加えて、ヒトの基本的動作である立位および歩行動作を分析評価の対象とした。かたちと機能に関す
る諸データの因果関係およびそれらとスポーツパフォーマンスや健康度との関連を探る研究を通して、
ヒトのパフォーマンスや動きの稚拙および健康などに関する診断と評価を試みることを目的とした。全
身および足部の三次元形状の分析は、光スキャン方式を用い、相同モデル化して多くのサンプルから主
成分分析により、かたちの特徴を定量化する。歩行および立位動作は経時的に足底圧分布が測定可能な
圧力盤を用い、歩幅や歩数などの時空間変数に加えて、足底部の荷重変動や圧力中心（COP）の挙動
を定量化する。将来的には、これらのデータが運動主体者の Well-Being を引き起こすための行動変容
のエビデンスとして活用されることが期待される。
　「スポーツ基本法」（平成 23 年６月公布）第３章第１節第 16 条、スポーツの推進のための基礎的条件
の整備など（スポーツに関する科学的研究の推進など）では、「国は、医学、歯学、生理学、心理学、
力学等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的及び基礎的な研究を推進し、これらの研究の成果を
活用してスポーツに関する施策の効果的な推進を図るのもとする。…以下略」と謳われている。将来的
にスポーツ歯科学会と協力して研究を推し進めることによって総合知を構築し、健康・体育・スポーツ
に貢献できることを望んでいる。



39

氏　　名　　船渡　和男（ふなと　かずお）

現　職
国士舘大学体育学部
国士舘大学大学院スポーツ・システム研究科　特任教授

学　歴
1955 年　長野県生まれ
1978 年　日本体育大学体育学部卒
1980 年　日本体育大学大学院修士課程修了
1982 年　東京大学大学院教育学研究科体育学修士課程終了
1985 年　東京大学大学院教育学研究科体育学博士課程単位取得済退学

職　歴
1985 年４月～  東京大学教養学部保健体育科助手、東京大学大学院総合文化研究科生命環境科学系身体

運動科学研究室助手
1995 年９月～  文部省長期在外研究員（若手）としてアメリカ・ロサンゼルス UCLA バイオメカニク

ス研究室へ留学
1999 年４月～ 国立スポーツ科学センター（JISS）設置準備室専門職員として JISS の立ち上げ
2001 年４月～ 国立スポーツ科学センター、スポーツ科学研究部副主任研究員　　　　　
2005 年４月～ 日本体育大学、同大学院トレーニング科学系　教授
  トレーニングセンター長
2021 年４月～ 現職

博士（体育科学）
専門は、スポーツバイオメカニクス、トレーニング科学、スポーツ科学
主な著書：スポーツサイエンス入門（分担、丸善株式会社出版、2010）、トレーニング科学（分担、文
光堂， 2011）、子ども計測ハンドブック（分担、朝倉書店、2013）、日本体育大学スポーツ研究 A・B（分
担、NAP、2015）、疲労と身体運動（分担、杏林書院、2018）など
日本バイオメカニクス学会理事、東京体育学会理事長、NSCA ジャパン編集委員長
日本体操協会マルチサポート情報部長、日本オリンピック委員会強化スタッフ（医・科学）ウエイトリ
フティング競技など
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12 月 4 日（日）9：30～10：50
座長　 明海大学歯学部　社会健康科学講座 スポーツ歯学分野　上野 俊明

有限会社ライテック　新家 義章

シンポジウム② （DT セミナー）　「マウスガード製作における歯科医師 ・歯科技工士の連携」

完璧なマウスガードを提供するために 
歯科医師が求めるもの

東京歯科大学水道橋病院健康スポーツ歯科 准教授
中島　一憲

　スポーツによる顎口腔領域の傷害は、舌や頬粘膜などの軟組織損傷から歯の震盪・破折・脱臼・脱落、
そして顎骨骨折や顎関節への障害、さらには脳震盪にまで及ぶことが知られている。相手選手や用具と
の接触が多発するコンタクトスポーツだけでなく、転倒や転落など地面からの衝撃やトレーニング中の
噛みしめなどから歯を守るという観点からノンコンタクトスポーツの分野からも急速なニーズの高まり
を見せている。
　選手の立場から考えると、より小さく、より薄く、会話や呼吸を妨げることがなく、デザイン性に優
れ、さらには外傷予防効果の高いマウスガードを求める声がある。一方で、歯科医師の立場からすると、
もちろん外傷予防効果が最優先事項であり、その他の事項は二次的にマウスガードの付加価値を上げ、
その普及に寄与する項目と考えられてきた。
　ひとことでマウスガードと言ってもいくつかの種類があり、その素材や構造、調整法などにより外傷
予防効果には大きな差がでてくる。これらのことを考え合わせ配慮すべき事項は、選手の年齢、性別、
競技種目、競技レベル、ポジション、歯列形態、咬合状態、辺縁形態、材料、厚み、咬合高径、積層構
造、外傷の既往、異常絞扼反射の有無、色やデザイン、価格などの選手の希望などなど多岐にわたり、
歯科技工に出すオーダー用紙の記載に苦慮することもある。このような観点から、一般的な補綴物や修
復物における歯科技工指示と比較してマウスガードにおけるオーダー内容は非常に複雑で、歯科技工士
とのコミュニケーションや連携作業が大変重要となる。
　本シンポジウムでは、長きにわたりスポーツ歯科医学に携わり、その進化に関わってきたひとりとし
て、選手のニーズに応え、機能的にも満足のいくマウスガードを提供するために、どのような知識やア
イデアが必要か、どのような改善や対策が必要かについて、DT セミナーと併催することによりご参加
の歯科技工士の先生方との議論を重ねてゆきたい。
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学歴・職歴
1993 年 　日本大学歯学部歯学科卒業
1997 年 　日本大学大学院歯学研究科（補綴学専攻）修了
 　日本大学歯学部付属歯科病院助手
1999 年 　東京歯科大学スポーツ歯学研究室助手
2006 年 　東京歯科大学スポーツ歯学研究室講師
2018 年 　東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室准教授 

役　職
2008 年 　日本スポーツ歯科医学会認定医・評議員
2016 年 　日本補綴歯科学会指導医
2017 年 　日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト
2017 年 　日本パラスポーツ協会公認障がい者スポーツ医
2021 年 　第 32 回オリンピック競技大会（2020/ 東京）：レスリング会場担当
2021 年 　東京 2020 パラリンピック競技大会：選手村ポリクリニック歯科担当
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12 月 4 日（日）9：30～10：50
座長　 明海大学歯学部　社会健康科学講座 スポーツ歯学分野　上野 俊明

有限会社ライテック　新家 義章

シンポジウム② （DT セミナー）　「マウスガード製作における歯科医師 ・歯科技工士の連携」

成功に導くラボ・コミュニケーション

歯科工房えん 代表
　中原　浩介

　マウスガードを作っている歯科技工士の顔、皆さん知っていますか？
　歯科技工士に直接会う機会ってなかなかないですよね？
　現在、歯科技工士は高齢化と、なり手不足で年間に約 900 人前後の国家資格合格者に留まりそのうち
２年余りのうちに８割以上が離職してしまうという大変厳しい状況で絶滅危惧種のようになってきてい
ます。
　これは、労働環境の悪さなどとよく言われますが、私は仕事の「やりがい」もかなりのウエイトをし
めていると思います。
　この「やりがい」ってなんでしょうか？
　もちろん人により、そのやりがいは変わってくると思います。
　私が考える「やりがい」の中にチェアサイドとのコミュニケーションがとても大切だと日々感じてい
ます。
　近年、歯科界の流れとして急速にデジタル化が進んできていますが、アナログ技工の基礎が出来てい
ることが重要で、歯科医師、歯科衛生士との共通意識の共有がとても大切になります。
　スポーツ歯科ではラボサイドが知っていなければならない情報がたくさんあり、競技によって使用で
きるマウスガードの素材、カラー、厚みなどかなり細かいレギュレーションが存在し、個々の歯列、咬
合や顎位の情報を正しく理解しマウスガードを作製しなければなりません。
　これに患者様の要望をいかに聞きだし、それを盛り込み、形にする必要があり、より細かい情報をチ
ェアサイドからラボサイドに伝達していただくことで、作製されるマウスガードの良し悪しが大幅に違
ってくると思います。
　歯科技工士は模型を預かり、卓上で作製し、納品するだけのルーティンではなく患者様、歯科医院と
一緒に作り上げているという意識を持って作製することが大切だと思います。
　私が日々の臨床でどのようにしてチェアサイドとコミュニケーションをとり、情報を共有し患者様に
満足していただけるマウスガードを作製しているのか、私見を述べさせていただきます。
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略歴

学歴・職歴
2004 年  　九州環境福祉医療専門学校　歯科技工士本科　卒業
2005 年  　九州環境福祉医療専門学校　歯科技工士専攻科　卒業
2005～2012 年 　佐賀県佐賀市歯科医院　勤務
2012～2017 年 　佐賀県伊万里市歯科技工所　勤務
2017 年  　歯科工房えん　開業
2017 年  　JASD 認定マウスガードテクニカルインストラクター　取得

所属
一般社団法人九州スポーツ医歯学研究所　理事
佐賀県スポーツ歯科協議会　理事
一般社団法人日本スポーツ歯科医学会　会員
北海道健康スポーツ歯学研究所　会員

所属学会
一般社団法人日本スポーツ歯科医学会
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12 月 4 日（日）9：30～10：50
座長　 明海大学歯学部　社会健康科学講座 スポーツ歯学分野　上野 俊明

有限会社ライテック　新家 義章

シンポジウム② （DT セミナー）　「マウスガード製作における歯科医師 ・歯科技工士の連携」

アスリートサポート、マウスガード製作における歯
科技工士としての取り組み“スポーツマウスガー
ドはトップアスリートだけの特別なものじゃない！”

Y’s Dental Techno. 代表 瀧島　愛之
JASD 認定マウスガードテクニカルインストラクター

　矯正歯科からこの世界に入り、アスリートをケガから守るマウスガードを本格的に研究・製作を開始
してから早 11 年の月日が経ちました。今では“自称”スポーツマウスガード専門歯科技工士として、
スポーツを始めたばかりの小学生から日本代表や各国代表として活躍しているトップアスリートまで、
様々なアスリートと関わる機会を与えていただけるようになりました。11 年前にマウスガード製作を
始めたころはまだまだスポーツマウスガードというものの認知度も低く、“ボクシングや格闘技の選手
だけが使うもの”というようなイメージだけが独り歩きしているような状況でした。その後 2012 年に
はスポーツ基本計画が策定され、その中で『マウスガードの着用の効果などの普及啓発を図ること』が
示されたこと、2009 年７月には 2019 年ラグビーワールドカップの日本初開催が決定していたことや、
2013 年９月の IOC 総会で 2020 年のオリンピック・パラリンピックの開催地が 57 年ぶりに東京に決定
するなど徐々にスポーツ歯科分野にも追い風となるような出来事が続き、この 2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催決定を契機に国民のスポーツへの関心が高まったという事実は記憶に新しい
かと思います。そんな中『すべてのアスリートにマウスガードを当たり前に』というスローガンを掲げ、
細々とではありますがスポーツマウスガードの普及活動も続けてきました。
　歯科技工士としてスポーツ歯科に携わるとなるとスポーツマウスガードの製作がほぼメインの内容に
なるかと思いますが、そのマウスガードの製作には歯科医師の先生方とはもちろんのこと、歯科衛生士
さんとの関わり方もとても重要になってくると思います。そして何よりもアスリート本人との関わり方
が最も大切な部分であることを理解する必要があると思います。今回はシンポジウムというディスカッ
ション形式ではありますが、歯科技工士の立場から私のこれまでのスポーツ歯科分野での取り組みや試
行錯誤、アスリートや歯科医師、歯科衛生士との関わり方についてお話させていただけたらと思います。
　最後に、今回このような場に登壇させていただける機会をくださいました大会長・武田友孝先生をは
じめ、座長である上野俊明先生、新家義章先生、ご一緒いただきましたシンポジストの先生方に心から
感謝申し上げます。
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略歴
2004 年　日本大学生物資源科学部　森林資源科学科卒業
2008 年　新東京歯科技工士学校　歯科技工士科卒業
2010 年　矯正専門歯科医院勤務
2011 年　Y’s Dental Techno. 開業

新東京歯科技工士学校　非常勤講師
日本スポーツ歯科医学会会員
日本スポーツ歯科医学会認定マウスガードテクニカルインストラクター
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12 月 4 日（日）9：30～10：50
座長　 明海大学歯学部　社会健康科学講座 スポーツ歯学分野　上野 俊明

有限会社ライテック　新家 義章

シンポジウム② （DT セミナー）　「マウスガード製作における歯科医師 ・歯科技工士の連携」

入学者数増加へ向けた専門学校教育における
スポーツ歯科の現状 
〜「スポーツ×歯科」有志クラブからコース別実習の実現について〜

学校法人東京滋慶学園　新東京歯科技工士学校専任教員
スポーツ歯科医学会認定カスタムメイドマウスガードテクニカルインストラクター

君塚　友見

　国民の健康を維持する上では欠かせない口腔内環境。その環境を整えるためには「歯科医師」「歯科
衛生士」そして「歯科技工士」が三位一体となり、それぞれの専門分野を通じて協力が必要不可欠であ
る。2020 年には国民の平均寿命は 80 歳を超え、今後さらに職種間での連携が重要である。そのような
状況の中、歯科技工士を目指し養成施設へ入学する学生数は 2016 年度には 1032 名だったのに対し
2017 年度には 927 名へと減少した。（参考：歯科技工士養成施設の状況・厚生労働省）
　歯科技工士学校へ入学を検討する人物的特徴としては「モノ作りが好き」「コツコツと仕事をするこ
とが好き」などが多く、中には入学前までスポーツの経験がない人物も多く存在しているが、2011 年
施行の「スポーツ基本法」において「歯学」が含まれることとなり、今後はスポーツ歯科に関する知識
と技術を身に付けた歯科技工士育成カリキュラムの構築が必要だと考えられる。そこで、新東京歯科技
工士学校では新たな教育カリキュラムの必要性と入学者数の減少に歯止めをかけるべく、入学検討者の
間口を広げ、興味関心を惹きつける内容の一つとして「スポーツ×歯科」という分野へ 2016 年度より
取り組み始めた。
　カリキュラムの構築には学生有志でのクラブ活動から始め、2018 年度からコース別実習へと発展さ
せた。講義においては運動生理学をスポーツデンティストである関根陽平氏（東京羽田ヴィッキーズチ
ームデンティスト）に依頼し、スポーツ現場においてはアスレチックトレーナーである塙翔太氏（合同
会社コアデザイン）にもご協力頂いた。さらに滋慶学園グループのスクールメリットを活かすべく東京
スポーツレクリエーション専門学校との合同授業を実施することで、歯科医師の指示下においてより実
践的なフィールドワークを学べるカリキュラムの構築を行った。
　コースを受講した学生の中にはスポーツ経験が無かった学生がスポーツに興味を持つようになり、製
作に意欲が沸くようになったなど、前向きなアンケートの回答を得ることができるなど、「もっと学び
たい」という意見が多数聞かれた。さらには日本スポーツ歯科医学会認定マウスガードテクニカルイン
ストラクターを今後取得したいと考えるようになった学生が見受けられた。
　本講演ではこれまでの新東京歯科技工士学校取り組みについてのご理解と歯科技工士養成施設への入
学者について皆様と一緒に考えていきたいと思っております。



47

学歴・職歴

学歴
2006 年 4 月 新東京歯科技工士学校　入学
2007 年 3 月 新東京歯科技工士学校　卒業
2007 年 4 月 国際研修科「The Aesthetic and Implant Technology Institute」進学
2008 年 3 月 国際研修科「The Aesthetic and Implant Technology Institute」修了

職歴
2008 年 7 月 原宿補綴研究所　入社
2009 年 4 月 原宿補綴研究所　退職
2009 年 5 月 株式会社　横浜トラスト歯科技工研究所　入社
2010 年 9 月 株式会社　横浜トラスト歯科技工研究所　退職
2010 年 12 月 学校法人滋慶学園グループ　入職
  学校法人滋慶学園 新東京歯科技工士学校　教務部　入職
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12 月 4 日（日）9：30～10：30
　

SDH セミナー

SDH はどこで勉強し、それをどこで活かせるか？

大阪大学大学院歯学研究科名誉教授　招聘教授
医療法人サラヤ健育会　理事長 前田　芳信
スポーツ歯科医学会　学術研究担当　理事

＜ SDH に期待すること＞
　スポーツ歯科医学会が認定している SDH（Sports Dental Hygienist）には何が期待されているだろ
うか？
　あくまでも私見ではあるが SDH ならば　少なくとも以下の条件を備えて欲しいと思う。
①　 スポーツに興味があり、自身でも何か継続的に行っている　（体験している人の話には説得力の違

いがある）
②　スポーツ歯科医学の知識を豊富に持っている
③　適切な MG の製作方法、サーモフォーミングができる（ホワイトニングトレーも）
④　外傷時の適切な応急処置を知っている
⑤　ドーピングについて知っている
⑥　 スポーツドリンク、サプリメントの正しい使用法を知っている（栄養摂取、水分補給を含めて熱中

症の予防法を知っている
⑦　 口腔周囲筋のリラクセーションならびにトレーニングの基本を知っている　（実践している人の話

には説得力がある）
⑧　コロナウイルスに対する対策を知っている

＜ SDH としての活躍の場はどこか＞　
　では　これらの条件を満たしたとして　それをどこで活かせばいいのだろうか？
　スポーツデンティストでもスポーツ歯科医学はアスリートのためのものと思っているひとが多いが、
それでは活動の場は広がらない。
①　 日常臨床での患者さんに、モニター画面やパンフレットを用いて情報を伝え、できれば、具体的な

マッサージや開口訓練などを試してあげて興味を持ってもらう。
②　 年齢、性別に応じたオーラルフィットネスの概念で取り組む。（なぜなら　若い人、中年、壮年、

高齢者では目的と方法がことなる。）
③　指導の内容の成果を評価して、継続した取り組みにつなげるとともに　資料として残す。

　ではこれらのことはどこで勉強できるのだろうか。常に本学会に参加してもらい知識のブラッシュア
ップを図るとともに　インターネットや書籍などから学ぶことができる。
　今回のセミナーでは　これらの点について解説してみたいと思う。
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職歴
1977 年　大阪大学歯学部卒業
1981 年　大阪大学大学院歯学研究科博士課程修了　　　　　　
1997 年　大阪阪大学歯学部附属病院教授　口腔総合診療部初代部長
2007 年　大阪大学大学院歯学研究科教授（顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学分野
 　（現、有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野）
2014 年　大阪大学歯学部附属病院　病院長（平成 28 年 3 月まで）
2017 年　大阪大学大学院歯学研究科　特任教授　名誉教授
2020 年　大阪大学大学院歯学研究科　招聘教授　名誉教授

所属学会
International Association for Dental Research
International College of Prosthodontists  (President　2013-2014)
European Association for Osseointegration 
日本補綴歯科学会（指導医、専門医）  
日本口腔インプラント学会（指導医、専門医） 
日本スポーツ歯学医学会（理事、認定医）    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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12 月 4 日（日）11：00～12：00
座長　 額賀歯科医院　額賀 康之

特別講演①

東京 2020 大会の医療サービス

早稲田大学スポーツ科学学術院 教授
　赤間　高雄

　コロナ禍により開催が 1 年延期された東京オリンピック・パラリンピックは、オリンピックが参加選
手 11,420 人、実施競技 33 競技 339 種目、パラリンピックが参加選手 4,403 人、実施競技 22 競技 539 種
目で、無観客ながらも競技はほぼ計画どおりに実施され、多くの日本代表選手が活躍した。COVID-19
対策は Playbook としてまとめられ、行動管理、スクリーニング検査、迅速な陽性者対応が徹底して実
施された。スクリーニング検査では、選手と大会関係者の陽性者はオリンピックで 181 人、パラリンピ
ックで 118 人と報告され、大会関係者においてクラスター発生はなかった。
　各国選手団の帯同医師は、世界アンチ・ドーピング機構の e- ラーニングの修了証を必須として、事
前に登録した。携行医薬品は事前申請を必要とし、治療使用特例（TUE）が付与された治療用覚せい
剤の選手本人の持ち込みが特措法で認められた。
　東京晴海の選手村には多診療科を持つポリクリニックが開設され、選手村に居住する選手と選手団ス
タッフへ医療サービスが提供された。ポリクリニックでは、外来診療として、内科、整形外科、救急、
女性アスリート外来、歯科、眼科、皮膚科、精神科、泌尿器科（パラリンピックのみ）、および発熱外
来（別棟）を行い、部門として、臨床検査、画像検査、薬剤、理学療法が設置された。歯科は、診療室
6 室（パラリンピック時は 5 室）で、オリンピック期間は 70～100 人／日程度の診療を行った。口腔内
スキャナーと CAD/CAM システムを導入し、2 時間以内にセラミッククラウン等を作製して選手に提
供して好評であったと報告されている。また、選手のニーズに対応した硬質のマウスガードを作成し
48 時間以内に提供した。
　各試合会場では、観客用と選手用の医療体制は別々に整備された。コロナ禍で人員確保が難しかった
が、無観客となったため、観客用医務の人員を縮減できた。歯科医師を配置した会場は、オリンピック
の水球、3 × 3 バスケットボール、ボクシング、馬術、ホッケー、ハンドボール、空手、ラグビー、レ
スリング、近代五種、バレーボールであった。
　大会に参加した医療スタッフ数（実人数）は、医師はオリンピック 1497 名、パラリンピック 781 名、
歯科医師はオリンピック 125 名、パラリンピック 53 名であった。
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氏　　名　　赤間　高雄（あかま　たかお）　

学歴・職歴
1982 年　筑波大学医学専門学群卒業、医師
1988 年　筑波大学大学院博士課程修了、医学博士
1989 年　筑波大学臨床医学系 講師
2000 年　日本女子体育大学 助教授
2004 年　早稲田大学スポーツ科学部 助教授
2006 年　早稲田大学スポーツ科学学術院 教授（～現在）

役　職
１）スポーツ団体
2010 年　公益財団法人日本ラグビーフットボール協会アンチ・ドーピング委員会委員長（～現在）
2014 年　アジア・オリンピック評議会　メディカル委員（～現在）
2015 年　 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会メディカルディレクタ

ー（～2021 年 9 月まで）
2021 年　世界アンチ・ドーピング機構健康医療研究委員会委員（～現在）
2022 年　公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構会長（～現在）

２）学会
2015 年　日本臨床スポーツ医学会理事（～現在）
2019 年　日本体力医学会理事（～現在）

３）スポーツ大会帯同
2004 年　第 28 回オリンピック競技大会（アテネ）日本代表選手団本部ドクター
2008 年　第 29 回オリンピック競技大会（北京）日本代表選手団本部役員（医務担当）
2012 年　第 30 回オリンピック競技大会（ロンドン）日本代表選手団本部役員（医務担当）
2016 年　 第 31 回オリンピック競技大会（リオ）IOC Medical and Scientific Commission Games Group 

メンバー
2018 年　 第 23 回オリンピック冬季競技大会（平昌）IOC Medical and Scientific Commission Games 

Group メンバー
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12 月 4 日（日）13：00～14：00
座長　 佐々木歯科診療所　佐々木 幸生

大会長　武田 友孝

特別講演②

パラスポーツと医科学的サポート

横浜市立大学医学部リハビリテーション科学 主任教授
　中村　健

　現代におけるパラスポーツは、第 2 次世界大戦後に英国のストーク・マンデビル病院のグッドマン博
士が、脊髄損傷者の治療と社会復帰のためにリハビリテーション治療にスポーツを取入れたのが始まり
とされている。また、1948 年のロンドンオリンピックの開催日に、ストーク・マンデビル病院におい
て脊髄損傷者のアーチェリー大会を開催し、これがパラリンピックの原点となっている。つまり、パラ
スポーツは脊髄損傷者の治療スポーツとして始まり、多くの脊髄損傷者の治療と社会復帰に貢献してき
た。更に、パラスポーツは、様々な障害者における健康スポーツ、競技スポーツへと発展してきた。
　まだ記憶に新しい 2021 年夏の東京 2020 パラリンピック競技大会は、161 の国と地域から 4,403 選手
が参加して世界最高峰レベルの戦いが繰り広げられた。日本選手は過去 2 番目に多い金 13 個、銀 15 個、
銅 23 個、計 51 個のメダルを獲得し活躍した。しかし、障害者は健常者とは異なる特殊な病態があるた
め、パラリンピックなどにおいて障害者が高負荷の運動を安全に高い競技レベルで実践するためには、
健常者とは異なる適切な医科学的サポートが必要となる。
　我が国においてパラスポーツ選手に対する医科学的サポートを行う組織の一つに、日本パラスポーツ
協会がある。日本パラスポーツ協会では、医科学的サポートとして大会帯同医師によるメディカルサポ
ート、国際大会参加のためのメディカルチェック、アンチ・ドーピング、クラス分けなどを行っている。
また、大会帯同やメディカルチェックは、各競技団体のチームドクターも行っており、パラスポーツ選
手の日常的な健康管理は、かかりつけ医が行っている場合も多い。さらに、大学など幾つかの研究機関
で行われているパラスポーツに対する医科学的研究は、パラスポーツにおける安全性や競技レベル等の
向上のための医科学的サポートとして重要である。
　本講演では、私自身の東京 2020 パラリンピックでのメディカルサポートの経験やパラスポーツにお
ける幾つかの医科学的研究成果も含め、パラスポーツと医科学的サポートについて述べたい。
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略　歴
氏　　名　中村　健　（なかむら　たけし）

現　職
横浜市立大学医学部リハビリテーション科学教室　主任教授

経　歴
1993 年 　産業医科大学医学部卒業
 　産業医科大学リハビリテーション医学教室入局
1994 年 　三井大牟田病院リハビリテーション科
1996 年 　愛媛労災病院リハビリテーション科
1997 年 　産業医科大学リハビリテーション医学　助手
2000 年 　門司労災病院リハビリテーション科　副部長
2005 年 　和歌山県立医科大学リハビリテーション医学　講師
2007 年 　ニュージャージー医科歯科大学　博士研究員
2009 年 　那智勝浦町立温泉病院リハビリテーション科　部長
2012 年 　和歌山県立医科大学リハビリテーション医学　准教授
2016 年 　横浜市立大学医学部リハビリテーション科学　教授
現在に至る

資　格
日本リハビリテーション医学会認定医
日本リハビリテーション医学会専門医
日本リハビリテーション医学会指導責任者

活　動
日本リハビリテーション医学会　理事
日本リハビリテーション医学会　代議員
日本運動療法学会　理事
日本パラスポーツ学会　理事
日本脊髄障害医学会　評議員
日本股関節学会　評議員
日本パラスポーツ協会　医学委員会委員
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一般演題 （ポスター発表）
P-01～ P-54

一般演題 （口演発表）
O-01～ O-12
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ポスター発表

アンプティサッカー選手のマウスガード作成時の調査

Investigation on Amputee Soccer（APS）Player's Mouthguard（MG）

1 東京歯科大学　歯学部　口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、2 小原歯科医院月見里診療所

○小原　信 1, 2、都合　晋司 1、筒井　新 1、阪上　隆洋 1、金光　安奈 1、尾崎　俊郎 1、
雪嶋　紀宏 2、牧野　さつき 2、片野　勝司 1、中島　一憲 1、武田　友孝 1

MAKOTO	OHARA1,	2,	SHINNJI	TOGOU1,	ARATA	TUTUI 1,	TAKAHIRO	SAKAUE1,		
ANNA	KANEMITSU1,	TOSHIROU	OZAKI 1,	NORIHIRO	YUKISHIMA2,		
KATSUSHI	KATANO1,	KAZUNORI	NAKAJIMA1,	TOMOTAKA	TAKEDA1

【目的】
障がい者スポーツにおける口腔領域の外傷は、健常者に
比べて発症の可能性は高いと思われる。特に今回調査を
行った APS はクラッチを使用することにより、転倒や
衝突時に受身を取りにくい傾向にある。また MG 使用
目的には柔軟性が向上すると考えられている。しかし競
技者は MG をあまり使用していない。MG に対する意
識調査、および MG 装着時の柔軟性について調査した。

【方法】
⑴→対象
静岡市を拠点とするチームの男子選手 8 名を対象に調
査を行なった。
⑵→アンケート調査
①スポーツマウスガードを知っているか？　②スポー
ツマウスガードを使ったことはあるか？　③使用時の
感想
作ったことがない選手へは
①作りたいと思ったことはあるか？　②作らなかった
理由は？　③ MG をつけた時のイメージ？
⑶→柔軟性の測定
MG 製作は通法どおり行なったが、咬合採得の際、健
常者の咬合採得では立位で行うが、立位か困難なため
長座位で、骨盤が後傾しないように行った。測定には
竹井機器工業株式会社、デジタル前屈計フレクション
D TKK5403 を長座位用に改良して使用し、検定には
対応のあるｔ検定を用いた（SPSS）。なお本研究は東
京歯科大学倫理委員会の承認（437）を得ている。

【結果】
⑴→アンケートの結果
①知っていた：9 人　知らなかった：1 人　②ある：2
人　ない：7 人
③あまり良くない、厚すぎて違和感があった　④ある：
1 人　ない：6 人
作らなかった理由はなんですか？
⑤口の中に何かあるのが嫌、違和感がありそう、自費
で金額が高かった、機会がなかった、どこで作るかわ
からなかった
⑥がっちりするイメージ、喋りにくそう 2 人、力が入
る？、パファーマンスが上がる
⑵→柔軟性測定の結果
MG 被装着の柔軟性は MG 被装着時、装着時それぞれ
7.15 mm、11.7 mm で 1％の危険率で有意差を認めた。

【考察】
今回調査した選手の APS は、障がい者スポーツの中
でも衝突、転倒が多い事が予測されるが、MG の装着
は義務化されていない。また選手も MG を知ってい
ても作ったことがない選手がほとんどであった。その
理由としては違和感がありそう、製作場所がわからな
かった、高額というイメージもあった。口腔領域の外
傷のリスクのある障がい者スポーツには MG は有効
と考えられ、普及させていく必要があると考える。ま
た、長座位で骨盤の後傾を改善し、姿勢を正して下顎
の安政位で咬合採得を行うことで、柔軟性が確保でき
る可能性があり、MG の効果が確認できた。

P-01
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マウスガードの装着が身体の柔軟性の変化に及ぼす影響 
その 3

Influence of wearing mouthguard on body's flexibility Part3

1 東京歯科大学　歯学部　口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、2 小原歯科医院月見里診療所

○小原　信 1, 2、都合　晋司 1、松田　祐明 1、筒井　新 1、阪上　隆洋 1、金光　安奈 1、
尾崎　俊郎 1、雪嶋　紀宏 2、片野　勝司 1、中島　一憲 1、武田　友孝 1

MAKOTO	OHARA1,	2,	SHINJI	TOGOU1,	YOSHIAKI	MATSUDA1,	ARATA	TUTUI 1,	
TAKAHIRO	AKAUE	1,	ANNA	KANEMITSU1,	TOSHIROU	OZAKI 1,		
NORIHIRO	YUKISHIMA2,	KATSUSHI	KATANO1,	KAZUNORI	NAKAJIMA	1,		
TOMOTAKA	TAKEDA1

【目的】
演者らは過去にマウスガード被装着、装着時の身体の
柔軟性を調査し、その結果としてマウスガード装着時
の方が、柔軟性が大きいことを報告した。これまでは
立位体前屈で測定を行ってきたが、近年は長座体前屈
で測定することが増えているため、長座体前屈におい
ても同様の効果があるか検証を行った。

【方法】
部活やクラブチームでスポーツをしている 10 代後半
から 20 代前半の男女 20 名を対象とした。上下顎の印
象は通法に従い行い、咬合採得は、ヒトの体軸（頭頸
部から体幹の中心を通り、下肢に向かう直線）が重力
方向と平行となった状態の立位姿勢で行った。この姿
勢で最大開口し、咬合採得用シリコンを左右臼歯部に
付与し、ゆっくり閉口し下顎安静位で咬合採得をする。
MG の製作には、4 mmEVA 材（keystone industries）
を、モデルキャプチャートライ（松風）を用いて作成
し、最終的に口腔内で微調整を行った。測定には竹井
機器工業株式会社製、デジタル前屈計フレクション D 
TKK5403 を長座測定用に改良して使用しマウスガー
ド装着、被装着の順番はランダムに行なった。検定に
は対応のあるｔ検定（SPSS）を用いた。なお本研究
は東京歯科大学倫理委員会の承認（437）を得ている。

【結果】
MG 被 装 着、 装 着 に お け る 柔 軟 性 は そ れ ぞ れ
6.37 mm、12.15 mm で 1％の危険率で有意差が認めら
れた。これまで MG 装着時の身体の柔軟性を立位体

前屈で測定し報告した。しかし、近年測定時の腰への
負担、下肢の長さなどにより誤差があるなどの理由か
ら、現在は文部科学省体育局の定めたスポーツテスト
に準じた長座体前屈を行なうことが多い。演者らもそ
れに沿って改めて調査をし、立位体前屈でも長座体前
屈でも変わらない結果が得られた。

【考察】
柔軟性は、傷害予防、健康づくり、パフォーマンスの
向上に寄与するものと思われる要素である。MG 装着
することにより長座体前屈においても立位体前屈と同
様に MG 装着時に身体の柔軟性が増すことがわかっ
たので、MG を選手に提供する時には、咬合調整とと
もに柔軟性をチェックすることも一考と思われる。

P-02
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P-03
大学レスリング部へのマウスガードプログラムによる 
外傷予防効果第 1 報　介入前調査

Injury prevention effect of mouthguard program on university wrestling teamPart 
1 Pre-intervention survey

1 東京歯科大学	　口腔健康科学講座　スポーツ歯学研究室、2 片野歯科医院、3 茂木歯科技工所（群
馬県）、4 あまぬま歯科クリニック（群馬県）、5 蟻川歯科医院（群馬県）、6 石原歯科医院（群馬県）、
7 今成歯科医院（群馬県）、8 黒沢病院ヘルスパーククリニック歯科口腔外科、9 渡辺歯科医院（群
馬県）、10 育英大学

○片野　勝司 1, 2、中島　一憲 1、茂木　博行 3、天沼　稔 4、蟻川　篤則 5、石原　二三 6、
今成　亮 7、河内　奈穂子 8、渡辺　昌明 9、品田　亜弥 2、正保　佳史 10、 
松本　隆太郎 10、柳川　美麿 10、都合　普司 1、阪上　隆洋 1、筒井　新 1、武田　友孝 1

KATSUSHI	KATANO1,	2,	KAZUNORI	NAKAJIMA1,	HIROYUKI	MOGI 3,		
MINORU	AMANUMA4,	ATSUNORI	ARIKAWA5,	FUTAMI	ISHIHARA6,	RYOU	IMANARI7,	
NAOKO	KAWACHI 8,	MASAAKI	WATANABE9,	AYA	SHINADA2,	YOSHIFUMI	SHOHO10,	
RYUTAROH	MATSUMOTO10,	YOSHIMARO	YANAGAWA10,	SHINJI	TOGO1,		
TAKAHIRO	SAKAUE1,	ARATA	TSUTSUI 1,	TOMOTAKA	TAKEDA1

【目的】
レスリングは、格闘技という競技特性から脳震盪を含
めた顔面・頭頚部、上下肢などの外傷に関して多くの
調査が行われ、対応がなされてきた。近年、中・高生
に対する歯科関連外傷を含む頭頚部外傷の調査も行わ
れ、それらの外傷が少なくない事が判ってきた。日本
レスリング協会でもジュニアのためのレスリングブッ
クで、歯科関連外傷に関しての対応やマウスガード（以
下 MG）の使用について指導が行われているが、その
使用状況等をみるとまだ十分とは言えないと思われる。
そこで、より高いレベルでの MG に対する意識調査、
外傷の既往ならびにその予防効果について調査し把握
する事が、指導を行っていく上で重要と考えられる。
そこで今回、大学レスリング部に MG を提供し、介
入前後の追跡調査をすることでの状況把握を目的とし、
研究を企画した。第一報では介入前の結果について報
告する。

【方法】
国内有数の強豪大学レスリング部の部員 41 名（男子
27 名、女子 14 名）に対して、レスリング用に設計し
たカスタムメイドタイプ MG を提供する前に、これ
までの MG への使用状況、意識調、外傷既往等につ

いて介入前の調査を、アンケートにより行った。
【結果】
歯科関連外傷の受傷経験のある者は 40 名（98％）で
あり、頸部外傷 20 名（49％）、脳振盪 13 名（32％）
だった。歯科関連外傷では口唇裂傷が最も多く 40 名

（98％）で、舌裂傷 38 名（93％）、歯の破折 9 名（22％）、
顎関節では 5 名（12％）で、歯の脱臼 2 名（5％）だ
った。顎骨骨折の受傷経験者はいなかった。脳振盪の
再発性を認知していた者は 17 名（42 ％）だった。
MG 使用経験は 14 名（34％）で内 6 名（43％）が使
用中だった。使用中の購入先は、すべて歯科医院で購
入した物だった。MG への不安は、呼吸に対してが最
も多く 22 名（54％）で、次いで多かったのは吐き気
で 12 名（29％）、異物感 10 名（24％）だった。

【考察およびまとめ】
今回の介入前の調査において、1 名を除いた選手が歯
科関連外傷を含む頭頚部外傷を経験していたが、MG
の使用率は少なかった。MG を提供し追跡調査をする
事により、レスリング競技における MG の外傷予防
効果を確認し、その使用を促して行く必要性が考えら
れた。



59

ポスター発表

P-04
東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける選手村ポリ
クリニック歯科診療室に勤務した日大チームの経験とふり返り

Review of the experience of the Nihon University team working at the dental clinic 
in the athletes' village polyclinic at the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic 
Games.

1 日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校、2 日本大学松戸歯学部　クラウンブリッジ補綴学
講座、3 日本大学松戸歯学部　口腔外科学講座、4 日本大学松戸歯学部　障害者歯科学講座、
5 日本大学松戸歯学部　付属病院　歯科衛生士、6 日本大学歯学部　保存学教室修復学講座、
7 日本大学歯学部　口腔外科学第一講座

○中澤　広美 1、鈴木　浩司 2、田中　茂男 3、山本　泰 3、地主　知世 4、吉田　芳子 5、
石井　亮 6、白土　康司 6、荻澤　翔平 7、小見山　道 2

HIROMI	NAKAZAWA1,	HIROSHI	SUZUKI 2,	SHIGEO	TANAKA3,	HIROSHI	YAMAMOTO3,	
TOMOYO	JINUSHI 4,	YOSHIKO	YOSHIDA5,	RYO	ISHII 6,	KOJI	SHIRATSUCHI 6,		
SHOUHEI	OGISAWA7,	OSAMU	KOMIYAMA2

【目的】
東京 2020 オリンピック・パラリンピックの選手村内
にポリクリニックが設置され、歯科診療室も開設され
た。日本大学松戸歯学部は大会組織委員会から歯科医
師（Dr）、歯科衛生士（DH）の派遣要請を受け、歯
学部と合同チームを組み臨んだ。今回、演者らが活動
した内容を振り返ると共に、得られた課題について報
告する。

【方法】
大会終了後、ポリクリニック歯科診療に従事した日本
大学松戸歯学部（Dr6 名、DH7 名）と歯学部（Dr4 名、
DH4 名）を対象に、実務経験年数、競技会医療の経験、
参加理由、今後の課題等 12 項目についてアンケート
による調査を実施した。

【結果】
実務経験は 31 年～40 年が 30 ％、10～15 年及び 21
年～30 年が 25％であり、中堅～ベテラン世代が多か
った。競技会医療の経験者は 30％であった。また、
参加理由の 7 割は「この活動が有意義だから」、「選手
やスタッフを支援したかった」等、ボランタリーアク
ションが理由であった。心配事で最も多かったのは「ユ
ニフォームや AD カードの受取の不備」「器材不足」

が 55％、次いで「事務局との連絡不十分」「語学力」
だった。今後の課題では「語学力」が最も多く、次い
で「臨機応変な対応」だった。また参加したいかの問
いでは「参加したい」が 100％だった。

【考察】
勤務日までに AD カードを始め備品が届かず、器材
不足の問題など不安を抱えた中での診療であった。ま
た、コロナ禍での感染対策など難題が山積する中での
活動だったが、チーム全員が「また参加したい」と思
えたこと、そして今後の課題が明確なことは、この活
動が有意義だったことに他ならない。我々のように専
門職を活かし、ボランティア精神の下での活動は正に
オリンピズムの一つである。Dr は専門外の緊急対応
や不足器具の代替を考え、DH もそれに呼応したこと
から、スポーツ歯科診療は「臨機応変な対応」ができ
る資質が必要と思われた。このような機会が得られた
ことを感謝すると共に、この名誉ある活動を今後のス
ポーツ歯科活動にも活かせるよう努めていていきたい。
尚、本勤務にいて多大なるご指導を頂いた近藤尚知教
授に厚く御礼申し上げます。
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P-05
「スポーツ歯科とまちづくり」熊谷市歯科医師会の取組み 
第三報―選手に実施したアンケート結果の振り返りと展望―

Sports Dentistry Activities of the Kumagaya Dental Association Part 3-A Review 
of the Questionnaire Survey and Future Prospects-

1 熊谷市歯科医師会　スポーツ歯科推進委員会、2 日本大学　松戸歯学部　クラウンブリッジ補
綴学講座

○森　哲也 1、荻野　智久 1、寿谷　光洋 1、鯨井　博史 1、平井　智久 1、樋口　和夫 1、
鈴木　浩司 2、中山　敏行 2、三條　詩織

TETSUYA	MORI 1,	TOMOHISA	OGINO1,	MITSUHIRO	SUTANI 1,	HIROSHI	KUJIRAI 1,	
TOMOHISA	HIRAI 1,	KAZUO	HIGUCHI 1,	HIROSHI	SUZUKI 2,	TOSHIYUKI	NAKAYAMA2,	
SHIORI	SANJOH2

【緒言】
地域におけるスポーツ歯科推進のため、熊谷市歯科医
師会は、熊谷市が制定したカスタムメイドマウスガー
ド（CMG）製作にかかる費用の一部を補助する「マ
ウスガード補助金制度」を有効利用し、ラグビーやラ
クロスなど、MG 装着が義務化されている競技の選手
達に対し、CMG の製作や普及に積極的に取り組んで
いる。そしてこれまでの活動については、本学会学術
大会で報告してきた。今回は大学ラグビー選手と高校
女子ラクロス選手に CMG 装着前後でアンケートを実
施した結果を振り返るとともに、今後の活動について
展望したい。

【方法】
被験者は昨年度の熊谷にある R 大学ラグビー部男子
新入生 22 名（ラグビー）と K 女子高等学校ラクロス
部 27 名（ラクロス）を対象に行った。CMG は、ラ
グビーは学生寮にて、ラクロスは推進委員の診療室に
て印象採得を行った後、MG を製作、後日同場所にて
装着した。CMG は、3.8 mm エチレン酢酸ビニル共重
合樹脂シート（山八歯材工業株式会社、愛知）を吸引
成形した。アンケートは日本スポーツ歯科医学会共有
の用紙を用い、印象時と当該年度終了時に実施し、そ
の結果を検討した（日本大学松戸歯学部倫理審査委員
会承認 EC-21-005）。

【結果】
ラグビーは皆経験者のため、入部時に既に MG 装着
の経験はあったが、CMG 使用率は 91％であった。一

方、ラクロスの新入生は競技未経験者のため、初めて
の CMG 装着であった。CMG 装着後の不満点は、ラ
グビーもラクロスも歯の圧迫感や発音、咬合の違和感
あるいは外観を訴える者がいたが、ラクロスの方がそ
の割合は多かった。また、競技時の使用率は両競技
100％であったが、練習時の使用率がラグビーで 50％、
ラクロスでは 10％であった。

【考察】
補助制度を利用することで CMG 使用率が向上するこ
とは大変良い。一方で CMG 装着後の選手の不満や練
習時の装着率向上の改善は、医院での調整回数を増や
すだけでなく、歯科医師が練習場に赴き、現場で選手
と直接確認を取ったり、スタッフへの CMG 使用の重
要性を解説する等の行動が今後必要であると考える。
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P-06
E スポーツ愛好家における顎関節症状及びマウスガードの 
認知についてのアンケート調査

Questionnaire survey for E-sports players on mouthguard awareness, clenching 
and jaw pain during playing.

葭田歯科医院

○葭田　敏之

TOSHIYUKI	YOSHIDA

【目的】
近年急速に発展を遂げている E スポーツにおいて、
マウスガードの効果及び必要性について未だ明らかで
ない点が多い。競技中の食いしばりや顎関節の症状に
ついて訴えるプレイヤーも多いが、その実際の有病率
については任意のアンケート調査では把握することが
困難である。今回筆者はイベントの参加者全員にアン
ケートをとることにより、プレー中のマウスガードの
必要性について調査を行った。

【方法】
神田神保町のゲーミングスペース Lucy におけるスト
リートファイター5 の対戦会（2022 年 4 月 24 日・6
月 12 日）の参加者計 30 名全員にアンケートを依頼し、
回答を得た。性別は男性 28 名・女性 2 名であった。
年齢は 20 代 9 名・30 代 17 名・40 代 4 名であった。
内容はプレー中・それ以外の食いしばりや顎関節症状
の有無及びマウスガードについての認知について。

【結果】
30 名全員に有効な回答を得た。30 名中 16 名がプレー
中以外に何らかの顎関節症状を経験していた。30 名
中 7 名がプレー中に噛み締めを自覚し、4 名が顎関節
症状を経験していた。マウスガードについては 15 名
が知っていたものの、カスタムメイドについて知って
いたものは 6 名、使ったことがある物は 4 名にとどま
っていた。

【考察】
今回の結果から E スポーツプレイヤーにおいて 2 割

程度がプレー中に食いしばっており、1 割程度が顎関
節症状を経験していることが考えられた。またカスタ
ムメイドの認知率が低いことから、マウスガードにつ
いての啓蒙・普及活動の必要性が確認された。
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P-07
臼歯部咬合支持獲得によりバレーボール日本代表へと昇格した
選手の 1 例

An example of a player who was promoted to the Japan national volleyball team 
by winning support for molaral bite

1 ホワイト歯科、2 公益財団法人日本バレーボール協会、3 日本大学歯学部歯科補綴学第 2講座、
4 東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、5 国立スポーツ科学センター歯科室、
6 日本大学歯学部歯科保存学第 1講座、7 岩崎歯科医院、8 小川源歯科医院

○太田　武雄 1, 2, 3、中島　一憲 4、武田　友孝 2, 4、岩崎　圭祐 2, 5, 7、小川　勝 8、 
氷見　健太 7、豊島　由佳子 5

TAKEO	OTA1,	2,	3,	KAZUNOTI	NAKAJIMA4,	TOMOTAKA	TAKEDA2,	4,		
KEISUKE	IWASAKI 2,	5,	7,	MASARU	OGAWA8,	KENTA	HIMI 7,	YUKAKO	TOYOSHIMA5

【緒言】
咬合支持の不良は、平衡機能を悪化させるばかりでは
なく、噛みしめによる骨格筋への遠隔促通効果を減少
させるものと考えられる。咀嚼効率も低下するため栄
養補給の点からも問題である。それが発育途中のジュ
ニア世代の選手ならばなおさらであり、アスリートに
おいては特に問題である。
今回はバレーボールユニバシアード男子代表として選
抜された選手の、短期間でのう蝕治療と、欠損部のプ
ロビジョナルレストレーションを行った結果、競技に
おけるパフォーマンス変化が指導者に認められ、日本
代表選手として招集され世界選手権出場した症例を報
告する。

【症例】
患者は 22 歳男性で関東 1 部リーグに所属する大学に
在籍する選手である。日本人離れした体格と、高い技
術により高校生時代から期待され、日本代表候補選手
として招集されていたが、国際メジャーとされる大会
への出場はなかった。各年代においても日本代表とし
て招集された選手は全員 JISS での派遣前チェックを
行う。高校時代から多数のう蝕を指摘されていた。大
学 4 年生となった今年においても多忙を理由に歯科治
療を完治させていなかったが、ユニバシアード出場を
目指してのナショナルトレーニングセンターにおいて
の合宿中に痛みにより、練習の合間を縫って来院、治
療を行った。

【治療および経過】
患者は治療途中の臼歯部に咬合痛を訴え、複数の残根
状態の大臼歯もあり咀嚼不良状態にあった。咬合調整
で疼痛を除去すると共に、う蝕智歯の抜髄、残根の抜
歯、治療途中の根管治療を行った。同時に歯石除去等
口腔内清掃も行った。欠損部並びに根管治療後にプロ
ビジョナルレストレーションを行った。その直後に、
日本代表 A チームへと昇格し、今年度のメイン大会
である世界選手権に出場することとなった。

【考察】
歯科治療のみが要因としてのパフォーマンスアップで、
日本代表選手として招集されたかどうかは不明である。
しかし、当人の話によると、治療翌日にチームメイト
よりパワフルになったと指摘を受けたとのことである。
その理由としては、咬合支持が回復したことにより、
噛みしめ効果が増大すると共に、バランス感覚も正常
化したことによるものと推察される。また、苦手な歯
科治療を克服したという精神的な安定も競技に影響し
ているものと思われる。今後、治療前後の身体能力変
化などの計測を行いスポーツ歯科的支援の有効性を示
して行ければと思う。
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P-08
大学 1 部リーグ所属バレーボール部における歯科サポート

Dental support for volleyball clubs belonging to university first division

1 ホワイト歯科、2 公益財団法人日本バレーボール協会、3 日本大学歯学部歯科補綴学第 2 講座、
4 東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、5 日本大学歯学部歯科保存学第 1講座	、
6	日本大学歯学部摂食機能療法学講座、7 岩崎歯科医院

○太田　武雄 1, 2, 3、中島　一憲 4、萩原　芳幸 2, 3、武田　友孝 2, 4、岩崎　圭祐 2, 5, 7、 
西野　仁泰 4、松田　祐明 4、阪上　隆洋 4、筒井　新 4、都合　晋司 4、鈴木　義弘 4、
氷見　健太 7、林　晃成 6

TAKEO	OTA1,	2,	3,	KAZUNORI	NAKAJIMA4,	YOSHIYUKI	HGIWARA2,	3,		
TOMOTAKA	TAKEDA2,	4,	KEISUKE	IWASAKI 2,	5,	7,	MASAYASU	NISHINO4,		
YOSHIAKI	MATUDA4,	TAKAHIRO	SAKAUE4,	ARATA	TUTUI 4,	SHINNJI	TOGOU4,	
YOSHIHIRO	SUZUKI 4,	KENTA	HIMI 7,	AKINARI	HAYASHI 6

トップアスリートの体調管理において、口腔内ケアの
重要性はパフォーマンスアップの概念も含め認識され
つつある。しかし、多忙を極めるトップアスリートに
とって口腔ケアは、整形外科、内科等の全身疾患ケア
の後塵を配することが多い傾向にある。スケジュール
調整がチーム運営に影響を受ける団体競技、特に学業
が伴う学生選手にとって歯科への通院は困難を有する
現状である。アンダーエイジアスリートにとって歯科
疾患の治療は重要であるが、顎口腔系がどの様に自身
の競技パフォーマンスに関わっているかという知識を
習得させ、疾患を予防するという概念を周知すること
は、さらに重要であると考えられる。今回、バレーボ
ール競技のトップレベル直下の組織と言える、大学バ
レーボール部からの依頼を受け、選手の歯科健診、治
療、歯科講習、そしてマウスピース製作を行った状況
を報告する。

【目的】
将来トップアスリート、あるいは、スポーツ指導者と
なりうる日本体育大学男子バレーボール部選手に、歯
の健康維持の重要性を認知させる。

【方法】
日本体育大学の選手 30 人を対象として、1. 選手への
視診による歯科健診、2. 疾患が認められた選手への歯
科受診の勧め、ならびに治療、3. バレーボール選手に
特化した歯科講習、4. ノンコンタクトスポーツ用のマ
ウスピース製作、調整、5. マウスピース装着前後での
身体能力測定を行った。

【結果】
調査の結果、1. 歯科疾患の早期発見、治療が実施でき、
パフォーマンスアップにつながる選手が現れた。2. 治
療後の自身の変化、及びチームメートの変化を目の当
たりにできた。3. 歯科講習の知識習得より、選手の歯
科への関心が高まった。4. マウスピース装着後に一部
の選手に身体能力向上が見られ、一連の歯科介入が、
競技のパフォーマンスアップ、ケガの予防に結びつく
可能性が認識された。これらの状況により同部の成績
向上が期待される状況になった。

【考察】
今回は、歯の健康を必要不可欠と考える指導者からの
要請により一連の作業を実行できた。パフォーマンス
アップについては、競技時の噛みしめの機会が多く、
そして、バランス感覚が重要な空中動作が多いバレー
ボール選手への歯科介入が、競技継続に有利に機能し
たと考えられる。歯科の選手へのサポートが、現場の
指導者、選手より継続的に必要とされる状況を作るた
め、研鑽を続けなければない。
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P-09
月経周期が女性アスリートの口腔内環境に与える影響について

The influence of menstrual cycle on the oral environment of female athletes

1 久我山あおぞら歯科医院、2 日本大学　歯学部、3 日本体育大学

○好士　理恵子 1、好士　亮介 2、月村　直樹 2、紙本　篤 2、中ノ森　紀子 2、 
西川　百合子 3、池上　和 3、須永　美歌子 3

RIEKO	KOSHI 1,	RYOSUKE	KOSHI 2,	NAOKI	TSUKIMURA2,	ATSUSHI	KAMIMOTO2,	
NORIKO	NAKANOMORI 2,	YURIKO	NISHIKAWA3,	NODOKA	IKEGAMI 3,		
MIKAKO	SUNAGA3

【目的】
アスリートは、スポーツドリンクの影響や口渇・口呼
吸に伴う口腔内環境の悪化が報告されている。また、
女性は月経周期に伴うホルモンバランスの影響で口臭
や歯肉出血がみられることから、運動習慣がある女性
は口腔内環境の悪化リスクが高いことが考えられる。
そこで、本研究では月経周期が女性アスリートの口腔
内環境に及ぼす影響について検討した。

【方法】
正常月経周期の運動部に所属する女子選手 13 名（平
均年齢 21.5±1.9 歳）を対象に、以下の項目を評価した。
アンケート調査、う蝕・歯周病リスク判定（Sill-Ha）、
唾液中ストレスマーカー（SOMA Cube Reader）、口
臭検査（オーラルクロマ）、口腔内検査：プロービン
グ深さ（PD）、プロービング時の出血（BOP）、プラ
ークコントロールレコード（PCR）、咬合接触状態（T-
スキャン III）、咀嚼機能検査（グルコセンサー GS-
II）。月経周期のデータが取れた 8 名（22.3±1.9 歳）
では卵胞期と黄体期で比較を行った。本研究は日本体
育大学倫理審査委員会の承認を受けて実施された（承
認番号：021-H132 号）。また、スポーツ庁委託事業（女
性アスリートの育成・支援プロジェクト）、JSPS 科研
費 JP19K11501 の助成を受けて実施された。

【結果】
う蝕経験を示す DMFT 指数は 6.0±5.9 本であった。
PD は 2.1±0.1 mm（最深部：6 mm）、BOP は 24.2±
6.9 ％、PCR は 58.9±14.2 ％であった。唾液検査では

う蝕リスクに関連する項目が高かった。アンケート調
査では、口腔内のトラブルで競技に支障が出た経験が
あるものが 23％で認められた。咬合接触検査では左
右差があり、open bite も認められた。咀嚼能力検査
は 134.4±38.7 mg/dL であった。卵胞期と黄体期の比
較では全ての項目で有意差は認められなかった。

【考察】
卵胞期と黄体期の比較で有意な差は見られなかったが、
個別のデータを検討すると、黄体期に酸性度が増加し
緩衝能が低下した選手も認められた。また、口腔内環
境への意識は低く、咀嚼能力が低下していることが示
唆された。口腔内環境は月経周期だけでなく様々な影
響を受け個人差も大きいため、選手一人一人の特性を
理解しコンディショニングに生かしていくことが必要
と考えられる。
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P-10
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE のチームと交わした 
業務提携とスポーツ歯科に関する支援活動について

Business alliance with NEC Green Rockets TOKATSU and support activities for 
sports dentistry

1 日本大学　松戸歯学部　クラウンブリッジ補綴学講座、2 日本大学　松戸歯学部付属病院　健
康増進歯科、3 てらだデンタルクリニック、4 日本大学　松戸歯学部付属病院　技工部

○三條　詩織 1, 2、鈴木　浩司 1, 2、若見　昌信 1, 2、浅野　隆 1, 2、竹内　広樹 1, 2、 
中山　敏行 1, 2、本吉　美保 1, 2、渡邊　麻理子 1, 2、林田　幸恵 2, 3、秋葉　幸平 4、 
小見山　道 1

SHIORI	SANJOH1,	2,	HIROSHI	SUZUKI 1,	2,	MASANOBU	WAKAMI 1,	2,	TAKASHI	ASANO1,	2,	
HIROKI	TAKEUCHI 1,	2,	TOSHIYUKI	NAKAYAMA1,	2,	MIHO	MOTOYOSHI 1,	2,		
MARIKO	WATANABE1,	2,	YUKIE	HAYASHIDA2,	3,	KOUHEI	AKIBA4,		
OSAMU	KOMIYAMA1

【緒言】
スポーツデンティスト（SD）によるカスタムメイド
マウスガード（CMG）の提供はスポーツ歯科支援の
一部であり、スポーツ歯科は選手やスタッフに競技力
向上を考えた口腔健康の維持や管理の重要性、あるい
は口腔機能と全身とのかかわり等について正しく理解
してもらわなければ意味がない。これがチームサポー
トとなれば、SD は選手・スタッフと医学的情報を共
有し対応する必要がある。今回、日本大学松戸歯学部
は JAPAN RUGBY LEAGUE ONE のチームと業務提
携を交わした。そこでスポーツ歯科に関する支援活動
について報告する。

【概要】
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE はこれまで続いたト
ップリーグに代わり 2021 年に発足した新しいリーグ
である。いくつかある理念の中に、チーム名には必ず
地域名を入れることで地域密着を掲げ、ここから社会
に貢献する人財の育成、ファン、チーム、企業、地域
とひとつになり、社会に貢献し、世界に羽ばたく人間
を育てるという項目がある。今回我々が契約を交わし
た「NEC グリーンロケッツ東葛」は我孫子市、松戸市、
柏市など千葉県の東葛地区をホームエリアとして発足
したが、本学部が掲げる地域医療貢献に関する理念の
多くと合致したため、業務提携締結に至った。主な活
動内容はトップチームの選手に対する CMG の製作、

歯科相談、歯科治療（救急対応含む）であるが、これ
に加え歯科検診、口腔外傷予防や睡眠呼吸障害に関す
る講和、相談に加え、アカデミー（小学生・中学生）
の選手や保護者に対する CMG の必要性、口腔健康維
持の重要性に関する講和を含んでいる。また、初年度
はコロナ禍で中止になったが、スタジアム内特設ブー
スにて観客や市民に向けた CMG の普及やう蝕・歯周
病予防のための広報活動を計画している。

【まとめ】
CMG は演者らが最も快適と考える仕様で提供したが、
選手からは大変良好とのフィードバックを得た。また
講和についても理解が深まったとの感想を得た。これ
からもスポーツ歯科ができるすべてを提供し、チーム
力向上のために貢献したい。
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P-11
マウスガード作製に対する 3 次元造形技術の応用に関する 
文献的考察

Literature review of the application of 3D printing technology in mouthguard 
fabrication.

1 東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　咬合機能健康科学分野、2 東京医科歯科大学
病院　スポーツ歯科外来、3 北海道医療大学　歯学部　口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医
学分野	、4 明海大学　歯学部　社会健康科学講座　スポーツ歯学分野

○中禮　宏 1, 2、李　晨媛 1、朱　秋爽 1、李　澤群 1、劉　暢 1、THIDA AUNG1、 
連　匂嘉 1、高橋　優美 1、林　海里 1, 2、疋田　一洋 3、松本　勝 4、上野　俊明 4

HIROSHI	CHUREI 1,	2,	CHENYUAN	LI 1,	QIUSHUANG	ZHU1,	ZEQUN	LI 1,	CHANG	LIU 1,	
AUNG	THIDA1,	YUN-CHIA	LIAN1,	YUUMI	TAKAHASHI 1,	KAIRI	HAYASHI 1,	2,	
KAZUHIRO	HIKITA3,	MASARU	MATSUMOTO4,	TOSHIAKI	UENO4

【緒言】
デジタル技術の普及は多方面に渡って急速に進んでお
り、3D プリントの技術進化も日進月歩で、歯科界に
おいても例外でない。すでに各種の補綴物や口腔内装
置の作製に必要な一連術式がデジタルワークフローで
繋がるようになってきている。近年、スポーツ歯科の
領域でもデジタル技術の応用に向けた研究が行われて
きたが、未だ実用化には至っていないと思われる。そ
こで今回、マウスガード作製に関する 3 次元造形技術
の応用に関する国内外文献を収集して、現状を把握す
るとともに、問題点や今後の課題について考察した。

【方法】
文 献 検 索 デ ー タ ベ ー ス の Web of Science1）、
Medline2）、PubMed3）および医中誌 4）を利用して、検
索ワードは「3D printing（3D プリント）」および

「Mouthguard（マウスガード）」にて関連文献を収集
した。なおワークフローに関連する「印象」や「設計・
デザイン」については検索ワードに含めなかった。

【結果】
計 35 本の文献情報が得られた。内訳は原著論文 15 本

（英文 14 和文 1）、レビュー（含む総説・解説）論文 7
本（英文 4 和文 3）および会議録 13 本（和文 13）で
あった。内容を分類してみると、A：材料の機械的性
質の評価、B：衝撃吸収性能の分析／評価（汎用材料
や硬軟材料、積層材料の比較、緩衝空間の設定効果な

ど）、C：長期使用を想定した耐久性の評価 5）、D：3D
プリントマウスガードの精度を評価したもののほか、
E：機能性材料を適用する口腔内装置の試作報告（薬
物やフッ素など）もあった。

【考察】
積層造形法による試作研究は見られたが、切削加工の
応用例はなかった。研究で多数を占めたのは 3D プリ
ント汎用材料をマウスガード用材料として応用に必要
な機械的性質や衝撃吸収性能を具備しているかどうか
を分析評価したものと、造形精度や適合性を検討した
ものであった。耐久性を評価した論文は 1 編 5）しか
なく、内容も不十分と思われた。変色や汚染、摩耗と
いった観点での調査研究もなかった。今後、技術応用
を進めていく上で、適正材料の開発と薬事承認、デジ
タルワークフローの確立に加え、口腔内使用に関わる
臨床評価も必要と思われた。

【参考文献】
1）Web of Science. https://www.webofscience.com/wos
2）Medline. https://www.nlm.nih.gov/medline/index.html
3）PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
4）医中誌。https://login.jamas.or.jp
5）Ana C Pinho, etc. Polymers （Basel） 13（22）：4030, 2021
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P-12
香川県におけるスポーツデンティスト養成について 
―かがわスポーツデンティスト養成講習会―

About training of sports dentists in Kagawa prefecture -Kagawa Sports Dentist 
Training Course-

1 公益社団法人　香川県歯科医師会、2 東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、
3 明海大学、4 明海大学歯学部社会健康科学講座、5 日本大学松戸歯学部歯学科クラウンブリッジ
補綴学、6 大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科、7 大手町ビル歯科、8 さぬき市国民健康保険
津田診療所、9 タケウチスポーツ歯科クリニック、10 北海道大学大学院歯学研究院

○浜田　浩志 1、武田　友孝 2、安井　利一 3、上野　俊明 4、鈴木　浩司 5、岡村　浩嗣 6、
川良　美佐雄 7、山下　義則 8、竹内　正敏 9、菅谷　勉 10、豊嶋　健治 1

HIROSHI	HAMADA1,	TOMOTAKA	TAKEDA2,	TOSHIKAZU	YASUI 3,	TOSHIAKI	UENO4,	
HIROSHI	SUZUKI 5,	KOJI	OKAMURA6,	MISAO	KAWARA7,	YOSHINORI	YAMASHITA8,	
MASATOSHI	TAKEUTI 9,	TSUTOMU	SUGAYA10,	KENJI	TOYOSHIMA1

【目的】
日本歯科医師会ではスポーツ歯科医学を応用して国民
のスポーツ・運動を通しての健康の維持増進並びに健
康寿命の延伸を目的とする身体活動を支援し、全身管
理における歯科医師の重要性を唱えている。また、日
本スポーツ協会は選手の健全なパフォーマンス発揮に
向けて歯科医療において健康管理を行うスポーツデン
ティストを提唱し、公認スポーツデンティスト養成等
をすでに行っている。しかし、養成人数には制限があ
り、香川県では平成 29 年までに 3 名のみである。また、
香川県民の健康寿命延伸にとっても健全なスポーツの
普及は重要であるが、全県下での活動に向けて十分な
数の公認スポーツデンティストを輩出することは、困
難である。このような状況を鑑み、香川県歯科医師会
では香川県、香川県スポーツ協会の協力により、公益
社団法人香川県歯科医師会認定のスポーツデンティス
トを養成したので報告する。

【方法】
平成 18 年から平成 23 年の 6 年間はマウスガード作製
と装着及びアンケート調査を実施し、歯科関係者、学
校関係者、体育協会（当時の名称）等の指導者への講
演活動を主に行った。さらに平成 29 年より体育協会
での養成講習会を参考に歯科学だけでなく医科学、栄
養学等の幅広い分野の講習を行う目的で「かがわスポ
ーツデンティスト養成講習会」を開催した。

【結果】
平成 30 年度のかがわスポーツデンティスト認定者は
19 名、令和元年度は 32 名、令和 2 年度は 7 名、令和
3 年度は 5 名となり、現在までに 63 名がスポーツデ
ンティストとして県民の健康にスポーツ歯学の観点か
らサポートできる体制となった。

【考察】
スポーツデンティストが養成される以前はサポートを
行う歯科医師が個人で研鑽を行い対応していた。その
ような状況ではサポートの内容に共通性がない場合も
あり、マウスガードの効果等については表現によって
はスポーツドーピングの対象になる恐れ等もあり、日
本スポーツ協会公認の研修に基づいた研修が必要にな
ってきた。今回の養成講習会では一定の水準と認識を
持ったスポーツデンティストを養成する事ができたと
考える。今後さらにスポーツ現場での対応を充実させ
るために講習会を開催して参りたい。

【謝辞】
また本事業を行うにあたってご協力して頂いた諸先生、
養成講習会の運営について助言を頂いた愛媛県歯科医
師会の先生に感謝の意を表する。



68

ポスター発表

P-13
なぎなた競技におけるスポーツ歯科医学サポートの必要性

The necessity of sports dental support in Naginata.

1 日本大学　松戸歯学部　クラウンブリッジ補綴学講座、2 神奈川県なぎなた連盟、3 てらだデン
タルクリニック

○渡邊　麻理子 1, 2、鈴木　浩司 1、勝谷　七穂 1、澤　ありさ 1、中山　敏行 1、 
三條　詩織 1、林田　幸恵 3

MARIKO	WATANABE1,	2,	HIROSHI	SUZUKI 1,	NANAHO	KATSUTANI 1,		
ARISA	SAWA1,	TOSHIYUKI	NAKAYAMA1,	SHIORI	SANJOH1,	YUKIE	HAYASHIDA

【緒言】
スポーツ選手に対する歯科医学的介入が競技力の維持、
安定に有効であることが理解され、多くの競技でスポ
ーツデンティストがその役割を果たしている。演者は
武道であるなぎなた競技を実践する中で、なぎなたは
半身と呼ばれる横向きの構えで常にバランスを取りな
がら競技を実施する事や、面を下顎に強固に固定した
状態で打突部位の発声を行う競技特性など、通常とは
異なる下顎位や下顎運動を強いられるため、顎口腔領
域への負担が多い競技と考えていた。しかしながらこ
れらに関する報告は見ない。そこで、なぎなた競技へ
のスポーツ歯科医学的介入の可能性を検討したので報
告する。概要　現代のなぎなた競技は防具を身に着け、
定められた部位を互いに打突して勝負を競い合う試合
競技と、二人一組でのしかけ応じを競い合う演技競技
の二種目を軸として普及し、年齢に関係なく競技を持
続、楽しむことができるのが特徴と言える。今回、な
ぎなたに関する医学的文献展望をしてみると、バラン
スに関する検討や練習前後の血液性状変化に関する報
告が数本あるものの、この中に歯科医学的見地による
報告は見ない。理由として競技人口が少ない点や防具
装着により顎顔面部の外傷リスクが少ないことが考え
られる。しかしながら、選手に聞き取り調査を行った
ところ、打突できる間合いや隙を狙う間に歯の食いし
ばりを認識する者や、面装着時に下顎が強制的に固定
されるため、顎や歯、咀嚼筋が痛くなることがあると
の声があった。実際、演者もなぎなた選手として、試

合競技に参加する際、防具を着け、面を打たれた時に
この症状を感じることがある。従って、これらの選手
の感覚を競技特性として固有のものとせず、歯科医学
的に検証することでさらに安心、快適に競技ができる
のではないかと考える。まとめ　なぎなた競技への歯
科医学的サポートを行うにあたり、年齢を問わず多く
の選手から情報を得ることが必要である。まずはその
体制を整えないといけない。そして、得られた情報を
検証し、競技時の姿勢や防具装着時の下顎の動態等の
競技特性を考慮しながら、必要に応じて歯科的介入を
実施し、競技力の維持、安定に貢献できたら良いと考
える。
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P-14
高齢者歯科医療に対するスポーツ歯科医学の応用 
―高齢患者の口腔自傷に対するマウスガードの効果―

Application of Sports Dentistry to the gerodontics  - Effect of mouthguard for oral 
self-injury in older patient-

1日本歯科大学　新潟病院　訪問歯科口腔ケア科、2日本歯科大学　新潟病院　スポーツ歯科外来、
3 日本歯科大学　新潟病院　総合診療科、4 日本歯科大学

○渥美　陽二郎 1, 2、白野　美和 1、吉岡　裕雄 1、小出　勝義 1、猪子　芳美 2, 3、 
宇野　清博 4

YOJIRO	ATSUMI 1,	2,	MIWA	SHIRONO1,	HIROO	YOSHIOKA1,	KATSUYOSHI	KOIDE 1,	
YOSHIMI	INOKO2,	3,	KIYOHIRO	UNO4

【目的】
2021 年 11 月の総務省統計局のデータによると、日本
における 65 歳以上の人口は約 3622 万人であり、総人
口に占める割合は 28.9％と過去最高の更新が続いて
おり、3.5 人に 1 人が高齢者となっている。また高齢
者が虚弱状態や昏睡状態になると口腔自傷行為が認め
られる事がある。超高齢社会に突入したわが国におい
て、高齢者の口腔自傷を防止することは口腔健康管理
を行う上で重要かつ有意義であると考えられる。今回、
高齢患者の口腔自傷に対し、スポーツ歯科医学の分野
で広く使用されているマウスガード（MG）で対応し
良好な結果を得られたので報告する。

【症例報告】
患者は 78 歳の女性。療養型病院の内科から本科に訪
問歯科診療の依頼があった。既往歴は心原性脳塞栓症、
心房細動、高血圧症、下肢動脈閉塞症、排尿障害であ
る。Japan Coma Scale（JCS）は 20 であり、意思の
疎通、開口の指示は困難であった。認知機能検査では
HDS-R が 0 点、MMSE が共に 0 点であった。口腔内
所見として左右側下唇に咬傷、出血が認められた。紹
介元の職員によると日中、夜間のクレンチングが認め
られるとの事であった。強制的最大開口量は 19.0 mm
であった。Eichner の分類は B4 であり、義歯は使用
していなかった。治療計画として下顎残存歯に MG
を製作し装着することとした。前歯部用ストックトレ
ーとアルジネート印象材を用いて印象採得を行い、硬
石膏にて作業模型を製作した。厚さ 3.0 mm の成形用

シートを用い、熱可塑性樹脂吸引加圧成形器にて吸引
加圧成形し、外形線に沿ってカットし、辺縁部の形態
修正を行い完成とした。MG 装着から 2 週間後、左右
側下唇の咬傷は線維化した瘢痕形成が認められた。4
週間後に確認を行ったところ、病変は消失しているの
が認められた。現在、下唇部の経過観察とともに口腔
衛生管理を行なっている。

【結果および考察】
超高齢社会に突入したわが国において、高齢者の口腔
自傷は増加し MG などの口腔内装置による保存的治
療法の必要性が高まることが考えられる。スポーツ時
の顎口腔領域の外傷予防で使用されている MG を応
用し、高齢者の口腔自傷防止で良好な結果を得られた
事はスポーツ歯科医学にとっても意義あることと思わ
れる。そのためにも MG がスポーツ時の口腔外傷予
防だけでなく口腔自傷防止にも効果があることを、高
齢者歯科医療にもさらに普及すべきである。



70

ポスター発表 ［認定医口述試験］

P-15
上顎左側第二小臼歯欠損に対して固定性インプラント補綴治療
により口腔機能を回復したゴルフ愛好家の一例

A case of a golf player who restored oral function by implant-supported fixed 
prosthesis of a missing maxillary left second premolar.

九州大学　クラウンブリッジ補綴学

○大木　郷資

KYOSUKE	OKI

【緒言】
上顎左側第二小臼歯欠損により十分な咬合の安定が得
られず、ゴルフをプレーする上で支障を認めた症例に
対して固定性インプラント治療により良好な結果が得
られたので報告する。

【症例の概要】
患者は 70 歳の男性。上顎左側第二小臼歯の咬合痛を
主訴に来院した。└ 5 に打診痛以外の異常所見を認め
ず、咬合調整のみの対応とした。2 週間後、状態の改
善が認められなかったため、CBCT 撮影を行ったと
ころ、└ 5 に歯根破折を認めた。歯根破折に対する整
復固定を行うことも検討したが、歯根破折の影響によ
る骨吸収等のリスクがあることを説明したところ、抜
歯およびその後のインプラント治療を希望された。患
者は週に 1、2 回ゴルフを行い、ゴルフ以外の日はト
レーニングジムに通っている。その際にマウスガード
の使用はしていないとのことであった。

【治療内容】
2019/5/16 └ 5 抜歯術施行。全顎的に咬耗著明であり、
これまでに 7 ┬ 67 歯根破折のため抜歯（その後イン
プラント補綴治療）しており、パワーリスクが高いと
判断し、インプラントによる欠損補綴治療を計画。抜
歯 3ヵ月後、CBCT 撮影にて骨状態に問題ないことを
確認した。2019/11/11 インプラント埋入術施行。骨
植良好であったため、歯肉形態の付与を期待し埋入後
すぐにプロビジョナルクラウンを装着した。対合歯と
の咬合接触は付与しなかった。2020/2/12 インプラン

ト最終上部構造としてモノリシックジルコニアクラウ
ンを作製装着。咬合力のコントロールとして、運動時
のマウスガード装着を検討したが、当時は運動時の装
着は避けたいとのことで、覚醒時ブラキシズムへの認
知行動療法、睡眠時ブラキシズムへのアプライアンス
療法にて対応することとした。

【経過ならびに考察】
└ 5 最終上部構造装着後、ストレスなくゴルフやトレ
ーニングができていると満足を得た。睡眠時ブラキシ
ズムの可能性が高く、就寝時はスタビライゼーション
型スプリントの使用を指導した。その後、3 カ月に一
度のメンテナンスに移行し、歯冠・歯根破折などの問
題はなく、現状維持ができている。後日患者本人から
トレーニング時のマウスガード装着を希望され、マウ
スガード作製した。パワーリスクが高く、隣在歯は生
活歯だったため、ブリッジではなく固定性インプラン
トによる欠損補綴を行った症例であるが、隣在歯を治
療することなく固定性補綴装置を装着することができ
たため、口腔機能の回復と患者の高い満足感が得られ
たと考える。
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P-16
サッカー競技練習中における小学生男子、上顎前歯部の脱臼性
外傷に対する治療の 1 症例

One case of treatment for dislocation of the maxillary incisor teeth of an 
elementary school boy during soccer practice

医療法人社団　育友会　下高井戸パール歯科クリニック・世田谷

○大原　庸子

YOKO	OHARA

【緒言】
従来 12 歳未満児童の歯科口腔領域外傷は眼外傷に次
いで多く、受傷率は年齢が上がるにつれ、増加するこ
とが知られている。サッカー時の外傷は、練習時より
も試合時に多く、試合時は人体との接触で、練習時は
他の物との接触によって生じる事が多い。今回サッカ
ーチームの練習中に、口腔外傷を負った小学生男子の
治療および口腔内管理を行った症例を報告する。症例
概要患者は 10 歳 6ヶ月の男子。サッカー練習中にボ
ールが上顎前歯部周囲に衝突、受傷。上唇に腫脹と擦
過傷、21、22 脱臼を認め、強い打診痛と自発痛があ
った。21、22 共に EPT（－）、変位と動揺を認めた。
21 は受傷直後に脱離し、自ら整復を試みられていた。

「強い痛みの除去と歯の保存」を主訴に、数日後の試
合に出場希望し来院。治療 X 線検査後、21、22 脱臼
と診断。21、22 共に EPT（－）。21、22 周囲組織を
生理食塩水にて洗浄後、整復し、11、21、22、23 を 4
週間、暫間固定した。受傷歯保護と再受傷防止の為、
競技復帰には、カスタムマウスガード（MG）装着が
必須である事を本人及び保護者に説明し、同意の上、
MG 作製の為の印象採得を行った。翌日に受傷部位の
消毒と PMTC を行うとともに、MG を提供のうえ競
技復帰とした。暫間固定除去後 21 に変色と弱い自発
痛・咬合痛を認め、EPT（－）で、X 線検査から歯
髄壊疽と診断。根管治療・根管充填後、咬合接触しな
い様にコンポジットレジン修復を行った。22 は弱い
が 16 週間後 EPT（＋）に転じた。受傷 4ヶ月経過。

側方歯萌出に伴い MG の不適合を認めた為、再度印
象採得を行い、新規 MG を作製・提供した。保護者
と指導者に練習時、試合参加には、今後も MG 装着
が必須であると改めて指導した。経過側方歯交換に合
わせ、MG の作り替えの必要性を説明し、現在まで定
期健診と予後観察を継続している。21 は再感染なく、
22 は EPT（＋）で、共に現在も経過良好である。口
腔衛生状況は、口腔管理を 3～6ヶ月ごとに PMTC、
TBI を行い、良好である。MG 装着での競技は習慣化
し、現在まで再受傷は無い。考察今症例も従来報告に
多いとされた原因の一つ用具（ボール）の接触による
外傷であった。受傷後に練習や試合への早期復帰を望
むアスリートは多いが、再受傷の可能性は高い。「歯
根吸収などの再受傷による長期的なリスク」を説明し、
予防措置として MG 装着による競技継続の重要性に
ついて、今後も本人のみならず保護者や指導者に継続
指導が重要と考えられた。
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P-17
野球愛好家の歯科治療症例

Dental treatment case to a baseball player patient

加藤歯科

○加藤　久尚

HISANAO	KATO

【目的】
野球を始めとして非接触系の球技スポーツでも、口腔
顎顔面外傷のリスクがある。マウスガードは口腔外傷
の予防効果や運動能力の向上が期待できる装置として、
利用されている。今回我々は、矯正治療とマウスガー
ド装着により、審美的満足感、運動のパフォーマンス
向上が得られた症例を経験したので報告する。

【症例】
患者：T・M、男性、29 歳、主訴：歯並びが気になる。
矯正治療後にマウスガードを作りたい。

【診査および治療内容と術後経過】
2017 年 6 月 5 日、上記主訴で来院。矯正治療のため
模型による咬合診査、歯列弓と歯槽基底部の長径・幅
径、歯冠幅径の診査、パノラマ撮影による歯列の診査、
セファロ分析による基準点の計測・口腔内写真・顔貌
写真撮影による診査を行った。歯周検査の結果、歯周
組織に問題は認められなかった。右上 4・左上 5・右
下 4・左下 5 抜歯後、2017 年 7 月 20 日矯正治療開始。
2017 年 8 月右上 8・右下 8 抜歯後 2018 年 6 月 4 日ク
ワドヘリックスを用いて上顎歯列弓の緩徐拡大を行っ
た。2019 年 1 月左下 8 抜歯を行った。2020 年 4 月 4
日 2 年 9ヶ月で動的な矯正治療を終了し、現在でもリ
テーナーを使用中である。2020 年 6 月 18 日左上 8 抜
歯を行った。矯正治療後、審美的な満足も得られた。
2020 年 9 月 29 日左上 6 歯冠破折による被覆冠治療後
にカスタムマウスガードを装着した。マウスガードの
設計は 1 層目を点線で、2 層目を実線で外形線を記入

した。咬合器にマウント後咬合調整したので調整量は
少なく、異和感なく装着でき使用できている。Begg
タイプのリテーナーの継続的な使用により、治療後約
2 年経過した現在も歯列の後戻りは認めない。歯科治
療後製作したマウスガードは異和感もなく使用できて
いるとのこと。

【考察】
矯正治療中のマウスガード使用をお勧めしたが、受け
入れられなかったのは反省点である。矯正治療後には、
咬合が安定したことで、野球でのパフォーマンスが向
上したことを実感している。また、マウスガードを異
和感なく使用できることにより、顎口腔領域をスポー
ツ外傷から保護できていると考えられる。
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修復物脱落を繰り返す外傷性咬合のおそれのある水球選手の 
一症例

A case of the water polo player to be frequent by a restoration dropout by the 
hyperfunctional occlusion

田村歯科医院

○田村　直也

NAOYA	TAMURA

【緒言】
水中でコンタクトプレーが認められている水球競技に
おいて、他のコンタクトスポーツ同様に外傷が発生す
る可能性は極めて高い。また、運動時は食いしばりな
どの過度の咬合力が歯にかかる状況も想定される。今
回、運動時の修復物脱落を繰り返す外傷性咬合のおそ
れのある水球選手の歯科治療について報告する。

【症例概要】
患者は 22 歳 11ヶ月、女性である。下顎右側臼歯部違
和感を訴えて来院した。下顎右側水平埋伏智歯の智歯
周囲炎と診断し、抜歯を行った。またその後、上顎右
側智歯も違和感を発症したので、抜歯を行った。また、
上顎左側第 2 大臼歯は全部鋳造冠辺縁からの 2 次齲蝕
により急性化膿性歯髄炎を発症し、麻酔抜髄処置を行
った後、再度全部鋳造冠修復を行った。下顎左側 2 大
臼歯は感染根管処置後、補綴処置を行った。その後、
定期的にメインテナンスとホワイトニングで通院して
いたが、水球の練習中に歯の破折が起こり、コンポジ
ットレジン修復を行った。その後、充填物の脱離を数
回生じたので、運動時の咬合性外傷を疑い、マウスガ
ードの装着・使用を勧め、同意を得たので作成した。
メインテナンス時に上顎右側第 1 小臼歯の一過性の冷
水痛を訴え、齲蝕症第 2 度と診断し、コンポジットレ
ジン修復を行った。またマウスガードの破損により、
再製を行いつつメインテナンスとホワイトニングで継
続通院中である。

【術後経過】
マウスガード装着後の修復物の脱離は認められず、マ
ウスガードの使用も経過良好である。メインテナンス
として先日来院したが、経過良好である。

【考察】
初診時にコンタクトスポーツである水球による外傷等
の予防として、マウスガードの装着を勧めるも、同意
を得ることはできなかった。しかし、口腔内環境への
意識は高く、メインテナンスにて半年に 1 回の通院を
継続中。水球時による歯質破折の経験とその後の修復
物の脱離等により、マウスガードの必要性を再度説明
し、認識してもらえた。また、実際マウスガード作製
により、修復物の脱離は起こらなくなったことにより、
その重要性を認識してもらえた。現在もメインテナン
スを継続中である。

P-18
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P-19
東京医科歯科大学病院スポーツ歯科外来における 
フットサル選手の診療状況に関する報告

A report on the treatment status of futsal players at the clinic of sports dentistry 
at Tokyo Medical and Dental University Hospital

1 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　咬合機能健康科学分野、2 東京医科歯科大学病
院　スポーツサイエンス機構　スポーツ歯科外来、3 朝日大学　歯学部　口腔微生物学分野、
4 明海大学　歯学部　社会健康科学講座　スポーツ歯学分野

○外川　海斗 1, 2、中禮　宏 1, 2、林　海里 1, 2、田邊　元 3、高橋　優美 1、清水　慎太郎 1、
藤野　祥子 2、上野　俊明 4

KAITO	TOGAWA1,	2,	HIROSHI	CHUREI 1,	2,	KAIRI	HAYASHI 1,	2,	GEN	TANABE3,		
YUMI	TAKAHASHI 1,	SHINTARO	SHIMIZU 1,	SACHIKO	FUJINO2,	TOSHIAKI	UENO4

【緒言】
フットサルは気軽に楽しめる生涯スポーツとして人気
があり、多くの方々に親しまれている。日本フットサ
ルリーグ（F リーグ）が開幕後、競技人口は増加して
おり、競技レベルの上昇も著しい。その一方激しい接
触が起こるコンタクトスポーツとしても認知されてお
り、怪我のリスクを回避することは競技者が大きく関
心を寄せる問題である。今回、我々は当科を受診した
フットサル選手の統計調査を行ったので報告する。

【対象と方法】
2018 年 4 月から 2022 年 8 月までに当科を受診したフ
ットサル選手 52 症例を対象とした。年齢、性別、出
身地、競技レベル、ポジション別、治療内容、外傷既
往、フットサルにおいてのマウスガード（MG）の必
要性について検討を行った。

【結果】
年齢別では 20 代で 32 人（61 ％）と最も多く、10 代
10 人、30 代 9 人、40 代 1 人であった。男女比は 49
人（94 ％）対 3 人で男性が多く、出身地別では日本
が 46 人（88 ％）、ブラジルが 6 人であった。競技レ
ベルはプロ選手 37 人（71％）、アマチュア選手は 15
人であり、このうち世代別代表経験者が 9 人（17％）、
フル代表経験者は 7 人（13 ％）であった。ポジショ
ン別ではフィールドプレイヤー（FP）が 41 人（78％）、
ゴレイロ（GK）が 11 人であり、治療内容は MG 作
製が 34 人（65 ％）で最も多く、一般診療が 27 人、
FG 作製が 5 人であった。一般診療内容は、う蝕処置

18 人、抜歯 9 人、根管治療 4 人、歯周治療 3 人、補
綴処置 2 人であった。外傷既往者は 14 人（26％）で、
網膜振盪が 8 人、歯冠破折、顎骨骨折、歯牙亜脱臼は
それぞれ 3 人、鼻骨骨折が 1 人であった。MG につい
て 37 人（71％）が必要があると回答し、33 人（63％）
が過去に顎顔面領域での負傷既往があると回答した。
また MG 装着中あるいは FG 装着中の外傷報告は未だ
受けていない。

【考察】
今回の調査からフットサル選手は過去に口腔内の負傷
を経験していることが比較的多く、MG を必要と考え
ている選手も多いことが示された。また、ポジション
による GK は眼球の保護も重要であることが示唆され
た。女子選手では 3 人全てが外傷既往者であり、女子
選手の口腔状態についても今後さらなる調査の必要が
ある。特にトップレベルのチームでは、外傷を予防す
るとともに健康な状態を維持しプレーしていくために、
積極的な情報提供、介入が必要であると考える。
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水平埋伏智歯の残存により下顎骨折のおそれのある柔道選手の
一症例

A case of the judo player that there is possibility of the mandibular fracture in by 
the presence of the horizontal impacted wisdom tooth

那須歯科医院

○那須　馨

KAORU	NASU

【緒言】
下顎骨に外力が加わった場合、水平埋伏智歯がクサビ
作用となり同部に骨折を起こしやすいと報告され、水
平埋伏智歯抜去の一つの根拠とされている。特に常時
外力を受けやすいスポーツ選手においても水平埋伏智
歯抜去は推奨される傾向にある。またコンタクトスポ
ーツにおいてスポーツマウスガードの有用性が認知さ
れ、競技中の装着が義務化されている競技も少なくな
い。柔道競技においてもスポーツマウスガード装着は
口腔顎顔面領域の外傷による損傷を減少させることに
有用であることが予測される。今回、水平埋伏智歯の
残存により下顎骨折のおそれのある柔道選手の歯科治
療について報告する。

【症例概要】
患者は 23 歳男性である。下顎左側臼歯部の冷水痛を
訴えて来院した。上顎右側第 2 大臼歯と下顎左側第 2
小臼歯の齲蝕症第 2 度と診断し、コンポジットレジン
修復を行った。患者は、大学で柔道部に所属しており、
水平埋伏智歯の残存により下顎に外傷を受けた場合に
下顎骨折を起こす可能性を説明し、上下顎左側智歯に
違和感を訴えていたため、智歯周囲炎と診断し、抜歯
を行った。下顎右側智歯の抜去については、患者が学
生であるため、予定がつき次第、抜歯を行う予定であ
る。その後、以前は柔道の時にマウスガードを使用し
ていたが、紛失後は使用していないとの申し出があっ
たため、外傷予防の観点からマウスガードの装着・使
用を勧め、同意を得たので作製した。治療期間は診療

開始より 1 年 2ヶ月であり、メインテナンスのために
継続的に通院中である。

【術後経過】
マウスガードの使用感については数回調整した後、継
続して使用している。マウスガードの使用により、歯
の破折などの外傷も起こっておらず、経過は良好であ
る。下顎右側智歯については、抜歯を勧めているが患
者の都合がつかないため、処置は行っていない。定期
的なメインテナンスでは、口腔内の状態は良好であり、
問題はないと考えている。

【考察】
歯科口腔外科で治療する顎顔面骨骨折のなかで、下顎
骨骨折が最も多く、以前より下顎智歯と下顎骨骨折と
の関係が論じられている。特にスポーツ選手の場合、
水平埋伏智歯の残存は、競技中の外傷による下顎骨骨
折の原因になりうるため、抜歯について説明し同意を
得られた場合は、できる限り抜去したほうが良いと考
えられる。また、柔道は格闘技のため、競技中の外傷
による歯の破折を防ぐためにマウスガードの装着は必
要であると考えられる。

P-20
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レスリングのジュニアアスリートへの歯科的介入の 1 症例

A Case of Dental Intervention for Junior Athletes in Wrestling

1 昭和大学　歯学部　小児成育歯科学講座、2 昭和大学スポーツ運動科学研究所

○新田　雅一 1, 2

MASAKAZU	NITTA1

【目的】
外傷既往がある患児やスポーツ愛好家の児童に対して
口腔衛生管理およびスポーツマウスガードを製作して
いる。今回は右側頬部の腫脹を主訴として来院した患
児に対しての治療、口腔衛生管理およびレスリング時
のスポーツマウスガードの提供について報告する。

【方法】
氏名：S.O.　年齢：4 歳 11ヶ月　主訴：顔が腫れた　
診断：1. 上顎右側第一乳臼歯；急性化膿性根尖性歯周
炎、歯肉膿瘍 2. 右側頬部蜂窩織炎　3. 下顎左側第一
乳臼歯；慢性根尖性歯周炎）診査および治療内容
1. 上顎右側第一乳臼歯診査：口腔内診査から上顎右側
第一乳臼歯歯肉頬移行部から頬にかけて腫脹（＋）,
歯の動揺度 M2 デンタルエックス線画像より歯根膜腔
の拡大が認められた。治療：感染根管治療、歯肉頬移
行部から切開排膿、薬物療法 2. 下顎左側第一乳臼歯
診査：口腔内診査から頬側歯肉にフィステル（＋）。
デンタルエックス線画像より根尖病巣が認められた。
治療：感染根管治療 

【結果】
術後経過：初診より 1 週間で顔の腫れは引き、その後、
上顎右側第一乳臼歯および下顎第一乳臼歯は根治根充
をおこなった。経過は良好で安定している。レスリン
グ時のタックルが右側であり、右側顎口腔の負担軽減
のためスポーツマウスガードの効用を保護者に説明し、
スポーツマウスガードを製作した。口腔衛生管理、根
治部位の経過観察、スポーツマウスガードのメンテナ

ンスを継続している。
【考察】
患児は運動を特化した幼稚園に通い、帰宅後 2 時間の
レスリングの練習を行っていた。練習の疲労等で免疫
力が落ち、そこに根管への感染が重なり蜂窩織炎にな
ったと考えられた。現在は小学生になり、耳の保護の
ためにヘッドギアを装着して練習を行っている。スポ
ーツマウスガードは違和感があり練習に集中できない
とのことで使用はやめているが今のところ根治部位は
安定している。今後、状況に応じてスポーツマウスガ
ードの再装着を視野に入れつつ定期的な口腔衛生管理
と経過観察が必要であると考えられた。
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ロードバイク愛好家の歯科治療症例

A case of treatment for a road bike fan patient

フジイ歯科医院

○藤井　一徳

KAZUNORI	FUJII

【緒言】
抜歯後、長期間放置した結果、対合歯が挺出し、運動
中の食いしばり時や顎の側方運動時に咬合接触異常を
訴える事がある。これらのことから咬合平面を回復す
ることによって、より安全にスポーツ・運動を楽しむ
ことが可能になると考えられる。今回、ロードバイク
愛好家に対して歯科治療を行い、良好な経過を得てい
る症例を報告する。

【症例】
患者は 56 歳男性で主訴はロードバイクで坂道走行中
に歯を食いしばると変なあたり方をする部位があり、
全力を出せない時が多くなり、転倒する時もあるとい
うことだった。今回は転倒による口唇裂傷を負い、こ
れを機に治療を希望し来院された。

【治療及び経過】
口唇の傷は経過観察による自然治癒が期待された。右
側下顎第一大臼歯抜歯後放置により挺出した右側上顎
第一大臼歯を咬合平面が整う状態まで削合したが疼痛
が強かった為、止むを得ず抜髄し、歯冠修復を行なっ
た。抜歯後放置された部位に関しては患者本人の希望
もありワンピースブリッジで修復を行なった。咬合調
整を数回行い、現在咬合関係は安定している。患者本
人曰く、坂道走行中にストレスのない状態で力を入れ
る事ができるのみならず、日常の姿勢が変わり、日頃
から感じていた肩や腰の痛みも改善するという良好な
結果を得られた。その後、患者本人が以前転倒した経
験から口腔外傷予防の為のマウスガードを希望した為、

3.8 mm のシートを使用してカスタムメイドマウスガ
ードを提供した。現在も経過観察を継続し、定期的に
マウスガードの再製を行なっている。なお、今回の症
例報告については患者本人の同意を得ている。

【考察】
この症例に関しては抜歯後、適切な時期に治療を行な
っていれば抜髄は避けられたと考えられるが、不適切
な咬合関係は運動時に咬合性外傷を招くだけでなく、
本来の能力を発揮することを妨げられ、日常の生活に
も支障をきたす事があると考えられる。今回提供した
補綴治療やマウスガードは運動時の転倒防止や外傷予
防のみならず、より安全に運動を楽しむ事が可能にな
り全身状態にも良い影響を与えたと考えられる。
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アスリートに対する睡眠時歯科筋電図検査で 
左右差のある 1 症例

A case of left-right difference in dental electromyography during sleep in an 
athlete

1 ぶばいオハナ歯科、2 東海大学医学部基礎医学系講座

○藤巻　弘太郎 1, 2

KOTARO	FUJIMAKI 1,	2

【目的】
睡眠時 bruxism に関しての自覚に乏しいが、頭痛お
よび片頭痛が主訴に含まれた代表クラスのアスリート
に対し、ウェアラブル筋電計を用いて睡眠時 bruxism
を計測し、その関連性を調べることを目的とした。

【方法】
頭痛および片頭痛が主訴に含まれたアスリートに対し、
保険適応となった睡眠時 bruxism の検査機器『ウェ
アラブル筋電計（ジーシー社製）』を用いて計測し、
その解析結果から主訴との関連性を考察した。1．患者：
32 歳、女性。主訴は左顎が痛い・頭痛および片頭痛
がひどい等。使用方法は、歯科医師が患者の咬筋群の
圧痛点を診査し、その部位を患者に示し、就寝時にそ
の部位にウェアラブル筋電計を装着し、就寝するよう
に指示した。その後、患者から回収した筋電計の
DATA を解析し、診断を行った。得られた診断結果
をもとに治療方針を患者に示した。

【結果】
患者の 1 時間当たりの咬みしめ回数は左側 7.1 回 /h、
右側 7.1 回 /h であり、同一であった。一方、咬みし
め強さは左側 45.4％、右側 25.4％であり、左右で 20.0
％の差が認められた。

【考察】
睡眠は、心身の疲労回復だけではなく身体機能の調整
や技能獲得などにも関与しており、アスリート自身も
睡眠の重要性を自覚している。しかしながら、アスリ
ートにおいて、試合、試合に伴う移動（時差のある移

動も含む）、トレーニングは、睡眠の問題を増加させ
るリスクファクターであることが指摘されており、こ
れらの時期には、入眠困難や不眠症状などの睡眠障害
が生じることが報告されている。アスリート以外でも
睡眠時 bruxism を疑う患者が増加している状況下で、
これまで、歯痛・顎痛などの主訴から睡眠時 bruxism
を疑ったとしても、その診断は咬耗痕、問診や咬筋群
の触診などから推察しなければならなかった。本研究
では、ウェアラブル筋電計によって睡眠時 bruxism
という診断ができたため、アスリートにもその診断結
果により、症状の理解も得られ、スムーズに睡眠時
bruxism の治療に移行することができた。その対処方
法で良化傾向が認められ、睡眠時の不安が減少したこ
とは、アスリートにとって有益であったとともに、ウ
ェアラブル筋電計による睡眠時 bruxism 検査の有用
性が示唆された。
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ポスター発表 ［認定医口述試験］

キックボクシング愛好家へ歯科治療後にマウスガードを 
装着した症例

A case of wearing mouthguard after dental treatment for a kickboxing patient

大阪歯科大学　歯科保存学講座

○保尾　謙三

KENZO	YASUO

【緒言】
コンタクトスポーツにおいて外傷予防のためのスポー
ツマウスガードの装着の有効性は周知されており、競
技中の装着が義務化されている競技も少ない。キック
ボクシングはそのひとつであり、顎顔面領域の外傷が
みられる競技である。今回、ブラキシズムならびに知
覚過敏症状を有するキックボクシング愛好者に対して
の歯科治療について報告する。

【症例】
患者は 21 歳、女性。初診日は 2019 年 6 月 4 日。左右
臼歯部の冷水痛を主訴として来院。家族に就寝中の歯
ぎしりを指摘されており、また、キックボクシングを
始めるため、マウスガードの作製も希望。診察の結果、
上顎右側第一大臼歯の齲蝕症第二度、下顎左右第一大
臼歯の象牙質知覚過敏症と診断した。

【治療および経過】
上顎右側第一大臼歯はコンポジットレジン修復を、下
顎左右第一大臼歯は知覚過敏抑制材塗布を行った。処
置後に、夜間のブラキシズム対策として、ナイトガー
ドを作製した。同時に、キックボクシングを始める上
で、上顎左右中切歯に軽度の唇側転移を伴う位置異常
が認められることから、外傷時の歯牙破折のリスクに
ついて説明し、マウスガードを別に作製した。ナイト
ガードは作製後、数回調整を行った。また、知覚過敏
抑制材の塗布も数回行い、知覚過敏症状の軽減が認め
られた。マウスガードについても、作製後、数回調整
を行い、装着感にも比較的早くに慣れ、大きな問題も

なく使用できている。歯の外傷なども起こっておらず、
経過は良好である。定期的なメインテナンスでは、口
腔内の状態は良好であり、問題は生じていない。

【考察】
唇側転移を伴った前歯は、コンタクトスポーツにおい
て外傷による歯牙破折のリスクが正常な歯列よりも高
いため、外傷予防の観点からマウスガードの装着は必
要であると考えられる。ナイトガードの使用により、
知覚過敏症状が改善し、ブラキシズムによる歯質・歯
周組織の保護に効果があったと考えられる。また、マ
ウスガードとの併用が、運動時の食いしばりによる知
覚過敏症状の発生予防と、競技中の外傷予防に有効で
あったと考えられる。なお、治療はインフォームドコ
ンセントを得てから実施し、症例報告等の学会発表に
ついても患者の同意を得た。
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異なる授業形態がオーラルアプライアンス学の成績に 
及ぼす影響

Effect of different teaching styles on test score of oral appliances

1 大阪歯科大学　医療保健学部　口腔工学科、2 有限会社ライテック

○新家　義章 1, 2、楠本　哲次 1

YOSHIAKI	ARAIE 1,	2,	KUSUMOTO	TETSUJI 1

【目的】
オーラルアプライアンス学は、大阪歯科大学医療保健
学部の口腔保健学科と口腔工学科共通の授業として 2
年次の 10、11 月において 8 コマ（1 単位）実施され
ている。コロナ禍の蔓延により、これまでの平時と違
った対応が求められ、2018 年と 2019 年には面接授業
であったのを、2020 年と 2021 年にはすべてオンライ
ン授業に変更した。今回、この異なる授業形態がオー
ラルアプライアンス学の成績に及ぼす影響について検
討したので報告する。なお、本研究は大阪歯科大学医
の倫理委員会の承認（第 111005 号）を得て行った。

【方法】
授業の分野は、スポーツ歯科医学関連、睡眠時無呼吸
症候群関連、顎関節症、ブラキシズム、その他の口腔
内装置で、それぞれ 3、2、1、1、1 コマ実施する。成
績は平常点 40 点、本試験 60 点の計 100 点満点で、60
点以上が合格となる。平常点となる小テストは、面接
授業では授業終了後、オンライン授業では聴講の確認
を兼ねて提出を義務付けて行い、各回 5 点、8 コマ分
で計 40 点とする。本試験は、スポーツ歯科医学関連
から 9 問、それ以外の分野から 9 問の計 18 問出題し、
60 点満点とする。なお、分野別で検討する際、得点
率に換算して比較検討した。

【結果】
オンライン授業の成績は面接授業に比べ、平常点では
有意に高く、本試験では有意に低かった。分野別では、
面接授業に比べ、オンライン授業の点数が低かった。

スポーツ歯科医学分野では 2018 年から 2020 年度では
両学科とも 80％以上の正答率であったが、2021 年度
においてはいずれの分野でも正答率が 80％以下とな
った

【考察】
小テストは、面接授業ではしっかり聞いていないと解
けないが、オンライン授業（オンデマンド形態）では、
後で見直したり、聞いたりすることができるため、点
数が高くなったと考えられる。面接授業では、学生の
受講姿勢や態度、小テストの結果で理解ができている
かを確認することができる。しかし、オンデマンド形
態の授業では、学生の受講姿勢や態度を確認できず、
提出させた小テストの結果から学生は概ね理解してい
ると教員側が判断ミスをする可能性があり、すべての
授業をオンラインにした場合、日々の学生の理解不足
を確認ができず学力低下を見誤ることが示唆された。
オンライン授業を実施する場合、学生の学力低下を招
かないような工夫や配慮が必要と思われる。
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SDH がアスリートアントラージュとして活躍するにあたって 
抱えている問題点を解決する取り組み

Efforts to solve the problems that SDH has when playing an active role as an 
athlete entourage

1D アドバイス研究所、2 北海道健康スポーツ歯学研究所、3 コープ歯科クリニック

○西尾　美和子 1, 2, 3、白石　典史 2, 3

MIWAKO	NISHIO 1,	2,	3,	NORIFUMI	SHIRAISHI 2,	3

【目的】
全国の認定スポーツデンタルハイジニスト（以下、
SDH）は、2022 年 5 月 31 日現在で 96 名と、他学会
認定歯科衛生士数に比べ非常に少ない。それは、まだ
歯科衛生士や歯科衛生士学校の学生にスポーツ歯科医
学が浸透していない、SDH の存在が知られていない
などが考えられる。そこで今回 SDH がアスリートア
ントラージュとして活躍するために、全国の SDH の
数を増やすことや歯科衛生士にスポーツ歯科医学を広
く知ってもらうための取り組みを行なったので報告す
る。

【方法】
1 つ目の取り組みとして、全国のスポーツ歯科に興味
を持つ歯科衛生士だけでなく、スポーツ歯科を知らな
い歯科衛生士にも SDH が広く知られるように、「SDH
ステップ UP セミナー」を企画し、10 月から 12 月に
計 3 回 Web 形式にて開催した。内容は、スポーツ歯
科の魅力やアスリートアントラージュの精神、SDH
資格取得の流れ、さらに事前アンケートで受講者の興
味や疑問を調べ、その内容を盛り込んだ。また、セミ
ナー後のフォローとして希望者には個別相談も行なっ
た。2 つ目の取り組みとして、歯科専門雑誌へ SDH
に関する投稿を依頼し、「歯科衛生士に知ってほしい
スポーツデンタルハイジニストとは？」というタイト
ルで SDH の魅力や働き方について掲載して頂いた。

【結果】
計 3 回のセミナーに歯科衛生士、歯科技工士、歯科医

師のべ40名の申し込みがあった。歯科衛生士の内訳は、
一般の歯科衛生士、SDH 資格取得者、2021 年認定試
験受験者などで、このセミナーを機に日本スポーツ歯
科医学会へ入会し、2022 年度 SDH 認定試験受験予定
者が 2 名現れた。またセミナー後のアンケート（13
名 /40 名）では、内容に対して「役に立った」が 84.6
％、「今後スポーツ歯科に関するセミナーを受講したい」
の問いには 100％であった。感想は、「アスリートア
ントラージュという言葉が印象的であった」「スポー
ツ歯科の基本的な活動やどんな学会か知ることができ
た」などであった。

【考察】
SDH がアスリートアントラージュとして活躍するた
めには多くの歯科衛生士が臨床においてスポーツ歯科
の視点を持つこと、かつ SDH 数が増えることが必須
である。今後もこのようなセミナー活動を継続し、ス
ポーツ歯科の魅力を伝えていくことで、少しでもアス
リートやスポーツ愛好家に必要とされる歯科衛生士や
SDH を増やしていきたい。更に、これから歯科衛生
士を目指す学生たちに対してもセミナーを開催するこ
とが重要と思われる。
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認知症予防とスポーツ

Dementia prevention and Sports

1 草の根歯科研究会

○三宅　正純 1、芦川　護 1

MASAYOSHI	MIYAKE1,	MAMORU	ASHIKAWA1

【目的】
4 人に 1 人が 65 歳以上の超高齢社会を迎え、認知症
は400万人を超え、65歳以上の高齢者の10人に1人が、
4 人に 1 人が MCI（Mild Cognitive Impairment、軽
度認知障害）を被っている。予防可能な段階にある
MCI の患者さんや高齢者患者さんに対し、患者教育
の歩行訓練、食事・運動指導、認知行動療法を通して
如何にして予防に参加していくことができるかを考え
た。

【方法】
脳内ネットワークが衰えると認知症になるのであるが、
ネットワークの衰えは歩き方に現れる。そのため、歩
行を観察することで、認知症になるかどうかが判定で
きる。加齢とともに認知機能は低下していくが、MCI
の患者さんや高齢者の患者さんに対し、啓蒙して予防
に結び付けようとした。

【結果】
MCI の半分が認知症を発症し、半分が認知症に進行
しない。この MCI の段階においては、認知症を予防
できるとされ、歩行の仕方が鍵を握っている。MCI
のサインは、歩行速度やリズム、認知の低下であり、
通常、横断歩道は秒速 1 m で渡り切れるようにして
あるが、それが渡り切れなくなる。脳内ネットワーク
が変化すると、複雑な過程を経る料理作りが億劫にな
り、コンビニ、ファミレス食を摂りがちになる。MCI
は記憶をつかさどる脳部位が萎縮してないが、認知症
は萎縮する。通常、脳内の離れた複数の部位の繋がり

脳内ネットワークが同時に協働して機能が達成される。
歩行中、視覚や空間認識に関わるネットワークが働き、
診療室内で、デンタルチェア、スタッフを避けるなど、
変化する環境を認知し、バランスをとって歩行する。
MCI は、足腰が良いのだが、脳内ネットワークが弱
まり、歩行速度が遅く、歩幅が狭く、足裏にかかる圧
力が不安定になので、リラクゼーションさせ、速い大
股歩行を指示するべきだ。MCI 段階では、歩行・運
動の指導で認知症を予防できるのではと思われた。

【考察】
1972 年の有吉佐和子の「恍惚の人」という社会問題
として介護問題を告発した小説によって認知症を持つ
家族が社会に向けて発した。当時、日本では、認知症
は寝たきりになるものだと思われ、認知症に対する介
護サービス、認知症を引き受ける施設、関わる人も皆
無で、老人病院が乱立するが、拘束、しばりなどで寝
たきりの中で認知症になるしかなかった。この「恍惚
の人」によって、在宅看護の質を上げる啓蒙運動が始
まった。私たちもいずれ認知症を被るので自分事とし
て捉え、口腔衛生、運動による血圧管理などが必要だ。
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レーザースペックル法による口腔・顔面領域の血流量の動態評価
―エリートトライアスロン競技者での予備的調査―

Preliminary Investigation of Blood Flow Changes in Oral and Maxillofacial after 
Exercise in Elite Triathletes.

1 東京医科歯科大学　咬合機能健康科学分野、2 東京医科歯科大学　スポーツ歯科外来、3 公益財
団法人　日本トライアスロン連合、4 朝日大学　歯学部　口腔微生物学分野、5 福島大学　人間
発達文化学類、6 奈良教育大学　教育学部　保健体育講座	学校保健・スポーツ医学研究室、
7 文化学園大学、8 明海大学　歯学部　スポーツ歯学分野

○神谷　菜々1, 2、田邊　元 2, 4、蓮沼　哲哉 3, 5、笠次　良爾 3, 6、森谷　直樹 3, 7、 
上野　俊明 8

NANA	KAMIYA1,	2,	GEN	TANABE2,	4,	TETSUYA	HASUNUMA3,	5,	RYOUJI	KASANAMI 3,	6,	
NAOKI	MORIYA3,	7,	TOSHIAKI	UENO8

【目的】
我々はスポーツ現場で簡便かつ非侵襲的に身体のコン
ディションを評価できる部位として口腔・顔面領域に
注目している。貧血など様々な疾患に伴うチアノーゼ
によって口唇や顔色は変化し、疲労や睡眠不足、寒冷
刺激で変動することも知られる。これらの色調変化は
血流量の動態を反映するもので、血流量から身体のコ
ンディションを評価、予測できる可能性がある。すで
に運動時に顔面や皮膚表面の血流量が増加することは
研究されているが、口腔領域の動態は不明である。そ
こで今回、各種運動時の口腔・顔面領域 6 部位の血流
量を実測し、部位別の差異や特徴について分析考察し
た。

【方法】
日本トライアスロン連合主催の強化合宿に参加した選
手 8 名（男 4／女 4）を対象に、水泳（スイム）およ
び自転車（バイク）練習前後で、右頬、鼻部、前額部、
口唇、舌背および眼底の血流量をレーザースペックル
法（眼底：LSFG-NAVI、その他：LSFG-PI-E、ソフ
トケア社）によるイメージング解析を行い、平均血流
量（MBR 値）および抵抗値（BOS 値）の練習前後で
の変化率（％）を算出した。本研究の実施に際し、東
京医科歯科大学倫理審査委員会の承認を受けた

（No.2019-031）。
【結果】
スイム練習後の平均血流量の変化率は、右頬 127.7％

（SD：32.3）、鼻部 110.0％（19.8）、前額部 110.8％（13.5）

で増加、口唇 101.9％（13.7）と眼底 103.4％（9.9）で
ほぼ横ばい、舌背 91.5 ％（8.5）で低下した。抵抗値
は右頬 87.0％（3.3）と鼻部 87.3（3.3）、口唇 87.7％（3.3）
で低下、前額部 99.2％（2.3）と舌背 99.8％（6.8）で
横ばい傾向だった。バイク練習後の平均血流量は眼底
101.1 ％（9.9） で ほ ぼ 横 ば い、 右 頬 72.9 ％（SD：
22.1）、鼻部 79.0％（14.8）、前額部 89.9％（20.4）、口
唇 81.1 ％（8.2）、舌背 86.4 ％（13.5）で低下した。抵
抗値は右頬 101.6％（SD：3.8）、鼻部 101.8％（2.8）、
前額部 101.1 ％（3.1）、口唇 100.0 ％（2.1）、舌背 98.3
％（2.4）で横ばい傾向であった。

【考察】
本研究結果から、口腔・顔面領域の血流量の動態は運
動の種類や計測する部位によって異なることが明らか
となった。その理由として、運動の種類・強度に伴う
呼吸の変動や発汗レベル、水分・栄養補給の状況、天
候や気温、練習環境のほか、自律神経の変化に伴う内
臓血流量の減少など様々な影響を受けるためと考えら
れた。実際の現場レベルで口腔・顔面領域の血流量の
動態を正確かつ的確に把握するためには、計測の規格
化や異なる手法を検討するなど、今後さらに研究を重
ねる必要性がある。
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歯周病原細菌抗原の投与がラット骨格筋損傷治癒期間に 
与える影響

Effect of periodontal disease-derived antigen on healing period of skeletal muscle 
damage in rats.

1 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　咬合機能健康科学分野、2 東京医科歯科大学　
スポーツサイエンス機構　スポーツ歯科外来、3 朝日大学　歯学部　口腔微生物学分野、4 東京
医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　歯周病学分野、5 明海大学歯学部社会健康科学講座ス
ポーツ歯学分野

○清水　慎太郎 1、林　海里 1, 2、田邊　元 3、中禮　宏 1, 2、竹内　康雄 4、小林　宏明 4、
上野　俊明 5

SHINTARO	SHIMIZU 1,	KAIRI	HAYASHI 1,	2,	GEN	TANABE3,	HIROSHI	CHUREI 1,	2,		
YASUO	TAKEUCHI 4,	HIROAKI	KOBAYASHI 4,	TOSHIAKI	UENO5

【目的】
骨格筋損傷はスポーツ中に発生する外傷の中で最も頻
度が高く、早期の競技復帰のためには損傷部の治癒阻
害因子を明らかにし、早期治癒を促すことは重要であ
る。先行研究から、慢性的な炎症状態は骨格筋損傷治
癒阻害に働くこと、また歯周病患者では口腔上皮の破
綻により口腔細菌や炎症性メディエーターが遠隔組織
へ移動することで慢性的な全身性炎症が引き起こされ、
筋損傷治癒が阻害される可能性が考えられるが、十分
に検証はされていない。そこで本研究では、代表的な
歯 周 病 原 細 菌 の ひ と つ で あ る Porphyromonas 
gingivalis（Pg）をラットに投与し、骨格筋損傷治癒
に与える影響を検討した。

【方法】
8 週齢の雄 WT ラットを無作為に実験群と対照群に分
け、実験群に対し Pg ATCC33277 株の超音波破砕抗
原を週 1 回（109cells/ 回）、対照群に対しては同量の
生理食塩水を 3 週間腹腔内投与した。3 週後に両群の
左足腓腹筋に骨格筋の脱分極を誘発する Cardiotoxin

（CTX）を投与し、人工的筋損傷を作製した。治癒評
価として、歩行時の踵骨高の最小値を歩行動画より計
測（CTX 投与前・投与後 1・3・5・7・11・14 日に歩
行動画を撮影、n＝8）し、また腓腹筋組織切片の H-E
染色画像から、中心に核を有する未成熟筋細胞の平均
断面積（CSA）を測定した（CTX 注射 7・14 日後、
各 n＝8）。本実験は東京医科歯科大学動物実験委員会
の審査・承認を経た上で実施した（承認番号：A2020-

182C）
【結果】
歩行時の踵骨最小高さは、実験群・対照群ともに損傷
直後で著しい低下を認め、その後経時的に回復する様
相を示した。実験群は対照群に対して、損傷後 3・7・
11 日目で有意に低い値を示した。損傷前と同程度ま
で回復するまでにかかった期間は、対照群では 11 日、
実験群では 14 日であった。未成熟細胞の CSA は、
損傷作製 7 日後では実験群で有意に低値であった。

【考察】
歩行動作解析と組織的評価から、Pg を投与したラッ
トでは腓腹筋の筋損傷治癒遅延が確認された。スポー
ツ外傷等によるアスリートの骨格筋損傷からの速やか
な回復には口腔衛生管理も重要であること示唆され
た。
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OptiTrack モーションキャプチャと伸縮性カーボンナノチューブ
動歪センサを組み合わせた顎運動記録システムの構築

Device Development for Detecting mandibular positions using Carbon Nanotube-
Based Strain Sensors and OptiTrack motion capture system.

1 東京医科歯科大学	大学院医歯学総合研究科	医歯学専攻	口腔機能再構築学講座	咬合機能健康
科学分野、2 東京医科歯科大学	大学院医歯学総合研究科	医歯学系専攻	口腔機能再構築学講座	
先端材料評価学、3 明海大学	歯学部	社会健康科学講座	スポーツ歯学分野

○高橋　優美 1、中禮　宏 1、LIAN　YUN CHIA1、外川　海斗 1、林　海里 1、 
和田　敬広 2、宇尾　基弘 2、上野　俊明 3

YUUMI	TAKAHASHI 1,	HIROSHI	CHUREI 1,	YUN	CHIA	LIAN1,	KAITO	TOGAWA1,		
KAIRI	HAYASHI 1,	TAKAHIRO	WADA2,	MOTOHIRO	UO2,	TOSHIAKI	UENO3

【目的】
姿勢保持も含め運動やスポーツ、作業時における身体
の動きと頭位、顎位の関係を明らかにすることはスポ
ーツ歯科研究の重要テーマであり、そのために体位と
頭位、顎位の変化をモニタリングする必要がある。動
きを可視化する手法としてスポーツ医・科学領域では
モーションキャプチャが多用されることから、我々も
光学式モーションキャプチャ OptiTrack（Acuity 
Inc.）の応用に関する予備的調査を行った。その結果
OptiTrack では体位と頭位、顎位の方向と変位角度は
およそ計測可能だが、移動量を測れない点が課題とな
った。そこで今回、伸縮性センサの併用を着想し、性
能確認を行って OptiTrack と組み合わせた顎運動記
録システムを検討した。

【方法】
伸縮性カーボンナノチューブ動歪センサ GummiStra

（センサ長 35 mm/ 幅 2 mm：Yamaha Co.）を使用した。
万能試験機を用いて 1 mm/sec で 10 回収縮 - 伸長反
復試験を行った。ストロークはセンサ長と同一とし、
初期伸長レベルを 4 段階（0％、10％、20％、30％）
に設定し、各 3 サイクル試行した。センサ伸縮量に対
応する出力抵抗値を算出し、伸縮量（x）－出力抵抗
値（y）の関係について回帰分析を行った。

【結果】
反復試験の結果、センサの初期伸長率に関わらず 1 ス
トローク目の追従が不良になること、収縮 - 伸展の切
替時にセンサ出力が初期値に十分戻らないことが確認

された。初期伸長レベル 0％、10％、20％および 30
％時にセンサから受ける最大力はそれぞれ 1.72 N、
1.54 N、1.50 N および 1.52 N であった。回帰方程式（決
定係数）もそれぞれ y＝0.2762 x＋12.588（0.82）、y＝
0.1923 x＋15.227（0.89）、y＝0.1504 x＋17.022（0.92）
および y＝0.1256 x＋18.555（0.92）であった。

【考察】
いずれの伸長レベルでもセンサから受ける力は 2 N 未
満と極めて低く、顎運動記録用センサとして有用と思
われた。本研究結果より 20％および 30％伸長時のセ
ンサ追従不良域の低減効果は 0％および 10％の時よ
り向上することが明らかとなった。ただ耐久性を考慮
すると初期伸長はできるだけ抑えたいので、20％レ
ベルとすることが好ましいと考えられた。今後、本セ
ンサと OptiTrack を併用して身体運動時の顎運動記
録システムの構築を目指す。
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最大下咬合は片脚起立着座反復動作の姿勢制御に影響を 
及ぼすか？

Does submaximal jaw clenching influence the postural adjustments during repetitive 
single-leg sit-to-stand?

1 大阪歯科大学　附属病院　障がい者歯科、2 高崎健康福祉大学　保健医療学部　理学療法学科

○田中　佑人 1、冨田　洋介 2

YUTO	TANAKA1,	YOSUKE	TOMITA2

【目的】
片脚起立着座動作やスクワットの反復は、下肢・体幹
のパワーとともに高度な姿勢制御が求められる動作で
ある。最大下咬合は静的姿勢の安定性を向上すること
が示されている一方で片脚起立着座動作のように大き
なパワーと動的安定性が求められる運動パフォーマン
スへの最大下咬合がもたらす影響は不明である。本研
究の目的は最大下咬合が片脚起立着座動作の姿勢制御
に及ぼす影響を検証することである。

【方法】
健常大学生 11 名を対象に、対照（Con）条件および
30％ MVC 咬合（Cle）条件おいて、片脚起立着座動
作を行った。測定肢は利き脚とした。測定肢の顔面（咬
筋）、体幹（腹直筋・脊柱起立筋）、下肢（大腿直筋、
大腿二頭筋、前脛骨筋、腓腹筋内側頭）の計 7 つの筋
活動を表面筋電計で測定した。また足圧中心位置と重
心位置を足圧測定器と慣性センサー式 3 次元動作解析
装置（myoMOTION）で測定した。開始姿勢は股関節・
膝関節 90°屈曲位で胸の前で手を組んだ姿勢とした。
合図の後 30 秒間での起立着座動作の最大反復を行っ
た。起立回数、失敗回数、起立に要した時間、離臀時
の各筋活動量（％ MVC）、足関節底背屈筋共収縮指
数（CI：前脛骨筋活動量／腓腹筋活動量）を条件間
で比較した。

【結果】
起立回数（Con 条件：8.4±8.0 回、Cle 条件：8.2±7.5 回）、
失敗回数（Con 条件：1.1±0.0 回、Cle 条件：1.9±1.0 回）、

起立に要した時間（Con 条件：1.1±1.1 秒、Cle 条件：
1.4±1.1 回）は両条件間で有意差はなかった。また離
臀時の活動量は腹直筋（Con 条件：7.8±4.6％ MVC、
Cle 条件：8.5±6.3％ MVC）、脊柱起立筋（Con 条件：
36.3±18.0 ％ MVC、Cle 条件：39.4±14.8 ％ MVC）、
大腿直筋（Con 条件：57.6±13.4％ MVC、Cle 条件：
54.7±10.5 ％ MVC）、大腿二頭筋（Con 条件：39.9±
26.1％ MVC、Cle 条件：29.7±33.1％ MVC）、前脛骨
筋（Con 条件：51.3±10.7 ％ MVC、Cle 条件：48.5±
15.1 ％ MVC）、腓腹筋内側頭（Con 条件：14.5±12.3
％ MVC、Cle 条件：15.6±12.9％ MVC）、足関節底背
屈筋 CI は（Con 条件：4.9±3.7、Cle 条件：3.4±4.7）
であり、いずれも条件間で有意差はなかった。

【考察】
最大下咬合による片脚起立着座動作のパフォーマンス
や筋活動量への変調は観察されなかった。最大下咬合
は静止立位時の抗重力筋活動量を増加させることが報
告されているが、多関節において筋活動の収縮と弛緩
が繰り返される動的な場面においては最大下咬合が姿
勢制御に及ぼす影響は限定的である可能性が示唆され
た。
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アスリートの唾液分泌型 IgA 分泌能評価の最適化にむけた 
実測的検討

Empirical Investigation for Optimizing the Evaluation of Salivary Secretory IgA 
Secretory Capacity in Athletes

1 朝日大学　歯学部　口腔微生物学分野、2 東京医科歯科大学　スポーツ歯科外来、3 明海大学　
歯学部　スポーツ歯学分野

○田邊　元 1, 2、林　海里 2、中禮　宏 2、上野　俊明 3

GEN	TANABE1,	2,	KAIRI	HAYASHI 2,	HIROSHI	CHUREI 2,	TOSHIAKI	UENO3

【目的】
唾液中の分泌型 IgA 抗体（S-IgA）は、呼吸器や消化
管などの粘膜組織における免疫機構の最前線で機能し、
唾液 S-IgA 濃度が低下することで上気道感染症（風邪）
の罹患リスクが高まることが知られている。唾液採取
は現場での親和性もよく、スポーツ現場でのコンディ
ション管理の指標として広く使われる指標である。こ
れまで唾液 S-IgA 濃度は単位時間当たりの唾液流量

（唾液分泌速度）で補正した「唾液 S-IgA 分泌速度」
で評価されてきた。唾液分泌速度は、唾液中の成分組
成に影響するが、唾液分泌速度域によって大きく変化
する域帯とそうでない帯域があり、必ずしも比例関係
ではない。そのため、一義的に唾液分泌速度で濃度を
補正するのが妥当かどうか更なる検討が必要であった。
そこで、アスリートに対する唾液分泌速度と唾液
S-IgA 濃度についてデータを採取し、両者の関係につ
いて分泌速度を層別化し解析を行った。

【方法】
運動習慣のある 52 名（男 15／女 37）を対象にのべ
664 検体、起床後 30 分以内の唾液を吐唾法で採取し、
採取時間（分）の自己申告値を記録した。回収した唾
液は、質量計測後に採取時間で除して唾液分泌速度

（mL/min）を算出し、その後 3000 rpm、15 分間遠心
分離を行い、上清を採取し解析まで－80℃で保存した。
S-IgA 濃 度 を ELISA 法（Secretory IgA ELISA Kit, 
Salivary, Salimetrics LLC）で定量した。本研究実施
に際し、東京医科歯科大学倫理審査委員会の承認を受

けた（No.2019-031）。
【結果】
唾液分泌速度は 0.29 mL/min（SD：0.28）、唾液中
S-IgA 濃度は 445.3 μg/mL（358.7）であった。両者
をプロットすると、唾液分泌速度が遅くなると唾液
S-IgA 濃度値が高くなる傾向があったのに対し、唾液
分泌速度が速くなると唾液 S-IgA 濃度値は定常化し、
平滑化スプラインによる非線形回帰曲線でも速度域の
高低で異なる様相を示した。決定木分析により 0.09 
mL/min、0.61 mL/min を境に 3 区域で様相の変化が
予測された。

【考察】
本研究結果で測定された唾液分泌速度と成分濃度の関
係は、唾液の他の成分と似た結果を示し、唾液分泌速
度による成分濃度への影響の程度は速度帯によって異
なることが示唆された。唾液分泌速度が大きく異なる
サンプル間を比較評価する場合に、一義的に補正され
た唾液 S-IgA 分泌速度で検討することには慎重にな
る必要がある。唾液分泌速度域で層別化し、その域内
で比較評価することで指標精度の向上に繋がる可能性
が示唆された。
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スポーツアスリートの睡眠に関する研究　第 2 報 
―スポーツ歯科医が着目すべき診査項目について―

A Study on Sleep of Sports Athletes - Part 2-Examination points on which the 
dentist should focus their attention-

1 日本大学　松戸歯学部　クラウンブリッジ補綴学講座、2 東海大学　体育学部　生涯スポーツ
学科

○中山　敏行 1、鈴木　浩司 1、三條　詩織 1、谷木　龍男 2、岩田　好弘 1、澤　ありさ 1、
本吉　美保 1、小見山　道 1

TOSHIYUKI	NAKAYAMA1,	HIROSHI	SUZUKI 1,	SHIORI	SANJOH1,	TATSUO	YAGI 2,	
YOSHIHIRO	IWATA1,	ARISA	SAWA1,	MIHO	MOTOYOSHI 1,	OSAMU	KOMIYAMA1

【緒言】
スポーツ選手（選手）のいびきや閉塞性睡眠時無呼吸
症（OSA）は日中の眠気や注意力低下の要因となる
ため看過できない。そこで演者らはこれまで選手の低
下した睡眠状態を口腔内装置（OA）治療によって改
善し、競技力向上の可能性とスポーツ歯科医（SD）
の果たす新たな役割について報告した。今回、この解
析を進める中で見えてきた SD が選手を診るにあたり
着目すべき診査項目について報告する。

【方法】
被検者は社会人ラグビーチームの選手で研究協力に承
諾が得られた男性 42 名（平均年齢 27.1±3.4 歳、平均
身 長 176±5.7cm、 平 均 体 重 89.4±11.7kg、 平 均
BMI28.8±3.1、平均首周囲径 42.4±3.3cm）とした。
選手には睡眠に関するアンケート（ESS 及び PSQI）
と簡易睡眠検査（SAS-2100, 日本光電）を実施した。
評価は選手の基本情報と ESS や PSQI の値、呼吸障
害指数（RDI）、最低酸素飽和度（lowestSpO2）を比
較した。（日本大学松戸歯学部倫理審査委員会承認
EC 17-12-012-1 号）。統計は一元配置分散分析、多重
比較は Bonferoni 法を用いた。また選手の睡眠状態と
睡眠関連評価項目については Pearson の積率相関あ
るいは Spearman の順位相関を用いた。有意水準は 5
％とした。

【結果】
測定の結果、軽度 OSA が 24 名、中等度が 8 名おり、
重症者はいなかったものの 76.2％（32/42） の選手が

RDI ≧ 5 の OSA と診断できた。また、ESS は 8.6±
4.2、PSQI は 5.1±2.3 と高く、睡眠の質も決して良く
ない結果であった。また lowestSpO2 は 90.5±6.5％と
低下していた。さらに、RDI と首周囲径は r＝0.702, p
＜.001 と有意に相関が高く、RDI と Mallampati 分類
の間にはρ＝.333, p＝.031 でと弱いながら有意な正の
相関を認めた。

【考察】
選手に重症者はおらず、全てが歯科医による OA 治
療の対象者であった。また、SD は選手を診る際はこ
れまで報告されている首周囲径の測定だけでなく、舌、
口蓋扁桃、軟口蓋の状態を表す Mallampati 分類を行
うことで、OSA リスクを事前に判断できるか可能性
が示唆された。Mallampati 分類は選手の体格に関係
なく着目すべき診査項目と言える。選手の競技力向上
を サ ポ ー ト す る の が SD の 役 割 で あ る な ら ば、
Mallampati 分類による OSA リスクの判断は SD が発
信する大変重要な診査項目と考えられる。
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歯周病原因菌抗原の持続的投与が持久トレーニング後の 
骨格筋 PGC-1 α発現に与える影響

Effect of continuous sonicated periodontopathic bacteria administration to PGC-1a 
expression post endurance training

1 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　咬合機能健康科学分野、2 東京医科歯科大学　
スポーツサイエンス機構　スポーツ歯科外来、3 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　
歯周病学分野、4 朝日大学　歯学部　口腔微生物学分野、5 明海大学　歯学部　社会健康科学講
座　スポーツ歯学分野

○林　海里 1, 2、竹内　康雄 3、清水　慎太郎 1、田邊　元 4、中禮　宏 1, 2、小林　宏明 3、
上野　俊明 5

KAIRI	HAYASHI 1,	2,	YASUO	TAKEUCHI 3,	SHINTARO	SHIMIZU 1,	GEN	TANABE4,	
HIROSHI	CHUREI 1,	2,	HIROAKI	KOBAYASHI 3,	TOSHIAKI	UENO5

【緒言】
トレーニング効果の効率的な獲得のためには、それを
阻害する因子の把握は重要であり、我々はその因子の
一つとして口腔細菌の影響に注目している。例えば、
歯周病患者では口腔上皮の破綻により血流を介して口
腔細菌や炎症性メディエーター全身に広がることが報
告されている。全身での炎症増加は、トレーニング後
のミトコンドリア合成における重要な転写制御因子で
ある PGC-1 αの発現を低下させる、との報告もある
ため、「口腔衛状態・環境の悪化による細菌やその抗
原の全身への波及は、PGC-1 αの発現低下を介してト
レーニング後のミトコンドリア合成を阻害する」こと
が予想される。この仮説を立証するため、本研究では、
代表的な歯周病原細菌である P. gingivalis の超音波
破砕抗原を継続投与したラットにトレッドミル運動を
させた後、骨格筋における PGC-1 αの発現量を測定
することで、P. gingivalis 抗原の全身への波及が持久
性トレーニング後の骨格筋応答に与える影響について
検討した。

【方法】
8週齢の雄性WTラット10匹をランダムに2群に分け、
超音波破砕した P. gingivalis ATCC33277 を腹腔内投
与 す る P.g 群 と、 生 理 食 塩 水 を 腹 腔 内 投 与 す る
Control 群を作製し介入および解析を行った。P.g 群
では 109 cell/mL に調整した破砕抗原を、Control 群
では生理食塩水を、1mL ×週 2 回、3 週間腹腔内投与
した。投与後、両群に対してトレッドミルを用いた持

久運動を行わせ（速度 22 m/min、30 分）、翌日右側
腓腹筋を採取した。採取した腓腹筋からタンパク質を
抽出し、濃度を 1 μ g/mL に調整した後、Western 
Blot 法を用いて両群の PGC-1 αの発現量を相対的に
評 価 し た。 そ の 際、 内 因 性 コ ン ト ロ ー ル と し て
GAPDH も同時に検出し、総タンパク質量による発現
の誤差を補正した。今実験は東京医科歯科大学動物実
験委員会の承認を得て実施された（A2022-016）。

【結果および考察】
P.g 群では Control 群と比較して有意に PGC-1 αの発
現量の低下が見られた（p＜0.05）。この結果から、口
腔内で P. gingivalis が増加し、その抗原が全身に波
及すると、PGC-1 αの発現低下を介して、持久トレー
ニング後の骨格筋応答として起こるミトコンドリア合
成が阻害される可能性が示唆された。
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大学生ラグビー選手に対する顎顔面頸部外傷と 
マウスガードの調査

Survey on maxillofacial neck trauma and mouthguards for college rugby players

1 ばんどう歯科医院、2 日本歯科大学　新潟生命歯学部　生理学講座、3 金沢学院大学　スポーツ
科学部　スポーツ科学科

○坂東　陽月 1、高橋　睦 2、武石　健哉 3、福井　卓也 3、藤本　索子 3

YOGETSU	BANDO1,	MUTSUMI	TAKAHASHI 2,	KENYA	TAKEISHI 3,	TAKUYA	FUKUI 3,		
MOTOKO	FIJIMOTO3

【目的】
ラグビー競技は、スポーツ外傷の頻度が高く、重症度
の高い頭頸部損傷に至る危険性が高いことから、マウ
スガードの装着が一部義務化されているコリジョンス
ポーツのひとつである。今回、大学生ラグビー選手に
対して、顎顔面頸部領域のスポーツ外傷の既往と、マ
ウスガードの使用歴や不満点に関する調査を行ったの
で報告する。

【方法】
対象は、大学生ラグビー選手 50 名（平均年齢 19.4±
1.1 歳）、競技歴は平均 8.8 年である。競技中の顎顔面
頸部領域のスポーツ外傷とマウスガードの使用状況等
について、質問紙を用いたアンケート調査を行った。

【結果および考察】
競技中の口腔粘膜損傷の既往がある者は、口唇裂傷が
21 名（42％）と最も多く、次いで舌裂傷が 16 名（32
％）、頬粘膜裂傷が 9 名（18％）であり、このうち咬
傷によるものは、それぞれ 9 名、14 名、4 名であった。
歯の損傷の既往がある者は 7 名（14％）で、脱落 0 名、
破折7名であった。顎顔面頸部損傷の経験者は24名（48
％）で、このうち 23 名の既往は脳震盪であった。
マウスガードの使用年数は平均 6.2 年で、競技開始当
初からマウスガードを使用していた選手は 20 名であ
った。現在使用しているマウスガードの使用期間は平
均 3.4 年であり、カスタムメイドタイプが 43 名（86％）、
市販品が 7 名であった。マウスガードの使用状況は、
練習・試合時ともに使用している選手は 34 名（68％）、

試合時のみ使用している選手は 16 名であった。マウ
スガードの不満点は、発音障害（21 名）、嘔吐感（13 名）、
呼吸障害（10 名）、違和感（9 名）が多く、顎の疲労、
歯肉痛、口渇、脱落、臭い、破損などは数名であった。
以上のことから、大学生ラグビー選手の口腔粘膜損傷
の半数以上は咬傷によるものであり、約半数の選手に
脳震盪の既往があることが明らかとなった。また、カ
スタムメイドマウスガードの使用者が多いものの使用
期間が長く、マウスガード材料の劣化等により目的と
する効果を発揮できない可能性が懸念された。マウス
ガードの効果や目的、管理に関する啓発活動を含めて、
スポーツ医・科学的支援を行う必要性が確認された。
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マウスガードの装着がトランポリン競技の着床位置に 
与える影響

Effect of wearing mouthguard on the landing position of trampoline gymnasts

1 ばんどう歯科医院、2 日本歯科大学　新潟生命歯学部　生理学講座、3 金沢学院大学　スポーツ
科学部　スポーツ科学科、4 公益財団法人　日本体操協会　トランポリン委員会、5 公益財団法
人　日本体操協会　トランポリン強化本部、6 日本体育大学　体育学部

○坂東　陽月 1、高橋　睦 2、福井　卓也 3,4、丸山　章子 3,5、杉田　正明 6

YOGETSU	BANDO1,	MUTSUMI	TAKAHASHI 2,	TAKUYA	FUKUI 3,	4,		
AKIKO	MARUYAMA3,	5,	MASAAKI	SUGITA6

【目的】
トランポリン競技は、連続した 10 本の跳躍で異なる
演技を実施する種目で、滞空姿勢や着床姿勢など、跳
躍時の安定したバランス能力が演技力を左右すること
から、トランポリン競技の跳躍時間点（T スコア）と
移動点（H スコア）は姿勢制御機能に直接影響を受け
る項目と言える。我々はこれまでに、ストレートジャ
ンプの着床位置と静的重心動揺の変位方向に関連があ
ること、咬合バランスが不良な選手に対する咬合接触
状態が均等化されたマウスガードの装着が足圧中心の
安定に繋がることを明らかにした。今回、マウスガー
ドの装着がトランポリン競技の着床位置に与える影響
について検討を行ったので報告する。

【方法】
対象は、トランポリン男子選手 10 名（19.5±1.4 歳）
である。通法に従い、EVA シートを用いてシングル
レイヤーマウスガードを作製し、均等な咬合接触とな
るよう調整した。試技は、静止状態から 1 回の予備ジ
ャンプの後に続く、連続 10 回のストレートジャンプ
とした。着床位置の測定には HDTS オールインワン
測定システム（EU-7100）を用い、キャリブレーショ
ンを行った後、記録を開始した。着床位置は、ベッド
の中心位置をゼロとし、中心から前後方向と左右方向
の移動距離を記録した。ストレートジャンプ 10 回の
連続跳躍を 1 回の試技とし、各方向の移動距離の合計
を分析に用いた。統計分析は、マウスガード未装着時
と装着時における、前後方向、あるいは左右方向の移

動距離の差異について、対応のある t 検定を用いて行
った。

【結果および考察】
前後方向、左右方向の移動距離は、マウスガード未装
着時に 255.7 cm、76.2 cm、マウスガード装着時に
205.1 cm、51.6 cm となり、マウスガード装着時の方
が着床位置の変位量は有意に小さかった。
以上のことから、咬合接触状態が均等化されたマウス
ガードの装着はトランポリン競技の着床位置に影響を
与え、H スコアの採点に影響を与える可能性があるこ
とが示唆された。トランポリンの中心に着地すること
は、ベッドの反発力を最大限に活かした次の跳躍を行
うために必須であり、これにより跳躍高と滞空時間を
確保することができる。また、着床位置の乱れは、ト
ランポリン枠外への落下を誘発するなど、大きな障害
をもたらす危険性があり、本研究結果は傷害予防にも
貢献できることが期待された。
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大学バレーボール選手におけるマウスピース装着の 
ジャンプ最高到達点への影響

Effect of wearing a mouthpiece on the jump highest point in college volleyball 
players

1 日本体育大学　体育学部　体育学科、2 東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室、
3 公益財団法人日本バレーボール協会、4 日本大学歯学部歯科補綴学第 2講座、5 日本大学歯学部
歯科保存学第 1講座	、6 日本大学歯学部摂食機能療法学講座、7 岩崎歯科医院、8 ホワイト歯科

○山内　康輔 1、中島　一憲 2、佐野　太一 1、萩原　芳幸 3, 4、武田　友孝 2, 3、 
岩崎　圭祐 3, 5, 7、西野　仁泰 2、松田　祐明 2、阪上　隆洋 2、筒井　新 2、都合　晋司 2、
鈴木　義弘 2、氷見　健太 7、太田　武雄 2, 4, 8

KOUSUKE	YAMAUCHI 1,	KAZUNORI	NAKAJIMA2,	TAICHI	SANO1,		
YOSHIYUKI	HAGIWARA3,	4,TOMOTAKA	TAKEDA2,	3,KEISUKE	IWASAKI 3,	5,	7,		
MASAYASU	NISHINO2,	YOSHIAKI	MATUDA2,	TAKAHIRO	SAKAUE2,		
ARATA	TUTUI 2,	SHINNJI	TOGOU2,	YOSHIHIRO	SUZUKI 2,	KENTA	HIMI 7,		
TAKEO	OTA2,	4,	8

【目的】
バレーボール選手の競技力を表す計測値の中で、最も
重要視されるのは最高到達点の記録である。到達点の
高さによる恩恵はスパイクやブロック時については言
うに及ばず、セッターのより高い位置でのボールタッ
チが、ゲームの進行を優位に導くことがしばしば起こ
る。今回、マウスピース装着時、非装着時によるジャ
ンプ最高到達点の変化について検討した。

【方法】
被験者は関東大学 1 部リーグに所属する男子バレーボ
ール選手で、本研究の意図を十分に理解し同意の得ら
れた 20 名とした。測定の実施にあたってはヘルシン
キ宣言を遵守し、東京歯科大学倫理委員会承認番号
437 の承認を得て行った。口腔内条件は、マウスピー
ス非装着、マウスピース装着の咬合指示有の 2 種で、
5 回ずつ計 10 回ランダムに計測した。統計解析はデ
ータの正規性が確認できたことから Paired t-test を
用いた。

【結果と考察】
マウスガード装着時は非装着時に比べ最高到達点の値
は増加し、統計学的に有意差を認めた。演者らはこれ
まで、競技時の過剰な噛みしめによる歯への障害の予
防のためマウスピースを装着した選手より、ジャンプ

力が向上した、動作が安定したという報告を受けてお
り、何らかの関連があるものと思われる。ジャンプ最
高到達点では助走を伴い、かつ何の固定源もない空中
で片方の腕を上方に突き出す動作をするため、スクワ
ットジャンプから比較すると、より高度な全身の神経
筋機構の調和と、四肢筋群の活動が必要とされている。
一方、脊髄運動神経の興奮性の指標であるホフマン反
射を用いた実験 1）で、噛みしめあるいはマウスピー
ス装着時の噛みしめが遠隔部の筋力、下肢の筋力など
を促通するとした報告がある。また、同様にスクワッ
トジャンプのパフォーマンスを向上させたとした報
告 2）も認められる。本実験結果の要因としては、最
高到達点計測時の特徴として、空中において利き腕を
より高くつき上げる動作が必要であるため、マウスピ
ース装着により早期、かつ強固な噛みしめによる体幹
固定が有利に働いたと共に、均整がとれた咬合による
バランス感覚向上がジャンプ力の増加に寄与したこと
などが考えられる。

文献
1）宮原隆雄：ヒトのヒラメ筋 H 反射の噛みしめによる変調、
口腔病学会雑誌：1991；58：670-686．
2）Nishino M, Fukuda K, Takeda T et. al.：Effects of 
Clenching with Mouthguard on Squat Jump Performance, 
Int J Sports Dent； 11：25-33.

P-37



93

ポスター発表

胸腔内圧がヒラメ筋 H 反射の遠隔促通に与える影響

Effect of thoracic pressure on remote facilitation of the soleus H-reflex

1 広島大学病院　障害者歯科、2 新潟医療福祉大学　リハビリテーション学部　理学療法学科　
運動機能医科学研究所

○吉田　結梨子 1、山口　久穂 1、平林　怜 2、岡田　芳幸 1

YURIKO	YOSHIDA1,	HISAHO	YAMAGUCHI 1,	RYO	HIRABAYASHI 2,		
YOSHIYUKI	OKADA1

【目的】
H 反射は筋紡錘から起こるグループ Ia 求心性神経を
含む末梢神経を電気刺激することによって誘発される
単シナプス反射であり、脊髄運動ニューロンの興奮性
の指標としてこれまで多くの研究で用いられている。
一方、胸腔内圧は胸腔内の容積の変化を反映するもの
で、運動中の激しい呼吸状態は胸腔内圧に変動を及ぼ
す。しかしながらこれまで胸腔内圧の変化がヒラメ筋
H 反射にどのような影響を与えるかは不明である。そ
こで今回我々は胸腔内圧を変化させることでヒラメ筋
H 反射の遠隔促通にどのような影響を与えるかを明ら
かにする目的で本研究を行った。

【方法】
被験者は健常成人 6 名（男性 4 名、女性 2 名）、年齢
26.5±2.1 歳（平均値±S.D.）とした。被験者の両脚の
膝関節および足関節をそれぞれ120°と100°に固定し、
右側下肢を被験肢とした。H 反射は膝窩部脛骨神経を
電気刺激することで誘発し、被験筋であるヒラメ筋か
ら表面筋電図を導出した。その際の刺激強度は最大
M 波の約 30％とし、持続時間 1 ms の矩形波を 0.5 Hz
で刺激した。計測時の胸腔内圧の条件は 20 mmHg、
30 mmHg、40 mmHg とし、計測条件は被験者がラン
ダムに指定した。被験者は指定された胸腔内圧を 20
秒維持し、各条件下で 1 回ずつ計測を行った。統計処
理には Shapiro-Wilk 検定、Wilcoxon 検定を用い、有
意水準は 5％とした。本研究は広島大学倫理審査委員
会（承認番号 E-2514）の承認を得て行った。

【結果】
胸腔内圧 20 mmHg、30 mmHg、40 mmHg いずれの
条件下でも安静時に比べ、負荷後に H 波の振幅（H/
Mmax）が有意に上昇した。しかしながら、各条件間
では H 波の振幅に有意な差は認められず、H 波の振
幅は胸腔内圧の強度に影響を受けなかった。

【考察】
本研究より胸腔内圧を増加させることで H 波の振幅
が有意に増加するという結果が得られた。これは、運
動中の息こらえや呼吸筋の活動上昇による下肢の反射
への遠隔促通の影響を示唆するものである。一方で、
計測した各胸腔内圧の間では H 波の振幅に有意な差
を認めなかった。H 波の振幅を変化させた要因として、
呼吸筋筋活動による機械受容器、頸動脈洞や大動脈弓、
右心房に存在する圧受容器、また動脈血酸素分圧の変
化による化学受容器等が考えられるが、本研究では明
らかにすることはできなかった。本研究で得られた結
果のメカニズムの解明は、今後の追加研究により明ら
かにすることで、運動時における H 反射の作用の解
明に寄与したい。
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マウスガードの装着がバドミントン選手の体幹へ与える影響

The effects of Wearing a Mouthguard on Body trunk of Badminton athlete

1 朝日大学　歯学部　口腔機能修復学講座　歯科補綴学分野

○粕谷　昂生 1、渡邊　諒 1、杉浦　有佳子 1、山本　寛明 1、岩堀　正俊 1、都尾　元宣 1、
有田　一喜 1

KOKI	KASUYA1,	RYO	WATANABE1,	YUKAKO	SUGIURA1,	HIROAKI	YAMAMOTO1,	
MASATOSHI	IWAHORI 1,	MOTONOBU	MIYAO1,	KAZUYOSHI	ARITA1

【目的】
スポーツマウスガード（以下 MG）による咬合の安定
は、体幹の安定に影響することが報告されている。バ
ドミントンは激しいフットワークを必要とし、ラリー
中に体を急停止させ、安定した姿勢でショットを打つ
必要があるため、体幹の安定が非常に重要なスポーツ
である。本研究では、反復横飛び運動をショット時に
急停止した場合に生じる体軸移動と想定し、MG 装着
が体幹機能へおよぼす影響を三次元的に解析した。

【方法】
対象者は本学バドミントン部に所属する全身的に健康
で顎口腔および頭頸部などの周囲組織に自覚的・他覚
的に異常が認められない学生 10 名とした。2 次元／3
次元ビデオ動作解析システム e-DIAS6（株式会社 Q’s 
fix、 東 京 ） を 使 用 し 動 作 解 析 を 行 っ た。MG は
3.0 mmEVA シ ー ト（KEYSTONE, USA） を
DRUFOMAT ‐ SQ（リンカイ株式会社）にて形成し
た。MG の外形は唇側は 4 mm 歯肉を被覆し、臼歯部
頬舌側は歯頸部に合わせ、後縁は第二大臼歯を覆う形
態とした。動作解析の計測点は頭頂、オトガイ中央、
へその 3 点とした。試技は 1、MG 未装着開口 2、MG
未装着咬合 3、MG 装着咬合の 3 条件を左右 10 回ず
つ行い、左方向への 10 回を計測した。頭頂とへそを
結んだ線を体軸、頭頂とオトガイ中央を結んだ線を頭
位とした。へそが側方の最大変位を迎えた時における
体軸と床との垂線のなす角を∠ A、頭頂が側方の最
大変位を迎えた時における体軸と床との垂線のなす角

を∠ B と設定し、∠ A と∠ B の差を体軸の振れ幅と
した。また、へそが側方の最大変位を迎えた時におけ
る頭位と床との垂線のなす角を∠ C、頭頂が側方の最
大変位を迎えた時における頭位と床との垂線のなす角
を∠Dと設定し、∠Cと∠Dの差を首の振れ幅とした。

【結果・考察】
反復横飛び運動においてはへそが側方への最大の変位
後に、頭頂が最大の変位へ到達することが判明した。
∠ A と∠ B の差が小さいほど、反復横飛び運動の末
端で停止した時における体軸の振れ幅が小さくなり、
体幹が安定していると考えられ、∠ C と∠ D の差が
小さいほど頭部が安定していると考えられる。本研究
では、咬合時が開口時より∠ A と∠ B の差と∠ C と
∠ D の差が小さかった。また、MG 装着が未装着よ
り∠ A と∠ B の差と∠ C と∠ D の差が小さかった。
以上の結果より、MG の装着によって激しい動作から
急停止した際における体幹と頭頸部の安定性が向上す
ると考えられ、バドミントンにおけるパフォーマンス
向上の可能性が示唆された。
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咬合力の測定に使用されるデンタルプレスケールと 
口腔機能モニター Oramo-bf の計測値の比較

Comparison of measurements of dental prescale and oral function monitor Oramo-
bf used to measure occlusal force

1 東京歯科大学　口腔健康科学講座　スポーツ歯学研究室

○阪上　隆洋 1、筒井　新 1、都合　晋司 1、小原　信 1、金光　安奈 1、片野　勝司 1、 
中島　一憲 1、武田　友孝 1

TAKAHIRO	SAKAUE1,	ARATA	TSUTSUI 1,	SHINJI	TOGO1,	MAKOTO	OHARA1,		
ANNA	KANEMITSU1,	KATSUSHI	KATANO1,	KAZUNORI	NAKAJIMA1,		
TOMOTAKA	TAKEDA1

【目的】
咬合力は咀嚼機能の客観的な評価の指標として重要な
項目である。歯の喪失や加齢により最大咬合力は有意
に減少することが報告されており、また認知機能との
関連についても報告がある。高齢者における咀嚼機能
の低下は、要介護状態に陥る可能性の高くなるフレイ
ルを引き起こすことが知られており、超高齢社会に突
入した現代日本においては咬合力を正確に把握するこ
とは非常に重要であるといえる。（株）ジーシーより
発売されているデンタルプレスケールは馬蹄形の感圧
フィルムを最大咬合力でクレンチングを行うことで歯
列全体の咬合力を測定でき、その簡便な方法から広く
使用されている。現在では多くの咬合力測定装置が発
売されているが、デンタルプレスケールの後継機であ
るデンタルプレスケールΙΙにおいても咬合力の測定
結果に相関はあるものの値は一致せず、両者を比較す
る際には補正が必要となるのが現状である。そこで今
回、デンタルプレスケールと実際の咬合力との関連が
高いとされている 2022 年に YOSHIDA より発売され
た Oramo-bf との測定結果について比較を行い、相関
の有無や大きさについて検討を行ったので報告する。

【方法】
被験者は顎口腔系に異常を認めない、同意の得られた
健康成人 20 名とした。咬合力の測定にはデンタルプ
レスケール（Occluzer FDP707、富士フィルム）およ
び Oramo-bf（住友理工株式会社）を使用した。いず
れも測定用のフィルムを被験者の口腔内に挿入し、歯
列全体が収まる位置で、中心咬合位にて最大咬合力で

3 秒間のクレンチングを指示した。デンタルプレスケ
ールでは被験者毎に適切なサイズの測定用フィルムを
選 択 し、 測 定 後 に ア ル コ ー ル 拭 掃 行 っ た 上 で
Occluzer FDP707 にて分析を行った。Oramo-b で f
は測定装置とフィルムが一体となっており、カバーを
したフィルムに対し 3 回のクレンチングを指示し、得
られた値の平均値を測定結果とした。統計解析は、そ
れぞれ得られた咬合力の値について Wilcoxon の順位
和検定およびピアソンの相関係数の計算を行った。有
意水準は 5％とした。本研究は東京歯科大学倫理審査
委員会の承認（承認番号：928）のうえ行った。

【結果】
測定された最大咬合力の値には有意な正の相関がみら
れた（線形回帰式：Y＝2.29X－1002、相関係数は r＝
0.66、p＜0.05）が、Oramo-bf の値はデンタルプレス
ケールの値より有意に大きな値を示した。また性差に
ついては Oramo-bf、デンタルプレスケールのいずれ
においても、平均値は男性の方が大きかったものの、
有意差は認められなかった。

【考察】
本研究の結果からデンタルプレスケールと Oramo-bf
で計測された最大咬合力には正の相関が認められ、回
帰線による補正を行うことで両者の結果の比較検討が
可能であるが示唆された。これにより、デンタルプレ
スケールによる測定を経験している被験者に対し、今
後発売される咬合力測定装置を使用することで、継続
的な評価を行うことが出来る可能性が示唆された。
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随意的な噛みしめが脊柱可動域に与える影響

Effect of voluntary clenching on spinal range of motion

1 日本歯科大学　新潟生命歯学部　生理学講座、2 ばんどう歯科医院、3 金沢学院大学　スポーツ
科学部　スポーツ科学科、4 公益財団法人　日本体操協会　トランポリン委員会

○高橋　睦 1、坂東　陽月 2、福井　卓也 3, 4

MUTSUMI	TAKAHASHI 1,	YOGETSU	BANDO2,	TAKUYA	FUKUI 3,	4

【目的】
ヒトの姿勢制御に関わる感覚入力は、主に視覚、前庭
感覚、体性感覚の 3 つであり、咬合は体性感覚と前庭
感覚に影響を及ぼすことから姿勢制御機能との関連性
についての報告が散見され、咬合接触状態が良好な者
は重心動揺が小さい傾向であることや、適当な強度の
噛みしめが姿勢安定性を高めることが明らかにされて
いる。また、姿勢制御における身体の形態的特徴と身
体能力に関する研究は理学療法分野を中心に検証され
ており、脊柱アライメントは平衡機能や歩行速度に影
響すること、抗重力筋の柔軟性と関連があることが報
告されている。本研究では、随意的な噛みしめが脊柱
可動域に与える影響について検討を行った。

【方法】
対象者は、顎口腔系の機能異常と筋骨格系の神経学的・
整形外科的な既往を認めない健常成人男性 46 名（平
均 年 齢 25.8±4.6 歳 ） と し た。Dental Prescale と
OCCLUZER を用いて咬合状態を評価し、咬合接触面
積の左右差が 10％未満で咬合バランスが良好な群 24
名と左右差が 10％以上で咬合バランスが不良な群 22
名に分けた。
脊柱可動域の測定には、脊柱形状分析器（Spinal 
Mouse）を用いた。静止立位姿勢と立位前屈姿勢の脊
柱アライメント（胸椎後弯角、腰椎前弯角、仙骨傾斜
角、脊柱傾斜角）を測定し、脊柱可動域を解析した。
測定条件は、下顎安静位と咬頭嵌合位における中等度
の噛みしめの 2 条件とした。咬合バランスの良否と噛

みしめの有無による脊柱可動域の違いについて、分割
プロットデザインを用いて統計分析を行った。

【結果および考察】
統計分析の結果、咬合バランスが良好な群では、噛み
しめの有無による脊柱可動域に有意差が認められ、腰
椎前弯角（P＜0.05）、仙骨傾斜角（P＜0.01）、脊柱傾
斜角（P＜0.05）は、中等度の噛みしめをした条件の
方が低値を示した。咬合バランスが不良な群では、い
ずれの脊柱アライメントにおいても噛みしめの有無に
よる脊柱可動域に有意差は認められなかった。
以上のことから、噛みしめが体幹屈曲時の脊柱アライ
メントに与える影響は、咬合バランスの良否によって
異なることが明らかとなった。また、咬合バランスが
良好な者において、中等度の噛みしめは身体の屈曲制
限、すなわち体幹の安定化に寄与することが示唆され
た。
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全国高等学校ラグビーフットボール大会過去 36 年間における
口腔外傷の検討

A Study of Oral Trauma in 36 Years of National High School Rugby Tournament

1 門田歯科クリニック、2 関西ラグビーフットボール協会医務委員会

○門田　秀隆 1, 2

HIDETAKA	KADOTA1

【目的】
全国高等学校ラグビーフットボール大会は毎年 12 月
末から翌年 1 月の始めにかけて東大阪市花園ラグビー
場にて開催される伝統ある大会です。安全対策、外傷
予防の目的でヘッドギア着用、スクラム 1.5 m ルール
などが同大会から義務化されてきました。2005 年度
第 85 回大会からは口腔外傷や脳振盪の予防をはじめ
重症化事故を予防する目的でマウスガード（MG）装
着が全高校生の MG 装着義務化に先駆けて行われま
した。同大会における外傷調査は度々行われ報告され
ていますが、口腔領域の外傷状況に特化した調査報告
は少なく、今回大会公式記録等を参考に過去 36 年間
の口腔外傷を調査し、受傷状況の傾向や MG 装着義
務化前後の口腔外傷の変化を検討し、MG 装着がどの
ような外傷の予防効果をもたらしたか、またどのよう
な状況下で口腔外傷が発生しているかを検討すること
で口腔外傷予防の一助となることを目的としました。

【方法】
記録が残っている第 66 回から第 101 回大会までの 36
年間におけるグラウンドおよび医務室においてドクタ
ーが対応した傷病記録および大会公式記録である「熱
戦の跡」を参考にしました。そして受傷件数、診断名、
受傷機転、MG 装着義務化前後の受傷状況の変化、脳
振盪との関連を検討しました。

【結果・考察】
第 66 回から第 101 回大会までの 36 年間における全傷
病数は 2182 件でした。そのうち頭頚部領域は 1026 件、

口腔領域は 65 件でした。全傷病数における頭頚部領
域の割合は 47％、口腔領域の割合は 3％。頭頚部領
域における口腔領域の傷病割合は 6.3％でした。口腔
領域の傷病内訳は口唇口内裂傷 44 件、歯牙破折 7 件、
歯牙脱臼 3 件、歯牙打撲 1 件、下顎骨骨折 3 件、下顎
打撲 5 件、下顎裂傷 2 件でした。受傷機転としては『タ
ックルして』が 27 件、『タックルされて』が 6 件、『バ
ッティング』が 23 件、『ラック』が 6 件、『スパイク
されて』が 1 件、『その他』が 2 件でありました。
MG 装着義務化前後の口腔外傷の受傷状況は MG 義務
化前の41件から義務化後の24件とほぼ半減しており、
特に口唇口内裂傷、歯牙破折において顕著な減少傾向
がみられ、一部の傷病に対しては MG 装着が口腔外
傷の予防に効果的であることが示唆されました。脳振
盪と MG 義務化との関連は義務化以降の方が以前に
くらべて脳振盪の件数が増加しており、今回の調査で
は MG 装着が脳振盪の予防に効果的であるとの結果
は得られませんでした。

P-42



98

ポスター発表

受傷から 10 年以上経過したスポーツ外傷に起因した 
上顎前歯部歯根嚢胞の 1 例

Radicular cyst in the maxillary anterior tooth caused by sports traumatic injury 
more than ten years after the injury

1 埼玉医科大学総合医療センター

○中村　悟士 1、飯島　洋介 1、増田　一生 1、日野　峻輔 1、堀江　憲夫 1、金子　貴広 1

SATOSHI	NAKAMURA1,	YOSUKE	IIJIMA1,	ISSEI	MASUDA1,	SHUNSUKE	HINO1,		
NORIO	HORIE 1,	TAKAHIRO	KANEKO1

【緒言】
スポーツ外傷において、顎顔面領域を負傷することは
稀ではない。特に歯の損傷においては、歯科医師だけ
てなく患者も外傷の特性を認識し、長期的視点で口腔
衛生管理に努める必要がある。しかしながら、その必
要性を認識していない場合、治療のタイミングを逸し、
抜歯を余儀なくされる場合もある。今回われわれは、
受傷から 10 年以上経過し歯根破折と嚢胞形成を生じ
た 1 例を経験したのでその概要を報告する。

【症例】
患者は 24 歳男性。主訴は上顎前歯部の腫脹。既往歴
は特記事項なし。現病歴は 2006 年頃、野球の守備練
習中にボールが顔面に激突し、両側上顎 1 歯冠破折と
なり、近歯科医院にて根管治療および補綴治療を受け
た。上顎前歯部の腫脹と疼痛を主訴に、2021 年 X 月
当科初診となった。現症は、口腔内所見は左側上顎 1
根尖部歯肉腫脹。画像所見は、左側上顎 1 歯根破折と
根尖周囲の透過像を認めた。臨床診断は左側上顎 1 歯
根破折および歯根嚢胞疑い。

【処置及び経過】
初診時、抗菌薬の投与を行った。2021 年 X＋1 月、左
側上顎 1 抜歯と歯根周囲の病変を摘出した。病理組織
像検査を行い、歯根嚢胞の確定診断に至った。抜歯後
の補綴は右側上顎 1 と左側上顎 2 を支台とした固定性
架橋義歯とした。

【考察】
外傷歯は適切な初期治療を行うことが大切であるが、

その既往を把握した上で長期的な管理を行う必要があ
る。X 線では判定困難な歯根破折や、歯根の内部吸収
や外部吸収といった病態は臨床症状に乏しい場合があ
り、経過観察を行う過程で初めて判明する場合もある。
本症例では、適切な初期治療を受けているが、定期的
な歯科受診は行っておらず、患者自身も外傷歯の経過
観察の重要性を認識していなかった。このように外傷
歯の治療を行う場合は、歯科医師だけでなく患者にも
長期的な経過観察が必要となることを認識する必要が
ある。治療はインフォームドコンセントを得てから実
施した。また、症例報告等の学会発表についても患者
の同意を得た。
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従来法の製作過程にデジタル歯科技術を取り入れて成型した 
マウスガードの適合性

Thermoforming accuracy of the mouthguards incorporating digital dental 
technology into conventional fabrication procedure

1 大阪歯科大学	大学院研究科	障害者歯科学専攻、2 大阪歯科大学附属病院障がい者歯科

○新井　是英 1、田中　佑人 2、小野　圭昭 2

KOREHIDE	ARAI 1,	YUTO	TANAKA2,	YOSHIAKI	ONO2

【目的】
マウスガードをデジタルワークフローで製作出来れば、
大幅に効率化する製作システムとなり得る。しかし、
現状では従来法の実用性には匹敵するとは言えない。
したがって、従来法の製作過程の中にデジタル歯科技
術を取り入れて、効率性を向上させるのが現実的であ
ろう。本研究は、3D プリンタにて製作した作業用模
型に成型して製作したマウスガードの適合性を、従来
法のそれと比較することを目的とした。

【方法】
アクリル製上顎歯列模型（D51FE-500A-QF）を、中
切歯切端の高さを 20 mm、第一大臼歯近心頬側咬頭
頂の高さを 18 mm にトリミングしたものをマスター
模型とした。マスター模型に対してアルジネート印象
材を用いて印象採得し、硬石膏を注入して作業用模型
を製作した。その作業用模型も、マスター模型と同じ
形状にトリミングし、シリコン印象材に埋没した。硬
石膏にて 30 個の作業用模型を複製し、マスター模型
と同じ形状にトリミングした（石膏模型）。また、マ
スター模型を口腔内スキャナでスキャンし、3D プリ
ンタにて出力し製作した作業用模型（3Dプリンタ模型）
を 10 個ずつ製作し、マスター模型と同じ形状にトリ
ミングした。30 個のうち 10 個を湿潤状態とし（Wet
模型）、残り 20 個を乾燥させた（Dry 模型）。4 mm
厚さのマウスガード用シートを、3D プリンタ模型 10
個、Wet 模型 10 個、Dry 模型 10 個に対して加圧成
型器を用いて成型した。順番はランダムに行った。ま

た、Dry 模型 10 個に対して、上記同様 4 mm 厚さの
マウスガード用シートを吸引成型器を用いて成型した。
成型後のマウスガードに対して、適合試験材を用いた
適合試験を行い、マウスガードと各模型との間に残っ
た適合試験材の重量を計測し、3D プリンタ、Wet、
Dry、吸引の 4 条件間で比較した。

【結果】
3D プリンタ模型に対して加圧成型したマウスガード
での適合試験材の重量は 1.93 g となり、Wet 模型の
それは 1.90 g、Dry 模型のそれは 1.56 g、Dry 模型に
対して吸引成型したマウスガードでのそれは 2.05 g と
なった。

【考察】
通気性のある石膏模型と、通気性の劣る 3D プリンタ
模型では加圧成型において適合に差が生じたものと考
えられる。しかし、同様の石膏作業用模型に対して吸
引型成型器を用いて製作したものよりは優れた適合が
得られた。以上のことから、3D プリンタにて製作し
た作業用模型に成型して製作したマウスガードの適合
性は臨床上許容できるものと考えられる。
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カスタムメイドマウスガード作製に対する 
軽量型口腔内スキャナーの有効性

The Efficacy of the Lightweight Intraoral Scanner for Mouthguard Fabrications.

1 九州大学　歯学部　クラウンブリッジ補綴学分野、2 スポーツ歯科 FUKUOKA、3 九州大学　
歯学部　インプラント義歯補綴学分野、4 松村歯科医院

○大木　郷資 1, 2、木下　康平 2, 3、金子　めぐみ 1、今井　実喜生 2, 3、松村　英尚 2, 3, 4、
鮎川　保則 1, 3

KYOSUKE	OKI 1,	2,	KOHEI	KINOSHITA2,	3,	MUGUMI	KANEKO1,	MIKIO	IMAI 2,	3,		
HIDEHISA	MATSUMURA2,	3,	4,	YASUNORI	AYUKAWA1,	3

【目的】
マウスガード（以下 MG）を作製するにあたり、歯科
医院のみならず、選手の練習現場でも印象採得するこ
とがある。しかし印象材を用いた印象採得の場合、多
くの器材を持っていく必要があるなどの不便さがある。
それに対し口腔内スキャナーを用いることで、持ち運
ぶ器材の軽減や模型作製の効率化が期待できる。そこ
で、本研究ではカスタムメイド MG 作製における軽
量型口腔内スキャナーの有効性について検証すること
を目的とした。

【方法】
被験者は九州大学歯学部ラグビー部員 12 名とした。
デジタル印象採得には、口腔内スキャナー Aadva 
IOS 100（ジーシー）を用いた。また通法印象採得は
アルジネート印象材アローマファイン（ジーシー）を
用いて行い、硬石膏ニュープラストーン（ジーシー）
にて模型を作製した。コントロールとしてラバー系印
象材 JM シリコンパテ（モリタ）、フュージョンエク
ストラウォッシュタイプ（ジーシー）で印象採得を行
い、硬石膏にて模型を作製した。通法およびコントロ
ールで印象採得して作製した模型をラボスキャナー
CARES D7 Plus（ストローマン）で読み込み、解析
ソフト Poly Works Inspector（Innovmetric）にてコ
ントロール石膏模型データと通法石膏模型データ、デ
ジタルデータをそれぞれ比較し、7 ┘、5 ┘、3 ┘、1 ┘、
└ 2、└ 4、└ 6 の 7 箇所での誤差を絶対値で検出した。
統計解析は、Wilcoxon の符号付順位和検定を用いて、

危険率 5％で行った。
【結果】
コントロールデータと比較して、歯列全体での誤差の
合計において通法の方がデジタルよりも有意に小さか
った。また 7 箇所各部位での比較では、└ 2 と└ 4 に
おいて差を認めなかったが、その他部位では通法の方
が有意に小さかった。

【考察】
アルジネート印象にて作製した模型と比較して、軽量
型口腔内スキャナーによるデータは精度が低いことが
わかったが、これは光学印象にて全顎印象を行った場
合に歪みが生じるという過去の報告とも一致する。し
かし、被験者の多くは口腔内スキャナーデータから作
製した模型にて製作した MG の装着感に関して大き
な支障はないと回答した。したがって、さらなる検証
を行い、いかなる環境においても精度の高い MG の
作製方法を確立する必要がある。
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歯科用 3D プリンタを用いたカスタムメイドマウスガード 
作製方法の検証について

Validation of a method for fabricating custom-made mouthguards using dental 3D 
printer.

1 九州大学　歯学部　クラウンブリッジ補綴学分野、2 スポーツ歯科 FUKUOKA、3 九州大学　
歯学部　インプラント義歯補綴学分野、4 松村歯科医院

○大木　郷資 1、木下　康平 2, 3、金子　めぐみ 1、今井　実喜生 2, 3、松村　英尚 2, 3, 4、 
鮎川　保則 1, 3

KYOSUKE	OKI 1,	KOHEI	KINOSHITA2,	3,	MEGUMI	KANEKO1,	MIKIO	IMAI 2,	3,		
HIDEHISA	MATSUMURA2,	3,	4,	YASUNORI	AYUKAWA1,	3

【目的】
これまではマウスガード（以下 MG）を作製するにあ
たり、印象材にて印象採得を行い、石膏模型上で
EVAやポリオレフィンのシートを成型してきた。近年、
デジタルによる補綴装置の作製が確立されつつあるが、
軟性素材の MG を CAD/CAM で作製する方法は確立
されていない。そこで、口腔内スキャナーによる光学
印象のデータを元にMGをCADにてデザイン設計し、
3D プリンターを用いて作製する方法について検証し
た。

【方法】
口腔内スキャナー TRIOS3（3Shape 社）を用いて上
下顎のスキャンおよび咬合採得を行い、そのデータに
て CARES Visual ソフトウェア（ストローマン社）
を用いて MG の外形を設計した上で、3D プリンター

（CARES P40（ストローマン社））を用いて MG 作製
を行った（以下、デジタル MG）。またコントロール
として、通法に従いアルジネート印象材アローマファ
イン（ジーシー社）を用いて印象採得し、硬石膏ニュ
ープラストーン（ジーシー社）にて石膏模型を作製し
た上で、ミニスター S scan（ショイデンタル社）、バ
イオプラスト 3.0 mm（ショイデンタル社）を用いて
MG 作製を行った（以下、アナログ MG）。解析ソフ
ト Poly Works Inspector（Innovmetric）にて、デジ
タル MG およびアナログ MG をそれぞれ石膏模型に
装着し適合状態について比較した。

【結果および考察】
デジタル MG およびアナログ MG の石膏模型との適
合状態について比較したところ、適合状態に差はない
ことが明らかになった。今後、3D プリンターにより
作製する MG の材質の開発・普及が必要と考えられ
るが、口腔内スキャナーおよび CAD/CAM の手法に
より MG を簡便に作製することは可能と考えられる。
その中で、咬合および顎間関係によっては、従来型の
MG ではマルチレイヤーとして対応せざるを得ない場
合でも、デジタル設計時にシングルレイヤーでの厚み
のコントロールなども可能であり、複雑症例において
はより時間の短縮など利点が多いと考えられる。今後、
更なる検証を行い、デジタル方式による MG 作製方
法の可能性について検討を進めていきたい。
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汎用 CAD ソフトウェアと光造形法による 2 層性マウスガード
の製作

Fabrication of double layer mouth guards using general-purpose CAD software 
and Digital Light Processing

1 岩手医科大学　歯学部　補綴・インプラント学講座

○小山田　勇太郎 1、田邉　憲昌 1、畠山　航 1、福徳　暁宏 1、塚谷　顕介 1、 
野尻　俊樹 1、近藤　尚知 1

YUTARO	OYAMADA1,	NORIMASA	TANABE1,	WATARU	HATAKEYAMA1,		
AKIHIRO	FUKUTOKU1,	KENSUKE	TUKATANI 1,	TOSHIKI	NOJIRI 1,		
HISATOMO	KONDO1

【目的】
CAD/CAM 技術は補綴治療に限らず様々な分野の歯
科治療へ応用されている。近年は 3D プリンタによる
光造形法による製作法によるマウスガード製作が確立
しつつある。3D プリンタを応用する利点としては大
量生産の効率化の他に CAD デザインとの組み合わせ
によって様々な自由形状を付与できる点がある。今回、
汎用 CAD ソフトウェアにより設計を行い、3D プリ
ンターにより 2 層性マウスガードの製作を行なったの
で報告する。

【方法】
口腔内スキャナにより上下顎、咬合時のスキャンより
得られた STL データをフリーダウンロード可能な汎
用 CAD ソフトウェアに送信した。口腔内の STL デ
ータ上でマウスガードの外形を選択し、分離した後で
マウスガードの厚みを設定した。製作した外形データ
から上顎のデータ、下顎のデータをブーリアン演算に
て除去し、それぞれマウスガードの内面と咬合面の形
態を付与した。完成したマウスガードの唇側部分へ複
層構造を設計した。設計したデータを STL 形式で出
力し、3D プリンターへ入力、唇側部分を硬質、マウ
スガード全体を軟質材料にて光造形を行った。造形後
にアルコール洗浄と光照射機による最終硬化後、サポ
ートの除去と研磨を行い、パーツを接着して完成した。

【結果】
完成したマウスガードは口腔内へ装着後に顕著な適合
不良を認めず、咬合接触状態も良好であった。2 層構

造についても問題なく造形可能であった。しかしなが
ら、従来法と同様にある程度の調整は必要であった。

【結論】
汎用 CAD ソフトウェアと 3D プリンターを応用する
ことによって、従来法では製作が煩雑であった複層構
造を付与したスポーツマウスガード製作が可能となっ
た。
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2 種 5 層構造スポーツマウスガード用シート材によるスポーツ
マウスガードの作製および装着に関する調査

Investigation on making and wearing sports mouth guards using sheet material 
consist of 2 kinds of 5-layer structure

1 大阪府学校歯科医会　学校安全教育委員会、2 大阪府学校歯科医会、3 大阪府立高等学校歯科医
会、4 大阪歯科大学　スポーツ歯科臨床研究班

○木下　智 1, 4、藤島　輝幸 1、高橋　達行 1、松本　仁 1、橋本　孝 1、福井　章 1、 
藤井　一徳 1, 3、福井　英樹 1、藤本　直史 1、渡邉　橋三 2、竹歳　眞人 2, 3、 
山崎　敏彦 2, 3、藤戸　寛 2、岡　重人 2、水谷　成彦 2、上田　直克 2、吉川　一志 4

SATOSHI	KINOSHITA1,	4,	TERUYUKI	FUJISHIMA1,	TATSUYUKI	TAKAHASHI 1,		
HITOSHI	MATSUMOTO1,	TAKASHI	HASHIMOTO1,	AKIRA	FUKUI 1,		
KAZUNORI	FUJII 1,	3,	HIDEKI	FUKUI 1,	NAOFUMI	FUJIMOTO1,	KYOZO	WATANABE2,		
MASATO	TAKETOSHI 2,	3,	TOSIHIKO	YAMAZAKI 2,	3,	YUTAKA	FUJITO2,		
SHIGETO	OKA2,	SHIGEHIKO	MIZUTANI2,	NAOKATSU	UEDA2,	KAZUSHI	YOSHIKAWA4

【目的】
2 種の材質（特殊ポリオレフィン、エチレン酢酸ビニ
ル表重合樹脂（以下、EVA））が 5 層に積層され、さ
らに前歯相当部に厚みが付与された、スポーツマウス
ガード（以下、MG）用シート（以下、本シート）が
開発された。今回、MG 作製時や装着時の本シートの
使用感や装着感および各部の厚みを調査し本シートの
評価を行った。

【方法】
歯科医師が自分の歯列模型を用いて、4.0 mm 厚本シ
ートと3.8 mm厚EVAシートにてMGを作製、装着し、
両シート材の取り扱い易さと装着感を評価した。作製
時に、加熱作業時間、圧接作業時間、冷却作業時間、
切り出し、研磨、咬合調整、の 6 項目、装着時に、中
切歯、犬歯、第一大臼歯、中切歯部歯肉、犬歯部歯肉、
第一大臼歯部歯肉部それぞれへの適合感、咬合時の状
態、舌触り、口渇感、話しやすさ、呼吸しやすさ、全
体の違和感、の 12 項目を、本シートを EVA シート
と比較して、良い、やや良い、普通、やや悪い、悪い、
で評価した。また、両 MG の中切歯唇側、犬歯唇側、
第一大臼歯頬側および頬側咬頭部の厚みを計測

（0.5 mm 単位）し、本シートと EVA シートの計測値
の差および本シート計測平均値で評価した。

【結果】
17 名より結果を得た。最も多かった評価は、作製時
の取り扱いでは加熱作業時間と切り出しで「やや悪い」、
圧接作業時間と冷却作業時間で「普通」、研磨と咬合
調整で「良い」であった。装着時では、犬歯部歯肉、
第一大臼歯部歯肉への適合感、と全体の違和感、で「や
や悪い」であったが、これら以外の項目は「普通」で
あった。MG 各部の厚さの差は、中切歯部が 0 ～
0.5 mm、犬歯部が 0.5 mm、第一大臼歯部頬側および
頬側咬頭部がそれぞれ 0 mm で、最も多かった。中切
歯部や犬歯部で－0.5～－1.0 mm の例も 29.4 ％、23.5
％でみられた。本シートの計測平均値はそれぞれ
2.2 mm、2.7 mm、2.9 mm、2.7 mm であった。

【考察】
作製時の項目では「普通」が多いことより、本シート
は従来の EVA シート等とほぼ同様に MG 作製可能で
あると考えられる。装着感も多くの点が「普通」との
評価が多かったが、「やや悪い」点もあり、注意が必
要と考えられる。厚さは EVA シートと同等か、
0.5 mm 厚かったが、中切歯部、犬歯部でマイナスの
例もあり、また、中切歯の計測平均値は 3 mm 以下の
ため、作製方法や材質など改善の余地があると考えら
れる。
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ハニカムコアサンドウィッチマウスガード（ハニカムサンド
MG：仮称） の製作

Step by step procedures for honeycomb core sandwich mouthguard-honeycomb 
sand MG-

1 デンタライト、2 松本歯科大学病院スポーツ歯科、3 松本歯科大学小児歯科学講座、4 松本歯科
大学小児歯科学講座、5 松本歯科大学病院口腔インプラント科、6 あるが歯科クリニック、7 小口
歯科第 2クリニック、8 日本体育大学医療専門学校

○佐藤　雅法 1、鷹股　哲也 2、正村　正仁 3、大須賀　直人 4、笠原　隼男 5、 
鍵谷　真吾 6、小口　久雄 7、富田　美穂子 8

MASANORI	SATOU1,	TETSUYA	TAKAMATA2,	MASAHITO	SHOUMURA3,		
NAOTO	OSUGA4,	TAKAO	KASAHARA5,	SHINGO	KAGIYA6,	HISAO	OGUCHI 7,		
MIHOKO	TOMIDA8

【目的】
今回、演者らは軽量且つ衝撃吸収性に優れたハニカム
構造（hexagonal structure）に着目し、シリコーン
ラバー製のハニカムコア（以下、ハニカムコア）を製
作し、これを MG 材で包み込んでサンドウイッチと
した構造のハニカムサンド MG（仮称）を計画したの
で、その製作方法について報告する。

【材料と方法】
ハニカムコア用材料はシリコーンラバー製精密印象材

（FUJINON II, MONOPHASE TYPE, GC 社、東京）
を使用。包み込む MG 材は IMPACTGUARD（一層目：
厚さ 2.0 mm、二層目：3.0 mm、クリア、GC 社）を
使 用 し た。 加 熱 吸 引 成 型 器 は Ercoform3D と
Occluform-3 を使用し、ハニカムコア（厚さ 2.0 mm
×一辺の長さ 1.0 mm）は金型（ステンレス鋼 SUS304
製金型（株）オオタ、松本）を用いて製作した。

【製作手順】
1. 石膏模型上の外形線に合わせて 2.0 mm 厚のシート
を圧接し、一層目シートを製作。2. 前歯部に一致する
ハニカムコアを切り出し、一層目のシート上に乗せ正
中の位置を確認する。3. ハニカムコアを左右側 1 番部
分で接着剤を用いて接着させた後、順次 2 番、3 番部
分を接着する。4. ハニカムコアの接着が完了したらシ
ートを石膏模型に戻し、模型との適合を確認する。
5. 石膏模型に装着した一層目のハニカムコア付きシー
トの上から、二層目 3.0 mm 厚さのシートを圧接する。
6. ハニカムコアをサンドした MG を形態修正し、ホ

ットエアバーナーで表面を軽く炙り艶をだす。一層目
シートの辺縁にテーパーを付けておくと圧接後の段差
も少なく形態修正も容易にできる。

【結果】
今回のハニカムコアとマウスガードシートの接着にア
ロンアルファを使用したが、口腔内装置の観点から今
後は医療用アロンアルファを使用するなど人体への影
響を考慮したい。また、より効率的な外傷予防が期待
できるハニカムコアの張付け位置や大きさについても
工夫していきたい。

【考察】
鷹股らの研究グループの結果に基づき、ハニカムコア
構造を市販の MG 材で包み込んだいわゆるハニカム
サンド MG の製作を試みた。一層目シートとハニカ
ムコアとは市販の接着剤を使用したが、今後は接着剤
を使用せずにハニカムサンド MG を製作する必要が
ある。今回ハニカムコアを位置づけた後、コアが変位
することなく綺麗にサンドウィッチすることができ、
またその厚さも 4～5 mm 程度に収まり、違和感なく
使用でき得る MG を製作することが可能となった。
今後、ハニカムコア材の種類を検討する所存である。
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ハニカムコアサンドウィッチ構造を応用したマウスガード材の
衝撃吸収効果に関する検討

Shock absorption effect of mouthguard applying honeycomb core sandwich 
structure

1 松本歯科大学　小児歯科学講座、2 松本歯科大学　小児歯科学講座、3 デンタライト、4 松本歯
科大学病院　スポーツ歯科、5 松本歯科大学病院　口腔インプラント科、6 あるが歯科クリニック、
7 小口歯科第 2クリニック、8 日本体育大学医療専門学校

○正村　正仁 1、大須賀　直人 2、佐藤　雅法 3、鷹股　哲也 4、笠原　隼男 5、 
鍵谷　真吾 6、小口　久雄 7、富田　美穂子 8

MASAHITO	SHOYMURA1,	NAOTO	OSUGA2,	MASANORI	SATOU3,		
TETSUYA	TAKAMATA4,	TAKAO	KASAHARA5,	SHINGO	KAGIYA6,		
HISAO	OGUCHI 7,MIHOKO	TOMIDA8

【目的】
効果的な吸収・分散能を発揮するマウスガード（MG）
のデザインならびに材料を開発すべく、軽量且つ衝撃
吸収性に優れていると思われるハニカムコアに着目し、
シリコーンラバー製ハニカムコアを市販 MG 材で包
み込んだサンドウィッチ構造の、シリコーンラバー製
ハニカムコアサンドウイッチ：SRHS-MG を計画した。
実験 1：シリコーンラバー製平板、厚さ 1.0 mm と
2.0 mm を MG 材で包み込んだ試料：SRS-1.0, 2.0 と
SRHS の衝撃吸収量と、実験 2：SRHS と市販 MG 材
の硬さを比較した後、実験 3：ハニカム（セル）の大
きさの違いによる衝撃吸収量と同時に SRHS と市販
MG 材 3 種類との衝撃吸収量を測定し、各比較から、
SRHS-MG の有効性について検討する。

【方法】
平板とハニカムコアの材料：シリコーンラバー精密印
象材を使用する。金型の製作：平板用 2 種類（深さ
1.0 mm と 2.0 mm、縦 20.0 mm ×横 50.0 mm）、ハニ
カムコア用 4 種類（深さ 1.0 mm ×一辺 1.0 mm（A）、
深さ 1.0 mm ×一辺 2.0 mm（B）、深さ 2.0 mm ×一辺
1.0 mm（C）、深さ 2.0 mm ×一辺 2.0 mm（D）（ステ
ンレス鋼 SUS304 製金型、（株）オオタ、松本）。包み
込む MG 材は IMPACTGUARD（ImpG：一次圧接用、
厚さ 1.0 mm、二次圧接用、2.0 mm、クリア、GC 社）
を使用。比較対照市販 MG 材は CAPTURE SHEET 
PRO（厚さ 4.0 mm、松風社、京都）、MG21（厚さ
4.0 mm、CGK 社、 広 島 ）、IMPACTGUARD（ 厚 さ

4.0 mm、GC 社）を使用する。試験片の製作：金型よ
り得られた平板とハニカムコアは Erkoform-3D を用
いて各 7 枚サンドウイッチ試料を製作する。市販 MG
材も加熱吸引した試料とする。硬さ試験機は GS-710

（TECLOCK 社、東京）を用い、衝撃吸収落下試験は
当研究室の装置を使用する。統計処理は BellCurve 
for Excel を使用し、Bartlett’s test にて分散の均等性
を確認した後、多重比較（Tukey-Kramer 法、p＜
0.05）を行う。

【結果】
SRS と SRHS との比較では明らかに SRHS の衝撃吸
収能が高い結果を得た。SRHS と市販 MG 材の硬さの
比較では SRHS が市販 MG 材よりもその値が低く、
セルの大きさの違いによる衝撃吸収能の比較では高さ
が 2.0 mm の SRHS が高く、市販 MG 材との比較では
4 種類の SRHS が全て市販 MG 材よりも高い衝撃吸収
能が得られた。

【考察】
MG の衝撃吸収性を高めるためのハニカムコア構造の
有効性が実証された。今回はパイロットスタディとし
てシリコーン製ハニカムコアを用いたが今後、ハニカ
ムコアの素材を考えていく所存である。
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シングルレイヤーによるマウスガードの製作法

Fabrication method for a single layer mouthguard

1 日本歯科大学大学院　新潟生命歯学研究科　機能性咬合治療学、2 日本歯科大学　新潟生命歯
学部　歯科補綴学第 1講座

○鈴木　達大 1、浅沼　直樹 2、渡會　侑子 2、水橋　史 1, 2

TATSUHIRO	SUZUKI 1,	NAOKI	ASANUMA2,	YUKO	WATARAI 2,	FUMI	MIZUHASHI 1,	2

【目的】
外傷予防効果を有するシングルレイヤーによるマウス
ガード製作法において、吸引開始のタイミングがシー
トの厚みに及ぼす影響について検討することを目的と
した。

【方法】
材料は 5.0 mm のマウスガードシートを用いた。シー
トの成形は、吸引型成型器を用いて、シートの非加温
面が100℃に到達した時点で2分間の吸引圧接をした。
吸引開始のタイミングは圧接直前、圧接直後、圧接
15 秒後、圧接 30 秒後の 4 条件とした。シートの厚み
はメジャーリングデバイスを用いて、上顎左右中切歯
の唇側面、上顎左右第一大臼歯の頬側面および咬合面
を計測した。分析は、吸引開始時間と測定部位による
厚みの違いについて二元配置分散分析を行い、多重比
較（Bonferroni 法）を行った。

【結果】
中切歯唇側面は、中央部では圧接直後と圧接 15 秒後
の間（p＜0.05）および圧接直後と圧接 30 秒後の間（p
＜0.05）に有意差が認められ、圧接直後の条件でマウ
スガードの厚みが大きかった。歯頸部では、圧接直前
と圧接 15 秒後の間（p＜0.05）および圧接直前と圧接
30 秒後の間（p＜0.05）に有意差が認められ、圧接直
前に吸引開始する条件でマウスガードの厚みが大きか
った。中切歯唇側面では、圧接直前で吸引する条件に
おける厚みの平均値は、切縁部で 2.87 mm、中央部で
3.29 mm、歯頸部で 3.55 mm となった。第一大臼歯の

頬側面では、いずれの条件間にも有意差は認められな
かった。第一大臼歯の頬側面では、圧接直前で吸引す
る条件における厚みの平均値は、咬頭部で 2.92 mm、
中央部で 3.37 mm、歯頸部で 4.14 mm となった。第
一大臼歯の咬合面は、小窩では圧接直前と圧接 15 秒
後の間（p＜0.05）、圧接直前と圧接 30 秒後の間（p＜
0.01）および圧接直後と圧接 30 秒後の間（p＜0.01）
に有意差が認められ、圧接直前に吸引開始する条件で
マウスガードの厚みが大きかった。第一大臼歯の咬合
面では、圧接直前で吸引を開始する条件における厚み
の平均値は、小窩で 4.65 mm、咬頭で 2.95 mm とな
った。

【考察】
圧接直前に吸引を開始することで、マウスガードの厚
みが大きくなった。これは吸引開始までの時間が長い
条件と比較して、吸引による冷却の影響が無く、加温
面のシートが重力により模型基底面方向へと流れたた
めと考えられた。シングルレイヤーによるマウスガー
ド製作法を 5 mm 厚さのマウスガードシートを用いて
検討し、圧接直前に吸引を開始することで、十分な厚
みがとれたマウスガードを製作できることが示唆され
た。
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2 種 5 層構造の新規マウスガードシート材の衝撃吸収能と 
分散能について

Shock Absorption and Dispersion of a New Mouthguard Sheet Material

1 日本大学　松戸歯学部　クラウンブリッジ補綴学講座、2 東京医科歯科大学病院　スポーツ歯
科外来／東京医科歯科大学大学院　口腔機能健康科学分野

○本吉　美保 1、鈴木　浩司 1、中山　敏行 1、中禮　宏 2、三条　詩織 1、竹内　広樹 1、
小見山　道 1

MIHO	MOTOYOSHI 1,	HIROSHI	SUZUKI 1,	TOSHIYUKI	NAKAYAMA1,		
HIROSHI	CHUREI 2,	SHIORI	SANJOU1,	HIROKI	TAKEUCHI 1,	OSAMU	KOMIYAMA

【緒言】
これまで演者らはエチレン酢酸ビニル共重合体とポリ
オレフィン共重合樹脂を積層し、これを 5 層に構成し
た新規シート材（ND）を開発し、基本物性について
報告した。今回は、ND の衝撃吸収能と分散能につい
てさらに検討したので報告する。材料と方法　加衝試
験 の 試 料 は 開 発 品 と EVA 系 の Erkoflex

（ERKODENT、Erk）および PO 系の MG21 ハード
（CGK、Ole） と し た。 試 験 片 は 厚 径 2 mm、 直 径
50 mm の円盤状とした（N＝5）。デュポン衝撃試験機
を 用 い、 各 試 験 片（Control は 試 験 片 な し ） の
600 mm 上方から鉄球（直径 20 mm、13.8 g）を自由
落下させて加撃した。荷重変化をロードセルセンサ 3 
個（LMA-A-1KN、共和電業）にて測定し、20 kHz
で PC 収録し、3 個の圧力センサで計測された荷重の
総和を求めた上で最大荷重を算出した。衝撃試験は
JIS K 7211-2 硬質プラスチックパンクチャー試験法に
則り、2 mm の ND と Ole および 3 mm、4 mm の ND
と Erko および Ole を試料に最大衝撃力／最大衝撃力
時変位、パンクチャー変位、パンクチャーエネルギー 
／パンクチャー変位を計測した。統計は対応のない t
検 定 な ら び に 一 元 配 置 分 散 分 析、 多 重 比 較 は
Bonferroni を実施し、有意水準 5％とした。

【結果】
加衝試験では 3 試料とも Control に比較し有意に小さ
い値を示し、3 試料間内では Erko が最も小さく、ND
が最も高かった。一方、衝撃試験ではどの厚さでも

NDはシートを1 mm変位させるのに必要な衝撃力（最
大衝撃力／最大衝撃力時変位）が有意に高く、最大衝
撃力が半分に低下した際のシートの変位 （パンクチャ
ー変位）は有意に低かった。また費やしたエネルギー

（パンクチャーエネルギー／パンクチャー変位）に差
は認めなかった。

【考察】
加衝試験から ND はシート間では Erko や Ole より高
値を示したが、Fukusawa らが報告した市販シート材
の加衝試験結果内に位置し、十分な衝撃吸収性が示唆
された。一方、衝撃試験の結果から ND は衝撃吸収性
に優るだけでなく、変形しないようとする力（耐衝撃
性、分散力）が高いことが示唆された。以上のことか
ら ND の持つ高い衝撃分散力は、歯や歯槽骨の加衝変
形に対抗し、その構造を維持しようとする能力が高い
と考えられる。
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マウスガード作製におけるフルデジタルワークフローの実現へ
向けて第一報　顎模型上でのトライアル

Toward realization of full digital workflow in mouthguard productionPart1: Trial 
on jaw model

1 東京歯科大学　口腔健康科学講座　スポーツ歯学研究室、2DS デンタルスタジオ（株）、3 リン
カイ（株）

○山崎　豪 1、阪上　隆洋 1、筒井　新 1、都合　晋司 1、中島　一憲 1、武田　友孝 1、 
磯野　博文 2、見崎　努 3

GO	YAMAZAKI 1,	TAKAHIRO	SAKAUE1,	ARATA	TSUTSUI 1,	SHINJI	TOGO1,		
KAZUNORI	NAKAJIMA1,	TOMOTAKA	TAKEDA1,	HIROBUMI	ISONO2,		
TSUTOMU	MISAKI 3

【目的】
近年、口腔内の印象採得には IOS を用い、補綴物・
修復物の作製に CAD/CAM や 3D プリンタなどを応
用したフルデジタルワークフローによる診療が行われ
るようになってきた。マウスガード（以下 MG）の作
製に関しても、デジタル印象から CAD を用いたデザ
イン、更には 3D プリンタによる造形などの検討は多
くなされている。しかし、3D プリンタに対応した軟
性マテリアルのなかで口腔内に応用可能なものは存在
せず、その実用化の見通しが難しい状態であった。し
かし今回、口腔内での使用が可能な軟性材料の使用認
可が降り、市販されたことを受け、フルデジタルワー
クフローにて MG の作製を試みた。

【方法】
本研究ではトライアルとして NISSIN 社製顎模型
500H を用いた。顎模型の形状および咬合状態を
A-oralscan2（Shining3D） に て STL デ ー タ と し、
DENTCA DESIGN（KULZER）にて日本スポーツ歯
科医学会の提唱する標準的なマウスガードの外形を参
考にデザインした。材料は軟性マテリアル FotoDent 
IBT（Dreve） を 歯 科 用 3D プ リ ン タ DENTIQ

（ACKURETTA）にて作製した。
【結果および考察】
試作した MG に関して、3D プリンタでのプリント時
間は 1 時間程度であった。また、材料費としては今後
の価格変動も考えられるが、概ね1000円程度となった。
石膏模型作製および咬合器付着などの石膏硬化時間や

形成器の冷却時間などはないため、CAD ソフト上で
の設計やデザインに慣れれば、人件費などに関しては
大幅に削減ができることなどを考慮すると作業効率が
良くかつ、トータルコストは安く作製することが可能
であると考えられる。アンダーカット量や挿入方向の
制限によるデザインの構成など複数の改善点はみられ
たものの、MG 作成における方法としては有用なもの
と考えられる。今後は材料の種類や厚みを含めたデザ
インを検討し、使用感、衝撃吸収能、耐久性などの調
査や当研究室で作成しているハード＆スペースタイプ
MG 作成の応用なども行っていきたい。
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マウスガードシートの色の違いによる成形後の厚み変化

Thickness of mouthguard after forming among different color sheets

1 日本歯科大学　新潟生命歯学部　歯科補綴学第 1講座、2 日本歯科大学大学院　新潟生命歯学
研究科　機能性咬合治療学

○渡會　侑子 1、浅沼　直樹 1、鈴木　達大 2、水橋　史 1

YUKO	WATARAI 1,	NAOKI	ASANUMA1,	TATSUHIRO	SUZUKI 2,	FUMI	MIZUHASHI 1

【目的】
マウスガードシートは様々な色があり、競技や患者希
望によって選択して製作する。マウスガードシートの
色については、これまで異なる形状の多色間を比較し
た報告があるが、同形状のシート条件とした多色間に
おける報告は少ない。本研究では、同形状のマウスガ
ードシートにおける成形後の厚みの変化について検討
を行った。

【方法】
厚さ 3.8 mm の EVA マウスガードシート（スポーツ
マウスガードシート、Keystone Dental Inc.、角型、
127 × 127 mm）を使用し、色はクリア、黄、白、黒、
青、赤、緑、オレンジの 8 色とし、各色 3 個ずつ製作
した。作業用模型は上顎有歯顎模型（500 A、ニッシン）
を印象採得後、硬石膏を注入し、前歯部で 20 mm、
臼歯部で 15 mm の高さにトリミングを行った。マウ
スガードシートの成形は吸引成形器（Ultraformer, 
Ultradent Products Inc.）を用いて、シートの温度が
中央で 100℃時点で吸引成形を行った。成形後の厚み
の測定は中切歯唇側面および第一大臼歯部頬側面と咬
合面を測定部位とし、メジャーリングデバイス（No. 
21-111、YDM）を用いて行った。測定部位は、中切
歯唇側面で 10 点測定し、切縁部、中央部、歯頚部に
おいて検討を行った。第一大臼歯部頬側面では 6 点の
測定を行い、咬頭部、中央部、歯頚部において検討を
行った。第一大臼歯咬合面では咬頭と窩において検討
を行った。各色 3 個の平均値を測定値とした。分析は、

各測定部位におけるマウスガードシートの色の違いに
よるシートの厚みについて二元配置分散分析を行い、
Bonferroni の多重比較検討を行った。

【結果】
EVA マウスガードシートの厚みは、中切歯唇側切縁
部において、白（2.02 mm）、青（2.02 mm）、赤（2.05 mm）
がオレンジ（1.89 mm）と比較して有意に大きい値と
なった（p＜0.01）。第一大臼歯頬側面中央部においては、
青（2.68 mm）がクリア（2.52 mm）、黄（2.47 mm）、
白（2.49 mm）、赤（2.50 mm）、緑（2.49 mm）、オレ
ンジ（2.46 mm）と比較して有意に大きい値となった（p
＜0.05）。 第 一 大 臼 歯 咬 合 面 咬 頭 部 で は、 ク リ ア

（2.15 mm）、青（2.13 mm）、緑（2.12 mm）がオレン
ジ（2.03 mm）と比較して有意に大きい値となった（p
＜0.05）。

【考察】
3.8 mm の角型マウスガードシートを用いて、成形温
度を 100℃とした場合には、シートの色の違いによっ
て成形後の厚みに違いが生じることが示唆され、青色
のシートを用いると、マウスガードの厚みを最も確保
できることが示唆された。

P-54



110

一般口演

4D プリント技術を応用した新規スポーツマウスガードの開発

Development of new sports mouthguards using 4D printing technology

1 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔デジタルプロセス学分野

○羽田　多麻木 1、金澤　学 1

TAMAKI	HADA1,	MANABU	KANAZAWA1

【目的】
近年、歯科分野に CAD/CAM 技術が応用され、補綴
治療や装置製作のデジタル化が加速している一方、
3D プリントスポーツマウスガード（MG）は従来法
MG と同様に、繰り返しの着脱で MG が変形した結果、
適合不良となり MG の機能面が低下するだけでなく、
歯肉炎や歯肉退縮を引き起こすことが問題とされてい
る。また、両者とも、一度変形してしまうと元の形状
に戻すのは困難であり、再製作を余儀なくされるとい
う問題がある。そこで、我々は歯科では未だ応用され
ていない「4D プリント」という新しい技術に着目し、
形状記憶ポリマー（SMP）を複合した材料を用いた
4D プリント MG の製作法を考案した。SMP は温度刺
激となるガラス転移温度（Tg）を介して、装着時に
設計通りの形状に変形させることが可能なため、4D
プリント技術によって従来法 MG や 3D プリント MG
の問題点を解決し、適合精度に優れた MG を製作で
きる可能性がある。今回は 4D プリント MG を製作し、
形状記憶性能について模型を使って確認したのでここ
に報告する。

【方法】
口腔内スキャナー（TRIOS 3, 3Shape）を使用して上
顎歯列模型をスキャンする。スキャンした模型のデー
タ上に、CAD ソフトウェアを使用して 2 層式のスポ
ーツ MG を設計し、STL ファイル形式でデータを出
力する。MG 材料には、外層は固有のガラス転移温度

（Tg）を持つ熱可塑性形状記憶ポリウレタン系エラス

トマー（TPU）、内層は熱可塑性エラストマー（TPE）
の 2 種類のフィラメント材料を用いる。両者は FDM
方式の 3D プリンター（Mydo200, NCI SALES, INC.）
にてプリントし、サポート材などをトリミングした後、
接着剤を使用して組み立て完成した。完成した MG
と形状が回復した MG の内面データを重ね合わせて
偏差分析およびカラーマップを作成した。偏差解析に
よって得られた各データ間の距離を計算し、二乗平均
平方根誤差（RMSE）値（mm）を計算した。

【結果】
カラーマップは、4D プリント MG のほとんどの部分
で薄緑色から緑色（許容可能な偏差）を示し、RMSE
値は 0.19 となった。

【考察】
3D プリンタで製作した補綴装置の精度を偏差解析し
た研究と同程度に低い RMSE 値を示したことから、
4D プリント MG の形状記憶性能を介した適合精度が
臨床的に許容範囲内であることが示唆された。しかし、
この形状記憶性能の確認は 1 つのサンプルだけで行っ
たので、今後の課題としては複数サンプルでの精度検
証が必要である。
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水泳中の脱水評価法開発に向けた口腔内指標の動特性評価　
―身体と喉、口の渇きの実測調査―

Dynamic Characterization of Various Oral Indices for the Development of a 
Method for Assessing Dehydration during Swimming -A survey of body, throat, 
and mouth thirst during swimming
1 朝日大学　歯学部　口腔微生物学分野、2 東京医科歯科大学　スポーツ歯科外来、3 公益社団法
人　日本トライアスロン連合、4 福島大学　人間発達文化学類、5 日本体育大学	大学院体育学研
究科、6 東京医科歯科大学　歯周病学分野、7 住友商事診療所、8 朝日大学　歯学部　歯科補綴学
分野、9 文化学園大学、10 明海大学　歯学部　スポーツ歯学分野

○田邊　元 1, 2、蓮沼　哲哉 3, 4、神谷　菜々2, 3、中禮　宏 2、林　海里 2、外川　海斗 2、
清水　慎太郎 2、渡辺　孝士郎 5、竹内　康雄 6、小林　宏明 6, 7、都尾　元宣 8、 
森谷　直樹 3, 9、上野　俊明 10

GEN	TANABE1,	2,	TETSUYA	HASUNUMA3,	4,	NANA	KAMIYA2,	3,	HIROSHI	CHUREI 2,	
KAIRI	HAYASHI 2,	KAITO	TOGAWA2,	SHINTARO	SHIMIZU 2,	KOSHIRO	WATANABE5,	
YASUO	TAKEUCHI 6,	HIROAKI	KOBAYASHI 6,	7,	MOTONOBU	MIYAO8,		
NAOKI	MORIYA3,	9,	TOSHIAKI	UENO10

【目的】
2014 年にプールでの水泳部員の熱中症事故が報道さ
れて以来認知されるようになったが、水泳中でも汗を
かいて脱水を生じるリスクや熱中症が生じる危険性が
ある。ところが水中ではそもそも口渇や発汗の自覚が
得られにくく、脱水状態をリアルタイムに評価する手
法も十分確立されていない。そこで今回、演者らは練
習中でも測定が容易な口腔内から得られる指標によっ
て水泳中の脱水状態を客観的に評価推定することがで
きないか、合宿中の競技団体所属選手の協力を得て調
査分析を行ったので報告する。

【方法】
トライアスロン選手 8 名（男 4／女 4）を対象に、屋
内スイム練習前後での⑴喉と口の渇きの自覚症状（11
段階リッカート尺度）、⑵脱水率、⑶発汗量、⑷水分
補給率、⑸口腔粘膜湿潤度（口腔内水分計ムーカス、
株式会社ライフ）および⑹舌背血流量（レーザスペッ
クル法、LSFG-PI-E ソフトケア社）を 2 日間測定した。
両日とも同時刻測定となるよう最大留意し、各選手の
体重および飲水量、尿量、また練習環境の暑さ指数
WBGT や水温も記録した。本研究実施に際し、東京
医 科 歯 科 大 学 倫 理 審 査 委 員 会 の 承 認 を 受 け た

（No.2019-031）。

【結果】
初日と 2 日目の WBGT および水温はそれぞれ 21.4℃
および 30.6℃、21.2℃および 30.6℃であった。喉と口
の渇きの自覚症状に有意な変化はなかった。練習後の
脱水率は 0.65％（SD：0.38）、発汗率は 0.93％（0.41）
で水分補給率は 53.4％（40.2）であった。口腔粘膜湿
潤度は 30.1（1.7）から練習後 27.2（0.8）となり、口
腔乾燥症の診断レベル以下まで低下した（対応のある
t 検定 p＜0.05）。舌背血流量は練習後 91.6 ％（0.85）
に減少した。発汗量と口腔粘膜湿潤度の差分値には有
意な正の相関を認めた（Spearman の相関係数ρ＝
0.51、p＜0.05）。

【考察】
本研究結果より、プールサイドでも口腔内水分計の実
測が可能で、口腔粘膜湿潤度が水泳中の脱水評価の一
指標となりうる可能性が示唆された。同指標の妥当性
とデータの精度について今後も検討を行う予定である。
なお本実験でもプールサイドでの自由飲水を許可した
が自覚が得られにくいため、選手によっては水分補給
が十分行われていない実態も推察された。改めて現場
では指導者やスタッフが選手の体調と行動観察を行い
ながら、水分補給に関する指示指導を行う必要性も示
唆された。
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左右の咬合圧バランスが青斑核と脊髄興奮性に及ぼす影響

Effect of left-right bite force balance on locus coeruleus and spinal excitability

1 新潟医療福祉大学	運動機能医科学研究所、2 新潟医療福祉大学	リハビリテーション学部	理学
療法学科、3 広島大学大学院医歯薬保健学研究院	口腔健康発育歯科	障害者歯科学

○平林　怜 1, 2、岡田　芳幸 3、吉田　結梨子 3、江玉　睦明 1, 2

RYO	HIRABAYASHI 1,	2,	YOSHIYUKI	OKADA3,	YURIKO	YOSHIDA3,		
MUTSUAKI	EDAMA1,	2

【目的】
本研究の目的は、不均衡な咬合圧バランスが遠隔促通
効果に及ぼす影響を検討することとした。

【方法】
対象は健常成人として、不正咬合者を除外した正常咬
合者 18 名とした。咬合圧計測は、最大咬合力、左右
の咬合圧バランスを計測して、咬合圧が高い側を
hyper 側、低い側を hypo 側とした。筋電図電極は両
側の咬筋、前側頭筋、ヒラメ筋に貼付した。咬合条件
は歯列の接触がない no-bite 条件、歯列の接触はある
が噛みしめていない接触あり条件、右咬筋最大随意収
縮（MVC）の 12.5％、25％、50％ MVC 条件と max
条件の 6 条件とした。脊髄興奮性は H 波を用いて評
価した。H 波の計測は両下肢の脛骨神経に電気刺激を
し、刺激強度はヒラメ筋 H 波振幅値が最大 M 波振幅
値の 20％になるように設定した。また、青斑核の活
動指標として左右の瞳孔径を計測した。解析項目は各
咬合条件での各筋の筋活動、左右の H 波振幅値、左
右の瞳孔径とした。統計処理として、各条件間の比較
では多重比較検定の Bonferroni 法を行った。いずれ
も有意水準は 5％とした。

【結果】
咬筋と前側頭筋の筋活動は、12.5 ％、25 ％、50 ％
MVC、max 条件で hypo 側と比較して hyper 側が有
意に高値を示した（p＜0.05）。脊髄興奮性と瞳孔径は
no-bite と比較して 12.5 ％、25 ％、50 ％ MVC、max
条件で有意に高値を示した（p＜0.05）。また、脊髄興

奮性は max 条件で hypo 側と比較して hyper 側が有
意に高値を示した（p＜0.05）。瞳孔径は 12.5％、25％、
50％ MVC、max 条件で hypo 側と比較して hyper 側
が有意に高値を示した（p＜0.05）。

【考察】
本研究の結果より、左右の咬合圧バランスの不均衡は、
青斑核と脊髄興奮性の活動にも不均衡が生じた。青斑
核や脊髄興奮性の不均衡は、認知機能や運動機能に悪
影響を及ぼすことが報告されていることから、咬合圧
バランスの補正が重要である可能性が示唆された。
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1ヶ月間のガム摂取による咬合状態および咬筋活動変化

Changes in occlusal status and masseter muscle activity after one month of gum 
chewing

1 東京歯科大学　口腔健康科学講座　スポーツ歯学研究室、2 株式会社　ロッテ

○筒井　新 1、中島　一憲 1、阪上　隆洋 1、都合　晋司 1、松井　美咲 2、菅野　範 2、 
上村　学 2、大澤　謙二 2、岡林　一登 2、武田　友孝 1

ARATA	TSUTSUI 1,	KAZUNORI	NAKAJIMA1,	TAKAHIRO	SAKAUE1,		
SHINJI	TOGO1,	MISAKI	MATSUI 2,	SUSUMU	KANNO2,	MANABU	KAMIMURA2,		
KENJI	OOSAWA2,	KAZUTO	OKABAYASHI 2,	TOMOTAKA	TAKEDA1

【目的】
近年、咬合力や咀嚼能力の低下は口腔機能低下の指標
の一つとされている。咬合力低下の一因として、咀嚼
筋活動の低下や筋酸素動態変化による影響が挙げられ、
これまで咀嚼筋や咬合力を強化する手段として様々な
方法が実施されてきた。また、持続的筋活動を行う上
で筋組織へ十分な血流が速やかに供給されることは、
筋質改善や筋疲労改善を考慮する上でも重要である。
しかし咀嚼筋のトレーニングがこれらの因子に与える
影響を検討した研究は少ない。そこで本研究では 1ヶ
月間のガム摂取が咬合状態、咬筋活動に及ぼす影響を
検討した。

【方法】
被験者は顎口腔系に異常を認めず、同意の得られた健
康成人 10 名とした。なお本研究は、芝パレスクリニ
ック倫理審査委員会（登録番号 UMIN000047051）の
承認を得て行った。被験者は噛み始めから硬さの変化
が少ない試作ガムを 4 週間摂取し、介入前後に計測を
実施した。咬合状態変化として、3 秒間最大噛みしめ
時の咬合力および左右差、咬合接触面積および左右差
の計測（Dental Prescale 2, GC）を行った。咬筋活動
変化として、15 秒間の最大噛みしめを実施し、筋電
計（DSP wireless myoelectric sensor、Sports 
Sensing）による積分値、周波数分析、近赤外分光法

（Oxy-Pro、Astem）による筋活動時および回復時に
おける酸素動態、1/2 回復時間の計測、VAS による
咬筋の主観的疲労度の計測を実施した。ガム摂取は 1

回 2 粒を左右 5 分ずつ計 10 分間のチュウイングを 1
日 3 回実施した。統計解析はウィルコクソンの符号順
位検定を行い、有意水準は 5％とした。

【結果】
介入後の咬合状態変化は介入前に比べいずれの項目に
おいても有意な差は認められなかった。介入後の咬筋
動態変化は介入前に比べ筋活動時酸素化ヘモグロビン
の有意な増加、1/2 回復時間の有意な短縮を示し、筋
活動時総ヘモグロビンにおいて増加傾向を示した。

【考察】
短期間トレーニングにおいて、筋肥大効果は少なく、
運動単位の同期化や筋間の協調性の向上などの神経系
への影響が大きいとされている。そのため 1ヶ月間の
ガム摂取では咬合状態や筋活動量への影響は少なかっ
たものと考えられる。一方、短期間の持久性トレーニ
ング時においては毛細血管数やミトコンドリア量の増
加、筋線維組成の変化が引き起こされるとされている。
そのため本研究においても筋有酸素能に影響を及ぼし
た可能性が示唆される。

O-04

一般口演



114

マウスガード装着時の噛みしめがフィギュアスケートエレメンツ
に与える影響　第一報　解析法

Effects of clenching with a mouthguard on figure skating elements 
Part 1.  Analysis method

1 東原歯科医院、2 岡山県歯科医師会、3 スポーツデンティスト協議会、4IPU・環太平洋大学	ス
ポーツ科学センター、5IPU・環太平洋大学	体育学部、6 東京歯科大学	口腔健康科学講座	スポー
ツ歯学研究室、7 小川源歯科医院

○東原　慶和 1, 2, 3, 4、前川　真姫 4, 5、早田　剛 4, 5、武田　友孝 6、小川　勝 3, 7、
三浦　孝仁 4, 5

YOSHIKAZU	HIGASHIHARA1,	2,	3,	4,	MAKI	MAEKAWA4,	5,	GOU	HAYATA4,	5,		
TOMOTAKA	TAKEDA6,	MASARU	OGAWA3,	7,	KOJI	MIURA4,	5

【目的】
スポーツ中の“噛みしめ”は、多方面に影響を及ぼす
と考えられる。本研究では、フィギュアスケート（FS）
に特化し、カスタムメイドのマウスガード（MG）装
着時の噛みしめの競技動作への影響を検討する。今回
は、測定方法の確立を目指しジャンプおよびスピン中
の筋活動と頭部や体幹の安定性を評価した 1 例を報告
する。

【方法】
対象は、女子 FS 選手 1 名（20 歳）、シニアレベルで、
全国大会出場（上位成績）経験を有する。MG は、
3 mm 厚のシートを用い圧接法で作製し、十分な咬合
調整を施した。MG の有無にて、サルコウジャンプ、
シットスピンおよびレイバックスピンを行った。筋活
動は、筋電計 COMETA を用い、咬筋、僧帽筋、腹筋、
脊柱起立筋、大腿四頭筋、大腿二頭筋を計測した。3
次元動作計測には、Qualisys を用い、200 Hz にて撮
影した。ジャンプ動作では、離氷前、空中、着氷後の
区間にて、スピン動作では、各姿位での回転中にて、
筋活動ピーク振幅および平均振幅を算出した。同区間
で、頸部と体幹の角度を算出した。尚、本研究は東京
歯科大学倫理委員会の承認（928）を得ている。

【結果】
ジャンプ動作中の咬筋活動は、MG 装着時の方が小さ
かったが、着地時に着目すると、体幹や大腿の活動は
MG 装着時の方が大きかった。ジャンプの高さは、
MG 装着時の方が高かった。頸部の角度は、平均値で

は MG の有無による明確な違いは見られないが、そ
の角度のばらつきは MG 装着にて顕著に小さかった。
スピン動作中の頸部や体幹の角度には、MG の有無に
よる明確な違いは見られなかった。

【考察】
本研究で行った筋活動、3 次元動作の計測は FS の競
技動作時においても有効であることが示唆された。噛
みしめることで、体幹、上肢や下肢に遠隔促通効果が
働くことが知られており、本研究においてもジャンプ
の高さや頭部の安定性に寄与したものと考えられる。
実際には、FS では、約 3 分～4 分間の演技を行うため、
MG の有無により一連の演技に影響が及ぼされる可能
性も推察される。これらは、今後の検討課題とする。
MG は、スポーツ時の歯や顎周辺の保護を第一の目的
として使用されるが、あらゆる場面で選手の能力を支
えるものの一つでもある。尚、MG の名称をより多く
の競技者や一般の方にとっても親しみやすく、浸透し
やすくするため、マウスピースとすることも一考と思
われる。本研究にご協力いただいた、無良隆志コーチ、
選手ならびに関係者の皆様へ感謝いたします。
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睡眠時無呼吸症候群（SAS）口腔内装置としての 
スポーツマウスガード応用の試み 
―健康スポーツ歯科医を目指して―

Trial of Application by Sports Mouthguards as Oral Appliances for Sleep Apnea 
Syndrome, SAS -Aiming to become a Healthy Sports Dentists-

1 医療法人社団祥豊会　杉山歯科医院、2 日本スポーツ協会公認　スポーツデンティスト協議会、
3NPO法人　かながわ健康づくり歯科ネットワーク、4 神奈川歯科大学　歯学部　健康科学講座
　口腔保健学分野

○杉山　義祥 1, 2、山中　優 1、杉山　功祐 1、村松　仁志 3、木本　一成 2, 3, 4

YOSHIAKI	SUGIYAMA1,	2,	YU	YAMANAKA1,	KOSUKE	SUGIYAMA1,		
HITOSHI	MURAMATSU3,	KAZUNARI	KIMOTO2,	3,	4

【目的】
現在、多くのアスリートは日々のパフォーマンス向上
に努めているものの、睡眠時におけるいびきや睡眠時
無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndrome：SAS）には
関心が低いものと推察する。
SAS は 2003 年 2 月「JR 山陽新幹線居眠り運転」を
皮切りに、道路・空路・航路等での事故をはじめ、産
業事故や医療事故等につながることから、重大な社会
リスクとして早々に疾病として取り上げられた。とく
に、国土交通省は「自動車運送事業者における睡眠時
無呼吸症候群対策マニュアル～ SAS 対策の必要性と
活用～」を作成し、SAS の早期発見とその治療につ
いて注意喚起している。さらに、口腔内装置（Oral 
Appliance：OA）が 2004 年から保険適用として導入
され、口呼吸から鼻呼吸への改善が注目されてきた。
そこで、SAS への OA 製作においてスポーツマウス
ガード（MG）応用を試みたので報告し、健康スポー
ツ歯科医への拡がりを考察する。

【方法】
医療法人社団祥豊会杉山歯科医院で取り組む 2 つの
OA 製作ケースを紹介する。かかりつけ医療機関から
の OA 製作依頼のケース以外では、当院での検診後、
Mallampati Score IV の症例で、かつ簡易睡眠時無呼
吸 検 査 装 置（Philips Respironics GK 社 製 Watch-
PAT200U） に よ る 無 呼 吸 低 呼 吸 指 数（Apnea 
Hypopnea Index：AHI）15.0 以上の場合に、医療機
関（呼吸器科・循環器科等）に当院から紹介するケー

スである。
とくに後者では、紹介先医療機関にて再度精密検査を
行い、終夜ポリグラフ（Polysomnography：PSG）検
査による医療機関の診療依頼にて当院で OA 製作後、
OA 装着の効果判定のために医療機関での再検査が必
要になる。

【結果及び考察】
MG 応用を試みた OA 製作は以下の通りである。中心
咬合位ならびに最大前方位を記録して、平均値咬合器
に上下顎模型を付着し、通常の 3.0 mm シート（MG21：
Hard, Clear）にて上下顎 MG を製作する。その後に
上下顎 MG を固着し、OA として装着させて 1 週間後
に計測・予後の確認を行う。
臨床症状の「大きないびき、他覚症状による呼吸停止
記録、過度な日中睡眠」等が認められた閉塞性 SAS は、
医療機関からの診療依頼の場合に医科歯科連携によっ
て OA 製作が可能になることから、今後、健康スポ
ーツ歯科医として、スポーツ外傷予防に用いられる
MG 製作が SAS のための OA 製作にも活用できるこ
とを検討していきたい。
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「いちご一会とちぎ国体レスリング競技会」における頭頚部外傷
およびマウスガードに関する調査第 1 報　成年男子フリースタイル

Survey on Head and Neck Injury and Mouthguard in Ichigo Ichie Tochigi JAPAN 
GAMES Wrestling CompetitionPart 1 Adult men freestyle

1 東京歯科大学	　口腔健康科学講座　スポーツ歯学研究室、2 片野歯科医院（群馬県）、3 日本レ
スリング協会スポーツ医科学委員会

○片野　勝司 1, 2, 3、中島　一憲 1, 3、都合　晋司 1、阪上　隆洋 1、筒井　新 1、
武田　友孝 1, 3

KATSUSHI	KATANO1,	2,	3,	KAZUNORI	NAKAJIMA1,	3,	SHINJI		TOGO1,		
TAKAHIRO	SAKAUE1,	ARATA	TSUTSUI 1,	TOMOTAKA	TAKEDA1,	3

【目的】
レスリングは、格闘技という競技特性から脳振盪を含
め、顔面・頭頚部、肘、膝などの外傷に関しての調査
が行われてきたが、歯科関連外傷の調査はまだ十分で
はないと思われる。我々が過去に中・高校生の大会で
行った調査では参加選手の約 85％が歯科関連外傷の
既往があることが判っている。歯の破折、脱落は受傷
時の疼痛や摂食障害は勿論、治療に要する負担も少な
くない。さらに、受傷時にかなりのエネルギーを有す
る衝撃が作用し、脳振盪に繋がる事もあると考えられ
る。
そこで日本レスリング協会（以下 JWF）スポーツ医
科学委員会として、選手が安全に競技できる環境作り
を目指すために、栃木国体の参加選手に対してスポー
ツ外傷・障害の調査ならびにマウスガード（以下
MG）に関する調査によって現状を把握し、今後の安
全対策へ繋げて行くために無記名でのアンケート調査
を行った。今回、救護スタッフとして対応した際に口
腔粘膜や舌の裂傷といった口腔外傷が目立った成年男
子フリースタイルの選手についての集計を第 1 報とし
て報告する。

【方法】
事前に JWF のホームページ上で、参加選手ならびに
関係者に対し調査協力を掲示し行った。調査用紙は、
監督会議で各都道府県に配布し、回収は計量時に行っ
た。調査対象は、栃木国体レスリング競技の全ての参
加選手とした。

【結果】
成年フリースタイル参加予定者 142 名で回収できた
100 名分（70.4％）について分析を行った。歯科関連
外傷の受傷経験のある者は 96 名（96％）であり、頸
部外傷 47 名（47％）、脳振盪 32 名（32％）だった。
歯科関連外傷では口唇裂傷が最も多く 87 名（87％）で、
舌裂傷 78 名（78 ％）、歯の破折 43 名（43 ％）、歯の
脱臼 18 名（18 ％）で、顎関節では 18 名（18 ％）だ
った。さらに顎骨骨折は 2 名（2％）に受傷経験があ
った。MG 使用経験者は 53 名（53％）でその 15 名（28.3
％）が使用中だった。未使用者で MG を使用しよう
と思った者は 14 名おりその 29.8％だった。MG への
不安は、金額に対してが最も多く 33 名（33％）で、
次いで多かったのは異物感で 26 名（26％）、呼吸 25
名（25％）だった。

【考察およびまとめ】
成年フリースタイルのみであったが、歯科関連外傷を
含む頭頚部外傷の受傷経験者が 96％を占めていた。
MG の使用経験者と使用意思があった者を合わせると
67％と MG の認知はかなり高いと考えられたが、現
在の使用者は 15 名のみと少なかった。MG に対する
不安や不満についても検討し、選手サポート体制や提
供システムを構築して行く必要性が示唆された。今後、
全体の集計ならびにカテゴリー間での分析等を行い報
告していく予定である。
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愛知県歯科医師会会員におけるスポーツ歯科に関する 
アンケート調査について

Questionnaire survey on sports dentistry among members of Aichi Dental 
Association（ADA）.

1 愛知県歯科医師会、2 平岡歯科医院、3 林歯科医院

○青木　恒宏 1、加藤　正美 1、静間　祐一郎 1、近藤　康史 1、後藤　陽一 1、 
平岡　道郎 2、林　良宣 3、矢澤　隆宏 1、内堀　典保 1

TSUNEHIRO	AOKI 1,	MASAMI	KATO1,	YUICHIRO	SHIZUMA1,	YASUSHI	KONDO1,	
YOICHI	GOTO1,	MICHIRO	HIRAOKA2,	YOSHINORI	HAYASHI 3,	TAKAHIRO	YAZAWA1,	
NORIYASU	UCHIBORI 1

【目的】
愛知県歯科医師会では、平成 21 年度より愛知県歯科
医師会会員を対象とした臨床スポーツ歯科医認定講習
会（平成 26 年度まではマウスガード認定登録歯科医
制度）を毎年開催している。スポーツの各現場では歯
科医師の関与が増えておりスポーツ歯科医学の重要度
が増している現状で、愛知県歯科医師会として今後こ
の事業の方向性や実施方法を検討するため愛知県歯科
医師会全会員に対してアンケートを実施した。

【方法】
2022 年 6 月に愛知県歯科医師会会員 3,905 名へのメー
ル、FAX を用いたアンケート調査を行った。本研究
におけるアンケート調査項目は、愛知県歯科医師会臨
床スポーツ歯科医認定講習会の認知度および資格の有
無、日本スポーツ協会公認スポーツデンティストに関
する内容、スポーツマウスガードに関する製作経験の
有無、個数、提供価格や製作中に困ったことなどとし
た。

【結果】
有効回答数は 523 名で回答率は 13.4 ％であった。臨
床スポーツ歯科医認定講習会は 414 名（79 ％）に認
知されていたが、有資格者は 108 名（21 ％）にとど
まった。スポーツマウスガードの製作経験があると回
答したのは 428 名（82 ％）であった。製作したスポ
ーツ種目では、圧倒的にラグビーが多く、次いで空手
となり、競技人口が多い野球やサッカーよりも装着が
義務付けられている種目が上位となった。患者提供価

格は平均 9,023 円で 5,000 円台が最も多い価格帯であ
った。

【考察】
スポーツマウスガードを製作したことがある会員は非
常に多くいる一方で、製作に関する知識の少なさや技
術の低さにより、製作経験はあるが講習を受ける機会
が少ないことから、適切な製作が行えていない場合も
あることが推測された。愛知県歯科医師会では、多く
の会員が臨床スポーツ歯科医認定講習会を通じてスポ
ーツ歯科医学に関する正しい知識・技術を習得し、ス
ポーツ愛好家や選手への適切なスポーツマウスガード
製作をはじめとして、最新のスポーツ歯科医療の周知
と提供や、口腔保健の向上に繋げていきたいと考えて
いる。
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テニス愛好家における歯の酸蝕症の認知度と 
かかりつけ歯科医との関係

Relationship between awareness of tooth erosion and primary care dentists in 
tennis enthusiasts

1 医療法人　SmilanceCare、2 東京歯科大学　衛生学講座、3 東京歯科大学　歯科社会保障学

○秋庭　恭 1、小野瀬　祐紀 1, 2、上條　英之 3

TADASHI	AKINIWA1,	YUUKI	ONOSE 1,	2,	HIDEYUKI	KAMIJO 3

【目的】
運動時のスポーツ飲料の摂取は脱水症状の予防に重要
であることに疑う余地はないが、殆どの製品はエナメ
ル質の臨界 PH5.5 を下回ると報告されており、運動
中の口渇時に数回分け供給を続けるスポーツ飲料特有
の摂取法と相まって、不適切な用法によっては歯の酸
蝕症の原因となるとされている。本研究ではテニス愛
好家における歯の酸蝕症の認知度とかかりつけ歯科医
との関連を検討し、スポーツ愛好家における酸蝕症リ
スクの一端を把握する事を目的とした。

【方法】
2018 年 2 月に静岡県富士宮市で開催したテニススポ
ーツ大会及び主催するテニスクラブの参加者のうち同
意を得られた 130 名に対し質問紙調査を実施し、119
名より有効回答を得た。質問紙調査の内容は歯の酸蝕
症の認知度とかかりつけ歯科医の有無、運動中の飲み
物、現在の口腔内の状態についてとした。解析方法は
ロジスティック回帰分析（変数増減法）を用いた。本
研究は東京歯科大学倫理委員会の承認を得て実施され
た。（承認番号 806）

【結果】
被検者は男性 79 名、女性 40 名であった。歯の酸蝕症
を知らない者は全体では 31.1 ％であり、年齢群別で
は 10 代 10 名（47.6％）、20 代 4 名（36.4％）、30 代 5
名（22.7％）、40 代 5 名（35.7％）、50 代 8 名（32.0％）、
60 代 5 名（25.0 ％）、70 代以上 0 名（0 ％）で年齢が
上がると共に減少傾向を示した。かかりつけ歯科医が

いない者は男性 43.0％、女性 30.0％で、全体では 38.7
％であった。水分補給の為に運動中にスポーツ飲料を
摂取すると答えた者は男性 72.2 ％、女性 45.0 ％で、
全体では 63.0 ％であった。性別と年齢で調整し酸蝕
症の認知を目的変数とした多重ロジスティックス解析
の結果、かかりつけ歯科医の有無（OR2.34）におい
て有意を認めた（P＜<＞0.05）。

【考察】
本調査の結果、歯の酸蝕症を知らない者と、かかりつ
けの歯科医がいない者で有意を認めていることから、
かかりつけ歯科医院による保健指導や啓発活動が認知
度を高めていると考えられる。また運動時のスポーツ
飲料の摂取とは有意を認めなかった、酸蝕症の理解は
運動時における飲食物の選択に影響していない可能性
がある。今後、口腔内検診を含めた追加調査を行い、
スポーツ愛好家における歯の酸蝕症の罹患状況とスポ
ーツ飲料の摂取方法を明らかにする事が必要であると
思われる。

【結論】
テニス愛好家において酸蝕症を知っている者は性別、
年齢を調整した上でかかりつけ歯科医の有無に影響を
受ける事が示唆された。
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東京 2020 大会の医療情報を利用した調査研究

Survey of medical record in Tokyo 2020 games

1 岩手医科大学　歯学部　補綴・インプラント学講座、2 東京医科歯科大学　医歯学総合研究科
　口腔デジタルプロセス学分野、3 東京都開業、4 千葉県開業

○近藤　尚知 1、野尻　俊樹 1、金澤　学 2、大橋　勝 3、本間　輝章 4、三ツ山　晃弘 3、
藤森　直子 3、山中　拓人 3

HISATOMO	KONDO1,	TOSHIKI	NOJIRI 1,	MANABU	KANAZAWA2,	MASARU	OHASHI 3,	
TERUAKI	HONMA4,	AKIHIRO	MITSUYAMA3,	NAOKO	FUJIMORI 3,		
TAKUTO	YAMANAKA3

【目的】
東京 2020 大会（東京オリンピック・パラリンピック
競技大会）は、Covid 19 の感染拡大の影響で、2021
年に無観客客とする対応など、その規模を縮小して開
催されたが、選手村にはポリクリニック（総合クリニ
ック）が過去大会同様に開設された。ポリクリニック
には、ユニット 6 台の規模で歯科診療施設も設置され、
当該部門では、アスリートと関連スタッフに対して歯
科医療の提供を行った。本研究の目的は、受診患者の
診療記録を分析することにより、大会期間中に生じた
歯科疾患および治療の傾向を明らかにし、トップアス
リートに対する、また、大規模国際競技大会における
歯科的支援の在り方を検討することにある。

【方法】
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織員会
が、2021 年 7 月 10 日から 9 月 10 日までの期間にポ
リクリニック歯科部門を受診した患者の診療記録を電
子カルテシステムから抽出し、匿名化したデータの提
供を受けた。提供されたデータから、受信者数、疾患
の概要、診療内容等の項目について分析を行った。本
研究は岩手医科大学歯学部倫理委員会承認の下、東京
オリンピック・パラリンピック競技大会組織員会より
匿名化されたデータの提供を受けて行っている。

【結果】
Tokyo2020 大会開催期間中の患者数はのべ 3089 名、
そのうち男性 59.9％、女性 38.5％、その他 1.6％であ
った。受診状況の動向としては、開村直後の受診者数

は少数であったが、徐々に増加し、開会 1 週間後には
ピークに達し、閉会式の頃まで高値が継続した。疾患
別の患者数は、歯周・歯内治療 34.1 ％、修復・補綴
治療 27％、マウスガードの製作希望 18.2％、口腔外
科関連治療 6.3％の順であった。また、地域別の内訳
はアフリカ大陸 39.4 ％、ヨーロッパ大陸 26.2 ％、ア
メリカ大陸 19.2％の順であった。

【考察】
オリンピック開催期間中には、コロナ禍であるにもか
かわらず、平均で 1 日約 50 人、最大で 1 日約 100 人
の受診があり、多くのトップアスリートが歯科疾患を
抱えていること、そして歯周・歯内治療や修復・補綴
治療を必要とする患者の割合が多いことが明らかとな
った。さらに、地域別でみると、コロナ禍という特殊
な状況で、ポリクリニックの受診を控えるようにと通
達されている国がある点は考慮すべきであるが、アフ
リカ大陸等の途上国から多くの選手の受診があった。
上記のデータは今後の国際競技大会における歯科診療
施設開設の際には参考になるものと考える。
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東京 2020 オリンピック・パラリンピック空手競技にスポーツ
デンティストとして参加した救護活動

First Aid Activities as a Sports Dentist at the Karate Competitions in Tokyo 2020 
Olympic and Paralympic Games

1 日本大学　松戸歯学部　クラウンブリッジ補綴学講座、2 さいとう歯科医院、3 いしばし歯科ク
リニック、4 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座　有床義歯補綴学・高齢者歯科学
分野、5 医療法人清澄会　オオタ歯科

○鈴木　浩司 1、斎藤　裕太 1, 2、石橋　淳 3、権田　知也 4、勝谷　七穂 1、太田　啓介 5、
竹内　広樹 1、安田　明弘 1

HIROSHI	SUZUKI 1,	HIROTA	SAITOU1,	2,	JUN	ISHIBASHI 3,	TOMOYA	GONDA4,		
NANAHO	KATSUTANI 1,	KEISUKE	OOTA5,	HIROKI	TAKEUCHI 1,	AKIHIRO	YASUDA1

【緒言】
東京 2020 オリンピック・パラリンピック（東京
2020）が終了し 1 年以上が経過した。COVID-19 デル
タ株の感染第 5 波の影響をまともに受けた大会となっ
た。このような中、日本武道館で開催された東京
2020空手競技の大会救護にスポーツデンティスト（SD）
として参加した活動を振り返り、その内容を報告する。
概要　演者らは空手が東京 2020 の正式競技に採択さ
れて以来、選手強化（医科学的サポート）に加え、特
に救護力の充実（システムや SD のスキル向上）を目
標に準備をしてきた。これは、空手の国際競技規定の
中でコートサイドに医師、歯科医師、看護師が常駐す
ることを強く推奨しており、東京 2020 も同様の体制
となるためである。2019 年に会場救護体制の概要が
決まり、大会組織委員会から医師、歯科医師、看護師、
理学療法士の選出を求められた。今回 8 人の SD には
練習会場（7 日間）と試合会場（3 日間）の救護担当
を計画した。しかし 1 年の延期により、練習日が大幅
に縮小されたため、計画の変更は余技無くされたが、
人員の縮小は要請だけだったので、体勢は崩さず臨ん
だ。また SD には、組織委員会から義務付けられる事
前研修に加え、経験を積む目的で五輪プレ大会である
2019 年の国際大会 Karate Premier League Tokyo ま
たは同年開催の全日本空手道選手権での大会救護に参
加することで技術を高めた。東京 2020 大会期間中、
競技会場での外傷は 3 日間（8/5～7）で 16 件、公式
練習会場では 7 日間（7/31～8/6）で 17 件であったが、

歯科領域は競技中の歯冠破折が 1 件と上顎前歯の打撲
1 件で、これらは試合終了後にポリクリニック受診で
完結した。一方で脳震盪や脱臼による搬送が多かった。
搬送には SD も参加し、チームによる救護体制が確立
された場面でもあった。また、感染対策には全力で取
り組んだ。

【まとめ】
オリンピック故の激しさか、国内大会とは異なり、
SD が出動する場面は少なかった。しかし SD が搬送
に参加するなど領域の枠を超えた対応こそ大会救護に
必要な精神であると感じた。選手の安全確保と円滑な
競技運営のために奮闘した意義ある期間であった。
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いばらき国体活動報告

Activities report in the National athletic meet in Ibaraki

1 茨城県　歯科医師会　いばらき健康づくり歯学協議会運営委員会

○荻野　義重 1、深谷　聖 1、寺澤　秀朗 1、鶴見　尚史 1

YOSHISHIGE	OGINO	OGINO1,	SATOSHI	FUKAYA1,	HIDERO	TERASAWA1,		
HISASHI	TSURUMI 1

【目的】
令和元年、第 74 回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ
国体 2019」及び前年度に行われたリハーサル大会に
救護所派遣を行なった。茨城県歯科医師会では『いば
らきスポーツデンティスト』（以下 IBSD に略称）の
養成講習会を行い 56 名の認定スポーツデンティスト
を養成した。前年度リハーサル大会及び、本大会での
IBSD 活動について報告する。

【方法】
第 71 回国民体育大会「希望郷いわて国体・希望郷い
わて大会」から国民体育大会医療救護班の救護要項に

「歯科医師」の文言が入り、いばらき国民体育大会に
おいても救護所派遣の要請が見込まれることから、
2017 年度より IBSD 養成講習会を開催し前年度のリ
ハーサル大会では救護所派遣を行い大会中の問題点を
見つけると共に本大会での大会関係者及び選手・役員
への適切な処置やアドバイスを行う機会が得られた。

【結果】
本大会前年度リハーサル大会では「いばらきスポーツ・
健康づくり歯学協議会運営委員会」を中心にラグビー・
ホッケイ・ソフトボール・自転車（トラックレース・
ロードレース）、障害者スポーツ大会車いすバスケッ
トボール競技にそれぞれ配置することが出来た。派遣
競技会場から報告書をまとめ、本大会で IBSD の先生
方が救護所派遣されても困らないよう本大会前の資料
とした。本大会開会式前の選手団・役員控所にて簡単
な「スポーツと歯についてのアンケート」を行い 500

名からのアンケートを回収し、また IBSD 独自のマウ
スガードリーフレットとオーラルケア用品を提供した。
本大会救護所派遣はラグビー・ソフトボール・自転車

（トラックレース・ロードレース）ホッケイ・ボクシ
ング・バスケットボール競技に救護所派遣を行い口腔
領域のみならず様々な傷害事例に携わり大変貴重な体
験をした。

【考察】
救護所に歯科医師がいると言うことは大会関係者にも
あまり周知されて居らず、また選手役員においても周
知されていない。口腔内外傷は今回選手には見られな
かったが、ソフトボール会場に観客としてきていた小
学校 1 年生にファールボウルがあたり上顎前歯部の亜
脱臼と口唇裂傷が見たれたが担当した IBSD の先生が
適切な指示を出し緊急搬送出来た。歯科的外傷はなか
ったが、救護事例は多岐にわたっており医師・看護師・
看護婦・救急救命士等の連携が今後スポーツデンティ
ストや歯科医師にとってさらにスポーツの場に於いて
活動していく重要性を認識した。
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ご協力、ご協賛団体、企業

日本スポーツ歯科医学会第 33 回総会・学術大会の運営にあたり、下記の団体、企業、その他多数の方々
のご支援を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。

機器展示協賛
有限会社医学情報社
伊藤超短波株式会社

株式会社インディバ・ジャパン
株式会社エトスコーポレーション

株式会社大塚製薬工場
株式会社キクタニ

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
コンピュータ・ハイテック株式会社

株式会社スマートプラクティスジャパン
日本メディカルテクノロジー株式会社

ネオ製薬工業株式会社
メディア株式会社

山八歯材工業株式会社
有限会社ライテック

株式会社ライフ
リンカイ株式会社
株式会社ロッテ

機器展示・プログラム集広告協賛
株式会社ジーシー

株式会社松風
株式会社モリタ

機器展示・プログラム集広告・WEB 広告協賛
株式会社ヨシダ

機器展示・寄付協賛
大榮歯科産業株式会社
株式会社東京歯材社

寄付協賛
大正製薬株式会社
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歯科技工用成型器

ミニスターS scanⅡ

高い形成圧と加熱・加圧・冷却時間までを自
動設定するスキャン機能搭載の加圧形成器

マウスガードだけでなくスプリント、いびき防止装置など
様々なオーラルアプライアンスの製作が可能です。

マウスガード ブリーチングトレー

販売名：ミニスターＳ　scanⅡ　電源電圧：AC100V　電源周波数：50/60Hz　消費電力：750VA　加圧力（P）：4.0 bar（0.5～4.0 bar）
質量：約9kg　外形寸法：Ｗ500×Ｄ400×H210mm
付属品：フィルター付きエアホース（φ8mm）、ステンレス鋼製砂、プレート見本ブック、グリース＆マグネット付ブラシ、
　　　  ペレットカバー ラージ/スモール 各1入、Ｏリング 3入
標準価格：398,000円 

Thinking ahead. Focused on life.

www.dental-plaza.com

製造販売　                        大阪本社：大阪府吹田市垂水町3-33-18  〒564-8650  T 06.6380 2525     東京本社：東京都台東区上野2-11-15　〒110-8513　T 03.3834 6161
お問合せ　お客様相談センター　T 0800.222 8020（フリーコール）※歯科医療従事者様専用　
製　　造　ショイデンタル（ドイツ）

販売名：ミニスターS　scanⅡ　一般的名称：歯科技工用成型器　医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）　医療機器届出番号：27B1X00109000325

●掲載商品の標準価格は、2021年3月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。
●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

いびき防止装置 リテーナー /スプリント
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