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1. はじめに

　近年、口腔内科学会が設立され、口腔内科という

言葉が一市民権を獲得しつつある。筆者は、現在の「口

腔内科相談外来」の開設に際して、ロンドン大学イー

ストマン歯科研究所の Oral medicine consultation 

clinic で臨床研修をうけた。この “Oral medicine” を

日本語に工夫して訳した名称として「口腔内科」を

用いている。口腔内科は、ドライマウス、味覚異常、

舌痛症、口臭症、口腔顔面痛、口腔粘膜疾患など、

外科処置を伴わない口腔疾患への診断治療にあたる

科であり、国内では、これまで主に歯科口腔外科、

耳鼻咽喉科等が対応してきた分野である。これらの

中には難治性の疾患が多く、患者への対応は概して

敬遠されがちである。この背景には疾患の発症に全

身疾患が関与していることや、患者の症状の発現に

心理社会的要因や精神障害が関与していることなど

があげられる。すなわち、口腔に症状を呈する全身

疾患と合わせて精神医学や心身医学の理解なくして、

口腔内科は成り立たないと言える。本稿では、歯科

医師が口腔内科的疾患の範疇に入る歯科心身症患者

を対応する際の注意点ついて概説する。

2. 口腔内科的疾患の発生頻度

　国際誌に紹介されている口腔内科的疾患の一般的

な発生頻度を 10 万人比でみると、口腔がん患者が 2

～ 10 人、扁平苔癬は 1000 ～ 2000 人、舌痛症（心

因性）は 2000 ～ 5000 人、非定型顔面痛（非定型性

歯痛を含）は 5000 ～ 10000 万人、ドライマウスは

8000 人強と推測されており、口腔内科的疾患の社会

的ニーズは大きい１）。この中で、精神医学、心身医学

的な対応が必要なことの多い疾患が、舌痛症、非定

型顔面痛、ドライマウスということになり、これら

は歯科心身症の範疇となる。これらは合併している

場合も多いことから一概に合わせることはできない

が、日本の全人口を１億人とすると、少なく見積もっ

ても実に 200 万～ 500 万人もの人達がこれらの疾患

で苦しんでいる計算になる。いかに歯科心身症患者

が多いかということが理解できる。身体それぞれの

体性感覚が大脳での占める割合を示した有名なペン

フィールドの地図がある（図 1）2）。この地図をみて

も口腔の感覚の占める割合は大きく、歯科心身症の

有病率が高い理由の一つと考えられる。

3. 心身症とは？歯科心身症とは？

　狭義および広義の心身症を対象とするのが心身医

3 - 10

図 1　ペンフィールドの脳地図（文献 2 より引用）
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学であるが、それに関連してストレスや心身相関さ

らに患者の身体面だけでなく心理面、社会面を含め

て統合的にみていこうとするのが全人的医学である。

現代の複雑な社会生活のなかで生ずるさまざまなス

トレスは「心身症」、「神経症」、「うつ病（気分障害）」

や「問題行動」などのいろいろな心身の障害を生み、

この点においても心身医学が重要視されてきている。

心身医学の中核をなす心身症は、日本心身医学会に

より「身体疾患の中で、その発症や経過に心理社会

的因子が密接に関与し、器質的ないし機能的障害が

認められる病態をいう。ただし、神経症やうつ病など、

他の精神障害に伴う身体症状は除外する」と定義づ

けられている 2）。すなわち、身体疾患の病態や症状が

ストレスによって変化するものであるが、うつ病や

不安障害（神経症）などの明らかな精神疾患に伴う

身体症状は除外するとのことである。

　歯科における心身医学も基本的には同様の考えを

もとに実行されていくべきであるが、心身症に対す

る「歯科心身症」の厳密な定義はなく、統一見解は

これまで発表されていない。現時点では、Medically 

unexplained symptom (MUS: 臨床的に説明困難な症

状 ) が歯科領域に生じたものととらえることが相応し

いと考える。MUS とは、全く病変がないにも関わら

ず症状を訴えるもののみならず、病変があっても通

常で訴える以上の症状を訴えるものも含まれる。歯

科医師は口腔症状を主体に患者に対応するために、

患者の心理社会的あるいは精神医学的背景を見逃し

がちである。そのために、歯科心身症はむしろうつ

病や不安障害などの身体症状を含んだ MUS のすべて

を歯科心身症ととらえ、背景にある精神疾患の有無

について見逃さないようにすべきであると考える。

4. 歯科医師が理解しておくべき主な精神疾患

　精神疾患の有無を見逃さないためには、精神疾患

を理解し、ある程度診断できる能力を身につけてお

くことが望ましい。精神疾患の種類はあまりにも多

いため、発症頻度が高く、歯科の外来でも遭遇する

ことの多い疾患について簡単に概説する。精神疾患

の分類にも様々なものがあるが、本稿では、一般的

な精神科の教科書に掲載されている分類を採用する

( 表 1)4)。

(1) 気分障害

　気分障害は、気分の変動を主症状とする疾患で、

生涯罹患率は男性では５～ 12%、女性では 10 ～

25% とされる発生頻度が極めて高い疾患である。大

きく分けてうつ病性障害（単極性障害）と躁うつ病

（双極性障害）に分けられる。うつ病性障害にも様々

なものがあるが、うつ病というのは一般的に大うつ

性障害をさす。アメリカ精神医学会の大うつ病性障

害に関する診断基準（DSM-IV)5）には、不眠、易疲労

性、食欲の減退などの項目があるように、うつ病で

は精神症状以外に様々な身体症状も訴える。この中

で睡眠障害が最も多く、口腔症状としては口腔乾燥

安彦善裕　口腔内科医による歯科心身医療

（１）　気分障害
（２）　神経症性障害（不安障害・身体表現性障害などを含む）
（３）　心身症
（４）　統合失調症
（５）　摂食障害
（６）　人格と行動の障害　その他

表 1　精神疾患の主なもの

図 2　不安障害の分類

パニック障害

全般性不安障害

外傷性ストレス障害

（適応障害）

強迫性障害

社会恐怖

特定の恐怖症

｝
｝

不安そのものが症状

特定の事物が不安・恐怖の対象

歯科恐怖症

図3　歯科心身症患者の心療内科での診断名（文献7より引用改変）
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除く）
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全般性不安障害
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を訴えることが最も多い（表２）6)。患者の自覚症状

としては、身体症状が先行していることも多いこと

から、最初は内科を訪れることが多く、次いで、婦

人科、脳外科の順番となっている。初めから精神科

や心療内科を訪れる患者は合わせても 10% に満たな

い。

(2)神経症性障害（不安障害･身体表現性障害などを含む）

　神経症や不安障害の診断、分類についてはやや混

乱しているところがある。従来の診断では神経症は

状態像により、神経衰弱状態、不安状態、ヒステリー

状態などに分類され、ここの症例については「神経

症（不安状態）」と診断されていた。そのうち、不安

状態と強迫状態が、最近の診断基準における不安障

害に該当する。不安障害は不安と恐怖を主症状とす

るもので様々なものに分類されている（図 2）。この

中で多いものがパニック発作を伴うパニック障害、

全般性不安障害、社交不安障害などである。歯科恐

怖症は、恐怖が歯科のみに限ったことであれば、特

定の恐怖症の一つということになる。身体表現性障

害は、「身体的障害を示唆するが完全には説明できな

いといった身体症状、および社会的、職業的または

他の機能の有意な障害や阻害を引き起こすような身

体症状によって特徴づけられる一群の精神障害」と

定義されている。歯科心身症の概念として考えられ

る MUS は、この疾患に一致しており、実際、歯科心

身症患者を心療内科や精神科に紹介すると７割程度

は身体表現性障害との診断名がつく（図 3）7)。身体

表現性障害との診断名がついた歯科心身症患者の多

くは、口腔のことはわからないとする心療内科や精

神科にとっても厄介の疾患であり、積極的に治療は

行われず歯科医師、医師両者から見捨てられた患者

が路頭に迷うことも多い。

(3) 心身症

　心身症は、日本心身医学会により「その発症や経

過に心理社会的な因子が密接に関与し、器質的ない

し機能的障害が認められる病態をいう。ただし、神

経症やうつ病など、他の精神障害に伴う身体症状は

除外する」と定義されている 3）。すなわち、基とな

る病変があってその症状の発現に、ストレスが影響

しているものとも解釈される。心身症のみられる疾

患は数多くあるが、例えば気管支喘息を例にあげる

と、実際に IgE 抗体の値が高くアレルギー反応があっ

て喘息発作を起こすことのある患者が、ストレスに

よりその発作が増悪するというものである。糖尿病

での心身症というのは一見、理解し難い話ではある

が、身体に精神的、肉体的ストレスがあると糖質コ

ルチコイドが産生され血糖値が上昇するというもの

である。口腔領域を例にとると、ストレスにより唾

液分泌量が変動する口腔乾燥症はどのような疾患が

背景にあっても心身症のみられる疾患であると言え

る。例えば、唾液に明らかな器質的変化を伴うシェー

グレン症候群でも、その患者のストレス状態により

唾液分泌量が低下することから、心身症の範疇に入

ると解釈できる。また、顎関節症も未だに多くは、

顎関節の疾患としてとらえられがちであるが、関節

円盤や関節頭に器質的変化があっても症状が発現す

る人と発現しない人がいて症状の発症にストレスの

関与していることがあるように、多くは明らかな心

身症として捉えるべきであろう。

表 2 うつ病患者でみられる身体症状とその出現率

症　状 出現率（％） 症　状 出現率（％）
睡眠障害 82 ～ 100 めまい 27 ～ 70

疲労・倦怠感 54 ～ 92 耳鳴り 28
食欲低下 53 ～ 94 感覚異常 53 ～ 68
口　渇 38 ～ 75 頭痛・頭重 48 ～ 89

便秘・下痢 42 ～ 76 背　痛 39
悪心・嘔吐 9 ～ 48 胸　痛 36
体重減少 58 ～ 74 腹　痛 38

呼吸困難感 9 ～ 77 関節痛 30
心悸亢進 38 ～ 59 四肢痛 25
性欲減退 61 ～ 78 発　汗 20
月経異常 41 ～ 60 振　戦 10 ～ 30
頻　尿 70 発　疹 5

（文献 6 より引用）

表 3　歯科心身症の種類

痛みを主症状とするもの
＊非定型性顔面痛（慢性顔面痛）
＊非定型性歯痛
＊口腔灼熱感症候群（舌痛症）
＊慢性顎関節症

痛み以外を主症状とするもの
＊ドライマウス（口腔乾燥症）
＊味覚異常
＊ Phantom bit syndrome（咬合異常感症）
＊口臭恐怖症・妄想口臭症
＊口腔異常感症
＊口腔セネストパチー
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(4) その他

　その他に、統合失調症や摂食障害、パーソナリティ

障害など様々なものがある。統合失調症は、「普段な

んなくできていた仕事ができなくなった」とする認

知障害、「盗聴されているのでは？何者かに後をつけ

られているのでは？」とする妄想、「宇宙人に会った。

変な臭いがする。常に誰かに命令されている」よう

な幻覚・幻聴、さらに無気力や抑うつ気分などが症

状として現れる。統合失調症にも比較的稀ではある

が歯科心身症を伴った報告があることから、歯科医

師が知っておくべき疾患の一つであろう。摂食障害

は、「患者の極端な食事制限や、過度な量の食事の摂

取などを伴い、それによって患者の健康に様々な問

題が引き起こされる。主に拒食症と過食症の総称で

ある。」とされ、嘔吐時の胃酸により歯牙酸蝕症のみ

られることから、場合によっては歯科医師により病

状が発見されうるものである。パーソナリティ障害

には様々なものがあるが、なかでも境界性パーソナ

リティ障害が比較的多いとされている。これは、病

状が神経症と統合失調症、健康な間の状態にあるこ

とから、境界性との名前がついている。本疾患にも

様々な症状がみられるが、特に見捨てられ不安が強

いため、患者に必要以上に親切にしたことが仇となっ

て返ってくる可能性があり、対応には充分な注意が

必要である。例えば、来院回数の多い患者が時間外

にも診療を受けたいと要求し、歯科医師は親切心か

らその要求に応じるように診療をしていた結果、応

じきれなく断ると、患者は逆上してしまうようなこ

とがある。

5. 典型的な歯科心身症

　歯科心身症の病名は、症状に名前のつけられるこ

とが多く、病名が病態を反映しているわけではない。

大きく痛みを伴うものと伴わないものに分けると表

3 のようになる。この中で発生頻度の高い、舌痛症、

非定型性歯痛、Phantom bite syndrome（咬み合わせ

異常感症）、口臭恐怖症について概説する。

(1) 口腔灼熱感症候群（舌痛症）

　口腔灼熱感症候群は、本邦では、一般に舌痛症と

呼ばれるが、痛みや灼熱感が、舌のみならず、口蓋

部や下唇部に及ぶことも多く、欧米では、一般に

Burning mouth syndrome（口腔灼熱感症候群）と呼

ばれている。舌に痛みがあれば、舌痛症ということ

になるが、心因性のものは一次性口腔灼熱感症候群

（舌痛症）と呼ばれ、原因が明らかなものは二次性と

呼ばれ両者は区別されるようになってきている 8)。一

見、舌に著変がみられず、一次性と勘違いされやす

いものにカンジダ症がある。カンジダの増殖が舌痛

の原因であっても、通常のスワブによるカンジダ検

査では陰性とでることが多いため、デンタルミラー

を用いたより感度の高い検査方法を用いるべきであ

ろう 9)。また、両者の鑑別診断に、患者の訴えも参考

になることがある。一次性では、通常の食事や、口

の中にガムや飴をいれていると痛くなく、痛い部位

が舌尖部や舌側縁部が多いのに対し、カンジダ症で

は舌背部の痛みが主体で食物によってはしみること

のあるのが特徴である。

(2) 非定型性歯痛　

　非定型性歯痛は、客観的評価や検査で明らかな歯

痛の原因となるものが見当たらないのにもかかわら

ず、執拗に歯や歯肉の痛みを訴えるものである 10)。

患者は、原因不明であっても、歯痛を執拗に訴える

ために、歯科医によって「とりあえず抜髄」、「とり

あえず根治」が行われ、最後に抜歯にまで至ってし

まうことがある。また、歯が無いにも関わらず、まだ、

痛みを訴え続けるということもある。X線検査によっ

て全く問題がないものや、根尖に僅かな骨の吸収像

があって通常では痛みを感じることのないもので、

症状が改善しないために、長期にわたって根管治療

を継続する例や、症状の発現を何度も繰り返し再根

管治療繰り返している例では、本疾患も念頭におい

ておく必要がある。

(3)Phantom bite syndrome（咬み合わせ異常感症）

　Phantom bite syndrome は、客観的な評価や検査

で咬合関係に異常はみられないものの、執拗に咬合

の異常を訴えるものである 11)。患者の多くは、歯科

治療がトリガーとなるが、これは、補綴処置のよう

な咬合改善を行う治療のみならず、スケーリングや

他の歯周治療など、咬合改善を目指した治療以外が

トリガーとなることもある。

(4) 口臭恐怖症

　他人に明らかな口臭がないにも関わらず、執拗に
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口臭を気にして、口臭があると訴える 12)。口臭に対

する誤った認知を修正するために、他人に感じる明

らかな口臭のないことを繰り返し説明することによ

り改善する場合もあるが、社交不安障害などの不安

障害や、時には、妄想的な訴えする妄想性障害や統

合失調症が背景にあることもある。これらの精神疾

患を伴っている場合には精神科的な領域の範疇とな

る。

6. 背景にある精神疾患の有無の判断に役立つ主な心

理検査

　精神疾患の有無の判断をする際には、診断の補助

として、特定の精神疾患や精神症状の評価を目的と

して作成された検査を利用することが可能である。

(1) 気分障害

　気分障害の評価を行う際は、抑うつ症状の評価尺

度がもっとも利用されることが多い。代表的な検査

としては、Beck Depression Inventory-II（BDI-II）13)、

Self-rating Depression Scale（SDS）14)、Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale（CES-D）15)

があげられる。CES-D は一般人の抑うつ状態の評価

を目的としており、うつ病の有病率調査等で用いら

れることが多く、カットオフポイントが設定されて

いる点が特徴である。検査は 20 項目からなり、この

１週間でそれぞれの状態がどのくらいの頻度で経験

されていたか回答を求める。BDI-II は抑うつ症状の重

症度評価に用いられることが多く、悲しさや興味喪

失など 21 の項目からなり、それぞれの項目で用意さ

れた複数の文章が自分に合うかどうか選択するよう

求められる（例：悲しさ、０：わたしは気が滅入っ

ていない、１：しばしば気が滅入る、２：いつも気

が滅入っている、３：とても気が滅入ってつらくて

耐えがたい）。SDS は、抑うつの重症度を評価する検

査であり、20 項目からなる。それぞれの項目が自分

にどの程度当てはまるか回答が求められる。SDS は

身体症状に関する項目が多いため、身体症状の訴え

が多い高齢者などを対象として利用する場合は注意

が必要である。

(2) 不安障害

　不安障害は、疾患ごとに不安が生じやすい状況や

恐怖を抱く対象となるものが異なるものの、不安症

状の強さは共通する特徴であり、こうした全般的な

不安症状の評価を行うことは不安障害が存在するか

どうか判断するための目安となる。全般的な不安

症状を測定する検査としては、State-Trait Anxiety 

Inventory（STAI）16) がもっとも広く用いられている。

STAI は、検査実施時など一過性の不安状態の強さを

評価できる状態不安 20 項目と日常的な不安の高さを

評価できる特性不安 20 項目の２つの検査からなって

いる。

　不安障害の中のそれぞれの疾患に対して症状を評

価する検査も開発されている。パニック障害の症状

の重症度を測定する検査としては、Panic Disorder 

Severity Scale（PDSS）17) があげられる。PDSS はパ

ニック障害に関連するさまざまな症状それぞれにつ

いて評価を行い、全般的な重症度の評価が可能な検

査である。社交不安障害を評価できる検査としては、

Liebowitz Social Anxiety Scale（LSAS）18) がもっと

も広く用いられている。LSAS は 24 の場面について、

その場面で感じる恐怖の程度とその場面を回避して

しまう頻度について回答を求める。LSAS にはカッ

トオフポイントが設定されているため、社交不安障

害の診断を補助する目的としても使用可能である。

PDSS および LSAS は臨床家評定の尺度として開発さ

れたが、自己記入式での実施も可能であることが確

認されている 18)19)。強迫性障害を評価できる検査と

しては、Maudsley Obsessional Compulsive Inventory

（MOCI）20) がある。MOCI は、30 項目について自

分の状態に当てはまるかどうか回答を求める検査で

あり、カットオフポイントが設定されているため強

迫性障害の診断補助検査としても有用である。外傷

後ストレス障害（Post-Traumatic Stress Disorder：

PTSD）を評価する検査としては、Impact of Event 

Scale-Revised（IES-R）21) が広く用いられている。

IES-R は、22 項目の症状について、過去１週間に体

験していた頻度を求める検査であり、カットオフポ

イントが設定されている。しかしながら、PTSD の診

断を実際に確定させるためには、検査対象者の体験

した出来事が PTSD の診断基準である「実際にまた

は危うく死ぬまたは重症を負うような出来事を、１

度または数度、あるいは自分または他人の身体の保

全に迫る危険を、その人が体験し、目撃し、または

直面した」を満たしているかどうかを確認する必要

がある。
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(3) 身体表現性障害

　身体表現性障害全般を評価するもっとも簡便な検

査として、Screener for Somatoform Disorders（SSD）
22) があげられる。SSD は身体表現性障害のスクリー

ニング検査であり、身体表現性障害で経験されやす

い 12 の症状について評価し、３つ以上の症状が３ヶ

月以上持続している場合を陽性とする。身体表現性

障害の中のそれぞれの疾患に関する検査としては、

心気症に関する検査や疼痛性障害に関する検査があ

げられる。身体症状を重篤な疾患にかかっていると

解釈し疾患に対して非常に強い恐怖を抱いている心

気症を評価する検査としては、Short Health Anxiety 

Inventory23) があり、18 項目からなっており、心気

症患者とそうでない者を鑑別することが可能である

と考えられている。疼痛性障害の症状を評価するた

めの尺度としては、Brief Pain Inventory24) があり、

痛みの重症度と痛みによる生活障害の程度を測定で

きる尺度である。

　

7. 歯科心身症患者の対処 • 治療について　

　歯科心身症患者への対応で、まず考えなくていけ

ないことは、病変が本当にないのか、病変はどの程

度なのかを明らかにする必要がある。病変の有無や

病変の程度を明らかにした結果、歯科心身症との診

断に至るべきであるので、むしろ他の疾患よりもよ

り詳細な検査を行う必要がある。その結果、歯科心

身症との診断になった場合、さらに詳細な問診や心

理検査を行うことによって背景に精神疾患が有るの

か無いのかを判断する必要がある。うつ病（大うつ

性障害）や不安障害などの精神疾患が強く疑われた

時や、身体症状が口腔以外にも多発しているような

時、他の身体症状が口腔症状より強いような時は、

心療内科や精神科との連携が必要となってくる。

　治療には、薬物療法や心理療法があるが、いずれ

にせよ、心理療法の基本である「支持的精神療法」

やロジャーズの「クライアント中心療法」などの概

念は、心因的背景のある患者への対応の際に心がけ

ておくべきものである。「支持的精神療法」は、患者

の声を「傾聴」し、病態について「説明」し、病態

は改善することを「保証」することからなっている

ものであり、患者に安心感を与えて少しでも症状を

緩和する方法である。客観的な評価や検査で明らか

な原因となるものがみられなくても、「なんでもない」

とか「気のせい」という言葉は決して発するべきで

はない。これらは、心が病んでいる患者の心にさら

に傷をつけ、症状の悪化に繋がりかねない。また、

ロジャーズの「クライアント中心療法」は、患者へ

の「共感的態度」と「全面的肯定感」、行動と自分の

心の中が一致している「自己一致」とからなってい

るものであり、これも患者に安心感を与え、場合に

よっては症状の緩和を期待できるものである。その

他、心理療法には様々なものがあるが、その中で認

知行動療法は治療効果の科学的エビデンスが最も高

いものの一つであり、最近では、うつ病の治療に対

する保険医療にも導入されている。われわれは、舌

痛症に対して認知行動療法を応用しその有効性を確

認している 25)26)。他の歯科心身症においても、認知

行動療法の応用が期待される。

　薬物療法には、抗うつ剤や抗不安薬などの向精神

薬の用いられることが多い。痛みを主症状とするも

のには、アミトリプチンや SNRI の効果に関する報告

が多い 27)。向精神薬は副作用のみられることが多く、

充分な知識をもって慎重に用いられる必要がある。

8. 歯科医療と精神医療・心身医療の共通点と相違点

　歯科心身症患者の中には、精神科や心療内科との

連携のもと治療を行うべきこともある。連携の際に

は、互いの専門分野について理解しておく必要があ

る。そこで、歯科医療と精神医療・心身医療の共通

点と相違点について考えてみる。精神疾患や心身症

は多くの歯科医師にとって、未だ分野外として扱わ

れ、歯科疾患とは相容れないと認識されているよう

である。確かに歯科は外科を主体とした「からだを

診る」身体診療科であるのに対して精神科は「ここ

ろを診る」診療科である。しかしながら、両者の医

療では、QOL の向上を目指したものが多いという点

で共通性がある。すなわち、悪性腫瘍や心筋梗塞の

ように生命維持に深く関与する疾患の場合、疾患治

療が主たる目的となるのに対し、歯科疾患や精神疾

患の多くや心身症では「よりよい生」を営むことが

目的となる。特に、身体診療科であって「こころも

診る」心療内科の立脚点は、口腔内科を行う歯科に

近いものがあると考えられる 28)。

　立脚点には共通性があるものの、外科を主体とし

た歯科と、そうではない精神科、心療内科の患者対

応への考え方については異なったところも多い。歯

安彦善裕　口腔内科医による歯科心身医療
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科は異常をみつければ必ず治療をして、悪いものは

とれば治る、治らなくてはいけないという考えが基

本にあり、緩解という概念は少ない。一方、内科や

精神科には緩解という考えかたがあり、むしろ完治

よりも緩解を目指した治療が多い。そこで、精神科

医や心療内科医は患者を目の前にした時にその症状

によっては、積極的な治療介入そのものの可否につ

いて自問自答しながら対応するようである。この中

には、治療まではいかない「傾聴」や「簡単な保証」

程度の支援の必要の有無も含まれる。日常も歯科診

療において患者を目の前にして治療介入の有無につ

いて自問自答することはほとんどないのではないだ

ろうか。この感覚の違いが、精神科や心療内科との

連携を求めて患者を紹介する際に考慮するべきこと

であろう。

9. 精神科 ･ 心療内科との連携の際の注意点

　歯科心身症の中には、明らかにうつ病や不安障害

などの精神疾患を合併しているものもあるが、その

頻度は少ない 7)29)。うつ病や不安障害などを合併して

いないと、歯科心身症に理解のある医師でない限り、

「身体表現性障害」の診断のもとに、場合によって

は簡単な支援程度で積極的な治療の介入に踏み切ら

ないことが多い。折角、患者を説得して精神科や心

療内科に紹介しても、口腔症状が改善しないことか

ら逆に患者の不信感を募らせることになりかねない。

歯科心身症は、口腔症状を共感出来る歯科医師によっ

て、精神疾患の有無の判断がなされ、明らかな精神

疾患が背景にある時や、他臓器での心身症が主病変

と考えられる時には医師に紹介すべきであり、主症

状が口腔であって、明らかな精神疾患が背景にない

時には歯科医師によって治療されるべきものであろ

う。しかしながら、投薬の経験不足や保険請求上の

制限などによって治療のための投薬が困難な場合に

は、精神科医や心療内科医に、臨床所見や背景など

の情報と投薬の種類を含む治療方針についての意見

も添えてお願いすべきであろう。歯科心身症をあく

まで分野外として、丸投げすることは避け、連携の

際も症状を共感出来るという立場から歯科医師主導

のもと治療が行われるべきであろう。

10. おわりに

　口腔内科という言葉が一市民権を獲得しつつある

が、歯科医療はそもそも外科的治療が主体をなして

いる分野である。外科では、悪いものは取り、取れ

ばかならず治る、治さなければならないとの概念が

あり、歯科でも抜く、削る、治す、治すためには必

ず手をつけるという概念が定着しているように思う。

これらの歯科医師による行動が歯科心身症患者の症

状を複雑化し、治療を困難にしている。内科には、

高血圧や糖尿病のような生活習慣病に代表されるよ

うに、症状の維持 • 緩和を目指した治療が存在し、

精神科や心療内科での疾患は完治を目指すよりも緩

解をめざすような概念での対応のものが多いようで

ある。歯科心身症の対応には、内科や精神科・心療

内科的な感覚ですぐに結論を求めるのではなく、患

者と長くつきあい症状の緩解を目指すような心構え

で、時には「処置をしない治療」も必要であると考

える。
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