
7

Ⅰ　歯・口のけがの防止の重要性…………………… ８

Ⅱ　歯・口のけがの防止のための管理と指導…… １１

❶　幼稚園・保育所……………………………… １１

❷　小学校………………………………………… １６

❸　中学校………………………………………… ２７

❹　高等学校……………………………………… ４２

❺　特別支援学校………………………………… ５１

Ⅲ　マウスガードの活用…………………………… ５５

Ⅳ　危険予測学習…………………………………… ６２

第2章　歯・口のけがの防止の重要性と
指導や管理の進め方



歯・口のけがの防止の重要性と指導や管理の進め方

8

歯・口のけがの防止の重要性Ⅰ

歯・口のけがを防止するために

学校において子どもが安全で健康な生活を送ることは、とても重要です。そのために、交通

事故や水の事故などと同様に、歯・口のけがについても子どもの安全を脅かすような事故が起

こらないためにできることがあります。指導者が歯・口のけがのことを学び、子どもに知識や

防止法を指導することで確実に事故を減らすことができるのです。

歯・口のけがの防止の重要性

（１）障害見舞金に見る歯の障害の発生率の高さ

近年、学校では歯を失う原因として、むし歯や歯周病といった病気ばかりでなく、外傷によ

る歯・口のけががクローズアップされています。日本スポーツ振興センターが行った障害見舞

金の給付件数の中では、歯・口のけがによるものが最も多く、全体の約3割を占めています。また、

平成１３年度の高等学校の歯の障害件数は、高校全体（262 件）の半数（134 件）に達しています。

図：障害見舞金給付件数と歯の障害の件数の推移
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（２）歯・口の健康つくりの価値観の向上

学校歯科保健の歴史をみると、歯・口を教材として行う保健教育は、児童生徒の教育の題材

として極めて優れた内容を備えています。口の中は観察が容易であり、児童生徒が理解しやすく、

問題発見解決学習に適しているからです。昭和５３年に文部省は『小学校　歯の保健指導の手引』

を発刊し、平成４年に同改訂版を発刊して、主として保健教育の保健指導の題材として、歯科

保健の活用を推進してきています。また、平成１６年に文部科学省は、『「生きる力」をはぐく

む学校での歯・口の健康つくり』（発行：日本学校歯科医会）を発刊し、保健教育における歯科

保健の意義を示しています。学校歯科保健活動の活性化に伴い、子どもたちが健康な歯・口の

大切さを理解し、生活の中でその実践に目を向けるようになってきています。こうした学校歯

科保健活動の成果として、子どもたちが自分の歯・口の健康を自分で守り育てる基盤が形成さ

れてきたのです。歯・口の健康つくりは、人間性の陶冶に優れた効果を発揮するなど「生きる力」

の向上と全身の健康つくりを考える教育として全国的に成果を上げてきています。

（３）生活の質（Quality of Life：ＱＯＬ）の低下防止

歯はあるのが当たり前で、普段は気にも留めないで生活していますが、歯を失うことで食事

や会話に支障をきたしたり、顔の表情が変化して、人に与える印象が変わったりするなど、肉

体的、精神的なQOLの低下はもちろんのこと、社会的生活にも大きな影響を及ぼします。歯・

口のけが防止のための安全教育・安全活動によって、事故の発生を減少させ、QOLやスポーツ

パフォーマンスの低下を防止できます。

（４）歯・口のけが防止のための安全教育・安全管理

歯・口のけがの現状や歯科保健教育の成果を背景に、安全教育の新しい概念として学校歯科

からみた安全活動が新たに注目されてきました。それは、病気ばかりでなく、アクシデントに

よる外傷に対して自らの体を守るという習慣や態度を養うための安全教育・安全管理に関する

活動を学校教育の中に取り入れ、学校歯科保健と同様の成果を期待するからです。

歯・口の安全教育の重要性

普段何も意識しないで使っている歯の重要性を子どもたちに認識してもらい、「歯・口は大切

なんだ」「歯がなくなったら困る」という気持ちを抱かせなければ、歯・口のけが防止のための

安全教育は功を奏しない。

「歯は、失ったら取り戻せない大切なもの」
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歯・口の多様な働き

歯は生まれた時にはまだ生えていない。乳歯はだいたい生まれて６か月ぐらいから生え始め、

３歳頃には 20 本の乳歯がすべて生え揃う。永久歯は下の前歯や第一大臼歯が６歳ぐらいから生

え始め、乳歯が次第に抜けて 15 歳頃までには親知らず（智歯）を除いた 28 本が生え揃う。永

久歯は失ったら二度と元へは戻らない。小学校時代には、この歯の交換を題材として、歯や歯

の働きなどについて学ぶことも大切である。

（１）食べる（咀
そしゃく

嚼）

人間は口から食物を食べて生きている。歯の形はそれぞれの働きに応じた形をしている。食

べ物を咬み切る（前歯）、引きちぎる（犬歯）、細かくすりつぶす（小臼歯、大臼歯）役割があ

る。その後、唾液と混ぜ合わ

せて食塊をつくり、飲み込み

（嚥
えん げ

下）しやすくする。食べ

る時に歯がなかったら、これ

らのことは何もできない。食

べることはただ栄養摂取する

ためだけでなく、食べるもの

を良く見て、匂いを嗅ぎ、歯

触りを楽しみ、音を聞き、味

わって美味しく食べることが

重要である。

（２）話す（発音）

話しをするにも歯は重要な働きをしている。「サ、シ、ス、セ、ソ」「タ、チ、ツ、テ、ト」「ラ、

リ、ル、レ、ロ」は、歯と舌によって構成される音である。口を開けた状態で舌を動かさない

で実際に試してみよう。「人と豊かに話すことができる」のが大切なことである。

（３）顔
がんぼう

貌形成（顔・かたちをつくる）

人の顔の感じにも歯は大きな影響を与える。きれいにならんだ白い歯は人に好感を抱かせる

が、前歯が一本なくなっただけで顔の感じが全く変わる。歯が全くなくなると口元にはしわが

より、老けた感じになる。

また、「明
めいぼうこうし

眸皓歯」「切
せっしやくわん

歯扼腕」「歯を剥
む

き出す」「歯がゆい」などのように昔から歯が心身の状

態や感情を表す表現に多く使用されている。健康な歯を維持することは心身の健康や社会性に

も大きく関わっている。

＜歯の傷害・障害の定義＞

歯の傷害とは・・・歯の外傷、すなわち歯を外力によって傷つけ損なうことをいう。

歯の障害とは・・・歯の傷害の結果、歯がなくなり、その機能を果たさない状態をいう。

出典：歯の形と働き（『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり』P41図 5）

粉砕し、すりつぶす（働き）

上

下

捕食し、切断する 引き裂く

（切歯） （犬歯） （小臼
きゅう

歯） （大臼
きゅう

歯）
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歯・口のけがの防止のための管理と指導Ⅱ

（１）幼児の発達と安全

幼児は、小中学生に比べ身体発育や精神的機能の発達が十分ではない。

体型上、頭が重いことから転倒、転落しやすい。また、危険や恐怖に対し臆病であるが、危

険を予測する認知能力は自己中心的である。好奇心が旺盛なため、様々な体験をして周囲の世

界についての理解を豊かにしていく半面、自分は何でもできる力があると感じ行動してしまう。

大脳の興奮回路と抑制回路の形成が不十分であり、行動全体にコントロールが利きにくい。

安全指導においては、幼児の好奇心を大切にし、環境の中での危険については教師や保護者

が十分に気を付け、個々の体験を生かして危険に対する注意力を身に付けたり、実際の場面に

おいて危険行動を抑制する体験を重ねたりすることが大切である。また、４歳児ごろから「他

者の心の存在」を理解できるようになるので、「自分の思いを表し、伝える」「相手の思いに気

付く、聞く」なども身に付くようにしていくことが大切である。

（２）幼児の歯・口のけがの特徴

ア　幼児の歯・口のけがは、歯牙破折よりも「亜脱臼、脱臼」が多い。

幼児期のけがとしては挫創や挫傷・打撲が多いが、歯に限ると「亜脱臼」が圧倒的に多い。

イ　幼児の歯・口のけがは、転倒や衝突によるものが多い。

幼児は身体的特徴として、頭が重いため転倒しやすく、身体的諸機能が未熟なため転倒の

際に手がとっさに出ずに顔から転倒してしまう。また、幼児は感情的機能が知的機能より優

位に働くため、周囲が見えずに友達と衝突したり、じゃれあいやトラブルから友達に押され

て転倒したりすることも多い。

（３）幼児の歯・口のけがの実態

ア　幼児の歯・口の

事故は、男児に多く、年

齢では4歳児5歳児が多

い。

男児の方が女児より

も日頃からよく動き、

年齢が上がるにつれて

動きがさらに活発にな

るため、4 歳児 5 歳児

に事故が多い。

❶ 幼稚園・保育所 ―――――――――――――
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イ　幼児の歯・口の事故は、自由な場面で起こることが多い。

自由に遊んでいる時や片付け、移動など個々が自由に動いている時が多い。特に、遊んで

いる時が一番多く、その中でも鬼遊びをしている時が多い。ただし、目的をもって遊んでい

る最中であったかどうかは不明である。続いて移動中が多い。固定遊具やボール遊びなどの

運動的な遊具を使用している時は少ない。

ウ　幼児が歯・口のけがをする場所は、園舎内が多い。

園舎内でのけがが 70％を占め、特に保育室が全体のほぼ半数である。

エ　幼児は、転倒して床や地面に歯をぶつけることが多い。

転倒して床や地面に歯をぶつけるのは 40％である。友達の顔・頭や、そばにある物にぶつ

かることは、それぞれ 30％程度である。

　　　　　　　

オ　事故が起きる時間帯は、午後がやや多い。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

けがをした場面

遊び

移動

片付け

準備

けんか

ふざけて

トイレ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

けがした場所
保育室

遊戯室

廊下

トイレ

園庭

道

0% 10% 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

ぶつかった相手

床・地面

物

友達の顔や頭

0% 20% 40% 60% 80% 100%

けがの時間
午前中

正午から午後 5時まで

午後 5時以降
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（４）事例

転倒する (４歳男児 )

片付けの時、ホールの遊具をみんなで片付ける。片付けが終って広くなったホール

でA児とB児はじゃれるように追いかけっこを始める。A児が転び、口を床にぶつけ、

唇から出血し、前歯の痛みを訴える。

※このように、幼児は体型上、頭が重いために何もなくても転倒しやすく、とっさに手が出

ないため、顔面をぶつけやすい。

つまずいて転倒する (２歳女児 )

外に遊びに行こうと小走りでドアに向っていた B児は、床に敷いてある厚さ１cm

のジュウタンのふちにつまずき転ぶ。手が出ないまま顔から転倒し、ジュウタンに置

いてあった小型積木の木製ケースに口をぶつけ、歯茎が切れる。

友達と衝突する (５歳男児 )

保育室からホールに行こうと廊下へ飛び出したC児は、廊下から保育室へ入ろうと

したD児と正面衝突する。C児の口とD児の頭がぶつかり、C児の前歯部２本から出

血する。

※幼児は一つの事柄に注意を奪われると、そのこと以外は全く目に入らなくなり、たった 1㎝

の高さでもつまずいたり、友達と衝突したりしてしまう。

友達に押される (６歳女児 )

ままごとをしていたE児と F児は、どちらが赤ちゃんの世話をするかでけんかとな

り、人形の取り合いになる。E児が人形を持って逃げ出したため、F児は追いかけて

E児の背中を押す。E児は転倒して床に前歯をぶつけ、歯茎から出血し、歯がぐらつく。

※幼児は感情的機能が優位なため、感情をそのまま相手にぶつけてしまうことがある。ケン

カのように不快感をぶつけることもあるが、嬉しい楽しいという気持ちの時も、友達の状

況に関係なく抱き付いたり馬乗りになったりして、友達が押し倒されて口をぶつけること

もある。

友達がふいに動く (６歳男児 )

友達と砂場で山作りをしていたG児は、山が高くなるとトンネルを掘ったり山の周

囲に川を作ったり、自分のイメージでどんどん作っていく。H児は G児の後ろからそ

の様子を興味深く見ている。H児がいることに気付かないまま、G児は川に水を流す

ことを思い付き、水を汲んでこようと立ち上がる。G児の手元をのぞき込もうとして

いたH児の顔にG児の後頭部がぶつかり、H児の前歯がぐらつく。

※幼児は自己中心的に認知するため、一つの事柄に注意が集中すると、他のことは全く目に
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入らなくなる。互いに相手の動きを予測することは難しいので、思わぬところで衝突する

ことがある。

（５）安全管理と指導

幼児期は、運動機能が急速に発達し、意欲も高まる時期である。幼児は、周囲の大人から見

守られているという安心感に支えられながら行動範囲を広げ、主体的に環境にかかわる遊びを

通して様々な経験を積み、心身の調和のとれた発達をする。園においては、安全管理として幼

児が安心してかかわれる環境づくりをするとともに、体を意欲的に動かし心身の発達を促す環

境づくりを行い、遊びや生活を通して、幼児一人一人の実態（身体能力、経験、理解や情緒の

安定などの個人差）に即した指導を日常的・具体的に行う必要がある。

特に歯・口のけがの防止のための安全指導としては、「転倒」と「衝突」に重点を置き、年齢

なりに危険に気付き（危険予測）、危険から少しでも遠ざかる（危険回避）ことができるように

していくことが大切である。

また、幼児の歯・口の事故を見ると、運動的な遊具を使って活動をしている時は意外に少ない。

これは、幼児なりに目的意識があり緊張し慎重な動きになっているためと思われる。目的がな

い時や感情が優位になった時に事故が起きやすいことを意識した指導・援助が必要である。

ア　安全な物的環境づくり

・幼児がつまずかないように、いらない物を片付ける。

・幼児が転んだ時にぶつからなように、いらない物を片付ける。

・幼児がぶつかってもけがにならないよう、凹凸をなくしたり角にカバーをつけたりする。

・床が滑らないよう、水気、ワックスに気を付ける。

・定期的、日常的に安全点検を行う。

対　　象

保育室・遊戯室

玄関・廊下・テラス・

ベランダ・トイレ

園庭・屋上

項　　　目

・遊具の置場、破損、整備状態
・床の状態（滑りやすさ、破損など）
・壁の破損
・机やいすの配置、破損
・釘

くぎ

や鋲
びょう

などの突起物の有無
・不用品の有無
・運動用具、大型遊具の置場、破損や劣化
・ピアノの位置や角のカバー　　　　　　　　など

・飛び出し禁止のマーク

・不用品の有無

・雨天時の滑りやすさ　　　　　　　　　　　など

・地面の勾
こう

配や凹凸
・地面の排水状態
・不用品の有無
・危険物（ガラス、石、釘など）の有無
・固定遊具の破損や劣化
・固定遊具の下のマットの有無　　　　　　　など
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イ　教師の配慮

・子どもを焦らせたり子どもが殺到したりする状況をつくらないようにする。

・園全体の活動や降園時に、廊下や玄関が混雑しないよう、時間差をつける。

・園庭で、スクーター・ボール・鬼遊びなどの動きのある遊びが交差しないよう、園全体

で遊びの場や時間帯の共通の約束を決める。

・学年会や朝の打合せで、園庭や遊戯室などでの各学年学級活動の予定を知らせ合い、思

いきり活動に取り組めるよう、場や時間を調整する。

・一人一人の幼児の特徴を把握し、全体の中で先走る子や遅れがちな子の確認、声かけを

する。

ウ　安全な園生活のための約束

園生活の約束は、日々の具体的な場面や毎月の安全指導などを通して伝えていくが、その際、

幼児がイメージできるよう視覚的教材や実物を使って話をしたり、今日起きたヒヤッとした

こと、小さな事故を伝えたりして、幼児一人一人が園や学級の約束を改めて理解・確認でき

るようにすることが必要である。

・靴を履いて歩く。

・廊下は走らない。

・保育室や遊戯室などから飛び出さない。

・階段は飛び降りない。

・固定遊具や動きのある遊びの時は、友達に近付きすぎない。

・使った物は、元の場所に片付ける。

・落ちている物を見付けたら拾う。

・ズボンのポケットに手を入れて歩かない。

・友達との遊び方　　

（友達を押さない・友達の上に乗らない・友達を引っ張らない）

・周りをよく見る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

エ　身体機能の発達を促す環境・活動

幼児は本来、体を動かして遊ぶことが好きである。体を動かすことを繰り返すことで運動

能力 ( 歩く、走る、這う、登る、降りる、跳ぶ、渡る、回る、転がる、ぶらさがるなど＝巧緻
ち

性、

平衡性、敏捷
しょう

性、柔軟性など ) を獲得し、それは同時に自立心の育ちにもつながる。

いくら安全指導を積み重ねても、幼児が自分の体を思うように動かせなければ自分の身を

守ることはできない。身体機能の発達という側面は、安全指導に直結している。歯・口のけ

がの防止という点から見ると、身体機能の発達を促し、転びにくく、たとえ転んでも手がす

ぐにでるようにすることは、歯や口をぶつける事故の減少につながる。転倒しにくいよう「歩

く」「走る」という足を使う基本的な動きを日々意識して取り入れる。手を出して自分の体を

支えられるよう「はいはい」や「ぶらさがり」などを小さいうちから繰り返し行うなどが必

要となる。最近の幼児の中には、家庭での入園前の運動経験が乏しく、体の動きがぎこちな

く危険な動き方をする幼児もいる。こうした現状を踏まえ、各園で今まで以上に体を動かす

遊びに誘う環境づくりや援助の在り方を見直し、幼児の発達に合わせて、経験や技能面を積

み重ねていきたい。
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（１）小学生の発達と安全

小学生は､ 一般的にいうと、保護者や教師の指導を素直に受け止め､ 家庭や地域、学校での

生活のルールや方法を身に付ける中で､ 大脳の抑制回路も順調に発達し､ 衝動的な行動が減少

し安全教育を行う上で最適ともいえる時期である｡

しかしながら、ふだん身近な場所での危険について知識をもっているものの、まだ、十分な

危険判断能力をもつに至らなかったり、身体的機能や運動機能が発達途上にあるため、自分の

力の加減やバランス感覚等がつかめなかったりする児童もいる。

したがって､ 子どもの身の回りの危険や安全については､ 小学生の時期に 一通りの基本的な

指導が可能であり､ その効果は大きいといえる｡  逆にこの時期､ 安全教育の内容に著しい不足

が生じると､ 生涯にわたって安全な生活を実践するための資質や能力を育成する上で､ 大きな

課題を残すことになる｡

また、低学年の児童は､ 自己中心的に物事を判断し衝動的に行動するという幼児の基本的な

特徴を色濃く残しているが､ 認知の脱中心化も進み､ 物事の因果関係の理解能力も発達し、中

学年､ 高学年の児童は､ ｢ひやり・はっと体験｣ を含む様々な経験や学習を通して､ 危険に対す

る予測や判断、危険回避などの対処能力が身に付いてくる時期であり、このような発達の特徴

を踏まえ、個人の特性にも配慮しながら、歯・口のけがを防止するための安全指導や管理を行

う必要がある。

さらに､  仲間への所属感を求める気持ちが高まる高学年の時期は､ 自分からあるいは強制さ

れて危険行動を行うことがあり、仲間の圧力 ( ピア・プレッシャー ) にどう対処して安全な行

動をとるかという指導は､ 安全教育上重要なポイントの一つとなる｡

（２）小学生の歯・口のけがの特徴

ア 転倒による事故が一番多く、ついで、物に衝突、人に衝突が多い。

イ 歯牙破折や亜脱臼が多い。

ウ 事故は休憩時間中に起こりやすい。

❷ 小学校 ―――――――――――――――――
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（３）小学生の歯・口のけがの実態

●男女合計では転倒による事故が 45％、物に衝突 24％、人に衝突 16％で全体の 85％を占め

ている。

学校種別 性別

小学校

転倒 人に
衝突

物に
衝突 転落

運動中
床で
打つ

自分の
膝で
打つ

ボール
が

当たる

ラケット
等が
当たる

投げ
られるけんか

相手の
足・手
が当たる

自転車
で
転倒

自転車
と
衝突

その他

男

女

全体

41.1

51.0

44.8

18.1

11.6

15.7

23.4

24.3

23.7

5.1

5.5

5.3

2.1

1.7

1.9

1.0

1.0

1.0

1.6

1.0

1.4

0.8

0.7

0.8

0.6

0.3

0.5

2.5

0.3

1.7

2.5

1.4

2.1

0.4

0.3

0.4

0.0

0.0

0.0

0.8

0.7

0.8

0 10 20 30 40 50 60

全体

女

男

その他

自転車と衝突

自転車で転倒

相手の足・手が当たる

けんか

投げられる

ラケット等が当たる

ボールが当たる

自分の膝で打つ

運動中床で打つ

転落

物に衝突

人に衝突

転倒

（％）

小学校の原因別の傷害発生割合
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●外傷は歯牙破折や亜脱臼が 70％近くを占める。

●休憩時間中の事故が 60％を占めている。給食・清掃時間にも起こりやすい。場所では校舎

内（教室・廊下・階段・体育館など）が 54％、校舎外（校庭など）が 33％となっている。

学校種別 性別

小学校

校舎内 校舎外 学校外 各教科 特別活動 課外指導 休憩時間中 寄宿舎 通学時

男

女

全体

58.7

44.9

53.5

31.4

36.0

33.1

9.9

19.2

13.4

22.8

16.8

20.5

4.7

3.8

4.4

0.8

1.7

1.2

62.8

57.9

61.0

0.0

0.0

0.0

8.8

19.9

13.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全体

女

男

通学時

寄宿舎

休憩時間中

課外指導

特別活動

各教科

（％）

0 50 100

学校外

学校内（校舎外）

学校内（校舎内）

合計

女

男

（％）

小学校の場所・場合別の傷害発生割合

学校種別 性別

小学校

歯牙
破折 脱臼 亜脱臼 歯根膜炎 歯髄炎 歯肉

損傷
口唇
損傷

舌
損傷

その他
軟組織
損傷

顎骨
骨折

歯槽骨
骨折

顔面
損傷

顎関節
の障害 埋入

男
女
全体

66.9
70.5
68.3

21.8
28.8
24.4

68.6
70.9
69.4

5.5
9.2
6.9

10.1
11.3
10.5

5.1
1.4
3.7

5.3
6.2
5.6

0.0
0.0
0.0

0.2
1.4
0.6

0.0
0.0
0.0

1.2
8.6
4.0

0.6
0.7
0.6

0.0
0.0
0.0

0.0
0.3
0.1

※負傷した歯に対して複数の傷害名が記されている場合がある。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全体

女

男

埋入

顎関節の障害

顔面損傷

歯槽骨骨折

顎骨骨折

その他軟組織損傷

舌損傷

口唇損傷

歯肉損傷

歯髄炎

歯根膜炎

亜脱臼

脱臼

歯牙破折

（％）

小学校の傷害名別の割合
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●運動種目別傷害発生状況では、体操・鉄棒・マット・水泳・ボール運動（ドッジボール・バスケッ

トボール・ポートボール・サッカー）など様々な種目で発生している。

●小学生の発達特性として次のことが考えられる。

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

徴がある。

・考えて行動するより、感情のままに突発的な行動を起こしやすい。

・経験が少なく、危険を予測して行動することが難しい。

・友達とスキンシップをとってかかわったり、ふざけ合ったりすることが多い。

小学校では、１年生から６年生まで多様な発達段階の児童が一緒に生活をしている。発達特

性からみても、日常生活で事故が起きない環境を整えておくことと、児童に安全に過ごすため

に気を付けることを知らせ、意識させることが必要である。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

その他バスケットボールポートボールサッカードッジボール

短距離走マット運動跳箱運動鉄棒運動体操水泳

歯部

口部

小学校の運動種目別傷害発生状況

（％）

運 動 種 目 口　部 歯　部

水泳

体操

鉄棒運動

跳箱運動

マット運動

短距離走

ドッジボール

サッカー

ポートボール

バスケットボール

その他

11.1％

13.9％

13.9％

0.0％

11.1％

2.8％

5.6％

2.8％

5.6％

2.8％

30.6％

14.3％

12.9％

11.4％

1.4％

0.0％

2.9％

8.6％

4.3％

1.4％

8.6％

34.3％

（『学校の管理下の災害 -20』より）
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（４）事例

ア　転倒によるけが（44.8％）

○清掃中、廊下を雑巾
きん

で拭いていたが、足がもつれ、

前のめりに倒れた。その際、顔面を床で打ち、鼻血

がでて前歯上の歯茎が腫れた。（小学校２年）

○休憩時間中、２階から１階へ階段を降りていたとこ

ろ、足元を見なかったので、段を踏み外し、前方へ

２～３段抜いて、顔から床に転倒した。下顎
がく

前歯を

床に強打した。（小学校２年）

○休憩時間中、運動場で鬼ごっこをしていたところ、

足が桜の木の根に引っかかり転倒した。その際、顔

面を打撲した。（小学校３年）

○休憩時間中、友達と数人でゴム跳びをして遊んでい

たところ、ゴムを跳ぼうとしてゴムに足を引っかけ、

バランスを崩し転倒した。唇と歯を床に強打し歯か

ら出血した。（小学校３年）
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○トイレに行こうと廊下に出た時、床がぬれていたた

め、転倒し前歯を床にぶつけ、折る。（小学校４年）

○休憩時間中、うんてい遊びをしていた。後ろ向きに

うんていをしていたところ、手が滑り、顔面から地

面に落下し、歯を強打した。左前歯が抜けた。（小

学校４年）

○自転車教室で使用した自転車を押して帰宅しようと

歩いていたら、自転車が石に引っかかり、自転車と

一緒に転倒してしまった。その際に前歯が地面に当

たり破折した。（小学校４年）

○ 体育の授業で跳び箱をしていた際に、顔面から落下

し、その拍子に歯を床にぶつけ歯を欠損した。（小

学校４年）

○朝の休憩時間、友達と中庭で大縄跳びをして遊んで

いた。縄を跳んで外に出ようとした時、縄に引っか

かって転倒した。この時に顔面を地面にぶつけ、前

歯を打撲した。（小学校５年）



歯・口のけがの防止の重要性と指導や管理の進め方

22

イ　人に衝突したけが（15.7％）

○終わりの会の後、廊下で他のクラスの友達を待って

いる時、プロレスごっこのようなことをしていて、

他の児童の足が児童の口に当たり、前歯が抜けた。

（小学校４年）

○ドッジボールの練習試合をしている時、相手側から

のボールをよけようとして、体を後ろ向きにしたと

ころ、同じようにボールをよけようとした男子と体

が接触し、つまずいて転倒する。その時前歯を床に

強打し、前歯一本を破折する。　（小学校４年）

○２限後の休み時間、３階の廊下で友達と追いかけっ

こをしていたところ、３・４年生の女子と曲がり角

で出会い頭にぶつかり、その衝撃で歯を痛める。（小

学校６年）

○昼の休憩時に、校庭の砂場に設置してあるコンク

リート製水道設備の上から飛び降りて、自分の膝
ひざ

で

前歯を強く打ち、乳歯が脱臼した。（小学校１年）
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ウ　物に衝突したけが（23.7％）

（５）小学校における日常生活の「指導」と「管理」

小学校の歯・口の傷害の６０％は、休憩時間中に起こっている。朝の登校後の準備時間や給

食準備中、清掃時間などにも起こりやすい。児童同士のかかわりが多くなる時、児童の判断で

動く時、児童が気を抜く時の過ごし方の確認や指導・配慮が必要となる。

ア　教師の配慮が必要な事柄を共通理解する

・登下校、朝会、集会時の児童の入退出で、出入り口が混雑しないように一方通行にしたり、

時間差を付けたりする。

・休み時間にボールなどのぶつかる危険のある遊具が多すぎる場合は、順番にするなどし

て調整する。竹馬、一輪車などの遊具は遊ぶ場所、時間を制限する。

・ドッジボールやバスケットボールなどでの人と人との衝突の事例が多いので、コートと

人数のバランスを考え、ルールの確認などをすることも事故を防ぐための配慮として必

要である。

・安全面についての共通理解を図る。

・休み時間は、順番で教員が見回る。

イ　安全な物的環境づくりをする

・児童が走り回る校庭や体育館、生活する廊下、階段、教室などでは、極力つまずきそう

なもの、引っかかる物、滑りやすい物を置かない。

・動かせない物がある場合は、注意を呼びかけたり、児童に気付かせて意識させておく。「こ

こには、○○があるから、気を付けてね」と声をかけて周知しておくことも効果的である。

○朝休みに、鉄棒をしていた。前回りをしようと鉄棒

に弾みをつけて上がったところ、バランスが崩れて、

前歯を鉄棒にぶつけ、歯の一部が欠けてしまった。

（小学校３年）

○ クラブ活動中、バドミントンのラケットが顔と歯に

当たり、前歯の歯痛が続いた。（小学校６年）
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＜安全点検項目の一例＞

ウ　安全な行動の仕方を指導し、習慣づける

（清掃時）

・小学校低学年などでは、雑巾
きん

の絞り方が十分でないために、清掃後、廊下がぬれて滑り

やすいことがあるので、指導と注意が必要である。水道の使い方や手を洗ったら拭くこ

となど、生活の基本一つ一つを身に付けさせる。

・清掃時間の箒
ほうき

の使い方、雑巾がけの仕方を指導する。

（遊具・体育用具の使用時）

・低、中学年では、鉄棒、うんてい、すべり台、登り棒などの固定遊具への衝突や転倒も多い。

対　　象

教　室

体育館・体育倉庫

校　庭

玄関・廊下・階段
昇降口・非常階段
ベランダ・トイレ
水飲み場

プール

項　　　目

・学習用具の整理状態
・床、机、いす、棚の状態（滑りやすさ、破損など）
・机、棚、その他の備品の配置
・釘

くぎ

や突起物の有無
・出入り口の扉における危険性の有無
・窓枠の破損や窓からの転落の危険性　　など

・床板や壁面の破損
・体育用具の破損や劣化
・ピアノの安全管理（固定状態）
・体育用具の配置や整理状況　　など

・地面の勾
こう

配や凹凸
・地面の排水状態
・不要品の有無
・固定遊具、固定施設、移動施設（バスケットゴール・サッカーゴー
ルなど）の破損や劣化

・危険物（ガラス・石・釘など）の有無
・木や植物の管理
・体育用具の配置や整理状況　　など

・フェンスの破損や劣化
・滑りやすさ（雨天時、角、滑り止めの有無）
・不要物の有無
・右側通行の印　　など

・プールサイドやプール周辺の危険性
・滑りやすさ
・排水状況
・不要品の有無
・プール用具の配置や整理状況　　など
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低学年の体育の授業では「固定遊具遊び」があるので、遊具の安全な使い方などの指導

をしておく。

・体育用具の安全な使い方、危険なことを活動前に児童に伝え意識させる。（マットの運び

方・マットの耳をしまう、サッカーゴールやバスケットゴールの運び方、跳び箱の持ち方、

跳ぶ際の跳び箱の手の付き方、着地の仕方など）

・水泳指導時の事故も多いので、プールサイドで転倒しない、プールの壁や底に顔などを

ぶつけないように指導する。

（遊びの中で）

・ゴム跳びや大縄などでは、つまずいたり引っかかったりして転倒し、歯の事故が起こり

やすい。常に事故の危険性を伝えていくことや、転倒する危険性も考えて、安全な場所

で行うように指導する。

・転倒時にすぐに手を付けるように、日頃からゲームで感覚を覚えさせたり、体育での体

のバランス感覚、調整力などの体力がつくような学習内容を取り入れる。

（かえる歩き・くま歩きなど、バランスゲーム、ひざにタッチなど）

・転倒時にすぐに手が出せるように、ポケットに手を入れないなど、両手をあけるように

ふだんから心がけることを伝えていく。

・ゲームや遊びをして、熱が入ってくると、力の加減がつかなくなり、強く押したり、突

然ぶつかったりすることがある。また、友達とのかかわりを楽しむあまり、度がすぎて

しまうことがある。遊びとふざけのライン引きと判断力を付けさせるとともに、かっと

なっても我慢をすることや自分の感情をコントロールする機会を折に触れてもたせるこ

とも必要である。

（けがをした時）

・歯が折れた時や欠けた時は、すぐに探して拾い、保存液に入れることの大切さを教師・

児童一人一人に知らせておくことも必要である。歯の保存液を各校に配布している市区

町村などもあるので、養護教諭と確認しておきたい。

・児童は、歯の事故にあっても、出血がなく、歯が少し欠けただけで痛みを感じなかった

場合などでは、担任や養護教諭に伝えないで帰宅し、家で保護者が気付く場合も多い。

ふだんから歯の大切さを伝え、転倒や衝突などで歯に負担をかけた時は、すぐに連絡す

るように伝える。

（危険予測）

・不注意や経験不足、突発的行動は、子ども特有である。興味、関心旺盛なところが、危

険予測をできずにやってしまうこともあるので、児童の立場になって考え、実際の場を

再現してみるなど危険予測ができるように指導していく。

・環境面では、指導者が危険を予測しておく必要がある。安全点検時などに危険箇所を共

通理解することが大切である。また、高学年の保健学習で、児童と安全点検を行うこと
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などで、児童の安全に対する意識が高まるとともに、子どもの目線での危険について把

握することができる。

（その他）

・教室、廊下、階段などで走り回り、机や角にぶつけてけがをすることもよくある。マナー、ルー

ルを守っていれば防げる事故が多い。学級活動、体育、道徳、学校生活全体を通して歯・

口の事故の危険性を伝え、日常からのマナー、ルールを守る態度を確認し、身に付けさ

せることが大切である。

・小学校では、１年～６年までの児童が、同じ校舎を使っているので、体格の違う児童と

出会い頭の衝突事故や、校庭での衝突などが起こりやすい。公共の場を一緒に使う意識

や学年に応じた意識をもたせる指導も必要である。

・使った物の整理整頓。（休み時間の遊具・ボール、清掃用具、自分の持ち物など）

・給食時の指導。（手洗い・配膳
ぜん

時に走らない、ふざけない、一方通行で通る等）

教師と児童・保護者が、私たちの生活は危険と隣り合わせにあることを自覚し、安全に留意

して生活することで、歯・口のけがを減らせる。



歯・口のけがの防止の重要性と指導や管理の進め方

27

１ 中学生の発達と安全

中学生期は、小児から大人への変化の時期であり、小学生期に比較すると心理的にも不安定

な時期にあたる。理解力、認識力の高まる時期であるが、ふざけたり相手の気を引く行動を取っ

たりするなど、仲間との接し方にはまだまだ幼さが残る。また、後先を考えず行動してしまう

のも多くの中学生のもつ特徴といえる。例えば「相手の足を引っかければ転倒する」「室内で鬼

ごっこをすれば人に衝突する」「ぬれた廊下を走れば転びやすい」「嫌がることをすれば友達は

怒る」というような見通しをもつことができないために引き起こしてしまうトラブルや事故、

ちょっとしたふざけあいや遊びから発展する衝動的感情的なけんかも多い。

中学生期は、体格や運動能力における個人差は大きな時期であるが、それぞれの心の成長は

もちろんのこと、体力が大きく向上する時期に当たる。心身の健全な成長を目指して、体育スポー

ツ活動に没頭する絶好期であるともいえる。 まず、学習面では、学級担任がほとんどの教科を

教える小学校と違い、教科担任制となってくるため、保健体育科の授業においても、より専門

的な学習の展開となっていく。生徒一人一人の個人差も大きいが、それぞれに体力が高まって

いく時期でもあり、保健体育の授業も専門的かつダイナミックな展開となっていく。また、課

外活動としての部活動が本格的に行われることが小学生期とは大きく異なっている。各種目ご

と、競技力の向上を目指して日々の練習に取り組むとともに、心身を鍛え上げていくことになる。

さて、中学生期の発達の特徴と安全指導の関係について考えてみると、まず、安全の確保にとっ

て極めて重要な情緒の安定と自己統制の問題点があげられる。中学生期は、心の成長の過渡期

にあり、気分の変化が大きく衝動的な行動が時としてみられることは、安全指導にとって見逃

せない特徴となる。また、認識力や理解力は高まってきているので、安全のためのきまりや約

束など、その防止の仕方については言葉の上での理解は容易であるが、感情を抑えきれずに衝

動的に無分別な行動に走ったりすることもあり、このことは極めて危険なこととなる。理解し

ていることと実際の行動とのずれが問題であり、危険な行動はいけないと知っていても、つい

乱暴な行動をしてしまうこともあるからである。認識の発達とともに、集団への関心と適応が

できていくときであるため、個人の安全だけでなく、他人や集団の安全に対して積極的な意欲

の育成を図っていく必要がある。

身体的側面についても成年に近い能力を備えはじめている時期であるので、危険の予測にとっ

て重要な「認知」、「弁別」などの知覚の充実を図るとともに、とっさの場合の危険からの回避

に必要な柔軟性などの体力の向上を図ることも大切である。

２ 中学生の歯・口のけがの特徴

中学生の歯・口のけがの特徴として、調査から次のことがわかる。

ア　中学生で一番多い歯・口のけがは、歯牙破折である。脱臼のほぼ3.5 倍である。

歯牙破折の発生割合は、２番目に多い亜脱臼の 1.3 倍、３番目に多い脱臼の 3.5 倍である。

成長に伴って骨植が堅固になるとともに、事故による衝撃が歯に対して強く瞬間的であるた

め、歯牙破折の割合が多くなる。

❸ 中学校 ―――――――――――――――――
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イ　歯髄炎が増える。

中学生での歯髄炎の発生割合は、小学生の 4.5 倍になっている。けがをした場合、小学生で

のけがに比べ、重傷となることが多い。

ウ　日常生活場面での発生原因は多岐にわたり、運動中のけがが増える。

日常生活場面での発生原因は多岐にわたっており、発生状況 ( 時間 ) も様々である。小学校

の特徴と高等学校の特徴を併せもっていると言える。また、小学校に比べ、運動中の歯・口

のけがが増えている。保健体育科の授業でも運動用具を使うようになるとともに、課外活動

として本格的に運動部活動に取り組むようになるためであると考えられる。特に球技でのけ

がの発生割合が高くなっている。運動時の歯・口のけがの防止については、３６ページ以降

で扱う。

学校
種別

性別

中学校

転倒 人に
衝突

物に
衝突 転落

運動中
床で
打つ

自分の
膝で
打つ

ボール
が

当たる

ラケット
等が
当たる

投げ
られるけんか

相手の
足・手
が当たる

自転車
で
転倒

自転車
と
衝突

その他

男

女

全体

21.5

22.0

21.6

17.5

16.9

17.4

13.5

16.9

14.3

2.0

1.7

1.9

6.0

6.8

6.2

2.0

0.0

1.5

4.5

3.4

4.2

7.0

10.2

7.7

1.5

0.0

1.2

6.5

0.0

5.0

13.0

11.9

12.7

4.0

5.1

4.2

0.0

3.4

0.8

1.0

1.7

1.2

0 5 10 15 20 25

全体

女

男

その他

自転車と衝突

自転車で転倒

相手の足・手が当たる

けんか

投げられる

ラケット等が当たる
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自分の膝で打つ

運動中床で打つ

転落
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人に衝突
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（％）

中学校の原因別の傷害発生割合
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３ 日常生活場面における歯・口のけが

（１）実態

中学生の日常生活場面における口のけがの実態として、調査から次のことがわかる。

ア　傷害発生原因の中で「転倒」が最も高い割合を示している。ついで「人に衝突」「物に衝突」

の順に高い。

日常生活における傷害発生の主な原因となるこの３つをあわせると、原因別傷害発生割合の

50％を超える。また、自転車通学を許可する学校もあるため、「自転車で転倒」「自転車と衝突」

による外傷も増える。

イ　「けんか」を原因とする傷害発生割合が小学校、高校に比べ高い。

小学生、高校生と比較すると中学生のけんかによる傷害

発生割合が高いことがわかる。特に、中学生男子の割合が

他に比べて高い。

ウ　けがの多く発生する時間は休憩中、けがの多く発生する場所は校舎内

中学校での場所・場合別発生割合では、場合別では休憩時間中の割合が一番高く、場所別では、

校舎内の割合が一番高い。

男　子 女　子

けんかによる傷害発生割合（％）

小学校

中学校

高等学校

2.5

6.5

0

0.3

0

0

学校種別 性別
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男

女

全体

62.0

61.0

61.8

24.5
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23.2
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20.3

15.1
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28.8
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2.5

1.7

2.3

32.0
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35.9

0.0

0.0

0.0

4.5

8.5

5.4

0 10 20 30 40 50
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女

男

通学時

寄宿舎

休憩時間中

課外指導

特別活動

各教科

（％）

0 50 100

学校内（校舎内）

学校内（校舎外）

学校外

合計

女

男

（％）

中学校の場所・場合別の傷害発生割合
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（２）日常生活場面における事例

ア　転倒によるけが (21.6％ )

事例③　チャイムが鳴り、授業に遅れそうだったので、

走って教室に行こうとした時、ベランダが雨でぬれて

いて、滑って転倒した。（中学校２年）

事例④　技術科で、コンピュータ室で授業を受けてい

た。立とうとした時、椅子につまづいて転んでしまい、

机の角に口を打撲し、前歯が欠けてしまった。（中学校

３年）

事例①　昼休み、校庭で遊ぼうと出ていった時に、あ

やまって芝生の境にあるロープに足を引っかけて転

倒。右上中切歯を破折するとともに、右腕左足を負傷

した。（中学校２年）

事例②　清掃中、モップを使い廊下を拭いていたが、

モップの雑巾をきちんとしぼってなく、廊下がぬれた

状態であった。男子生徒がモップを前に滑らせた瞬間、

ぬれた廊下ですべり、前のめりに転倒し負傷した。（中

学校１年）
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★　事例①～⑤の口のけがは、自分の不注意による転倒が原因であると考えられる。また、

事例⑤を除き、校舎内でのけがである。

事例⑦　休憩時間中、同学年の友達と遊んでいた。友

達を転ばせようとしたが、相手の身体でつまづき転ん

だ。その際、手をつこうとしたが誤って廊下の床で顎

を打ち、歯牙を破折した。（中学校１年）

事例⑧　清掃中、男子生徒が体育館のステージ上で雑

巾がけをしていた。一緒に清掃していた友達が、男子

生徒の腕に足をかけたため、転倒して、顔から床に落

ちた。その際、右上の前歯が一本折れた。（中学校１年）

事例⑤　ハイキングの途中、川の水でタオルを冷やそ

うとしたところ、前のめりになり、川に落ちてしまっ

た。その際、岩に前歯を打って痛めた。（中学校２年）

事例⑥　生徒総会の休憩時間中、友達とふざけていた

ところ、友達に腰部を持ち上げられ、向きを変えよう

としたときに、重さに耐えられず、手を離してしまっ

た。その際、床に顔面から落下し、前歯を床にぶつけ

破折してしまった。（中学校１年）



歯・口のけがの防止の重要性と指導や管理の進め方

32

★　事例⑥～⑪のけがは、友達との遊びや友達同士のふざけによる転倒でけがをした事例で

ある。事例⑥⑦⑩⑪は休憩時間中のけがである。また、全ての事例が校舎内でのけがとなっ

ている。

事例⑫　部活動を終えたあと、教室に戻った。教室の

出入り口の鴨居に手をかけぶら下がって遊んでいたと

ころ、友達に前方から押されたため手が外れ落下した。

落ちたときに廊下で顔面を打ち、右上中切歯を歯牙破

折した。（中学校２年）

事例⑨　３年生を送る会の会場後片付けをしていた。

ほぼ会場が片付き仕事のない生徒も出てきた。本生徒

も自分の分担が終り、体育館の中で立っているときに、

友人が肩に手をかけふざけにきた。２人でふざけ合っ

ている際、友達が足をかけたために前に倒れたが手が

出ず、体育館の床にぶつけ前歯が２本折れてしまった。

（中学校１年）

事例⑩　休憩時間中、クラスメートと教室うしろの

コートかけの上の棚に乗っていたとき、友達とその棚

の上で遊んでいたところ、本生徒はバランスを崩して

その棚より落ち、顔 ( 口 ) を床に打ってしまった。（中

学校１年）

事例⑪　昼休み、友達とふざけていて、教室の机に転

倒した拍子に、顔をぶつけ、歯を負傷した。（中学校２

年）
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イ　人に衝突したけが (17.4％ )

★　この事例も、友達とのふざけあいが原因となっている。

ウ　物に衝突したけが (14.3％ )

★　全ての事例が、友達との遊びや友達同士でふざけあっている中でのけがである。自分か

ら物に衝突したのではなく、人に押されて壁に衝突した際に起こったけがである。

事例⑯　昼休み、廊下で他の生徒がふざけていて、他

の生徒が他の生徒を押したために、災害者にぶつかり、

その勢いで壁の方を向いていたために壁に歯をぶつけ

てしまった。（中学校２年）

事例⑬　６校時終了後、終礼が始まる前、何人かの生

徒らとふざけてじゃれあいになったとき、ある生徒の

頭が本生徒の下口唇に勢いよくあたってしまう。（中学

校２年）

事例⑭　昼休み、友達とふざけあいながら教室と廊下

の間のところにいた。教室のドアが閉まったところに

背後から押され顔面と歯をぶつけてしまった。（中学校

２年）

事例⑮　昼休み、理科室の前の廊下で友達６人と鬼

ごっこのような遊びをしていたところ、その中の１人

に背中を押されたはずみに廊下の壁に上の前歯をぶつ

け、歯の下半分を欠いてしまった。（中学校１年）
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エ　自転車の転倒・衝突によるけが（5％）

★　全ての事例が下校中に起こった自転車通学者のけがとなっている。また、詳しく見てみ

ると、事例⑱～⑲は、下り坂でのけがであるということがわかる。安全な運転を心がけ

れば、防ぐことができたであろう。

オ　けんかによるけが（5％）

事例⑳　昼休み、教室でクラスメートとささいなこと

から小競り合いとなり、相手に拳で顔面を殴られ、歯

と口を負傷する。（中学校１年）

事例⑰　自転車に乗って下校している時、同級生が歩

いて帰っているのを見つけた。本人も同級生と一緒に

歩いて帰ろうと考え、自転車から降りるためブレーキ

をかけたところ、前輪のブレーキのみかけてしまい、

前のめりになった状態で倒れた。その際、前歯を地面

にぶつけてしまい負傷した。（中学校１年）

事例⑱　自転車で下校中、自宅近くのなだらかな下り

坂で、虫をはらおうとして片手運転になった際、バラ

ンスを崩して側溝に落ち、前歯を負傷した。（中学校３

年）

事例⑲　自転車に乗って下校中、下り坂にさしかかっ

たところ、街灯が少なくはっきりと見えなかったため、

縁石に車輪が接触し転倒した。顔面を打ったため、前

歯を脱臼し、一部破折した。（中学校２年）
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★　事例⑳はクラスメートとの小競り合い、○２１は友人との口論が発端となり、けんかに発展
しけがをした事例である。感情の行き違いを発端とする歯や口のけがである。

（３）日常生活場面における管理と指導

ア　「歯や口は大事だよ」という意識の向上をめざす

歯や口のけがが生活の質を左右することを中学生に意識させたい。歯や口のけがの種類、

けがによる日常生活上の障害や永久歯は再生不可能なことなどについて、具体的な資料を用

いて指導し「歯は大事だよ」という意識の向上を図っていく。特に、定期的に発行される保

健便りや年度当初に行われる歯科検診をよい機会として、歯や口のけがに対する安全を啓発

していきたい。また、歯や口のけがをテーマとした保健集会を行うことで「歯は大事だよ」

という意識を中学生に植え付けていきたい。生徒会組織を機能させ適切な援助を施していけ

ば、生徒たちの目線で歯や口のけがに対する健康安全を実感させることができ、その意識を

高めていくことができる。

イ　安全な行動、落ち着いた生活態度を育成する

自らの不注意、遊びやふざけが原因の歯や口のけがが多く発生している。歯や口のけがの

多くは安全な行動、落ち着いた生活態度によって防止できることを指導する。その際には、

危険を予知、予測できるような具体的な事例を取り上げて、日常生活の各場面で適切な行動

が取れるような学習活動を工夫したい。あわせて、望ましい生活習慣や誠実な行動などを主

題とした道徳指導を行い、心の発達を支援するとともに道徳的な実践力・判断力を育成したい。

学校生活上の安全のきまり・約束を生徒たちに示し、遵守するように求めることも大切である。

簡単なものとして、「○○中学校の心得１０箇条」のようなものを作成し、教室内の目の届く

位置に掲示したり、生徒手帳に載せたりするとよい。ＡＥＤ講習などとあわせ、歯の傷害の

応急手当の方法についても学ばせ、緊急時に冷静に対処できる実践力を身に付けさせたい。

ウ　好ましい人間関係づくりを支援する

ささいなことをきっかけとして衝動的・感情的な暴力行為に発展しないよう、我慢の仕方

やストレスへの具体的な対処の仕方を常日頃から指導する。その際、具体的な場面を想定し

たロールプレーや自己理解、他者理解等をねらいとするグループアプローチなどで、コミュ

ニケーション能力、他者を思いやる心を培い、日常生活の実際の場面で実践できるようにす

る。このように好ましい人間関係づくりを積極的に進めることで、歯や口のけがにつながる

危険性をはらんでいるけんかなどを未然に防ぎたい。同時に、日頃から暴力は許されない行

事例○２１　教室で、合唱練習のため放課後残っていたと
ころ、歌を歌っている歌っていないで、友達と口論と

なった。その中で、友達に左頬を右拳で殴られたため、

左下犬歯が破折してしまった。（中学校３年）
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為であることも指導しておかなければならない。また、生徒の実態を踏まえた上で、集団生

活の向上や友情等を主題とした適切な資料を用いて道徳指導を進める。その際、年間を通して、

継続的、段階的に指導を進めることで、道徳的な価値が浸透するようにする。

エ　全校指導体制を確立する

歯や口のけがは様々な日常生活場面で起こる可能性があることを全教職員で共有すること

が大切である。それ故、時間の許す限り教員が生徒に寄り添い、様々な活動を見届けたいも

のである。そして、危険な行動をとっている場面を見つけた場合は、その状況がどのような

形で歯や口のけがにつながるのかを指導したい。反面、生徒の成長に合わせて自主的・自治

的な活動ができるように、その活動を生徒の手に委ねていけるように配慮する。その際、生

徒同士で、危険な行動を指摘しあえるようにしたい。また、生徒たちの生活安全に対する意

識や行動、けんか、いじめ等の発生状況等を調査し、生徒への指導に生かしていくことも重

要である。生徒指導委員会等で決まった指導重点目標を全教職員で共通理解して、歯や口の

けがにつながる問題の予防に役立てたい。また、歯や口のけがが発生した場合には、この事

実を生徒たちに伝えていくような環境 ( 集会等を開く ) を整えたい。情報をオープンにするこ

とで、歯や口のけがの予防意識を高めることができる。

オ　施設・設備の安全管理を徹底する

先にも述べたが、校舎内でのけが、休憩時間中のけがが多いという事実がある。施設・設

備など環境的な要因で、歯や口のけががおこらないように留意したい。そのためには、施設・

設備、器具・用具等の安全点検も細心の注意を払って行う必要がある。危険箇所、異常を発

見した場合には、直ちに管理区域責任者や関係職員と連携して修繕していかなければならな

い。また、歯や口のけがが「いつ」「どこで」起こりやすいのかを把握しておくことも大切で

ある。「○○で暴れると、危ないよ」などの呼びかけで、事故の未然防止につながる。施設・

設備の環境改善によって、歯や口のけがの予防に努めることが大切である。

カ　安全な自転車の乗り方を指導する

常日頃から安全な自転車の乗り方を指導するとともに、通学や部活動での自転車使用時に

関する安全のきまり、約束等を設定し、生徒への周知徹底を図らなければならない。「ひやり・

はっと体験」などをもとにした話し合いや安心安全マップづくり、危険予測学習を通して、

自転車に乗る実際の場面で実践できる能力を高めていく。また、全校生徒を対象に自転車の

安全点検を行うよう呼びかけたい。特に、自転車通学者に対しては点検表を配布して、定期

的に点検させる必要がある。交通量などの環境変化にあわせてより安全な通学路へ変更した

り、部活動の移動時にはより安全な道で移動するよう指示したりするなど、事故防止の環境

を整えていくことも大切であろう。警察等関係諸機関とも連携を図り、自転車安全教室等を

実施することも有効であろう。

４ 運動時における歯・口のけが

（１）実態

中学生の歯や口のけがの大部分は、運動時に発生している。体育の授業、体育的行事、そし

て、運動部活動中における事故が最も多く発生している。運動種目別にけがの発生状況をみると、
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バスケットボール・サッカー・野球・テニス・バレーボールなどの球技における発生割合が高

いことがわかる。

また、小学生期と比較して、保健体育科の授業においても、運動部活動においても難易度の

高い技に挑戦したり、力と力がぶつかり合うプレーが増えたり、ボールやラケット・バットな

どの運動用具を使用するようになったりするなど、危険なことも増えてくる。そのため、「相手

の頭や手足などが当たる」「ラケットやバットなどの運動用具が当たる」「転倒して床や地面で

顔面を打つ」などの体育・スポーツ活動中における事故の割合が高くなっている。準備から片

付けまでを生徒の手で行うことが多く、その際に起きる事故もある。このことは中学生期の特

徴の一つといえる。

原因別にみると、ボール・ラケット・相手の手足が当たる (24.6% )、転倒 (21.6% )、人に衝突

(17.4% )、物に衝突 (14.3% ) が多くみられる。男女に差異はなくほぼ同じような割合で発生して

いる。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

その他柔道バスケットボールバレーボールハンドボール野球

ソフトボールテニスサッカー短距離走マット運動跳箱運動

歯部

口部

中学校の運動種目別傷害発生状況

（％）

運 動 種 目 口　部 歯　部

跳箱運動

マット運動

短距離走

サッカー

テニス

ソフトボール

野球

ハンドボール

バレーボール

バスケットボール

柔道

その他

2.3％

4.5％

2.3％

13.6％

6.8％

6.8％

11.4％

0.0％

4.5％

27.3％

0.0％

20.5％

1.6％

0.0％

0.0％

9.5％

9.5％

6.3％

7.9％

2.4％

9.5％

27.0％

4.0％

22.2％

（『学校の管理下の災害 -20』による。）
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（２）運動時における事例

ア　相手の頭や手足が当たる

運動中に頭や手足などが接触して起きた歯の傷害の事例である。身体接触のある体育・スポー

ツでは、ルールを守り、正しい知識をもって、互いに精一杯のプレーをしている中でも事故は

起き、やむを得ないけがをすることもあり得る。しかし、ここに示された３つの事例などのよ

うに、「無理なプレー」「乱暴な動き」「正しい知識を身に付けていない行動」「ルール違反」な

どが原因で起きてしまう事故もある。

事例①②では、ただボールを確保したいという気持ちだけの動きになってしまい、無理なプ

レーとなってしまっている。また、事例③では、審判の立つ位置等の正しい知識をもっている

かどうかが事故が起きるか否かに大きく影響を及ぼしているといえる。

事例①　バスケットボール部活動練習中に、１対１の

ディフェンス練習をしていて、ドリブルをしながら進

んできた生徒に、ディフェンスしようと近寄ってきた

相手を避けようとしたが接触してしまい、相手の頭が

口に強く当たり、前歯が折れた。（中学校１年）

事例②　サッカー部活動練習試合中に、ゴールキー

パーがシュートされたボールをキャッチしようとした

ときに、飛び込んできた相手選手と交錯して相手選手

の膝が被災生徒の顎
あご

を直撃し、左下６番目の歯を負傷

した。（中学校３年）

事例③　体育授業中、校庭で行われたソフトボールの

ゲーム中に起きた事故である。打撃後に走塁した生徒

の頭が、ファーストの審判をしていた生徒の口に当

たった。受診の結果、外傷性亜脱臼と診断された。（中

学校１年）
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イ　ラケットやバットなどの運動器具が当たる

ラケットやバットなど用具を使ってプレーする種目で、その用具が当たって起きる事故の事

例である。そのほとんどは道具を振っているところ、ボール等を打っているところに、うっか

り近づいて起きるケースである。ラケットやバットの動く範囲の認識が十分に持てずに近づい

ているのである。そのような危険を回避する感覚を身に付けるように日頃の環境設定や日常の

指導が重要になる。

ウ　転倒して床や地面で顔面を打つ

事例①　テニス部活動練習中に、サーブ練習をしてい

る生徒が、サーブを打つためにちょうど振りかぶった

ときに、後ろを通りかかった生徒の口にラケットが当

たり、前歯破折となった。（中学校１年）

事例②　野球部活動練習中に、バッティング練習をし

ていた生徒の振ったバットが、誤って近くにいた被災

生徒の顔面に当たり、歯が欠けるという事故が発生し

た。（中学校１年）

事例①　バスケットボール部活動練習中に、夕方の６

時頃、ゴール下で跳ね返ったボールをとろうとして

ジャンプしたとき、後ろの生徒に押されて体勢を崩し、

顔面から落ちるように転倒した。（中学校３年）

事例②　体育の授業においてバスケットボールのゲー

ムをしているときに、走っていた生徒が足を引っかけ

られ、体のバランスを失って前方に転倒し、前歯を強

打し負傷した。肘と手指も打撲をした。（中学校３年）
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運動中に転倒し顔面を床や地面にぶつけてしまい負傷した事例である。事例①や②では、押

されて転倒したり、足を引っかけられたり、足につまずいたりして転倒している。これは、「相

手の頭や手足に当たる事例」とも共通する部分があり、やむを得ない状況の中で起きることも

あるが、「無理なプレー」「乱暴な動き」「正しい知識を身に付けていない行動」「ルール違反」

などが原因で起きることも多くある。

しかし、中には顔面や頭を保護するような動きができなくて、大きなけがとなっているもの

もある。知識を超えて、とっさに手をついたり、受け身をとって顔面や頭などの大切な部位を

守る身を守る体力や動きづくりの育成が必要である。危険を回避する知識とともに、感覚も養い、

また、瞬発力等の体力の向上に心がけさせていく必要がある。

（３）運動時における管理と指導

ア　情緒の安定と自己を統制する力を育成する

中学生期は、心の成長の過渡期にあり、気分の変化が大きく衝動的な行動が時としてみら

れることは、安全指導にとって見逃せない特徴である。認識力や理解力は高まってきている

ので、安全のためのきまりや約束など、その防止の仕方については言葉の上での理解は容易

であるが、感情を抑えきれずに衝動的に無分別な行動に走ったりすることもある。認識の発

達とともに、集団への関心と適応ができていくときであるので、個人の安全だけでなく、他

の者や集団の安全に対しても積極的な意欲の育成を図っていく必要がある。

イ　正しい知識の習得とフェアプレーの精神を徹底する

正しい知識を習得していないことによって起こる事故もたいへん多い。スポーツにおける

ルール、練習や試合の仕方、審判の仕方などについて、正しい知識を習得することが安全の

確保には欠かせない要素である。ルール一つ一つのもつ意味や理由をかみ砕いて指導するこ

とと、練習や試合においてけがが起こりやすい場面をその都度、繰り返し指導していくこと

が大切である。

また、相手がいるからこそ練習や試合ができることを認識させ、フェアプレーの精神の重

要性を徹底して指導していく必要がある。

ウ　基礎的な体力の向上と正しい技術の習得を図る

体力の低下が深刻な状況にあり、そのことが要因となって事故が起きたり、大きなけがと

なっているケースも多々ある。特に、顔面や頭を保護するような動きができなくて、大きな

けがとなってしまうこともある。基礎的な体力の向上を図るとともに、とっさの場合の危険

からの回避に必要な瞬発力の向上や身のこなし、受け身などを習得させる必要がある。また、

正しい技術を身に付けることがけがを防止することにつながることを理解させ、繰り返し練

習をして身に付けさせるよう指導することが大切である。

エ　施設・設備と用具の安全を確保する

日常的に校庭・体育館・プール等の運動施設における安全管理は重要である。しかし、そ

の管理を体育科の教員や運動部活動顧問に任せっきりにするのではなく、学校が組織として

安全点検等を行う必要がある。月に一度は必ずチェックリストを用いて、安全点検を行うよ
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うな取組を進めていることが重要なのである。また、中学生であることから、生徒自らが安

全な環境を確保するための意識を高めることも必要である。

オ　顧問教師の指導と管理を改善・充実する

運動部活動は、学級や学年の枠を越えて同好の生徒が自主的・自発的に集い、個人や集団

としての目的・目標をもち、切磋琢磨することを通じて、人間関係の大切さを含めて重要さ

を学び、継続的な学習により部活動の特性である専門的な知識や技能の習得を図ることがで

きる活動である。安全に関しても生徒自らがその重要性を認識して活動を進めていくように

促していかなければならない。

このように中学生の運動部活動においては、自発的・自治的に活動するように進めること

が必要であるが、顧問教師は、活動場所について指導することが大原則である。また、指導

方針や指導内容が生徒の現状を踏まえた適切なものになっているか、生徒の発達段階や個人

差を考慮した指導になっているか、事故防止・安全対策は十分であるかなど、定期的に振り

返り、必要があれば改善をしていく意識をもつことが重要である。
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１ 高校生の心身の発達と安全
中学生の頃に抱いた、「子ども卒業意識」から生じる大人への強い反発心は沈静化し、高校生は、

自分らしい生き方を模索するようになる。ただし、模索している生き方を自分の納得できるも

のにつくり上げていくことができる反面、自分の興味・関心や自分の利害などに傾きがちになる。

そのため、冒険心などから生まれる子供っぽい危険行動は少なくなってくる反面、二輪車や自

動車の運転に対する強い興味や関心を持つようになる。

このようなことから、高校生の安全教育の柱の一つとして、交通安全教育を欠くことはでき

ない。特に、自転車通学者が多くなり二輪車での通学者も出てくる高校においては、自分自身

の身を守るための「被害者にならないための教育」だけでなく、「加害者にならないための教育」

の観点が必要である。高校生は、社会から庇
ひ

護されるだけの立場から、責任を持って社会を構

成する立場になろうとしている年代なのである。

高校生はまた、安全教育の立場からは、社会的貢献など、より大きな視点にたった生き方を

促すことも必要になる。具体的には「高校生自身が地域社会における各種交通安全の催しや、

災害時のボランティア活動に取り組むこと」などが求められる。こうしたことが、「社会人とし

ての自覚を高め、より広い視野から安全を捉える機会になる」のである。

高校生は中学生に比べて体格、体力は向上するが、興味・関心の違いから、運動に積極的に

参加する者とそうでない者の間の差が大きくなる。男女差も拡大する。運動を行う際には、性差、

技能差、体力差に十分留意する必要がある。また、運動部活動等で運動を活発に行う者につい

ては、体力・技能のレベル、難易度も格段に向上することから、高度の安全管理が求められる。

このように、高校生の運動中の安全管理は、たいへん重要なものである。

２ 高校生の歯・口のけがの特徴

（１）脱臼よりも歯牙破折が多い

骨の完成期に当たる高校時代において、瞬間的な強い衝撃を受け

た歯は、「抜ける」よりも「折れる」傾向が強くなる。校種別に歯の

破折と脱臼・亜脱臼の割合を見てみると、小学校よりも中学校、中

学校よりも高等学校と年齢が上がるに従って、脱臼・亜脱臼よりも

歯の破折の割合のほうが多くなっている。

（２）日常生活よりも運動中に多い

日常生活における危機管理（状況把握や予測などによる予防）能力が高まる一方で、運動部

活動を中心に活発に運動が行われる年代であるため、歯・口のけがも、部活動中に発生するこ

❹ 高等学校 ――――――――――――――――

男　子 女　子 全　体

校種別の歯牙破折の割合

小学校

中学校

高等学校

66.9％

73.0％

85.0％

70.5％

89.8％

86.4％

68.3％

76.8％

85.3％



歯・口のけがの防止の重要性と指導や管理の進め方

43

とが多い。特に、球技系種目による歯の破折の事故が多く、なかでも、野球、バスケットボール、

サッカー、バレーボールによる事故が多い。6月に発生件数が多いのも、部活動の影響が大きい

と考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

（３）活動の種類によって歯・口のけがのタイプは異なる

身体接触の有無、球技の場合はボールの大きさや固さ、バットやラケットなどの用具を使用

するか否かなど、活動の種類（行うスポーツ種目の違い）によって発生する歯・口のけがも異なる。

３ 日常生活における歯・口のけが

（１）実態

高校生の日常生活における歯・口のけがは、登下校中の自転車の転倒によることが多い。

全学校種別の原因別の外傷発生割合からすると、「自転車の転倒」による歯・口のけがの発生

割合は、わずか 1.6%にすぎない。しかし、その内訳は、小学校 0.4%、中学校 4.2%、高等学校 4.2%

0 20 40 60 80 100（％）

通学（園）中

寄宿舎

休憩時間中

課外指導

特別活動

各教科

高等学校

中学校

小学校 20.5%

4.4% 1.2%

61.0%

0.0%

13.0%

22.4%

2.3%

34.0% 35.9%

0.0%

5.4%

23.7%

1.2%

62.5% 8.7%

0.3%

3.6%

場合別の傷害発生割合

各教科 特別活動 課外指導 休憩時間中 寄宿舎 通学（園）中

小学校 20.5% 4.4% 1.2% 61.0% 0.0% 13.0%

中学校 22.4% 2.3% 34.0% 35.9% 0.0% 5.4%

高等学校 23.7% 1.2% 62.5% 8.7% 0.3% 3.6%

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

6.3％ 6.3％ 6.3％ 6.3％ 7.2％ 13.2％ 7.8％ 6.6％ 9.6％ 11.7％ 10.2％ 8.4％

月別の傷害発生割合
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となっていて、中学生以降に急増している。これは、中学生、高校生になると自転車に乗る機

会が増え、特に高校生になると通学に自転車を使用する生徒が増えることや安全に対する配慮

に欠けることが原因ではないかと考えられる。特に女子に多い傾向がみられる。

日本スポーツ振興センターに報告のあった災害報告書のなかで、事故発生状況をみてみると

多くは以下の３つに分類される。

ア　スピードの出し過ぎによる事故

イ　前輪に足や物が挟まり、急停止することによる事故

ウ　道路の段差や障害物によって転倒する事故

0 5 10 15 20 25

全体

女

男

その他

自転車と衝突

自転車で転倒

相手の足・手が当たる

けんか

投げられる

ラケット等が当たる

ボールが当たる

自分の膝で打つ

運動中床で打つ

転落

物に衝突

人に衝突

転倒

（％）

高等学校の原因別の傷害発生割合

学校
種別

性別

高等学校

転倒 人に
衝突

物に
衝突 転落

運動中
床で
打つ

自分の
膝で
打つ

ボール
が
当たる

ラケット
等が
当たる

投げ
られるけんか

相手の
足・手が
当たる

自転車
で
転倒

自転車
と
衝突

その他

男

女

全体

6.4

22.7

9.6

23.6

9.1

20.7

13.9

7.6

12.6

1.5

4.5

2.1

4.1

15.2

6.3

1.9

0.0

1.5

24.7

12.1

22.2

3.0

12.1

4.8

0.4

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

17.6

4.5

15.0

2.6

10.6

4.2

0.0

0.0

0.0

0.4

1.5

0.6
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（２）日常生活における事例

ア　スピードの出し過ぎによる事故

自転車で登校中、坂道でスピードが出たため、自転車のハンドル操作ができずに、

電柱にぶつかって前歯を損傷してしまった。（高等学校１年）

この事故事例はスピードを出し過ぎたことにより、制御が効かなくなり転倒して前歯を損

傷してしまったケースである。スピードの出し過ぎの原因は、事例のように坂道が原因であっ

たり、朝の登校時に遅刻をしてしまいそうになったりしたため時間に追われてしまったこと

が多いようである。

イ　前輪に足や物が挟まり、急停止することによる事故

下校のため校門へ向かって自転車で走行中、後から追いついてきた友達が急接近した

ため、友達の自転車のハンドル横にかけてあった傘の先が本生徒の自転車の前輪にくい

込んで、急ブレーキがかかった状態になり、前方へ転倒し、顔面を強打した。（高等学

校１年）

この事故事例は、前輪に足や物が挟まってしまい、急ブレーキがかかった状態になり転倒し、

顔面を地面にぶつけてしまったケースである。何らかの原因でバランスを崩して、自分の靴

や傘などの物が前輪に挟まって、突然急ブレーキがかかり、前方に投げ出される形となって、

ハンドルや地面に顔面をぶつけ歯や口唇部周辺を損傷してしまうことが多い。

ウ　道路の段差や障害物によって転倒する事故

通常の経路を自転車で下校中、道路の段差にハンドルを取られ、バランスを崩して

転落し、前歯を強打した。（高等学校１年）

この事故事例は、車道と歩道の段差をうまく通過することができずにハンドルを取られ、

バランスを崩して転倒してしまったケースである。このように道路の段差や石などの障害物、

坂道や下校時の暗い道路などが原因で転倒してしまうことが多いようである。

（３）日常生活における管理と指導

ア　交通法規を守るようにする

自転車は、道路交通法上では、「車両（軽車両）」に分類される。そのため、自転車の通行

は歩道または路側帯と車道の区分のある道路においては、車道を通行しなければならなくなっ

ている。また、自転車は自動車と同じなので、道路の左側を通行しなければならず、交差点

の通行についても、「２段階右折」や「自転車横断帯」がある場合は、その部分を横断しなけ

ればならない義務が生じる。これらのことを安全教育のなかで高校生に教え、くるま社会の

一員としての義務と責任を身に付けさせる必要がある。
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イ　交通安全教育を充実する

①各自治体、各警察署、（財）交通安全協会等の交通安全指導員による「交通安全教育」の実施。

②授業における安全教育の実施。科目「保健」の１単元　「現代社会と健康」のなかで交通

安全について取り上げている。そのなかで、自転車の事故について取り上げたい。

③ LHRや総合的な学習の時間を利用した交通安全指導の実施。

ウ　自転車の安全点検をし、習慣化する指導

日常の指導のなかで自転車の安全点検について習慣づけたい。以下の８項目について乗車

前に点検を行うようにする。また、1年に 1回は自転車安全整備店で必要な整備をすることが

必要である。

□サドル…… しっかりと固定されているか。

 座ったときに両足のつま先が地面につく程度の高さになっているか。

□ハンドル… 前輪と直角に固定されているか。

□ベル……… 付いているか。ベルは良くなるか。

□チェーン… ゆるみすぎていないか。適度に油はきいているか。

□タイヤ…… 空気は充分入っているか。（親指で強く押して、少しへこむ程度が適切である。）

 溝はあるか。傷や穴はないか。

□反射鏡…… ついているか。割れたり汚れたりしていないか。

 後方からよく見える位置に付いているか。

 後だけでなく、前や横にもあるといい。

□ライト…… 点灯するか。（10 ｍ前方がよく見えるか。）

※ライトは自分の視界を確保するだけでなく、反射鏡と同様に対向車等に自分の存在を知
らせるという、大切な役目がある。

□ブレーキ… 前輪・後輪ともによく効くか。

 （時速 10kmでブレーキをかけて、３ｍ以内で止まるか。）

 自転車を前後に動かしながら確認する。

４ 運動時における歯・口のけが

（１）実態

高校生の歯・口のけがの大部分は運動時において発生する。体育の授業中や球技大会などの

行事とともに、運動部活動中の事故がもっとも多い。運動領域別にみると球技が一番多く、運

動種目や状況によって歯・口のけがのタイプも異なる。

原因別でみたときに男女に違いが顕著にみられるのも高校生の特徴であろう。男子はボール

が当たる（24.7％）、人に衝突（23.6％）、相手の足・手が当たる（17.6％）、物に衝突（13.9％）

が多いが、女子では転倒（22.7％）、運動中床で打つ（15.2％）、ラケット等が当たる（12.1％）、ボー

ルが当たる（12.1％）が多いのが目立つ。男女間での運動の質・量の違いや、視野の広さ、対応

能力の違いからくるものと考えられる。

次に、原因別に事例をもとに考察していきたい。
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（２）運動時における事例（括弧内は男女計での割合）

ア　ボールが当たる（22.2％）

事例①野球部活動中、ノックを受けていたところ、打球がイレギュラーバウンドしたた
め対応することができず、ボールが顔面に当たり前歯を折った。（高等学校３年）

事例②野球部の練習でキャッチボールをしている時、横を向いた時にボールが飛ん
できて口にボールが当たり、唇の裂傷と前歯の脱臼を負った。（高等学校３年）

事例③ソフトボールの部活動中、他校で練習試合の際、口にデッドボールをあびて、
前歯を負傷した。（高等学校２年）

事例④体育の授業中、サッカーのゲームをしていた際、相手の蹴ったボールが顔面
に当たり、歯が折れた。（高等学校３年）

野球部の活動中の事故事例が圧倒的に多い。事例①が最も多いケースである。グラウン

ド状態を良好に保つことと、正しい技術を身に付けることが必要であろう。同時に、事例

②のような不注意による事故を起こさないために、練習中には高い集中力を求めたい。女

子のソフトボールでも事例③のように、野球と同様のケースがみられるので注意したい。

事例④は体育のサッカーでの事例である。体育の授業では技能差が大きくあるため、部

活動では起こりえない事態も生じる。特にサッカーにおいて、初心者は正面から相手が来

0 20 40 60 80 100

その他球技スケートスキーボート

登山武道陸上競技器械体操体操水泳

0 20 40 60 80 100

その他

バドミントン卓球ラグビーバスケットボール

バレーボールハンドボール野球ソフトボール

ポートボールテニスサッカードッジボール

歯の破折の運動種目別発生状況

歯の破折の運動種目（球技）別発生状況

高等
学校

高等
学校

（％）

（％）

高等学校 件数（件）
水　泳
体　操
器械体操
陸上競技
武　道
登　山
ボート
スキー
スケート
球　技
　ドッジボール
　サッカー
　テニス
　ポートボール
　ソフトボール
　野　球
　ハンドボール
　バレーボール
　バスケットボール
　ラグビー
　卓　球
　バドミントン
　その他球技
その他
合　　計

0
20
10
30
230
10
0
0
0

1330
0

270
50
0
50
250
50
220
230
130
20
20
40
60

1690

（『学校の管理下の災害 -20』による。）
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ている状況でもかまわず、ボールを蹴ってしまう傾向があるので十分な指導が必要である。

イ　人に衝突（20.7％）

事例①バスケットボール部活動の試合中、ドリブルで突破してくる相手選手を止め
ようとコースに体を張って入ったところ、相手選手の額が顔にぶつかった。
（高等学校３年）

事例②ラグビー部活動の練習中、相手選手の頭と本生徒の顔面がぶつかり前歯が折
れた。（高等学校３年）

事例③クラスマッチでソフトボールをしていた。セカンドを守っていたとき、ファース
トランナーが走ってきて衝突し、ランナーの額が口に当たった。（高等学校２年）

事例④柔道の授業中、自由稽
けい

古の際、相手に投げられて倒れているところへ、投げた相
手が上から乗りかかるようにして倒れてきた。その際、顔面をぶつけて下の前歯を
強打して出血した。下の前歯1本が抜け落ち、出血がひどかった。（高等学校１年）

「人に衝突」は、バスケットボールの事故事例が、体育の授業でも部活動でも多い。ゴー

ル型の球技において身体接触は避けられない。ルールの理解とフェアプレーが大前提であ

るが、ぶつかりそうになったときの身のこなし、スピードコントロールも身に付けたい。サッ

カー、ラグビー、ハンドボールなどでも同様である。ゴール型でなくても、球技では事例

③のような衝突事故がみられる。広い視野を確保し、正確に判断できるよう指導したい。

対人型スポーツにおいて、「人に衝突」は常態である。だからこそ相手を尊重することを

学ばせたい。柔道では、事例④のケースとともに、寝技の際に生じることもあるので注意

が必要である。

ウ　相手の足・手が当たる（15.0％）

事例①バスケットボールの公式試合中、相手選手の肘が顔面を直撃した際、前歯 2
本が折れ、上唇も裂傷した。（高等学校１年）

事例②サッカー部の試合中、本生徒がゴールキーパーをしていて、相手のドリブル
をセービングしようとした際、相手が倒れこみ、相手の膝

ひざ

が本生徒の顔面に
激突した。（高等学校１年）

事例③ラグビーの春合宿遠征中、練習試合の際、相手選手にタックルしたら、相手
の肘が顎

あご

に当たり、歯が折れ下部口唇に刺さった。（高等学校３年）

ゴール型の球技や対人型スポーツにおいて、相手と衝突した際に、勢いあまって「相手

の足・手が当たる」ことが多い。ラグビーでマウスガードが義務づけられているように、

競技レベルに応じて何らかの対策が各種目で必要かもしれない。

エ　物に衝突（12.6％）

事例①バレーボール部のスパイク練習中、打ち終わった時に身体が前方に流れ、着地
の際、ネットの下を引っ張っているロープに前歯を引っかけた。（高等学校２年）

事例②野球部の練習で筋力トレーニングをしていて、ベンチプレスの重りを変えよ
うと片側の重りをはずした際に、はずした側が浮き上がり、歯にぶつかり、
歯の一部が欠けた。（高等学校１年）
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事例③体育館で体操部活動中、器具の片付けをしていて、他の生徒が運んでいた器
具が前歯に当たり、前歯が欠けた。（高等学校２年）

ちょっとしたはずみで「物に衝突」することがある。事例①からは、ロープも凶器にな

るということを知っておきたい。事例②は器具を用いたトレーニングを行う際の留意点が

導かれる。バーベルを利用するときは留め具を必ずつけ、重りの取り外しには十分注意す

ることが大切である。事例③は練習終了後の事例だが、片付けも活動のうちである。集中

して取り組ませる必要がある。

オ　転倒（9.6％）

事例①スキー教室で転倒した際、本生徒の前で転倒した生徒のスキーブーツに歯を
ぶつけた。（高等学校２年）

事例②ソフトボール部活動終了後、部室内に入る際、部室の中に置いてあったグラウ
ンド整備に使う鉄製レーキ（トンボ）につまずいて、顔面をコンクリートの床
に強打した。そのため鼻出血と鼻が腫れた。歯も少し欠けた。（高等学校１年）

歯・口のけがはスキー場においても発生する。事例①はスキー教室の例だが、初心者、

熟練者ともに細心の注意で臨みたい。事例②は練習終了後の部室での事例である。どこで、

何が起きるかわからない。リスクマネジメントの意識を持たせることが大切である。

カ　運動中床で打つ（6.3％）

事例①バレーボールの試合中、レシーブで手を伸ばして滑り込んだ際、歯が床にぶ
つかり前歯を折った。（高等学校１年）

事例②バスケットボールの授業中、ルーズボールを追いかけて味方同士で衝突した
際、その反動で床に顔面を強打し、前歯を折った。（高等学校１年）

「運動中床で打つ」のが女子に多いのは、女子バレーボールの事故事例が多いことに起因

するようである。事例①はその典型例であり、正しい技術を身に付けることが大切である。

事例②のように、衝突後に床で打つケースもみられる。受け身の動作を身に付けることが

大切である。

キ　ラケット等が当たる（4.8％）

事例①テニスコートでソフトテニス部の男子部員全員による打ち合いの練習をして
いた。本生徒の前方にいた部員が、後方にいた本生徒に気づかず、ラケット
を振ったところ、ラケットの先端部分が口に当たった。（高等学校１年）

事例②体育の授業中でのソフトボールの試合の際、本生徒は打者として次の順番を待
つため、バッターボックスから3～ 4m離れた場所（キャッチャー側後方）で待
機していた。その時、バッターボックスに立っていた打者が空振りし、その勢い
でバットを投げてしまい、後方にいた本生徒の口元に直撃した。（高等学校２年）

事例③球技大会で、クラスのソフトボールの応援中、打者の振ったバットが汗で抜け
た際、応援していた本生徒の歯にグリップが当たり負傷した。（高等学校３年）
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ラケットやバットを使う種目では、周囲の安全確認は不可欠である。事例①はラケット

事故の典型例であり、一つ間違うと大きな事故につながりかねない。十分な注意が必要で

ある。事例②③は、いずれもバットがすっぽ抜けたケースであるが、こうした事例を通し

て学習していくことが大切である。「ラケット等が当たる」のも女子に多いのは、予見と回

避に関して経験値が低いことによるのかもしれない。様々な場面を想定したリスクマネジ

メントが大切である。

（３）運動時における管理と指導

ア　ルールの理解とフェアプレーの徹底を図る

スポーツのルールは、安全にプレーを楽しむために、長い年月をかけて形作られたもので

ある。ルールを、その精神とともに理解することは、安全教育の第一歩であると言える。そ

してフェアプレーの精神、自他共栄の精神を指導したい。それは自らが精一杯プレーするこ

とを心がけるとともに、相手と審判を尊重し、ルールの精神を尊重することである。

イ　正しい技術（身のこなし）を習得できるようにする

運動の合理的な行い方、正しい技術を身に付けることは大切である。基礎・基本の重要性は、

安全面からも言えるのである。

各スポーツの技術だけでなく、その前提となる様々な身のこなしは、幼い頃からの運動体

験によって身に付けさせたい。転倒したときに受け身ができないことが、歯・口のけがをは

じめとする様々なけがの原因となっている。

ウ　施設・設備・用具の点検と管理を徹底する

グラウンドや体育館の床、コート面など、活動場所の安全確認は不可欠である。活動中も、

レーキやワイパー、コートブラシを用いて一定の条件を保つことが大切である。用具やボー

ルなどの点検をし、散乱することのないよう管理することも欠かせない。

エ　予見し回避する能力を高める

どのような事故が起こり得るのかを、過去の事例をもとに学習することが大切である。

スポーツ指導のねらいは、単に技能を高めるだけでなく、安全に、楽しく行える能力を身

に付けさせることである。その際、歯・口のけがが様々な場面で起きていることを知らせる

ことも大切である。自分の安全を自ら確保できる、自立した人間を育てることが大切である。

オ　防止のための具体的な対策を立てる

ラグビーでマウスガードが必須となったように、いくつかの種目では歯・口のけがの防止

の観点から、何らかの対策を具体的に講じることを考えるべきだろう。

参考資料：文部科学省『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』2002年
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１ 障害のある子どもの心身の発達と安全
障害には､ 視覚障害､ 聴覚障害､ 知的障害､ 肢体不自由､ 病弱・身体虚弱､ 言語障害､ 情緒障

害などがある。障害のある子どもの実態は、極めて多様であり、安全な日常生活を送るために

介助を必要とする者から､ 職業的な自立を目指す者に至るまで､ 障害の内容や程度に大きな差が

あり、心身の発育や発達の程度も多様である。

また、年々、子どもの障害は重度・重複化､ 多様化する傾向にある。

障害のある子どもが､ 自分の身を守り、安全に行動するためには､ 危険に気付き冷静に考える

力､ 前後の事情や情報を総合して危険をどう回避するのかを判断し、実行する能力を育てるこ

とや､ 話し言葉によるコミュニケーションに限らず､ 表情や身振り､ 手話や指文字､ コンピュー

タなどの情報機器や文字カード・絵カードなどの道具を使って意思を伝達（コミュニケーション）

できる能力のほか､ 一人一人の障害の程度や内容、興味関心や進路などに応じて必要な独特の

技術や能力などの育成を図ることが必要であり､ 学校生活や社会生活の中で安全に行動できる

態度や能力を身に付けていくことが大切となる｡  

２ 障害のある子どもの歯・口のけが
母数が少ないこともあり、特別支援学校や障害のある子どもの歯・口のけがの統計は行われ

ていない。

そこで、近年のいくつかの特徴的と思われる事例を紹介し参考にしたい。

（１） 自立活動でのけが

（中学部）　体育館に設置した大型滑り台を本生徒が滑り降りた直後、別の生徒が滑り降

りてきたため、本生徒の顔にぶつかった。

（２） 体育や運動でのけが

（高等部）　持久走の記録会が近いため、体育の授業で、体力つくりのコースを使い、歩行

のトレーニングをしていた。下り坂で、手を引き介助していた職員が、介助の位

置を変えようとした際、本生徒がバランスを崩して転倒し、地面に顔を打った。

（３）学校行事でのけが

（中学部）　遠足でT公園に行くため、バス下車後、その見通しが持てず、行くのを拒み、

いらいらして本人が暴れる。その際、指導者の足や手を咬む。咬んでいるとき

に、地面に下の前歯がぶつかったようで、上部が欠けた。

❺ 特別支援学校 ―――――――――――――――――――
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（４）休憩時間のけが

（小学部）　昼休み、遊具がある校庭で遊んでいるとき、滑り台の階段を登ろうとしたと

ころ、後ろから来た友達に押されて、下の前歯の上部分を階段のステップに強

く打ちつけ、歯が欠けた。同時に、歯の裏側も切傷した。

（小学部）　工事現場の車を見ようと窓際の長いすに上がっており、降りる際にバランス

を崩していすから転落・転倒した。すぐに、起こして体に異常がないか調べて

いると、口が痛いと口を開けた。担任が見ると前歯が欠けていた。

（中学部）　教室で歯みがき指導を行っていたとき、他の生徒が本生徒を後方から突き飛

ばしたため転倒した。その際、顔面を床で打ち、歯牙脱落、咬傷となった。

（高等部）　昼休み終了時刻に、5校時の農園の授業に行こうと急いでいた。実習棟入り

口のガラス戸がしまっていたのに気付かないで走っていって正面衝突した。そ

の際に上前歯を破折した。

（高等部）　脳性麻痺で体の変形や関節が固く、担任が教室のマットの上でストレッチな

どの訓練をした後、本人をいすに座らせた。このとき、靴を脱がせていたので、

靴を取りにそばを離れたときに本人が立ち上がろうとしてバランスを崩し、教

室の床に口をぶつけて、前歯が折れた。

（５）寄宿舎でのけが

（小学部）　寄宿舎での自由時間に、他の子どもと遊んでいたところ、他の子どもの頭が

本児の顎
あご

に当たり、前歯が欠けた。

３　安全指導と安全管理

（１）障害のある子どもの安全指導と安全管理

安全な生活を送るためには､ 様々な場面を想定し､ 子どもたちに、危険に対する認知や､ 日

常の安全な状況との違いを見分けて区別する力､ 視覚・聴覚・触覚などの感覚器官の充実を図

るとともに、障害に応じて可能な範囲でとっさの危険からの回避に必要な瞬発力など、身体的

な能力を高めることと､ 危険に対して予測できる能力の育成を図り､ 地震や火災等の緊急災害

時に冷静に判断して適切な行動がとれるようにすることが大切であり､ 併せて自他の生命の尊
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重や安全に関する態度の育成を図ることが重要である｡

また､ 安全管理面では、子どもたちの障害の内容や程度に応じて各学校独自の緊急時におけ

る障害のある人たちの避難経路や避難場所への誘導及び介助の方法などを盛り込んだ教職員用

のマニュアル等の作成と研修や実地訓練､ 緊急時に際して､ 子どもたちが実態に応じて自ら情

報の発信や受信ができる力を身に付けさせることが必要不可欠となってくる｡

（２）障害や発達段階に応じた安全管理と安全指導

障害別・発達段階別に安全管理・安全指導に関しては､ 以下のようなことが考えられる｡

例えば､ 障害のある子どもが､ 生活環境など様々な要因から､ 心理的に緊張したり不安になっ

たりする状態が継続し､ 集団に参加することが難しくなることがあり、安全な行動がしにくく

なることがある｡ このような場合は､ 環境的な要因が心理面に大きく関与していることが考え

られることから､ 睡眠､ 生活リズム､ 体調､ 気候､ 家庭生活､ 交友関係など､ その要因を明ら

かにし､ 情緒の安定を図るとともに､ 必要に応じて環境の改善を図る｡

ア　自閉的傾向のある子ども

自閉的傾向のある子どもは､ 予告されない避難訓練の実施など突発的なできごとに遭遇した

ときや､ 運動会当日のチームの変更など､ 当初の予定を急に変更した場合など､ 状況の変化の

過程を推測できないことから､ 自分がどのような行動をとったらよいか分からず､ 心理的に混

乱し､ 人に説明を求めるなどの適切な対応行動が難しい場合がある｡ 予定を変更したり、避難

訓練の実施をする場合には､ あらかじめ本人が理解できるよう､ その日の予定と適切な行動の

仕方を説明しておくことが必要である｡

イ　進行性筋ジストロフィーの子ども

進行性筋ジストロフィーの子どもの場合には､ 小学部低学年の頃は歩行が可能であるが､ 年

齢が上がるにつれて歩行が困難になり､ その後､ 車いすや電動車いすの利用も必要となってく

る｡ その際の安全な利用の指導や環境の整備は必須であり、避難などの緊急時には、教職員等

が背負って移動することも必要となってくる。こうした状況にある子どもは､ 疲労を覚えない

程度の範囲で身体を使うような指導を展開し､ できたことをほめ､ 学習意欲の向上を図るなど､

生きがいを感じることができるよう工夫することが必要である｡

ウ　聴覚に障害のある子ども

聴覚に障害がある子どもの場合には､ 感覚の補助手段としての補聴器の活用とともに､ 代行

手段としての視覚の活用が考えられる｡ つまり､ 相手が伝えようとしていることを､ 補聴器を

通して耳からの情報を手掛かりに表情や口形等をもとにして理解する聴覚口話法､ あるいは視

覚的に読み取る手段としての指文字や手話などである｡ これ以外にも､ 緊急の情報を光信号に

変え､ それを見ることによって､ その意味を理解したりするなど､ 代行手段として様々な機器

等の活用を図ることが必要である｡

エ　視覚に障害のある子ども

視覚に障害がある子どもの場合､ 白杖を用いて一人で市街を歩くときには､ 歩く前に､ 出発点

から目的地までの道順を頭の中に描き､ 歩き始めてからは､ 歩きながら得られる感覚を総合的

に活用して､ 得られた情報を頭の中に描いてある地図と照らし合わせ､ 確かめながら歩くこと

になるため､ 周囲の状況の把握と､ それに基づく的確な判断と行動についての力を付けること

が極めて重要になる｡
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オ　肢体に障害のある子ども

肢体に障害がある子どもの場合､ 身体の移動能力に関することでは､ 歩行器を用いた歩行､ 歩

行が困難な場合の車いすの利用など､ 日常生活に役立つ移動能力を習得することが必要である｡

また、運動時には、障害の程度や内容等を考慮し、安全で楽しく実施できる方法やルールを

設定したり、その種目に応じた方法やルールを理解させたりするとともに、安全な環境づくり

や健康観察などを行う必要がある。

（３）心や環境のバリアフリーと危険回避できる能力の育成

現在の我が国は､ ノーマライゼーションの流れの中で､ 障害のある人たちが､ 日常生活や学

習上の種々の困難によって､ 一般の人々との間に生ずる社会生活上の不利益を受けずに生活が

できる社会づくり､ すなわち､ 心や環境のバリアフリーが求められている｡

しかし､ 現在各方面で努力が進められているが､ 日常の社会生活、学校生活、交通事情等を

考えてみても､ 障害のある子どもの周辺には多くの危険が存在するため､ 障害のある人たちが

危険を回避し､ 自ら安全に行動できるようにするためには､ 保護者や地域の人等と連携し、日

常生活や学習上の種々の環境上の困難を改善する努力と理解を促進するための啓発が広く求め

られる。

そのような状況の中で、障害のある人たちが安全な生活を送るためには､ 特別支援学校のみ

ならず全ての学校において、障害のある子どもが自らの力を最大限に生かし､ 危険から回避で

きる能力を育てることが必要となってくる｡
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平成 18 年度の独立行政法人日本スポーツ振興センターの報告によれば、平成 17 年度の学校

の管理下における障害見舞金の給付の 24.15%が「歯牙障害」であり、年々減少傾向にあるとは

言え、障害種別では依然として給付率の高い障害と言える。これらの全てが体育やスポーツ競

技によって発生したものではないが、スポーツに関連した障害はマウスガードによってある程

度は防止可能であり、学校の教諭、養護教諭あるいは学校歯科医等が支援することによって、

この数値を減少させることも可能である。また、一流になればなるほど、スポーツ選手にとっ

ての外傷は、最悪の場合、選手生命やチームの成績に大きく影響することもある重大な問題の

一つである。顎
あご

・顔面・口
こうくう

腔領域の外傷には、歯の破折や脱臼、軟組織損傷、あるいは顎
がっこつ

骨骨

折などがある。スポーツ外傷全体からするとその発生率は高いものではないが、頭部外傷の特

性からして戦意喪失などのダメージは大きいし、後遺症の心配も出てくる。米国では、マウスガー

ドの装着が脳の障害を予防し頚椎損傷を防止する効果があるとの指摘を受けて、コンタクトス

ポーツではリトルリーグからマウスガードの装着が推進されている。

（１）マウスガードとは？

マウスガードとは「スポーツによって生ずる歯やその周囲の組織の外傷を予防したり、ダメー

ジを軽くしたりする目的で、主に上の歯に装着する軟性樹脂でできた弾力性のある安全具」を

意味する。スポーツでは、ボクシングや女子ラクロスあるいは高校ラグビー等その装着が義務

付けられているものもある。

また、マウスガードを装着することで、外から加えられた圧力が緩和されるため、脳内圧の

軽減、脳震盪
とう

の予防や頚椎損傷の予防効果も指摘されている。さらには、歯が当たって出血し

た場合には感染の危険性もあるので、その予防にもなる。

マウスガードの活用Ⅲ

マウスガード（カスタムタイプ） 上の歯に装着されたマウスガード

力の分散と吸収

外力

マウスガードの働き（外力の吸収と分散）
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（２）マウスガードの歴史

マウスガードは、19 世紀初頭に英国のボクシング選手が最初に使用したといわれている。ボ

クシング選手は、激しいパンチで歯の外傷 ( 破折、脱臼等 )、顎
がっこつ

骨骨折、あるいは脳震盪
とう

やひど

いときには死を招くこともあったといわれる。そのため、ボクシング選手は何とかしてダメー

ジを防ごうと考えた。ボクサーが歯科医師に依頼して作製してもらったのは、歯と歯の間に挟

みこんでショックを吸収する装置であった。このゴムの小片をマウスピース（mouth piece）と

呼んだので、現在でもボクシングではマウスピースという呼び方をしている。一方、その他

のスポーツにおいては「外傷を防ぎ口
こうくう

腔を守る」という意味合いからマウスガード（mouth 

guard）とかマウスプロテクター (mouth protector) と呼ぶことが多い。ボクシングでは歴史的

にマウスピースと呼び、ほかのスポーツではマウスガードと呼ばれるのは、そのような歴史の

背景によっている。

現在、コンタクトスポーツでの顎・顔面・口
こうくう

腔領域の外傷は頻度が高いといわれ、ラグビーフッ

トボール選手やアメリカンフットボール選手への安全対策が考えられている。しかし、実際には、

バスケットボール選手では相手の肘で歯を折ることも多く、アイスホッケー選手ではパックや

スティックで前歯部を破折したり喪失したりしていることがある。また、サッカー選手でも他

の選手と衝突したり、蹴られたりすることもある。ボクシングのように早くから外傷を予測し

ている競技以外にも、多くの競技でマウスガードの装着が望ましいと考えられる。

（３）マウスガードの種類

マウスガードは、その作製方法から①ストックタイプ、②マウスフォームドタイプ、そして

③カスタムタイプの 3種類に分けられている。

ストックタイプのマウスガードは、大中小の大きさがあり、使用する人は自分の口の大きさ

に合った物を選んでくることになるが、日本では普及していない。

マウスフォームドタイプは、スポーツ店で販売しており、お湯につけて軟化したマウスガー

ドを口の中で直接歯に圧接して作製するタイプ ( 熱可塑性型 ) と、外側のシェルに軟性樹脂を流

し込み口腔内で圧接するタイプ ( シェルライナー型 ) の 2 種がある。

一方、カスタムタイプは、歯科医師による印象（型を採ること）から作製した石膏模型上で、

マウスガードの装着の有無と頭蓋内圧の関係（Hickey Jodson）
※マウスガードを装着すると同じ外圧を受けても頭蓋内圧は50%に軽減される。

頭蓋内圧

時間 ̶ 秒

マウスガード未装着
マウスガード装着圧力
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加熱したマウスガードシートを吸引圧接するタイプや加圧成型するタイプがある。

最も適合がよく、違和感が少ない。

マウスガードは、前方からの外力に対して前歯部の外傷を予防するために装着する安全具の

一種である。そのため、コンタクトスポーツの選手を始め、多くのスポーツ愛好者や児童生徒

に装着が推奨される。しかし、マウスガードには発音障害、嘔
おう

吐感の出現、違和感、唾
だ

液の貯留等、

多くの問題点がある。このように違和感のあるマウスガードを装着していると競技力の低下を

招くこともあるので、適切な事前の学習が必要になる。

（４）マウスガードの普及啓発の推進―学齢期からの展開の必要性―

マウスガードの必要性が徐々に理解されている現状においても、その普及は一挙に広がるわ

けではない。そこには解決すべき幾つかの課題が存在している。

ア　子どもたちがマウスガードを知る機会が少ないこと。

イ　一般にマウスガードの入手がまだ容易でないこと。

作製方法

ストックタイプ

マウスフォームドタイプ

カスタムタイプ
シートタイプ

加熱吸引型

加熱加圧型

ワックスアップタイプ

熱可塑性型

シェルライナー型

シングル（単一）シート
ラミネート（積層）シート

マウスフォームドタイプ・マウスガード
（シェルライナー型の一例）

マウスフォームドタイプ・マウスガード
（熱可塑性型の一例）

マウスガードの種類
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ウ　歯・口
こうくう

腔への意識が、むし歯や歯周病などの疾病対象であること。

エ　安全に対する意識が十分でないこと。

このような課題は容易に短期間で解決することは困難だが、学齢期からの発達段階に応じた

マウスガード安全教育の実施がキーポイントであると考えられる。とくに、学校歯科保健は児

童生徒の積極的な健康つくりの姿勢を促し成果をあげてきたが、歯を失う原因はむし歯や歯周

病だけではない。学校歯科保健活動などの結果として、むし歯は減少し軽症化してきたが、ア

クシデントである外傷で健康な歯を失ってしまっては元も子もない。

もう一つのポイントは、学校歯科保健活動で得られた成果に引き続き、「病気ばかりでなくア

クシデントとしての外傷に対しても、自らの身体を守る」という習慣や態度を養う学校歯科保健・

安全活動の展開が期待できる。

これまでの学校安全は、主に交通事故に対する対策が中心であり、また、学校環境の整備が

主体であったために、児童生徒が自らの問題として学習しにくい点もあったと推察される。そ

の点、マウスガ－ドは、自らのスポ－ツ外傷を防ぎたいという自己認識が生まれれば、具体的

にマウスガ－ド装着という行動をとることが可能であるため、安全教育・安全管理の評価とし

ても利用できる。

我が国で現在最も頻用されているマウスガードは、マウスフォームドタイプのマウスガード

であろう。それは、入手や成型の容易さ、あるいは価格が大きな理由と考えられている。しかし、

マウスガードは最初に装着する時が肝要であり、その後のマウスガードの使用に対する意志決

定に大きな影響を持つと考えられるので、特に、小学校から高等学校までを３段階に分けて啓

発する必要があると思われる。

第一段階　小学生　　マウスガードという安全具があることがわかる

第二段階　中学生　　マウスガードを使用することができる

第三段階　高校生　　自ら進んでマウスガードを使用することができる

「歯・口の外傷とその予防」に関しては、文部科学省の学校歯科保健参考資料「『生きる力』

をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり」（平成 16 年）においても記載があり、健康・安全教

育の一環として理解しておく必要がある。

一般的には、歯の傷害、歯槽骨・顎骨の傷害、口
こうくう

腔軟組織の傷害により、障害が残る場

合が多い。学校歯科保健活動などの結果として、むし歯は減少し、また軽症化してきても

いるが、外傷で健全歯を失ってしまうケースが多いことは残念である。その意味から、幼

児や小学生の転倒や衝突による事故を防止したり、体格的にも体力的にも優れ、技術的に

も高くなってくる中学生期や高校生期の体育・スポーツ活動での外傷の予防に努めたりす

ることは、子どもの生活の質（QOL: Quality of Life）を向上し、健康な生活を実現すると

いう歯・口の健康つくりにとっても大きな意味がある。さらに、学齢期の子どもにとっては、

学校歯科保健活動で得られた「健康つくり」に対する態度や習慣形成の成果と併せ、「病気

ばかりでなく外傷に対しても、自らの身体を大切に守る」という習慣や態度を育てる学校

歯科保健・安全活動の展開が期待できる。
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したがって、マウスガードの学校における活用は、次の 2点の教育目標が挙げられる。

①　スポーツにおける子どもたちの歯・口の外傷や脳震盪
とう

・頚
けい

椎損傷などを予防する。

②　マウスガードを教材として子どもたちの安全意識を向上させ、安全な生活を送るため

の態度や習慣を培う。

（５）マウスガードと安全教育－学級活動(ホームルーム )での安全指導－

安全指導は、安全な行動に必要な知識の保持と日常における種々の危険を予測あるいは発見

して、的確な判断の下に、その問題を解決し、安全に行動できる資質や能力を育成するために

行われる。そのため、児童生徒等の安全に関する主体的、自主的かつ実践的な態度を育てるた

めの指導内容や指導方法の工夫が必要となってくる。

そこで、安全教育の中での具体的な教育媒体としてマウスガードを考えてみよう。

安全領域での教育媒体は、学校保健領域と比較して十分とは言えない。そのため、児童生徒

等が安全を自らの課題として考えることが困難であるとも言える。

学級活動（ホームルーム活動）における安全指導の展開の方法として一般的に配慮すべき安

全指導の要点を参考にしながら、マウスガードによる安全指導の展開について考えてみよう。

ア　課題の提示方法への工夫

児童生徒等の問題意識および興味関心を高め、目標を明確に把握できるようにしよう。

アンケート調査や学校統計資料から、事故発生状況あるいは事故の実際の状況を視聴覚媒

体などで提示するのも良いと思われる。口
こうくう

腔の外傷は、児童生徒等も理解しやすいので、マ

ウスガードは興味・関心が高い媒体となるはずである。

最初の段階としては、各学校の歯・口
こうくう

腔の外傷統計などを提示したり、学級での調査結果

を提示したりするのがよいであろう。

イ　具体的な行動場面における危険の分析

事故の発生状況、すなわち何時、どこで、どのように発生したのかを事前調査をしておく

必要がある。歯・口
こうくう

腔の外傷についても、同じ内容でアンケート調査を行っておくのがよい

であろう。また、危険予測学習により、特にコンタクトスポーツにおける安全についての判

断力が育つようにしよう。具体的な行動場面を想定し、危険に対処するための具体的な方法

について考え検討しよう。

ウ　体験学習や実習の採用

安全指導においては、安全な行動の仕方などの形式的な理解だけでなく、体験などを通し

て理解を深め、行動の仕方を体得することが必要である。

例えば、交通安全では自転車の安全操作や点検整備などの指導があるが、マウスガードで

はマウスフォームドタイプのマウスガードを自分で作製するなどの実習が極めて有効である。

この実習を行う中で、自他の安全についての討議を行うなどして安全意識の高揚を図ろう。
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ところで、熱可塑性マウスガードを自分で作製し、装着した時点で生徒はどのような感覚を

持ったのか、そして使用した後に、その感覚は変化したのかは興味がある。

一般的に、学校での実習で使用できるのはマウスフォームドタイプのマウスガードである。

このタイプのマウスガードは、作製に熟練性が必要で、初めて作製する場合にはほとんどといっ

てよいほど適合は不良である。しかし、子ども達は興味が先に立ち、また装着経験がないので、

良し悪しの判断がつかない。したがって、ある調査によると、作製した直後で違和感を訴えた

生徒はわずかに 35％であったが、1ヶ月使用してみた結果では実に 92.5%の生徒が違和感を訴え

るようになった。そして、この熱可塑性マウスガードを今後とも使用したいと考えている生徒は、

わずかに 15％と減少した。

マウスガードを使用した安全教育の指導案（社団法人日本学校歯科医会）

マウスガードを学習材にした
安全指導（高等学校）
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装着時に感じた違和感と実際に使用してみた後に出現した違和感とでも内容は異なっている。

例えば、装着した当初は「はずれやすい」と感じていたものが、実際には余りはずれるような

事態は起こらなかったものの、違和感が強くなり、装着時には感じなかった「呼吸しづらい」、「話

しづらい」、「集中できない」、「顎
あご

が疲れる」など具体的な問題点が指摘されるようになってきた。

このような症状は、マウスガードの外形、大きさ、厚さ、下顎の安定など、ちょっとした調整

を行えばすぐに改善する内容と考えられる。

しかしながら、指導者がなく、自分たちだけで作製したマウスガードでは継続して使用した

いと思うものが極端に少なくなってしまうことが推察される。しかし、生徒は違和感があり、

使用したくないと思っていても、67.5％の生徒は「マウスガードがスポーツ外傷の予防になる」

と考えていた。装着時の違和感など改善できれば装着していたいという気持ちはもっている。

マウスガードを学習材として使用する場合には、教員も「学校歯科医」や「かかりつけの歯科医」

を GTに招いたり、マウスガードに詳しい保健体育科の教諭とTTを組んだりなどの工夫が必

要となることもあろう。

（６）マウスガードを装着する前の保健指導について

マウスガ－ドに対する児童生徒への教育では、装着する前に、次のようなポイントを押さえ

ておく必要がある。

大事なことは、自分の大切な体を外傷から守るためには、努力が必要だという理解が基本的

にできていることである。

ア　スポーツにより歯や口
こうくう

腔に外傷を受ける機会があり、場合によっては歯の喪失や顎
がっこつ

骨の

骨折あるいは軟組織の障害をもたらす可能性が常に存在すること。

イ　マウスガードを装着することで、その危険性を低下させることができること。

ウ　マウスガードの装着により、嘔
おう

吐感、発音障害の発生することがあること。

エ　発音障害は、サ行、タ行、ラ行などで発生するが、ある程度は調整できること。

オ　これらの違和感は、使用するなかで徐々に改善されること。

カ　むし歯や歯周病は装着前に治療を完了しておくこと。

キ　定期的（1年に2回程度）にチェックをうけること。

ク　使用頻度、発育途上にある年齢かどうかなどの要因で作り替える期間が異なること。



歯・口のけがの防止の重要性と指導や管理の進め方

62

１ 危険予測学習とは

歯・口の傷害・障害を含む子どもの事故やけがは、子ども自身の行動や心理状態等の主体の

要因と自分以外の人や物、気象条件、周囲の状況等の環境の要因が関わりあって起こる。

そこで、身近な事故の事例や場面設定を通して、「自分の周りにはどのような危険があるか（環

境要因）」、「自分の行動等に伴って生じる危険にはどのようなものがあるか（主体要因）」など

主体や環境の要因に潜む危険に気付かせ、その危険は、「どのようにしたら除くことができるか」

を考えさせることによって、危険予測・危険回避能力を身に付けさせようとする学習方法が危

険予測学習である。

具体的には、事故やけがを防ぐには、見えている危険（顕在危険）や直接見えていない危険

（潜在危険）を探して、それに応じて自分の行動の仕方を選択したり、環境の改善の仕方を考え

たりして危険を取り除くことが大切であることなどについて学ぶことを通して、様々な危険に

気づいて安全に行動することや環境を安全に整えることの大切さを理解し、実践しようとする

態度を育てることをねらいとしている。

２ 歯・口のけがの防止からみた顕在危険と潜在危険

（１） 顕在危険

顕在危険とは、施設・設備や用具の故障・損傷などの環境の不備や他の人の明らかに危険な

行動、気象条件等で経験的に歯・口の事故やけがが起きやすいと思われる状況での目に見えや

すい（明らかな）危険をいう。

《顕在危険の具体例》

①　主体要因に関わる危険の具体例

＜行動に伴う危険＞

・明らかな見落とし、よそ見
・転倒、衝突、接触、打突
・施設・設備や用具の不適切な扱い　　など

②　環境要因に関わる危険の具体例

＜他者にある危険＞

・混雑したところでの素振り
・近い位置でのボール蹴り、キャッチボール　　など
＜環境にある危険＞

・施設・設備や用具の故障・損傷
・悪天候、夜間での視界不良等

（２）潜在危険

潜在危険とは、現状では目に見えていないが、自分や他者の行動の仕方等によって歯・口の

危険予測学習Ⅳ
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けがが発生する可能性のある危険、活動の場所の広さと人数、活動に適していない施設や用具・

場所など活動する環境に潜む危険をいう。

《潜在危険の具体例》

①　主体要因に関わる危険の具体例

＜自分の中にある危険＞

・あせりや不安　・自信過剰、誤認　　・体調の不良
・思い込み　　　・技能や体力の不足や未熟　　など
＜行動に伴う危険＞

・急激な方向変換、停止、行動開始
・転倒、衝突、接触、打突につながる可能性のある行動

②　環境要因に関わる危険の具体例

＜他者にある危険＞

・思い込み、誤認、錯覚　・漫然あるいは、故意

＜環境にある危険＞

・狭隘
あい

な運動場や体育館　　　・薄暮時や夜間等の見えにくい状況での活動
・悪天候での視界不良　　など

３ 危険予測学習の機会
（１）「健康」領域

①幼稚園教育要領「健康」領域に関連した教育活動

（２）体育、保健体育科

①小学校「けがの防止」

②中学校「傷害の防止」

（３） 特別教育活動

①小学校及び中学校　学級活動または学校行事

②高等学校　　　　　ホームルーム活動または学校行事

（４）その他

①運動部活動等の課外指導

②ハイリスクの子どもへの個別指導

４ 歯・口のけがの防止で取り上げる危険予測学習の内容例
次のような視点から、各学校種の管理下で起こっている顕著な歯・口のけがの事例のいくつ

かを取り上げ、教材化することで、身近で効果的な学習が実現できる。

具体的な事例やイラスト等については、既に述べている各学校での指導と管理の項（第２章 

Ⅱ）を参照すること。
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（１）幼稚園・保育園の幼児

園内・園舎内・保育中で、①転倒　②人に衝突　③物に衝突　④転落して負傷している。

（２）小学生

学校内・校舎内外で、休憩時間中、教科や特別活動中に、

①転倒　②物に衝突　③人に衝突　④転落　⑤床で打つまたは、ボールが当たって負傷し

ている。

（３）中学生

学校内（校舎内外）、学校外で、課外活動・教科指導（体育・スポーツ活動）、休憩時間中に

　①転倒　②人に衝突　③物に衝突　④ラケット等に当たる　⑤床で打つまたは、ボールが

当たって負傷している。

（４）高等学校・高等専門学校生

学校内（校舎内外）、学校外で、課外活動・教科指導（体育・スポーツ活動）、休憩時間中に

　　①ボールが当たる　②人に衝突　③物に衝突　④転倒　⑤床で打つ、またはラケット等

が当たって負傷している。

（５）特別支援学校児童生徒等

災害共済給付の統計に分類がないので、傾向は必ずしも明確でない。

第２章 Ⅱ（５）（P. 51 ～ 52）に事例のいくつかを掲載しているので、自校等での過去のけ

がの状況などの情報と併せて、子どもの傷害の内容や程度、活動内容等を考慮し、教材化

を進める。

５ 危険予測学習の進め方

初めは、できるだけ身近で分かりやすい題材を取り上げて危険予測学習の進め方を理解させ、

次いで、計画に沿って様々な場面や事例を取り上げて、危険予測・危険回避能力を高めていく

ようにする。

危険予測学習の指導過程としては、次のような手順が考えられる。実施に当たっては、一斉学

習（幼児や小学校低・中学年等）やグループでの演習などを取り入れ、幼児から高校生までの発

達段階等を考慮して、分かりやすく具体的な場面を提示し、効果的に進めることが大切である。

＜ステップ１　場面の読み取り＞

　　どのような場面か詳細に把握する。

①イラストや写真、動画等で、危険を含む場面を提示し、場面や状況の読み取りを
する。

・どのような場面か？（何をしているか？見える物・人、周囲の様子等）
・見つけたことを自由に挙げさせ、否定しないようにする。
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＜ステップ２　危険の予測＞

　　どのような危険が考えられるか推測し、その中で最も重要なものを選び出す。

＜ステップ３　危険回避方法の検討＞

　　危険を回避できる方法を考える。

③回答した中で、最も起こりやすく重要なものはどれかを検討させ、回答させる。

・これまでの経験や知識等を元に、もっとも起こりやすい危険に絞り込む。
・同程度に重要で１つに絞り込めないときは、2～３例でもよい。

④絞り込んだ危険について、どのようにしたら事故やけがが防げるかについて考える。

・「ルールを守る、気を付ける」などの抽象的なものでなく、具体的な行動等で考えさせる。
・複数の方法が出された場合は、実行可能でもっとも適切かという視点で絞り込むよう
にする。

⑤過去の事故事例や事故の発生状況などから、正答と考えられる危険回避の方法を示す。

・この場面で最も予測すべき危険とその回避の方法を、イラストや写真、俯瞰図（ふか
んず）、動画等を用いて、具体的に解説する

⑥⑤で取り上げられなかったいくつかの危険や回避の方法についても、教師が取り
上げて補足する。

・多様な側面からの危険予測・回避能力、成就感と学習への意欲向上のため、正解は必
ずしも１つでないことを押さえる。

②この場面には、どのような危険があるか考え、回答させる。

・この場面では、どのような危険が考えられるかを、自由にあげさせる。
・顕在危険だけでなく、潜在危険にも気付かせるようにする。
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＜ステップ４　学習の整理と実践への意欲化＞

　　教科等の特性や学習のねらいに応じてまとめをし、実践への意欲を高めたり、実践でき

る方法等を考えたりする。

参考文献：交通安全に関する危険予測学習教材「次は、どうなる？」

文部科学省、平成 14 年 3 月

⑦学習したことを整理し、実践化を図る。

・学習して分かったことを整理し、まとめる。その上で、自分の生活を振り返らせたり
して実践化を図る。

・教科の場合は、学習目標の実現を目指し、個別の行動等の強制や実践化のみに終始しない。
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危険予測学習ワークシート例（グループ用）

グループ名

司会者

メンバーの

氏名

記録者

●記録

＜ステップ１＞

場面の読み取り

＜ステップ2＞

危険の予測

＊意見を出し合った後で、グルー

プで話し合って、最も重要な危

険を見つけ、○で囲みましょう！

＊意見を出し合った後で、グルー

プで話し合って、最も適切な

回避方法と思うものを○で囲

みましょう！

＜ステップ3＞

危険回避方法の検討

＜ステップ4＞

学習の整理

実践への意欲化

「何が見えますか？」

「見えないところに何があると思いますか？」

「この場面では、次にどんな危険が予測（予想）できますか？それは、

なぜですか？」

「○で囲んだ危険を回避する（避ける）方法を考えてみましょう！」

「今日、学習したことをまとめましょう！」

「学習したことから生活を振り返り、改善することがあったら、出し合ってみ

ましょう！」
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