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【日 時】2021 年 9 月 13 日（月）19：30〜21：45（終了後はオンライン懇親会 ～23：30） 

【会 場】オンライン（Zoom） 

【テーマ】スポーツにおけるマウスガードの効用 

【演 者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／Buddy Dental Clinic 院長） 

【コーディネーター】関秀忠（NPO 法人サロン 2002 理事） 

 

【参加者（サロンファミリー）12 名】★は NPO サロン会員 

★安藤裕一(GMSS ヒューマンラボ）、春日大樹、★嶋崎雅規（NPO サロン理事／国際武道大学）、★

関秀忠（NPO サロン理事／弁護士）、田島璃子（NPO サロン事務局／早稲田大学 2 年）、★田中俊也

（三日市整形外科）、★茅野英一（NPO サロン監事／元大学教員）、★中塚義実（NPO サロン理事長

／筑波大学附属高校）、野村忠明（埼玉ソーシャルフットボール協会運営委員／会社員）、本郷由希

（会社員）、守屋佐栄（スフィーダ世田谷サポーター／あるサカ愛好者）、★守屋俊秀（世田谷サッカ

ー協会） 

【参加者（サロンファミリー以外）5 名】石堂典秀（中京大学スポーツ科学部）、白石稔（八王子スポ

ーツ整形外科）、高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／Buddy Dental Clinic 院長）、中小路徹（朝日

新聞社）、松枝祐一（メディカルチェックスタジオ大阪梅田クリニック） 

【懇親会から参加（2 名）】 

★小池靖（在さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）、中宗一郎 

【報告書作成者】 守屋俊秀  

 

【目次】 

1． コーディネーターより ～ 本日の問題意識 

（1） 自己紹介と本日のお話に至る問題意識 

（2） 本日のテーマ設定 

（3） 高橋先生のご紹介 

2．高橋昌嗣医師の紹介 ～マウスガード製作実績 

3．マウスガードを必要とするスポーツ 

4．マウスガードの「効能」 

  （1） 「パフォーマンスが上がる」というのは本当か？ 

  （2） ゴルフでマウスガードを使うと飛距離がアップするか？ 

  （3） サッカー選手（豊田陽平選手、遠藤航選手）が語る、マウスガードの効用とは？ 

  （4） マウスガードには、脳震盪の予防効果があるのか？ 



 特定非営利活動法人サロン 2002 

2021年 9月 公開サロン報告 

2 

 

5．マウスガードの「使用方法」 

  （1） どこにつけるのか？ 

  （2） 保管方法・手入れの仕方は？ 

  （3） マウスガードを使わないでいるとどうなるのか？ 

  （4） マウスガードの寿命は？ 

6．カスタムメイドのマウスガードは、どこが違うのか？ 

7．ビジネスとしてのマウスガード 

  （1） マウスガードは、歯科医のビジネスとして率直なところ「儲かる」のか？ 

（2） マウスガードは、どのくらいの数、作れるのですか？ 

  （3） マウスガードは保険適用可能か？ 

  （4） マウスガード（ナイトガード）の保険点数は？ 

8．マウスガードをめぐる法規制 

  （1） マウスガードに関して法令適合性が問題となったケースは？ 

～グレーゾーン解消制度で照会のあった具体的事例 

9．ディスカッション 

 

 

1． コーディネーターより ～ 本日の問題意識 

関秀忠＜コーディネーター＞ 

 

（１） 自己紹介と本日のお話に至る問題意識 

 

自己紹介ということで、なぜ私がこういう問題意識を持って行っているかというところを端的

にお伝えしたいと思います。 

私は筑波大附属高校の卒業生で、理事長の中塚先生のサッカー部の教え子です。足を向けて寝

られません。高校現役時代、足を怪我をしている中で「ゴールキーパーぐらいならできるやろ」

と言われてゴールキーパーをやってみたのを契機にゴールキーパーとなりました。つまりゴール

キーパーをやるきっかけから既に「怪我」が絡んでいます。私は高校サッカー部時代に中塚先生

に「怪我」、レ点を打ってワレアヤシと読むレポートを、中塚先生に提出したほどに、怪我の多

いサッカー人生を送ってきました。 

スペイン・アリカンテの弁護士サッカー世界大会でベストゴールキーパー賞を受賞させていただ

いた時も最後の試合にＦＷに頭を蹴られ救急車でバレンシアに緊急搬送されています。そして、

危ない極めつけは、2018年 10月 21日、堺で法曹サッカーの全国大会です。この時に１対１でゴ

ールキーパーである私とＦＷが接触、私は救急搬送されて即日入院となりました。診断名はなん

と外傷性くも膜下出血。いよいよ、これは絶対おかしいよなと思いました。思い出せば脳震盪で

の救急搬送遍歴、こんなにあります。全部「頭」なんですよね。なぜ、こんなに頭ばかり怪我を

するのか。なぜ、ＧＫは裸の頭むき出しで、頭を守るものが何もないままにサッカーをやってい

るのか。いよいよ何か考えなきゃいけないんじゃないかということを思いました。 

私はその時サロン 2002に入っていましたので、サロンでこの事を取り上げて、人々に脳震盪に  

ついての怖さとか、脳に関して未然に防げる方法というのは何か考えられないかということと

か、あとは実際にそういう打撃を何度も何度も受けている人の脳をきちんと調べる、その過程で

得られた知見を、次の世代に残していかなければいけないんじゃないかという問題意識を持ちま

した。 
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それ以来皆様の Slack とかにもお伝えしている問題意識を発信してきました。その中で昨年の 1

月に来ていただいたのが、今日話をする高橋昌嗣先生です。NPO 法人サロン 2002年の設立趣旨

は、スポーツを通じた豊かな暮らしとなっているんですけれども、今サッカーを中心に、スポー

ツってこのままでいいんだろうか、過渡期ではないか。もっと脳に関して未然防止をする仕組み

というのを作らなければいけないんじゃないか、ということを考えております。 

そんな中でヘッドギアですとか、マウスガードですとか、あとヘディングの時に頭を守るボー

ルの改造とか、そういった可能性を議論し少しずつ実現していく中で、スポーツを通じて豊かな

暮らしを実現できないか、こんなことを問題意識として持っております。 

今日はその中の、本当に重要な一部であるマウスガードの正しい知識という事をお話ししたい

と思います。事前にお送りしたお題目では、マウスガードの効用というところにフォーカスして

いたんですけれども、もっと広く、しかもマウスガードについて全くご存知ない、そもそもマウ

スガードって何っていうところからお話をしていきたいと思っております。 

 

 

 （２）本日のテーマ設定 

 

ここから高橋先生のお話に行くんですけれども、ちょっと自己紹介はお待ちいただいて、本日

のテーマとしてはこんなこと皆様にご検討いただきたいと考えております。 

 

❶マウスガードに関する正しい知識の普及 

誤解がかなり多いと思いますので、正しい知識を普及させていきたい。 

❷安全拡充の要否、将来のマウスガード義務化すべきスポーツを拡充 

まだ義務化されてないスポーツにおいて、マウスガードを義務としていくスポーツは他にな

いのかというところについて考えていただきたい。 

❸容易に入手できるためには？ 

～マウスガードの低価格化の実現（＆製作者側の利潤確保） 

マウスガードは今容易に入手できない状況だと、私は考えています。これを容易に入手でき

るためには、あるいは容易に入手できてはいけないのか、じゃあ巷で容易に入手できるマウ

スガードって、カスタムメイドのマウスガードとどう違うのか。製作者側が利潤を確保でき

る win-win の関係を構築するために、どんなところがいまネックになっているのか。こんな

ところを今回お話ししていきたい。 
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 （３）高橋昌嗣先生のご紹介 

 

高橋先生には後ほどご自身で自己紹介をいただければと思うんですけれども、私からご紹介を

まずさせていただきたいと思います。高橋先生は歯科医師でいらっしゃいます。1980年東京都日

本橋出身で、今も日本橋でこのハイブリッジティースケアを経営されていらっしゃいます。2011

年・2012年にケンタッキー州発達歯科に留学、2012年アメリカ発達歯科のフェローシップを終

了。2013年小児歯科学講座にて博士号取得。9月 1日にバディーデンタルクリニックが一周年を

迎えたということで、一周年の Facebook のお話が書いてあるんですけど、ここのあたりから高

橋先生にお話を伺いたいと思います。この Facebook の 3行目に、発達障害者歯科訪問診療、こ

こを専門にやってらっしゃるということなんですね？ 

 

高橋 そうです。 

 

関  マウスガードよりもこちらが本業ということでしょうか。 

 

高橋 そうですね需要がとてもあって、非常に比重が高くなってしまったということです。 

 

関  高橋先生は 3足のわらじを履いてらっしゃいます。まず一番に歯科医。2番がマウスガード製 

作、3番がブラジリアン柔術の現役選手。これは合ってますかね。 

 

高橋 あってますね。ただ 1と 2は大体一緒ですね。 

 

関  3だけが、ブラジリアン柔術の現役選手であるということがマウスガード製作の強みになってい

るということになりますかね。 

 

高橋 そうですね。 

 

関  ではこの辺りで高橋先生にバトンタッチし、ご自身で自己紹介をいただきたいと思います。 

 

 

2． 高橋昌嗣医師の紹介 ～マウスガード製作実績 

 

高橋 歯科医師の高橋です。よろしくお願いします。僕はもともとスポーツ歯科っていう分野に大学 

生の頃から興味があって、歯科医師免許を取った後は絶対スポーツ歯科に行こうって思っていた

んです。けれど研修医の時に、ちょっと違うなっていうふうに思って、進路を変えて小児歯科の

医局に入って大学院に進んだんですね。もちろんマウスガードとか、スポーツ歯科に関する興味

は消えたわけではなかったので、自分で勉強したり、自分の父がスポーツ歯科の研修を受けて、

すでにマウスガードを作っていたので、父親から色々と教わったりして作っていました 。 

僕はブラジリアン柔術をやっているんですけども、他にもスポーツをやっています。小学校大

学はサッカーをやっていました。途中途中で柔道とかスキーもやっていて、いろいろなスポーツ
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をやってきて、マウスガードから得られる恩恵を自分なりに考えてずっと改良してきました。ト

ップ選手にも使ってもらえるような状態にマウスガードを昇華させたというのが現状です。 

 

関   ブラジリアン柔術ってご存知ない方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、こんな風な

柔術ですね（PPTシート）。寝技中心という感じですかね。高橋先生、現役選手としてどれぐらい

の筋力を誇るかと言うと、こういう感じです。隆々とした肉体もお待ちでいらっしゃいます。マ

ウスガードを制作した選手にどのような方がいるかということ、例えばこの RIZINの那須川天心

選手。これは実際に、高橋先生の医院で製作いただいたということですね。それからこの方、杉

山しずか選手、この方も格闘技です。そしてこの方、著名な朝倉兄弟の弟・朝倉海選手。それか

ら UFC佐藤選手、UFC の選手ですね。こんな方々がいらっしゃる。あとはラグビー選手で齋藤直

人選手（サントリー）、 小澤直輝選手（サントリー）、梶村祐介選手（キャノン）、伊藤大祐

選手（早稲田大学）、清水麻有選手（セブンズ日本代表）、堤ほの花選手（セブンズ日本代表）

など。有名な方々ばかりですね。この皆さまが使っていらっしゃるのは、選手間の口コミでいら

っしゃるんですか。 

 

高橋 そうですね、清水さんと梶村さんは僕が直接営業かけた時にたまたまいて、堤さんもそうです

ね、作ることにしてくださって、継続して作っています。 

 

 

3． マウスガードを必要とするスポーツ 

 

関  それでは、次に、マウスガードを必要とするスポーツという中身のお話に行きたいと思いま

す。マウスガードが義務化されているスポーツ、どんなものがあるか。格闘技系だとこんな所

で、空手とテコンドー、ボクシング、キックボクシング、これは元々義務化されていたわけでは

なくて、ちょっとずつ義務化されていたという流れなんですかね。 

 

高橋 おそらくそうだと思います。 

 

関  次にコンタクトスポーツということで言うと、アメリカンフットボール、アイスホッケー、イ

ンラインホッケー、ラクロス、ラグビーと。 

 

高橋 ラクロスは男子も女子も国際試合はもう義務化されていますね。 

 

関  マウスガードの色の規制があるのを、皆さんはご存知ですか。私は今回初めて知ったんですけ

れども、例えばアマチュアボクシング、アイスホッケー、テコンドー、柔道、高校野球、バスケ

ットボール、こういうものについては赤系統の色を含むものは NGとか、白・透明のみ使用 OK と

か、あんまり派手なのはだめよって色々なんです。けれどもかたやアメフト、ラクロスなんかは

白透明は NG と逆になっています。おそらくこれははめていることが分からないからっていうこ

となんだろうと思うんですよね。 

 

高橋 そうですね。 

 

関  先生のところでもカラーリングできるんですよね。 
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高橋 出来ます。赤系統が駄目なのは出血が分からないからです。 

 

関  今後マウスガードを着用すべきと先生が考えられるスポーツはどんなものがありますか。 

 

高橋 例えば相撲、クライミングとかスキー。この間のオリンピックであったスケートボードとかも

そうですよね。 

 

関  コンタクトスポーツとか倒れると危険なものということですよね。 

 

高橋 そうですね。 

 

関  前お話を伺いした時に、非コンタクトスポーツでも必要だというお話をされていて、何でボル

ダリングとか登山でもマウスパッド、マウスガードを着用すべきと考えるんですか。 

 

高橋 ボルダリングは落下、登山は滑落なんですけれども、その時に背中から落ちると反動で顎が胸

にめり込むような感じで落下するんです。落下した時に顎が跳ね上げられて口腔内を損傷した

り、その衝撃が頭の方に行ったりするので、マウスガードはしていた方がいいです。マウスガー

ドを着用するべきと考えられるスポーツは、そのスポーツをやっている人達に認識していただか

ないとなかなか広がらない。 

 

 

4． マウスガードの「効能」 

 

（１）「パフォーマンスが上がる」というのは本当か？ 

 

関  そうですね、ではマウスガードの効能という話に行きたいと思います。ここが一番わからない

ところで、何の本を読んでもはっきりと書いていない。例えば、「パフォーマンスが上がる」と

いうのは本当でしょうか。いろんなホームページに載っていますけど、いろんなことが書いてあ

ります。そこについての率直な高橋先生のご認識をお伺いできればと思います。 

 

高橋 パフォーマンスが上がるというよりも、パフォーマンスを上げる可能性があるというほうが正

しいと思います。噛み合わせとか様々な要因で、例えば人間の体のふらつき、重心動揺の大きさ

が小さくなるということがデータ、論文として出ているんですね。あとは単純に重いものを持ち

上げられるとか、そういうことも論文として出ています。なので上げられる可能性はあるんです

けれども、じゃあ入れれば何でもいいのかって言うとそうではなくて、パフォーマンスを上げら

れる噛み合わせがある。僕はそれを見つけて、その状態でこのように噛み合わせを作るとパフォ

ーマンスが上がる可能性が高い、という可能性噛み合わせをマウスガードにつけて提供していま

す。 

 

関  先ほど重いものを持ち上げられる可能性が高まるという話が出たと思うんですが、私も高橋先

生からお伺いするまで、「食いしばるからパワーが出る」っていう、そういう噛み合わせをしっ

かりすればパワーがより出るっていうふうに思っていた。ですけれども、「食いしばるからパワ
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ーが出る」というのは、誤解だと、はっきり言われたと思うんです。その辺りちょっとご説明い

ただければと思うんですけれども。 

 

高橋 強く食いしばることができるだけでパワーが上がるのであれば、単純に何もしなくても上がる

はずだと思うんです。ただ強く噛めばいいだけなんで。噛み合わせのパワーを体の方に正しく還

元してあげないと、能力は上がらないと思う。それを手助けしてくれるのがマウスガードだと思

います。あくまで僕の考えです。特にデータとかそういうのはないんですけれども。 

 

 

（２）ゴルフでマウスガードを使うと飛距離がアップするか？  

 

関  なるほどわかりました。ちょっと話を進めて、もう少しブレイクダウンしてお話をしたいと思

います。ここにお越しの皆様でご認識されている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、

2012年か何かに尾崎直道プロが発した一言、「マウスピースを使うと飛距離が伸びるんだよ。」

こうおっしゃったことを受けて、なんと尾崎直道さんは失格になってしまいました。ゴルフの競

技上はマウスピースの使用は禁止されていない。（前提として）マウスピースとマウスガードっ

て一緒っていう理解でよろしいですね。 

 

高橋 はい。 

 

関  ゴルフ規則 14条の 3項、人口の機器と携帯品の異常な使用、これをやると失格になってしまう      

  んですけれども、これに抵触するということで尾崎選手が失格になってしまった。これはどうい

う風に理解すればいいですかね。 

 

高橋 ある意味ドーピングに近いっていう認識なんじゃないですかね。ちょっとグレーな感じだと思

いますけれども、競技能力を上げるための物という認識になったと思うんです。 

 

関  じゃあサポーターはどうなのかという話になる。 

 

高橋 あれは怪我の予防とかそういうことで、競技能力を上げる目的じゃないと思うんです。マイナ

スをゼロにするみたいな。でもマウスガードの場合、この話の場合はゼロからプラスになってい

ますよね。多分それが駄目なんだと思います。 

 

関  でも本人が言ってるだけなんですよね。 

 

高橋 そうです。 

 

関  マウスピースを使うと飛距離が伸びるんだよ（と言っている）。でも実際に使うと飛距離が伸

びるのかどうかって分からないじゃないですか。それでも本人が言っていると、このゴルフ規則

に抵触するという理解になるんですか。 

 

高橋 そうです。 
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関  マウスピースの使用は禁止されてるわけじゃないんですね。 

 

高橋 例えばですけど、ゴルフやってると顎痛くなっちゃうからマウスピースを入れるっていうのは

ありなんだと思います。 

 

関  実際に主観的にそういう風に言ってるけれども、客観的には飛距離を伸ばすために使ってると

いうのは実際にはありということになるということですね。 

 

高橋 なっちゃうんじゃないですかね。僕はゴルフやらないので詳しくないんですけれども。 

 

関  実際にマウスガードを使うと飛距離アップするんですか。 

 

高橋 アップすると思います。 

 

関  それは何でですか。 

 

高橋 さっき話したパワーがあります。また重心動揺が小さくなるって言う話をさっきしたんですけ

れども、例えば不安定な場所でスイングするのと安定した場所でスイングするのでは、スイング

の精度が違うと思う。なので飛距離が上がってしまうと思います。あとは体を捻る、その範囲も

大きくなるのでパワーが上がります。 

 

関  じゃあ飛距離が伸びるということを言うのは避けた方がいいけれど、実際に使うことは有用だ

ということですよね。 

 

高橋 そうです。 

 

 

（３）サッカー選手（豊田陽平選手、遠藤航選手）が語る、マウスガードの効用とは？ 

 

関  では次にサッカー選手のお話です。サガン鳥栖の元日本代表の豊田陽平選手です。豊田選手は

もともとマウスガードを着けていなかったんですけど、マウスガードを 2011年に着けました。 

（豊田選手曰く）僕のプレースタイルは、相手との競り合いや空中戦が多いタイプなのでマウス

ガードを着ける前はしょっちゅう口の中が血だらけになっていたんです。肘が入ったり、相手と

頭同士がぶつかったりしていたが、歯が守られているという安心感を得ることができたというこ

とで、着用翌年 2011 年は通算 23ゴールで J2得点王。その後 J1で 4年連続で 15ゴール以上記録

して、日本代表に選出されるようになりました。 

 

関  ただここに書いていないですけれども、本人は「運動能力に関しては何も変わっていないけれ

ども、自分の口、歯が守られているということから思い切って勝負できるようになった」こうい

うお話をされているんですね。 

 

  次に行きたいと思います。次は遠藤航選手、今の日本代表選手です。シュツットガルト在籍。

「つけた感じはものすごく良い」遠藤選手がつけ始めたのは最近ですけれども、マウスガードを
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つけていなければ、何回か歯が折れているか、ダメージを受けたと言う場面がある。遠藤選手は

もともと 176cmぐらいあるんですけれども、そうするとドイツの選手たちと渡り合うとちょうど

顔に肘あたりが当たる。その時に何回か、歯が折れているかダメージを受けていると思うような

場面があるけれども、これで助かっているという話をされている。ドイツでデュエル王、一対一

の勝率が一番高い選手になった。 

遠藤のマウスガードを作っている歯科医師のコメントがネットにありました。これを高橋先生

に見ていただきたい。「単にマウスガードを口の中に入れるのではなく、最適な顎の関節の位置

を模索しなければならない。本当に 0.1ミリぐらいの単位でです。マウスガードを口の中に入れ

て食いしばることでパワーを上げるということではなくて、顎の位置を最適な所に持ってくるこ

とによってパフォーマンスが上がる可能性の方が高いのではないかと考えています。顎の関節が

マウスガードによって良い方向に誘導されることで、今まで下がっていたパフォーマンスを元に

戻してあげる効果がある」というちょっとトリッキーな表現だと思うんですけれども、これが正

しい表現だと思います。 

 

ですので私個人としては、マウスガードとスポーツのパフォーマンスは、関係のある人にはあ

ると思います。関係ない人にはないと思います。これについて数多くのスポーツ選手のマウスを

作成されてきた高橋先生のご意見はいかがですか。 

 

高橋 基本的には同意します。ただ分からないのは、下から 4行目あたりの、今まで下がっていたパ

フォーマンスを元に戻してあげる効果というのは、正しい表現なのかどうかというのはちょっと

わからないですね。ゼロに戻してあげるっていう表現ですよね。ゼロからプラスにするのが（42

分から 42分 30秒データ飛び） 

今までのスポーツ選手の話は、マウスガードって基本的には歯を守る、顎を守るという観点だ

と思います。それ以外にスポーツとしてのパフォーマンスを上げるということができるのかとい

うことに関する皆さんの経験談という感じなんですけれども。この点について高橋先生が見てき

た選手たちはどんなお話をされていますか。 

 

高橋 簡単に言うとパフォーマンス上がると言っています。例えば 50ｍ走が早くなったとか、エアロ

バイクの体力テストの結果が良かったとか、そういうことは言ってます。 

 

関  それって単純に本当にパフォーマンスが数値的に上がってるって言う事ですよね。 

 

高橋 そうですね。実際僕もマウスガードを付けてウエイトトレーニングをするんですけど、マウス

ガードある時とない時では全然持ち上がる重さが違いますね。 

 

関  ご自身でもそこを実感されているということですか。その部分は科学的に証明されてるという

わけではないんですか。 

 

高橋 多分論文は出てると思うんです。僕が知っている論文は、水泳のタイムが短縮出来たっていう

のはあります。 

 

 

（４）マウスガードには、脳震盪の予防効果があるのか？ 
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関  ありがとうございます。 

次に、私の最大の関心事「マウスガードには脳震盪の予防効果があるのか？」というところに

ついて、率直なご意見、ご見解をお伺いしたいなと思うんですが。 

 

高橋 予防効果はあると思います。ただし受ける衝撃の方向に依存します。例えばマウスガードをし

ていても側頭部に直接打撃を受けてしまうとマウスガードは関係ないですよね。なので下から顎

をかち上げられる方向の衝撃に対しては、有効だと思います。 

 

関  顎から頭部へ伝達される衝撃力については、マウスガードの持つクッション効果によって緩和

されることは言えるので、ここについての脳震盪の予防効果は確かにあるということで、ただ

し、マウスガードが効かない方向からの脳震盪の予防効果についてはないということですね。 

 

高橋 そうです。 

 

関  では、マウスガードをグッと噛みしめることで、頸部の筋肉の緊張度がより高まり、首が固定

されて、頭部がフラフラしなくなるという仮説を立てていらっしゃる方がいます。これはあなが

ち突飛な理論ではないけれど、明確な科学的な根拠はないということなんですかね。 

 

高橋 どうですかね、ちょっと分からないです。 

 

関  他の部位の未然防止策、側頭部からの方向をどう守るのかという未然防止策と併用する必要が

あるということになりますね。側頭部を守るにはどんなのがありますかね。例えばサッカーで、

私はゴールキーパーをやってまして、右サイドからのセンタリングを取りに行くと言う時にフォ

ワードが突っ込んでくるわけですね。斜めに、ダイアゴナルのランをして突っ込んでくる。そこ

で私が突っ込むことが全然見えてないので、いつもそこで蹴られるんですね。そこで顎から蹴ら

れるならマウスガードがあるからまだいいんですけど、側頭部っていうことになるとどう守るこ

とができるんですかね？ 

 

高橋 もう、チェフ選手のようにヘッドギアですかね。 

 

関  ヘッドギアを改良する方向性が一つ考えられるということですね。色々とご質問があると思い

ますけれどもちょっと先に進めたいと思います。 

 

 

5． マウスガードの「使用方法」 

 

（１） どこにつけるのか？ 

 

関  では、マウスガードの使用方法ということに行きたいと思います。マウスガード、皆さんにお

伺いしたいんですけれども、どこにつけるんでしょうか。つけたことがない人は実は知らない方

もいらっしゃるんではないでしょうか。 

① 上下両方 
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② 上の歯 

③ 下の歯 

ちょっと皆さまにアンケートを取ってみましょう。高橋先生、正解は？ 

 

高橋 どれもあり得る。基本的には上の歯につけます。というのも噛み合わせた時に、基本的に正常

咬合の場合、上の歯が下の歯よりも前に出てますよね。なので正面からの衝撃が来る最初の所は

上の歯の前歯です。なので上の歯につけることが通常となっています。 

 

関  下の歯が出ている方は下につけるということがあり得るということですか。 

 

高橋 あり得ます。ただベロがマウスガードに触れる面積が多くなってしまうので、それを嫌って上

の歯でとすることはあります。 

 

 

（２）保管方法・手入れの仕方は？ 

 

関  あと、私も全然分かってないところなんですけれど、マウスガードの保管方法で気をつけるべ

きところは何でしょうか。これは事前にお伺いしたお話では、カビとか菌の繁殖と、それから変

形とお伺いしましたけれども。私も高橋先生のマウスガードを買った時に、手入れの仕方どうや

るんですかって。 

これもちょっと皆さんにお伺いしたいなと思うんですけれども、 

① 水ですすぐ、 

② 菌の繁殖を防ぐため熱いお湯で洗う、 

③ 菌の繁殖を防ぐため歯ブラシと歯磨き粉で磨く。 

さあどれでしょう。正解はどれですか。 

 

高橋 この三つの中だと①水ですすぐ、です。熱湯と歯ブラシがあまり望ましくない。 

 

関  熱湯は、マウスガードは熱に弱いということで、熱湯で洗うことは厳禁だとお伺いしました

が、「歯ブラシ」は何で駄目なんですか。 

 

高橋 マウスガードは柔らかいので、歯ブラシでゴシゴシこすってしまうと傷がついて、そこに汚れ

が溜まってより取れなくなってしまうんです。なので歯ブラシでこするのはあまりおすすめして

いないです。 

 

関  水ですすぐは 100点満点中 60点ぐらいですかね。 

 

高橋 そうですね。 

 

関  どういう風に手入れすればいいんですか。 

 

高橋 使ってすぐ後、水ですすいでこすり洗いです。水を切ってケースに入れて持って帰るっていう

のが最低限やってほしいことなんですけれども、指で擦れない部分がどうしても出てきちゃう。
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指が届かないと言うか、小さすぎてマウスガードのへこみ、歯のカーブに指が届かない。なので

歯ブラシではなくて、綿棒で適宜こすって洗うのは必要です。 

 

関  綿棒を使うということですね。 

菌の繁殖について、「カビが生えたらカビキラーをすることでいいですか」というのがネット

で出ているんです。これについてはいかがでしょうか。ダメだってみんな言ってますね。 

 

高橋 まあダメなんですよね。カビキラーはマウスガードが薬剤を吸収し、変性するので再作成を勧

めます。 

 

関  要は口の中につけるものだからということと、変性してしまうからということだと思います。 

 

 

（３）マウスガードを使わないでいるとどうなるのか？ 

 

関  マウスガードを使わないでいるとどうなるのでしょうか。これもお伺いしたいです。 

 

高橋 一回でも使えば菌は付着する。なので菌が繁殖してカビが生えたりするということがある。 

 

関  使った方がいいんですかね。 

 

高橋 使った方がいいっていうわけではないです。 

 

関  洗う回数が増えるのでそっちの方がいいっていうことですか。 

 

高橋 いや、そのぶん汚れる回数も多いですから。 

 

 

（４）マウスガードの寿命は？ 

 

関  マウスガードの寿命はどのくらいですか。 

 

高橋 僕はもって 1年ぐらいだと思ってます。どんなにもっても 1年。 

 

関  ちなみに高橋先生のお店でマウスガードを作ると、だいたいおいくらぐらいですか。これは NG

だったら NGって教えてください。 

 

高橋 ウチで作ると 2個で 25,000円です。 

 

関  2個で 25,000円で、半年半年でやったとして 1年間持つというそんな感じですね。 

 

高橋 そうですね、基本的には 9か月、今は半年から 9か月で作り変えましょうってなっています。 
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関  ケースバイケースで、使用頻度とかクセによっても異なる。事前に教わったのですけどクセと 

  いうのはどういうことなんですか。 

 

高橋 プレー中ずっと食いしばっているわけではないのです。瞬間的にぐって噛みしめるのですけれ

ど、顎の動きは垂直にカチッと噛んでくる人もいるんですけれども、斜めに、横にずれた状態か

らかみ合わせてくる方もいる。なので噛み合わせる瞬間て擦れてしまう。厳密に言うと、その擦

れる回数が多ければ多いほど、範囲が広ければ広いほど穴が開いたり、ささくれだったりしてし

まうということですね。 

 

関  なるほどありがとうございます。 

 

 

6． カスタムメイドのマウスガードは、どこが違うのか？ 

 

関  次にカスタムメイドのマウスガードはどこが違うのかという話。後でカスタムメイドのマウ  

スガードの製作の動画を流して、それを見ながら解説をいただききたいと思います。 

ちょっと飛ばして、カスタムメイドのマウスガードの長所は何ですか。まず巷で売っているマ

ウスガードって大体おいくらするのか。ピンキリであるわけですよね。2000円とか 1000円とか、

そういうのも中にはあるんですか。 

 

高橋 ありますね。 

 

関  そういうものとカスタムメイドのマウスガードが全然違うところは？ 

 

高橋 フィット感が雲泥の差です。1000円 2000円のやつはマウスガードの無駄な厚さがあります。 

 

関  高橋先生に前回お話をお伺いした時にびっくりしたのが、ゴールキーパーでマウスガードつけ

たら喋れないじゃないかっていう話をしたら、「いやそんなことはないですよ、全然喋れます

よ」とお話をされて。私が以前つけたことのある市販のものは喋れなかったですけれど、高橋先

生のマウスガードをつけたら、他のカスタムメイドもそうなんですけれども、全然違和感がない

ということです。なので今僕の持っているの着けます。問題なく喋れます。 

 

高橋 僕もサッカーやってて、喋れないとプレーにならない。ゴールキーパーももちろんそうですけ

ど。なので喋れるように改良を重ねた。 

 

関  事前に打ち合わせをしたわけではないけれど、実際に喋れるのに驚きました。ただちょっと唾

を飲み込む音がするので、ズームを聞いている人には不愉快だと思います。その部分だけちょっ

と外させていただきますが、この調子でやっていきます。 

他のマウスガード製作者について思うことがありますか。 

 

高橋 自分の作ったマウスガードを入れてスポーツしてみてくださいという気持ちです。 
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関  最近インスタで歯医者がマウスガードをアップしてる例がありますが、逆の宣伝効果だなと感

じます。例えば次の例、本当はこれ誹謗中傷になりかねないので名前は出さずに入らせていただ

きます。こういうマウスガードがある（図示）。 

これをマウスガード宣伝のためにネット上でアップされたわけです。これについて高橋先生か

らどこがどうなのかっていうコメントいただければと思います。 

 

高橋 まずは上顎の部分を覆ってしまっているんですね。僕が作るマウスガードはほぼ歯しか覆わな

い。この写真のようなマウスガードだと、ベロの置けるスペースが消されてしまって、うまく喋

れなかったり、オエッと嘔吐感が出てしまったりする可能性が高いです。もちろん喋れないで

す。 

 

関  これは一例で、他にもそういうマウスガードがあるとお伺いしました。歯科医の先生によって

もしょっちゅう作ってらっしゃる方もいらっしゃれば、そうでもない方もいらっしゃる。そうい

う差が出てくるということなのかもしれないですね。 

 

 

7． ビジネスとしてのマウスガード 

 

（１） マウスガードは、歯科医のビジネスとして率直なところ「儲かる」のか？ 

（２） マウスガードは、どのくらいの数、作れるのですか？ 

 

関  じゃあ次に、マウスガード製作というビジネスについてお伺いしたいと思います。マウスガー

ドというのは、歯医者さんのビジネスとして率直なところ儲かるのですか。また、マウスガード

は大体どのくらいの数を作れるのか、この二つの質問をお伺いしたい。 

 

高橋 適当にマウスガードを作っていいんだったら儲かると言えば儲かるのかもしれない。けれど、   

適当に作らない、しっかり作るとなると、僕のレベルで作るとなると、儲からないほうに入ると

思います。 

さっき 2個で 25,000 円で驚かれた方がいらっしゃったが、現状マウスガード屋さんとかで作る

と一個 25,000円ぐらいしますね。うちの場合は、クリーニングも付いて 2個で 25,000円なの

で、まぁ靴より安いですよね。 

 

関  25,000円のマウスガードを作るのに、どのくらいの時間を費やすのですか。 

 

高橋 型取りから始めて、作業時間としては 6時間ぐらいかもしれないですけれども、石膏が固まる

時間とか、マウスガードを加熱しながら作るので、それが冷える時間とかを入れると結構それ以

上の時間がかかってきます。 

 

関  マウスガードってどれぐらいの数作れるんですかね、一気に。 

 

高橋 僕が今まで一番作ったのは、1カ月で 30個ぐらい。なので均等割すれば 1日１個ぐらいです。 

１個をずーっと作るのではなくて、型取りとか石膏が冷える時間とかあるので、何個か並行して

作っていく。なので 30個が限界。でもそれは歯科診療しない状態で作っていました。 
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（３） マウスガードは保険適用可能か？ 

 

関  では普通の歯科医の保険適用を受けて診療するほうが、正直なところ利益が出るんですか。 

 

高橋 虫歯の治療するとかってことですよね。それはその処置によります。 

 

関  歯を作る方が利益が出るんでしょうか。 

 

高橋 それは時間単位で計算しないと分からないです。 

 

関  ちなみにマウスガードは保険適用可能なんでしょうか。 

 

高橋 可能は可能ですが、保険でスポーツ用のマウスガードを作るということはできません。病気じ

ゃないので。なので歯ぎしり用として病名をつけて作るということは可能ですけれど。患者さん

が歯ぎしりとか食いしばりをするので、マウスガード、この場合はナイトガードという商品名に

なるけれど、ナイトカードを作成して渡すということはできます。 

 

 

（４） マウスガード（ナイトガード）の保険点数は？ 

 

関  そのナイトガードの保険点数は今上昇しているんですか。 

 

高橋 減少してますね。 

 

関  何で減少してるんですか。 

 

高橋 昔は保険点数が高くて、いろんな歯医者さんが適当にばかばか作っちゃったので、保険点数を

引き下げられた。 

 

関  前に、医療費の増大と歯科業界の詐欺が横行しているというふうにお伺いしました。 

そういうことが起きると保険が下落するということになり、実際にマウスガードの流通と言う

か隆盛を阻んでいる一つの要因になっているということですか。 

 

高橋 そうですね。 
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8． マウスガードをめぐる法規制 

 

（１） マウスガードに関して法令適合性が問題となったケースは？ 

～ グレーゾーン解消制度で照会のあった具体的事例 

（出典：経済産業省ウェブサイト・グレーゾーン解消制度「インターネット通販を利用したオ

ーダーメイドによるマウスピース等の製造・販売」の令和元年 9月 26日申請［1］／令

和元年 10月 25日回答［2］の事例） 

 

関  今回マウスガードをめぐる法規制というのを一緒に勉強させていただいて、これが本当に面白

いなと思いました。マウスガードに関して、法令適合性が問題となったケースがあります。経済

産業省のホームページに、グレーゾーン解消制度の活用事例があります。省庁をまたいで問題に

なるケースについて、どこの省庁もウチじゃないという話にならないように、経済産業省がグレ

ーゾーン解消制度というのを作って、こうすれば OK みたいなそういう回答してるという制度が

あります。 

その中にまさに、インターネット通販を利用したオーダーメイドによるマウスピース等の製造

販売というものが出ていました。これは結構最近で、令和元年 10月 25日に掲載されています。

この照会が、非常に志が高いと言いますか、マウスガードについてはもっともっと広く世に使わ

れるべきだと。けれども、マウスピースの提供というのは歯科医院のみというのが業界慣習とな

っています。顧客ニーズははたしてそうなのかというところを詰めて、それで申請を出した。経

済産業省のホームページを見ると、こういうグレーゾーン解消制度というのが載っています。 

 

けれども、これで新事業というのはどういう事業のことを言うのかと言うと、利用者、例えば

中塚先生がマウスガードを作りたいということで、事業者の通販サイトで型取りキットを購入す

る。中塚先生に型取りキット郵送して、中塚先生が型取りキットを開けて、自ら歯型を取って、

型取りの確認写真を LINE とかメールで送付する。事業者の型取り担当が確認して、中塚先生が

歯型を返送する。その後事業者がマウスピースを作成し、郵送するというビジネスです。このビ

ジネスについて、できるかできないかを皆さんにお伺いしたいと思います。 

 

                                                      

1 https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-

kaitakuseidosuishin/press/190926_shokaisho.pdf  

2 https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-

kaitakuseidosuishin/press/191101_press.pdf  

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/190926_shokaisho.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/190926_shokaisho.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/191101_press.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/191101_press.pdf
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（出典：経済産業省ウェブサイト・グレーゾーン解消制度「インターネット通販を利用したオ

ーダーメイドによるマウスピース等の製造・販売」の令和元年 9月 26日申請／令和元

年 10月 25日回答の事例） 

 

このビジネスが法令に適合すると思いますか？ 

 

   ア  適合する 

 

   イ  適合しない 

 

 

「法令に適合するかどうか」という問題だけではなくて、「どうあるべきか」ということも皆

さんに考えていただきたい。いかがでしょうか。 

適合すると思われる方、適合しないと思われ方。 

結構、「適合しない」の回答が多いですね。 

正解は、現状は、「適合しない」です。 

 

もしかしたら適合するかもしれない、こうすれば適合するとか良い方法はあるかもしれない。 

 

（法的な説明は省略） 

 

マウスガードをめぐる法規制についてまとめると、以下のようになります。 
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経済産業省の回答は、この紹介事業におけるマウスピースは医療機器には該当しない。該当し

ないんだけれども、ここから先がキモで、広告表示等において疾病の治療効果、予防効果とかに

訴求した場合は、当該マウスピースは医療機器に該当する可能性もあるためこれに留意すること

とある。 

R1.10.25経済産業省回答 

御照会の事業におけるマウスピース等は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律の第２条第４項に規定する医療機器には該当しない。 

 

なお、広告・表示等において疾病の治療効果、予防効果等に訴求した場合は、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ため留意すること。  

 

･･･ただし、御照会の事業において事業者が特定人に対して作成するマウスピース等は、口腔内

に装着されるものであり、不適切なものであった場合、歯列や咬合等に影響を及ぼし、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、当該事業により提供等される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ある。  

 以上より、御照会の事業は、歯科医師法第 17条に規定する歯科医業に該当する。 

 なお、御照会の事業を歯科医師が行った場合、無診察治療に該当し、歯科医師法第 20条に抵

触する。 

 

 

マウスピースが本当に疾病の治療効果とかがあるとか、予防効果があると認められたとして

も、それを謳うと今度はこの「医療機器」に該当してしまう。そうなると、医療医薬品医療機器

等の品質及び安全性の確保に関する法律の適用を受けて、その法律に従わないといけないという

新たなルールが課せられてしまう。 

経済産業省はまだ続きます。 

 

「ご照会の事業において、事業者が特定人に対して作成するマウスピース等は、口腔内で

装着されるものであり、不適切なものであった場合は、歯列や噛み合わせ等に影響を及

ぼし、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
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ぼすおそれのある歯科医行為に該当する。当該事業により提供されるマウスピース等

は、歯科技工士法 2条 1項に規定する、歯科技工により作成されるべきである。」 

 

作成は歯科技工士がしなければだめだ、もしくは歯科医師が作成しなければだめだ、と言われ

ています。なのでご照会の事業は、歯科医師法 17項に規定する歯科医業に該当するので、歯科医

業ができる人でないとやっちゃだめだ、と言われています。 

 

さらに「ご照会の事業を歯科医師が行った場合、無診察診療に該当し、歯科医師法第 20条に抵

触する」。つまり中塚先生に送られてきたものを、中塚先生を診察することなくマウスピースを

作るということなので、無診察治療で歯科医師法第 20条に抵触する。歯科医もダメだし歯科技工

士もダメ、できないとなっているんですね。 

 

こういう状況を皆さんはどう思われますか。 

 

厚労省の通知、「いわゆるマウスピース等の取扱いについて」という通達が法律に基づいて出

されています。「マウスピース等は歯科技工士法第２条第１講に規定する歯科技工士により作成

されるべきなので、周知徹底をお願いします」。歯科医師の診察なしでカスタムメイドのマウス

ピースを作るのはダメよ、不適切ですよ、とアナウンスしています。 

ここまで見て、高橋先生のご意見はいかがですか。 

 

高橋 法律で駄目ってなっているんですよね。それはやめて欲しいですね。 

 

関  普段マウスピースを作っている高橋先生としては、マウスピースを製作するにあたって、歯科

医である必要をどんなところ感じられますか。また、今後どうあるべきかとお考えですか。 

 

高橋 さっきの文章にも書いてあったように、マウスガードを入れたことによって人体に悪影響を及

ぼす場合がある。例えばマウスガードの噛み合わせが高すぎる場合、噛み合わせが厚い場合、よ

く入れ歯で起こるのと同様、顎関節が痛くなる。完全に人体に悪影響です。そこがまず思い浮か

びます。マウスガードの高さ、厚さが多分技工士だったら分かると思うんですけど、技工士じゃ

なくて作っている人たちは当然分からないはずなので、医学的な知識は必要だと思っています。 

今後どうあるべきかですけれども、厚労省がこういう通知を出している以上、取り締まってい

くのが正しい流れと思いますけれども。 

 

関  こう言っている割には結構ゆるいなという感覚はありますか。 

 

高橋 ありますね。普通に仕事をされているますよね。広告を出したりとか。どういうロジックでや

っているかはわからないです。今まで大丈夫だったからという感覚でしょう。。 

 

関  分かりました。いろいろお話いただきましたが、本日のテーマとして、正しい知識を普及した

い、安全拡充の要否、容易に入手出来るにはどうするのか、容易ではない方がいいのかも含めて

ですが、これを皆さんに検討いただきたい。サロン 2002として、方向性が定まればその方向で活

動していきたいとも考えています。 
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高橋先生、ありがとうございました。高橋先生へのご質問をお受けしたいと思います。ここで

中塚先生にお戻しいたします。 

 

 

9．ディスカッション 

 

中塚 高校生の指導をしています。うちの学校の生徒だからかもしれませんが、矯正をしている子が

多いのを以前から感じていました。見た目のためでしょうか。最初の方で噛み合わせの話が出て

きましたが、矯正の効用はどのあたりまであるのでしょうか。一般的な知識として、人は何のた

めに歯の矯正をするのでしょうか。その先にマウスガードの話が繋がってくる気がします。 

 

高橋 見た目というのはもちろん矯正の意義の 1つ。そのほかにも、きれいに並んでいると、葉が磨

きやすい。重なっている部分がなくなるので。歯周病、虫歯の予防がしやすくなります。もとも

との状況にもよりますが、正常の噛み合わせに近づけたほうが、マウスガードのあるなしに関わ

らず、スポーツパフォーマンスは上がる方向に行くと思います。 

 

中塚 以前は矯正している人はもっと少なかった気がします。これは文化というか、歯の矯正という

テクノロジーが一般化してきたことによるのか、子どもたちの物を噛む習慣の変化の中で、歯並

びそのものが正常でなくなってきたことがあるのでしょうか。 

 

高橋 欧米の流れもあるかと思います。時代の流れというか、もちろんきれいに並んでいたほうが良

いよねと言う価値観が広まりました。また虫歯、歯周病にもなりにくいので歯医者が宣伝してい

ったのです。 

 

守屋俊秀 ヨーロッパでは歯列矯正を普通にしています。今回のオリンピックでも、金メダリストで

ひとり歯列矯正している子がいた。 

 

中塚 Jリーグが始まる前、JFAの科学研究委員会の仕事を手伝っていたことがありますが、そのころ          

の話題はどうやってフィジカルレベルを上げていくのか。筋力アップ、持久力アップ、そんなこ

とにばかり取り組んでいた気がします。Jリーグが始まって海外からプロのアスリートがやってき

て、「歯の検査をしっかりしたほうがいいよ」という話が 90年代半ばから出てきたと記憶してい

ます。98年の予選では城彰二が試合中にガムを噛んでいました。口を動かしながらプレーするこ

とでパフォーマンスが向上すると。そのあたりの知見、本当なのかということも含めて歯科医か

らの見解を聞かせてください。 

 

高橋 ガムを噛んでというのは歯科ではなく、脳神経とかそっちの分野では。噛んでいると集中力が

上がるという話を聞いたことがある程度です。 

 

守屋 集中力が上がるというのは 40年前から言われています。大学同期もガム噛みながら練習、試合

をしていました。 

 

高橋 噛むことに意識が行って、競技に集中が行かないということが考えられます。 
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関  スライドの中で、実際にどういう風に制作するかということを見て解説していただこうという

話が合ったので、それをやってみたい。 

 

＜動画：型取り→模型作成→模型にシートを被せ、熱圧着→シートをカット・研磨→口内で調整＞ 

 

高橋 動画では吸引式の機械だったが、自分のところでは加圧式で、真空状態で加圧してシートを作

る機械を使っています。その方が精度が高い。精度が高いかわりに機械自体も７倍ぐらい高いの

で、吸引式の道具を使っているところがほとんどです。マウスガードにそんなにお金かけられな

いということです。 

 

関  マウスガードって何のためにあるかというと、安全のためというのがまずあると思いますが、

現状は、私もサッカーをやるときにつけていなかったし、WEリーグの人も皆つけていないのが実

情です。義務が無いからつけていないという言い方もできますが、本当に必要が無いということ

なのでしょうか。必要があるとしても、安全のために流通していないのが原因なのだとすれば、

今後マウスガード業界、今の需要供給をどうしていったらいいかとか、法規制の在り方も含め、

ご意見があれば仰っていただければと思います。 

 

守屋 視点が違う。業界についてはサロンで心配する必要はない。サッカープレーヤーとしてマウス

ガードをした方がいいのかどうか、そこに絞ったほうがいいのでは。 

 

関  した方がいいのか、しないほうがいいかなら、明らかにした方がいい。私は歯を失ったが、蹴

られて失いました。口腔外科にも通って大変な手術もしました。マウスガードをしていれば、た

ぶん失っていません。実際、するようになってからは怪我をしていません。どうして浸透しない

のかというのは一つはルールの問題、コストの問題、いろいろな要素があると思いますので、問

題提起をさせていただいた次第です。 

 

守屋 中塚先生はサッカー部の顧問として部員にマウスガードをしろと言いますか？ そこがポイン

トではないでしょうか。 

 

中塚 言いませんね。どちらがいいのか、自分が体験していなのでわからないという部分と、ルール

化されていないので、しなければいけないわけではない。自分が高校生のころ、脛当てをするこ

とになりました。必要性は感じていませんでしたが、ルール化されたからするしかないのです。

慣れてくると逆に脛当てがないと怖くなってくるというような意識の変化もありました。 

マウスガードについては、現時点で私は必要性を実感していません。体験していない、ルール

化もされてないので、まだ自分の問題になり切れてないという部分があります。 

嶋崎さん、ラグビーでは育成年代ではマストになっていますよね。そのあたり、事例を紹介し

てください。 

 

嶋崎 ラグビーについては中学生、高校生は着けていないと試合に出場できません。試合前にレフ              

リーやアシスタントレフリーがチェックします。正直ラグビーはマウスガードをしないと怖い。 

指導者としてという話になると、練習中は別にしなくてもいいが、コンタクトを含む練習、例

えばタックル練習をするときは必ずマウスガードを着けさせます。忘れた生徒にはタックル練習

をさせませんでした。それくらい徹底していた。フィットネストレーニングも、できるだけ試合
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と同じようにしろと指導をしていました。シニアでは義務化されていませんが、トップレベルは

みなマウスガードを着けています。 

私の現役時代は、マウスガードがない時代だったので着けたことはありませんが、指導者にな

ってみると、マウスガードをしていないと怖い。歯が折れたり、唇を歯が突き抜けるという事故

を見ているので、実際にはマウスガードをしないでプレーさせるということはできません。現場

で必要性を感じていたので、結構厳しく指導していました。 

 

石堂 欧米だと、コリジョンスポーツとも言われている、ぶつかるようなスポーツはマウスガードが

義務化されています。事故予防の側面と、今日の話で言うとパフォーマンスを↑げるという側面

が面白いなと思いました、そこをもうちょっと詳しく教えてほしいです。 

サッカーなど、そういう競技でも上がるのか。また、いま野球関係でも仕事をしているが、野

球選手も歯が悪くなる。プロ野球の選手が率先してマウスガードをつけて、パフォーマンスが上

がるというデータが取れれば、かなり一般に広く普及していくように思います。危険度が高いス

ポーツだけでなく、パフォーマンスを上げるためにしたほうがいいと調査できると面白いと思い

ます。僕も歯医者でマウスピースを作れと言われましたが、夜は寝にくい。普段も着けたほうが

自分の研究も進むとかおっしゃるなら率先して使います。 

 

高橋 普段から着けるかどうかということについては、人によります。僕は勧めませんでしたが、普

段から着けてくれた人がいて、肩こりが消えたと言っていました。ただ勧めなかった理由は、マ

ウスガード入れているときは、覆われているので唾液の流入がありません。なので虫歯、歯周病

になりやすいから、やるなら歯を磨いて、フロスもした状態でつけてほしいです。 

サッカーの競技能力については、十中八九上がるでしょう。遠藤選手、豊田選手の話は面白か

ったです。豊田選手は、身体能力的には変わっていないがメンタル的に怖くなくなって思い切っ

たプレーが出来るようになったという話でした。それはかなり効果があり、ダイビングヘッドと

か、混戦に飛び込めるとかあります。遠藤選手の場合は競技能力が上がるというインタビューは

そのまんまです。 

 

石堂 それは走るのが速くなる、とかで測ればいいんでしょうか。科学的に測る方法は。 

 

高橋 サッカーを念頭に置いて計測するなら垂直とびとか、立ち幅跳びとか、そういうのが有効じゃ

ないかなと思います。僕が大学生の時にスポーツ歯科の先生が見せてくれた写真は、ヘディング

で競り合う瞬間、口があいていることが多い。肘とかが当たるとケガをする。そういうケガの予

防は大きくて、ナナメに入ると顎関節の辺りを骨折します。当たったところも折れます。実際去

年、RIZINの試合で誰かが蹴られてなっていました。 

 

石堂 打撃のパフォーマンスも上がるのですか。 

 

高橋 上がります。先ほど話したが、重心動揺が小さくなるので、極端な話、砂場の上とコンクリー

トの上で物をけるほど変わります。 

 

石堂 それはぜひボクシング連盟は導入しないとだめですね。話してみます。 
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高橋 僕が大学院で研究しましたが、いい状態でかみ合わせをしたものと、あえて右だけで噛んだも

ののデータを出してみました。高次脳機能に注目してデータを取りました。反射神経と、脳の機

能のスイッチングの速さを簡易的に調べたら両方ともいい結果が出て、反射神経が良くなり、攻

守の切り替えのスピード向上にもつながっていました。 

 

石堂 市販のでも違ってくるのでしょうか？ 

 

高橋 この状態でかませるとていう特殊な状態で噛んでもらってやっています。 

 

石堂 日本の強化指定に帯同したほうがいいですね。いろんなスポーツに。 

 

高橋 呼んでもらえたらやりたい。体操とかやればいいと思います。バランス、筋力が上がるので、

体操にはすごく有効だと思います。しゃべる必要もないし。 

 

石堂 鉄棒から落ちたり、頭から落ちたりするケースもあるので、事故予防でも効果を発揮する可能

性がありますよね。 

 

高橋 実際自分の妻が、スキーで自分の膝に歯をぶつけて折っています。体操でも起こりうる。 

 

石堂 全てのスポーツですね。 

 

高橋 カーリングくらいですね。射撃の人は競技力が上がったと言っていました。 

 

石堂 全部の部活動で実験すると面白いかもしれないですね。素晴らしい話、ありがとうございま

す。野球も、打つ時のバランスも変わるんですよね。 

 

高橋 野球も効果的です。メジャーリーグの選手も使っています。 

 

石堂 日本は使っていないんですかね。 

 

高橋 ツテがないので宣伝していません。 

 

石堂 優勝するかもしれないですね。 

 

岸  ラグビーでマウスガードが必須になった時、学生は、安いマウスガードを買っているんでしょ

うか。歯に悪い影響があったり、良い選手には指導者がお金を出しているとか、ありますか。 

 

嶋崎 導入されたときは、ラグビー協会の歯科委員会の医師たちが講習をしてくれました。指導者講

習会や学校を回って講習をしてくれました。さらに、破格に安い値段で病院で作っていただきま

した。その後、私は、来ていただいた先生のクリニックに生徒を送っていました。多くの指導者

はそうしています。市販品ではなくカスタムメイドのものを使うようにという指導をしていま

す。導入された当時一番安いものは 500円でしたが、気持ち悪くてしゃべれない。気持ち悪いか
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ら、しなくなってしまいます。。そこで、きちんとしたものをカスタムメイドでつくり、問題な

いと気が付けば、そうやるようになります。 

 

守屋 ラグビーのルールですか？ 

 

嶋崎 U13から U19は義務化されています。マウスガードを着用していなければプレーできないという         

ことになっています。 

 

田中 ボクシングはマストですよね。あれもオーダーメイドですか？ 

 

高橋 オーダーメイドしているかは選手次第です。でも着用は必須です。マウスガードとマウスピー

スは簡単に言えば同じです。マウスピースは一般用語です。 

 

田中 昔、王貞治の奥歯が摩耗していたというのは有名です。マウスガードがあれば摩耗しなかった

のでは。ホームランを打つ瞬間、何 Gかかかっている。メジャーリーガーも奥歯でガムをかみし

めているのでは。 

これが義務化するかどうか、スケボーの膝当てなど、マストですよね。人体損傷などがよく見

られ、保険料を上げるとか、スキー場などで徹底されている。じゃあマウスガードをつければい

いかと言うと、昔腕を噛んだ選手もいるし好ましいのでは。ただし公式戦はギブスをして出ては

いけないというルールがあるはずです。プロテクター以外のものを身に着けてはいけないとい

う。昔デルピエロが親善試合で柳澤選手が GOALを決めた後に、ゴーンとギブスをあてて、鼻の骨

が骨折しました。だからマウスガードが今後ギブスのような扱いか、自分を守るためのものにな

るか、この先僕もわかりませんが、ワールドカップやオリンピックを通して歯の外傷が多いと議

論の対象になるのではないでしょうか。 

脳震盪は、正面以外からはまったく防ぎようがないので、それはそれでヘッドギアでなどと論

じるといいのではないでしょうか。ただし、フィールドプレーヤーがヘッドギアをするのは、大

人はどうなのかと思います。 

 

高橋 王選手、野球の選手の奥歯が欠けることについて、もちろん噛んで欠けることもありますが、

虫歯が原因では。おそらく歯根膜という歯の周りの膜が炎症を起こし、噛めなくなるはずです。

なので王さん、定岡さんの歯がぼろぼろという話は、おそらく虫歯や歯周病が原因ではないでし

ょうか。 

 

田中 摩耗するというか、膝関節の内側は半月板が損傷しやすい。内側の軟骨が削れて人工関節にな

ります。練習で摩耗して、破壊されていきます。時々内側半月板もちぎれています。おそらく王

選手も摩耗して、軟骨がやられて行ったのではないでしょうか。競技特性、瞬発力がかかりやす

いものは奥歯に負担があるのでは。 

 

高橋 もちろん歯の摩耗もあるが、野球の時か、寝ているときの歯ぎしりか、何とも言えません。 

 

田中 そういう意味で歯の矯正は重要な意味があるんですよね。 
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高橋 もちろんそうです。奥歯がやられやすいというのは、噛み合わせを支えるのは奥歯。前歯では

負担していないので、歯根膜炎も奥歯からなるはずです。 

 

中小路 マウスガード、ピンからキリまでという話、ピンキリということだが、安めで作ったらいく

らぐらいになるのでしょうか。中高生が付けられるもので。 

 

高橋 質など問わなければ 5～6千円ぐらいでしょうか。 

 

中小路 ラグビーでは、中学生でも 5～6千円を払わなければいけないのでしょうか？ 

 

高橋 カスタムメイドでなければいけないというわけではないです。 

 

中小路 市販のものは安全性には影響があるのですか。 

 

高橋 市販のものはお湯で温めて作ります。つくり方次第です。 

 

中小路 安全性を追求するという意味では義務化されているスポーツはもちろん、それによってパフ

ォーマンスが上がるかどうかは面白いと思いますが、強調されると、中高の部活動でスポーツ

格差が広がると思います。トップアスリートの中で議論されるには妥当ですが、部活動に関し

ては、スポーツ格差が広がってしまうかなという懸念があります。 

 

高橋 スポーツ格差について、シューズの方はどうなるのかなと思います。 

 

中小路 スポーツ格差は広まっています。 

 

高橋 助長してしまうということですか？ 

 

中小路 安全性は協調されていいと思いますが、パフォーマンスが上がるということを強調されると

どうなのかな、という問題提起です。 

 

嶋崎 ラグビーでもパフォーマンスが上がるという話は一切ありませんでした。自分も知らないまま

安全性という話で進めてきました。高橋さんの話を聞いて、そういう側面があるんだとわかりま

した。 

 

高橋 自分も、パフォーマンスが上がるという話は歯科学会でしてはいけないということになってい

ますので、前面に出すつもりはありません。 

 

関  なぜ効能が謳えないかというと、法律に抵触するから。知っている人は知っているのですが、

この法令がオープンにされていないというのが、この問題の本質にあるということを知ってほし

いです。 

 

守屋 コロナでマスクをしているので心肺機能が上がったと思いますが、全員上がっているはずで

す。マウスガードも全員すれば、全員上がるということでいいのではないでしょうか。 
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本郷 関さんがスライドで紹介してくださったような「通販」みたいな方法は、技術的に可能なので

しょうか？ 型取りを素人である購入者がやっても、精度の高いマウスガードを作れるのかどう

か。また 2つ目に、作りたいなと思った場合は、高橋さんのクリニックにご連絡すればよろしい

でしょうか？ 

 

高橋 連絡してください。僕は訪問診療で普段出ているので、message、留守電、ハイブリッジのイン 

  スタからネットで予約していただければ。いくつか業者の写真で見たことがありますが、型取り

をご自身でやると深い位置まで取れません。必要な部分まで型が取れないということが多いで

す。あまり良いマウスガードはできないのではないでしょうか。 

 

関  本郷さんの 1つ目の質問についてですが、今は法令に抵触するのでできません、というのが結

論です。診療ができていないので、不適法ということになってしまいます。このビジネスは今現

在やっていなくて、近い形としては歯科医の先生がどこかしらで絡んでいる。実際には協力医と

いうことでコラボし、法令をクリアしようとしているというものが実際にはあるのではないでし

ょうか。 

 

本郷 質問の意図はとしては、法令をクリアした場合でも、技術的に可能なのかを伺いたかった。 

 

守屋さえ 歯の治療をやっていて、自分が知らないうちに噛むことが多いようで、いずれ作ろうと思

います。今日の話はためになりました。50年前のあの時に、もうやっている子がいたというこ

とで。美しさももちろんありますが、手入れがきちんとできないということです。歯美人はき

れいなので大事ですが、歯並びが悪いのは大変です。 

 

高橋 ありがとうございました。聞きたい内容がちゃんと伝わったかどうか心配なところはあります

けれども、もし何か聞きたりないことがあれば、メッセージでもいただけければお答えします

ので、遠慮なくメッセージ送ってください。今日はありがとうございました。 

 

関  今日初めてお越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。引き続き 11月 6日のスポ

ーツと安全というテーマで、今度はヘディングガイドラインを制作した方を呼びしてお話を伺い

します。その時も先生にぜひご意見を賜りたいと思いますので引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。本日はどうもありがとうございました。 

 

以上  
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参考資料   

 

1. 厚労省通知 

 

医政歯発 1225 第４号令和元年 12 月 25 日都道府県各保健所を設置する市医務主管部（局）長特別

区厚生労働省医政局歯科保健課長「いわゆるマウスピース等の取り扱いについて」 

https://www.nichigi.or.jp/site_data/nichigi/files/1912_mouthpiece_toriatsukai.pdf  

 

2. 参考法令等 

◆歯科技工士法 

第二条 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、医師（歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。）がその診療中歯

科の患者のために自ら行う行為を除く。 

 

（禁止行為） 

第十七条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。 

（以下、略） 

 

＜違反に対して＞刑罰あり 

 （１年以下の懲役若しくは５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科） 

 

 

（広告の制限） 

第二十六条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを

問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 

    一 歯科医師又は歯科技工士である旨 

       二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名 

       三 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

       四 その他都道府県知事の許可を受けた事項 

２ 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士

の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわた

つてはならない。 

 

＜違反に対して＞刑罰あり（30万円以下の罰金、法人にも両罰） 

 

 

◆歯科医師法 

 

第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 

   

第二十条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、   

           又は診断書若しくは処方を交付してはならない。 

 

＜違反に対して＞刑罰あり 

    17条違反→   3年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金、又は併科 

    20条違反→                   50万円以下の罰金 

 

https://www.nichigi.or.jp/site_data/nichigi/files/1912_mouthpiece_toriatsukai.pdf
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3. 令和元年 10月 25日経済産業省回答 

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-

kaitakuseidosuishin/press/190926_shokaisho.pdf  

 

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/190926_shokaisho.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/190926_shokaisho.pdf

