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「水道橋病院身近な臨床勉強会」の第２，３回

（平成１１年６月，９月）として顎関節症を取り上げ

検討し，前号においてその内容をもとに，１回目

として顎関節症の３大症状である疼痛，開口障

害，顎関節音を考察すると共に，顎関節症に対す

る小児歯科，矯正歯科での対応について報告し

た。今回は２回目として顎関節症における精神的

な要素，全身的な要素をどう捉えるかというテー

マでまとめ，最後に顎関節症管理の現場について

中沢勝宏先生にコメントを頂いた。なおコーディ

ネータは島田 淳（スポーツ歯科）が担当し本稿の

編集も行った。

９．精神的な関連が考えられる患者さんについて

の診断と治療

顎関節症のみでなく，歯科を訪れる患者さんの

中には種々の全身症状を訴える，あるいは訴えと

客観的な症状とが一致しないなど精神的な要素の

関連が考えられる者も少なからず見られる。精神

的な状態について身体疾患を合併している場合に

は，必ずしも適切な評価ができないと言われてい

るが，歯科医も精神的疾患についての知識を持ち

これらをふまえつつ治療を行う事が大切であり，

場合によっては専門医へ紹介することも必要と思

われる。そこでこの項においては，DSM－Ⅳ診

断基準による身体表現性障害の定義，精神的要素

の疑われる症例への対応について補綴学的観点か

ら考察，運動療法，顎関節症患者の精神医学的背

景についてそれぞれまとめた。

１）DSM－Ⅳ診断基準による身体表現性障害の

定義

（山 満）

顎関節症を診断するにあたり，症状の原因とし

て顎関節自体やその他身体に問題がある場合と身

体的な問題はなく精神的な問題がある場合とが考

えられる。多くは両者が絡み合っているものと考

えられるが，精神的な問題が強い症例においては

精神医学的対応を必要とし，歯科としてもある程

度精神医学的な診断を行う必要がある。精神的な
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問題が強い症例においてはいくら身体的な治療を

施しても，症状の改善があまりみられないか，か

えって悪化することも考えられる。精神科的疾患

の分類については種々のものがあるが，アメリカ

精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル第

４版：Diagnostic and Statistical Manual of Men-

tal Disorders，４th edition（以下DSM－Ⅳと略

す）１）が専門外である歯科医療関係者には比較的理

解しやすいと思われる。

DSM－Ⅳは記述的な方法により，それぞれの

疾患に特徴的な症状と徴候が認められて初めて診

断が下されるようになっており，特異的な診断基

準を使うことによって，医師間の診断過程の信頼

性が向上している。精神的な問題が強い顎関節症

患者において重要な精神科的疾患として身体表現

性障害があげられる。以下にDSM－Ⅳにおける

定義を引用する。

身体表現性障害：身体的訴えに対して，それに

対応する器質的所見がなかったり，それを説明で

きる生理的機構が不明である，ということであ

る。症状を説明するために心理的要因や無意識的

葛藤が想定される。身体表現性障害には７つのカ

テゴリーが属している。：�身体化障害 �鑑別
不能型身体表現性障害 �転換性障害 �疼痛性
障害 �心気症 �身体醜形障害 �特定不能の
身体表現性障害

上記のうちで特に重要なものについてさらに定

義を引用する。

� 身体化障害：身体的訴えが１つの器官系統に

限定されず，また，既知の身体的疾患によって

引き起こされたものではないこと。原因として

心理社会的原因と遺伝がある。

� 転換性障害：１つあるいは複数の神経症状が

あって，それは心理的葛藤や欲求に関係し，身

体的，神経学的，あるいは薬物性障害とは関係

ない，ということ。

� 疼痛性障害：痛みの強さを説明できる身体疾

患が存在しない痛みにとらわれるものである。

痛みは神経解剖学的な配置に一致しない。スト

レスや葛藤が疼痛の始まりや増強と関係する。

� 心気症：重大な疾患に罹患しているのではな

いかという恐怖，または罹患しているという確

信を，実在しない疾患に対して持つこと。原因

としては心理的要因（痛みや身体的な不快感に

対する閾値が低い）や他者への攻撃性が身体の

特定のある部分を通じて自分自身に振り向けら

れるようなことである。

また，身体表現性障害とは別である鑑別を要す

る精神科的疾患には以下のものがある。

� 虚偽性障害：症状は患者によって故意にかつ

意識的にまねられる。症状は，心理的，たとえ

ば幻聴であることも，身体的，たとえば疼痛で

あることもある。

� 詐病：特定の目標，たとえば，保険の支払い

を受けるためとか，収監や懲罰を逃れるため，

身体的ないし精神症状を意識的に作り出すこと

である。

精神科的疾患では診断，対応を誤るとかえって

症状を悪化させたりして問題が大きくなるため，

DSM－Ⅳを利用する場合には，まずマニュアル

の記載内容を充分に理解する必要がある。当然，

必要に応じて専門医の協力をあおぐことになる。

２）精神的要素の疑われる症例への対応について

補綴学的観点から考察

（堀田宏巳）

精神的要因が強く疑われる症例の治療に際して

は，通常の場合以上に慎重な対応が必要であると

考えられるため，そのような患者への対応につい

て一般的に述べられている注意点の概略を記す。

� まず患者の訴えを聞く。

ａ．患者の話を十分に聞き，時間の経緯に沿っ

て整理する。

ｂ．話の中に矛盾が存在しても追求しない。

ｃ．患者の意見に対して，肯定も頭ごなしの否

定もしない。

ｄ．患者の訴えに対して，医学的観点から解説

を加える。

ｅ．患者の訴えの中に精神的な要因（不安，不

満，苦痛等）となるものを探す。

� 患者の訴える自覚症状と異常所見との因果関
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係について十分検討する。

ａ．自覚症状に対応する明確な異常所見が認め

られない場合には慎重に対処する。

ｂ．自覚症状と異常所見との明確な関連が認め

られた場合であっても，非可逆的な処置は極

力避ける。

ｃ．処置に際して，治療方法に対する特異な要

求に対しては，一般的な治療方法を選択する

ことが患者自身にとって有益であることを十

分に説明し，理解と同意を待つ。

ｄ．何らかの処置を施すことで，自覚症状が改

善されるかどうかを確認する場合でも，その

処置による症状の変化について，患者に説明

し同意を得る必要がある。

ｅ．精神的要因が強い場合，歯科的治療と精神

科的治療とのどちらを優先するかについては

種々の意見があるが，基本的には同時進行が

望ましいようである。しかしながら患者の症

状によっては，精神的な影響を考慮しつつ最

小限必要な歯科治療を先行させ，その後に患

者の変化に応じて適切に精神的治療を並行す

る場合もあると思われるが，患者を如何にし

て精神科専門医へ受診させるかという点につ

いて適切な方法を考えることも，このような

患者の治療にあたって極めて重要と思われ

る。

ここで，精神的な要因が強く疑われた症例を示

す。

患者：６２歳，女性

現病歴：約９年前A歯科医院で左側上顎臼歯

部Crown 装着後，疼痛発現するも異常無しとの

診断され，B歯科医院に転医する。同部Crown

除去後，他部位も要治療との診断でCrown 除去

再治療開始するが，＿２｜部メタルコアー合着時に

歯齦腫脹と疼痛が発現した。患者の訴えによれ

ば，その原因について担当医から歯牙の汚れが原

因と言われ，その後治療の度に汚いと罵られたと

のことである。その後，左側下顎Bridge 装着時

に頬側へ広がった形態であったため，上顎臼歯が

頬側へ変位したと感じた。治療終了後，左側臼歯

群の違和感が発現したためC歯科医院を受診

し，B歯科医院で装着されたCrown を全て除去

し暫間被覆冠に置換された時点で下顎の左方偏位

および左側顎関節痛が発現した。

初診時所見：図１ａ，ｂ，ｃに示すように，初

診時には疼痛発現を避けるため暫間被覆冠は全て

除去されており，下顎位は極めて不安定であった

が，明らかな下顎の左方偏位は認められなかっ

た。

治療方針：患者の訴えに精神的要因が疑われた

ため，残存歯はそのままで上下顎オーバーレイデ

ンチャーを装着し咬合の回復を図ると同時に顎関

節の負担を軽減することとした。

経過：上下顎オーバーレイデンチャー装着後も

下顎の左方偏位と左側顎関節疼痛は残留した。義

歯で設定された顎位で顎関節断層X線写真を撮

影したところ，図２ａ，ｂに示すように，患者の

訴えるような左方偏位は認められなかった。この

所見について患者へ説明を行ったが納得されず，

さらに図３ａ，ｂに示すように，下顎デンチャー

のみの装着で下顎の左方偏位が発現していた。そ

こで，発現している症状や治療に対する反応から

精神的な要因が強く関与していると考えられたた

め，精神科への受診を勧めた。明らかな拒否反応

は無かったが，しばらく様子をみたいとの返答で

それ以降来院されず，治療中断となった。

３）顎関節症患者に対する運動療法

（武田友孝）

� 顎関節症患者の痛みの特徴

痛みは様々で，個人により異なった閾値があり

訴えの表現も異なり，その原因も確定できないこ

とも少なくなく，客感性に乏しい。しかし，疼痛

を訴え，患者として医療機関を訪れる場合には何

らかの因子が関与しており，身体的な原因が断定

できない場合，精神的な問題を含め他方面よりの

検討が必要となる事がある。痛みを訴えるからに

は，身体的なものでなくとも必ず何らかの原因が

あり，対処しなければ患者の訴える痛みは消失し

ない。

痛みに対する分類には様々なものがある。身体

歯科学報 Vol．１０１，No．６（２００１） ４９３
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的疼痛としての，痛み以外に他の諸症状，腫脹，

内出血などの炎症症状を伴い，鎮痛剤が有効で，

痛みが激しければ激しいほど交感神経の反応が見

られる急性痛，原因に対する有効な治療法がない

難治性疼痛は，比較的理解しやすい。しかし，現

状に対する否定と，現状から脱却したいという逃

避の願望が込められており，その手段として痛い

という表現を使い，痛みの原因が身体的に治って

も痛いと訴え続け，鎮痛剤が無効で痛みだけが唯

一の症状である慢性痛，さらには，ある一定の対

象，条件に対して痛みを訴える心理的疼痛，精神

疾患による精神疾患性疼痛などは診断治療が困難

な事が多い。

顎関節症は，少なからず咬合が関与するものと

考えられるが，一般の整形外科的な疾患と同様な

考え方ができるものと思われる。すなわち，咬合

関係，顎位は歯の咬耗，欠損，歯周組織の状態な

どにより変化するものであり，これらの因子を含

め多くの要因が関与して顎関節も他の関節同様，

加齢とともに形態的・機能的に変化する。また，

関節痛に関与する知覚神経は，脊髄の同一の高さ

から出る運動神経の支配する筋に作用し反射を起

こし，関節を固定し無意識に安静を取らせる。こ

れらが長期化し筋収縮・筋攣縮が続くと，筋に二

次的に痛みを起こし，さらに骨端骨髄腔の充血を

招くという悪循環に陥り，関節痛を強くさせる。

また，顎関節は咀嚼，嚥下，発語など多くの機能

に関与し日中の安静も困難であり，さらに夜間

眠っている間に乱暴に関節を動かし痛みを増す事

があるなどの点を診断治療に当たっては考慮しな

ければならないものと思われる。

� 顎関節症の治療

顎関節症の治療にあたっては，症例に応じて咬

合治療，薬物療法，理学療法および運動療法など

� �

図１ 初診時口腔内所見
�正面観 �上顎咬合面観 �下顎咬合面観

�
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が有効であるとされている。しかし，この際の注

意点として，カリエス，欠損に対する治療のよう

に形態・機能の完全な回復を治療の最終目的とす

るのではなく，多くの整形外科的領域の障害にお

ける治療を範とすべきものと思われる。すなわ

ち，軽度の関節音の残存，運動軌跡の不正等は許

容範囲として受け止めるべきであるものと思われ

る。したがって，治療に対する歯科医，患者の考

� �
図２ 顎関節断層X線写真

�右側 �左側

� �
図３ 下顎義歯装着による下顎左方偏位

�下顎義歯未装着 �下顎義歯装着
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え方は，治療の成否に関与する重要な因子であ

り，急性期を過ぎた病態においては，筋収縮の病

的な状態による血液の循環不全による疼痛の悪

化，長期化また夜間の筋・関節の保護のため，適

切な運動と症状に合ったスプリントの使用などに

対する患者の理解，協力が必要と思われる。さら

に，顎関節症は，多因子性の疾患である事より，

現在の複雑な社会での心身のストレスが要因の一

つとなるとされており，身体的な痛みの強い場合

でも精神的な因子の関与は否定できず，ましてや

非身体的なタイプではその対応に苦慮するところ

である。そこで，全身および局所的な運動療法の

併用で精神的な安静を含め，運動の様々な利点を

治療に生かすべきである。

� 運動療法のメリット

関節症のための運動療法には，エアロビック運

動，ストレッチ運動ならびに筋力増強運動が一般

的に含まれる。何れも基本的に総合的な柔軟性の

維持，改善に有効で，かつ関節炎が引き起こす変

形にも有効であるとされている。

一般的全身運動のメリットは，様々なものがあ

り，炎症を起こした関節の曲げ伸ばしが容易にな

る。運動したというⅠ型Ⅱ型の太い神経よりの刺

激が，痛みを感受する細い神経の入力をゲートコ

ントロールする。全身の血液循環を向上させ，痛

む関節や筋への血流を増加させ発痛物質，老廃物

の除去などの体液交換に有効であり，その結果痛

みが和らぐ。血圧，コレステロール，血糖値を下

げる。ストレスに対抗できる精神状態にリフレッ

シュできる。日中はエネルギッシュで夜は良く眠

れ，ゲートコントロール説の気分を良くし痛みを

軽減するのに有効と思われる。基礎体力の維持，

向上により生活能力全体のレベルアップが可能と

なる。体重の減少で，ある種の関節の負担を減ら

すなどが挙げられる。

局所的運動のメリットとしては，関節包にある

関節の伸展屈曲に関する固有受容器が，刺激され

興奮し，これが，ゲートコントロール説の機序を

発現させ，近隣軟部組織などを含め，比較的細い

線維によって伝達される疼痛性侵害刺激が中枢に

達するのを抑制する。その結果，筋スパズムの原

因である過剰な遠心性インパルスを減少させる。

自律神経を介した反射的な作用で，関節の血流を

増大させる。癒着の解除などでスペースの増大が

起り，関節に栄養が行き渡る。つまり，動きに

伴って体液が関節腔内に出入りして，軟骨に栄養

を与えて老廃物を除去する作用を強化する事が出

来る。逆に関節が動けないとこの体液交換が起ら

ないので，関節での栄養成分と酸素を取り入れ老

廃物を除去する方法がなくなり，痛みの悪循環を

起こしてしまう。また，運動によって，筋肉や靭

帯を強化し安定を失わない状況を保つ事により除

痛が可能となる。さらには，関節組織内に進入し

た血管，神経を器質化する事により疼痛を軽減す

る。など以上の事が関与するものと思われる。

� 運動療法の実際

ａ．全身運動

全身的なエアロビック運動としてウォーキング

が，効果が多くかつ安全性が高いとされている。

ウォーキングは，簡単で取り組みやすく，効果的

で楽しみやすく，健康状態や年齢に左右されるこ

とが少なく行うことが出来る。効果的なウォーキ

ング方法は，歩く前，歩いた後にストレッチ運動

を行い，歩行時には，目線をやや遠くにし，顎を

引き，背筋を伸ばし，腕は９０度に曲げ前後に大き

く振り，踵から着地をしてやや歩幅を大きくして

歩くようにし，毎日２０から３０分続けて歩くことに

より効果が現れるとされている。また，水中の歩

行，水泳なども良い全身運動であるとされてい

る。

ｂ．ストレッチ運動

局所的なストレッチ運動は，血行の向上，筋の

こり，痛みを押さえる，ストレス，心痛，疲れを

減らし，気分を爽快にするなどの利点を有してお

り，顎関節症患者には特に有効である。ストレッ

チの方法としては，軽く息をしながらリラックス

して，筋や関節を伸ばす事に集中して伸びる心地

よさを感じながら，痛みを感じないように行う。

顎関節症に有効な頭頸部のストレッチ運動として

は，首や肩の回旋，上下運動などがあり，顎に対
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しては下顎の左右運動，開口訓練，円板整位運動

などが挙げられるものと思われる。

ｃ．筋力増強運動

筋力増強運動は，関節を損傷や変形から守る最

良の方法であり，上記のストレッチ運動に際して

等張性または等尺性の負荷を加えて行えば良いも

のと思われる。等尺性運動は，等張性運動をする

には痛みが強すぎる場合には痛みの軽減に有効で

あり，下顎を押さえて開く様に力を入れる。側方

運動様の力を入れるなどを行うことにより効果が

上げられるものと思われる。

ｄ．身体運動時の注意

運動後一時間くらいの不快感は問題なく，多く

の場合，運動の継続で，不快感の軽減，持続時間

が短縮する。しかし，痛みが一時間以上続くよう

なら生体からの危険信号と考え，運動を減らし様

子を見た方が良い。また，局所の炎症で，熱感と

腫脹を伴う場合は安静にすべきである。しかし，

若干の活動性の炎症があっても可動域内の等尺性

運動は，有効な事が有る。鎮痛剤服用の場合に

は，薬効が最大の時に過度の運動を行うと身体か

らの重要な信号を見逃すことが有るので注意が必

要である。

ｅ．リラックス運動としての精神的な活動・運

動

６４％の患者がストレスで関節痛を増すとされて

いる事から精神的な活動・運動としての深呼吸，

徐々に行うリラックス法，心象描出法，瞑想など

が有効とされる。深呼吸：痛みを伴う動悸，スト

レスによる強い不快感に対して有効である。数秒

かけて鼻から息を吸い込む。肩が上がらないよう

に，胸郭が膨らむようにし，息を少し止め，口か

らゆっくり吐き出す。そのとき，身体から緊張が

抜けて行くイメージを持つと効果的である。リ

ラックス法：快適な場所に横になり深呼吸をし，

全身の筋肉を上から下またはその逆に抜いて行

く。まずリラックスさせる部位に力を入れその後

力を抜く様にし，順番に全身について行う。心象

描出法：美しい景色，楽しかったことなど肯定的

なものをイメージする。

まとめ

顎関節症患者の治療に当たっては，従来の歯科

的治療のベースを踏まえた上で，その概念にとら

われる事なく，広い視野より患者および病態を診

査診断し，いたずらに患者の治癒を遅らせる事の

ない様にしなければならないものと思われる。そ

こで，運動療法の併用は，理学療法的な観点およ

び精神的な問題を含め，効果が期待できるもので

あり，治療法の一つに加えてみる価値はあるもの

と思われる。

４）顎関節症患者の精神医学的背景

（村松 淳）

� 口腔顔面痛と顎関節症

近年顎関節症と呼ばれる患者群の中にも，慢性

疼痛疾患的な要素の強い患者群が存在する事が指

摘されており，顎関節症を慢性の頭頚部疼痛疾患

の一つとして捉える様になってきた。例えば筋筋

膜痛の中にも局所の筋組織自体の疼痛が原因で二

次的に中枢神経系の疼痛感作を生じるとする発症

メカニズムも提唱されている。こうした考えに基

づいて顎関節症患者を診察して行く上で，いわゆ

る随伴症状や鑑別診断を考慮に入れ，分類を再整

理すると，大まかに以下のように考えると良いと

思われる。

１．顎関節部障害

関節円板障害，関節包・靭帯障害，変形性

顎関節症など

２．咀嚼筋痛，慢性頭背部痛，緊張型頭痛

３．血管性頭痛

片頭痛，群発性頭痛など

４．神経痛

三叉神経痛，舌咽神経痛，外傷性神経痛な

ど

５．その他

腫瘍（頭蓋内のものを含む），副鼻腔炎など

誌面の都合上頭痛に関してあまり触れられない

が詳細は専門書，歯科医師向けの頭痛に関する

ホームページなどを参照していただきたい。

これらの疾患群には精神心理学的な配慮を必要

とするものも多い。
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このため顎関節症を含む口腔顔面痛を心身両面

から評価しようとの動きもある。代表的なものは

Okeson の口腔顔面痛（Orofacial pain）の分類であ

り実際に明らかに認められる身体的異常をAxis

Ⅱという分類システムで，またそれらを修飾もし

くは単独で引き起こしている精神的な要因を

Axis Ⅱとして二軸診断を行う分類システムを提

唱している。

以下にOkeson の口腔顔面痛の分類Axis Ⅱ精

神心理的状態を示す２）。

Axis Ⅱ（精神心理的状態）（Okeson JP，１９９６）

・気分障害（うつ病，躁うつ病，二次性うつ病）

・不安障害（不安神経症，PTSD，二次性不安症）

・身体表現性障害（身体化障害，転換性障害，疼

痛性障害，心気症）

・その他（詐病，医学的に問題となる精神心理学

的特徴：ストレス耐性，適応障害，ストレス関

連体性反応）

この分類はDSM分類に準じてなされている。

ちなみに本邦では日本顎関節学会の症型分類を

用いるための系統的診断法が提唱されているが，

患者の身体所見から除外診断して行く方法（例：

Ⅳ→Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ→その他）をとっているため，除

外診断で最後に残った患者のみが精神面や環境面

からの診査対象となってしまう可能性がある。

� なぜ顎関節症患者を診察する上で精神医学的

な背景に注意しなければならないのか

顎関節症の発症にはブラキシズム，外傷，咬

合，精神的な問題など多くの因子が関与している

と考えられているが，顎関節症患者は他の歯科患

者に比べて精神面の問題が大きいとする研究が，

差がないとする研究報告に比べ圧倒的に多い。顎

関節症患者を診察する上で精神的な背景に注意し

なければいけない理由を考えてみると以下のよう

な事項になると思われる。

・精神的なストレスが顎関節症の症状に影響を及

ぼす可能性がある。たとえば，筋緊張・日中の

くいしばり・夜間のブラキシズムの悪化，スト

レスによる疼痛閾値の低下など

・不安が強かったり，うつ傾向のある患者は多彩

な身体症状を訴える事がある。特に不安が強

かったり神経症傾向のある患者は睡眠障害が強

く，起床時にくいしばりを自覚しているケース

が多く，咀嚼筋痛，肩こり，緊張型頭痛，背部

痛などの筋症状をもっている比率が高い。

・顎関節症類似の愁訴を認めるが身体に原因とな

る異常がない，または明らかな異常がない患者

が存在する（心気症状）。精神分裂病，うつ病，

神経症のいずれにも心気症状は認められる。精

神分裂病は思春期から青年期に多く，身体の異

常感がかなり奇妙に表現されセネストパチー

（体感異常）と呼ばれる。なお咬合異常感を執拗

に訴える Phantom bite syndrome はセネスト

パチーと近縁の病態と考えられている。筆者も

初発が咬合異常感であったセネストパチーを伴

う精神障害の患者を経験している。うつ病は中

高年に多く，憂うつ感，食欲不振，睡眠障害な

どの症状がある。うつ病と分裂病以外の心気症

状は神経症が疑われ，病因に性格，環境の関与

が大きいとされる。

以上の様な患者は一般の歯科医院にも来院する

可能性があり十分な注意が必要である。また十

分な説明がなく行われた治療や「不正咬合に

よって多くの全身的症状が生じる，だから咬み

合わせを治さなくてはいけない」という論を必

要以上に強調する歯科医師によって治療を受け

た患者は対応が難しいこともある。

・咀嚼筋群の急性ジストニア

精神科においてドーパミン遮断作用のある抗精

神病薬などの処方を受けている患者は閉口障害

などの症状を呈する事があるので注意が必要で

ある。

� DSM分類による診断名と古典的な精神科診

断名・内科診断名の関係

DSM分類は精神科における疾病研究の国際的

比較などには有用であるが，実際の精神科，心療

内科などの臨床現場では古典的な疾病分類に基づ

く診断名も広く用いられている。そのため対診を

行った際，返書に様々な病名がついていてとま

どった経験を持つ人もいると思う。
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そこでDSM分類と古典的分類の関係の概略を

以下にまとめる。

・神経症

不安障害，身体表現性障害，解離性障害（心因

性健忘）などが含まれる。

・自律神経失調症

主に内科で様々な身体症状を訴えるがそれを説

明するだけの身体症状がない病状をいう。身体

表現性障害がほとんどであり，不安障害（パ

ニック障害，全般性不安障害），適応障害（スト

レス因子に引き続く症状の発現），虚偽性障害

なども含まれる。また次に述べる仮面うつ病を

含めることもある。

・仮面うつ病

不安，緊張，身体症状などが前景に出ているた

め，抑うつ気分を把握しにくいタイプのうつ病

（抑うつ性障害）を言う。

・心身症

明らかに身体症状を有する者で心理的ストレッ

サーに身体症状が変動する病態をさす。顎関節

症では仕事の負担の増加や人間関係の問題が生

じるたびに，疼痛や開口障害が増悪する様な状

況が該当すると思われる。DSM分類では本

来，一般身体疾患に影響を与えている心理的要

因（精神障害ではない）に該当するはずである

が，身体表現性障害のカテゴリーに入ってしま

うケースが多い様である。

� 精神科医とリエゾン（連携）診療を実施した顎

関節症患者の診断

顎関節症患者の精神面についての評価は歯科医

師だけでは難しいケースも考えられる。東京医科

歯科大学第一口腔外科では顎関節症患者の精神面

について専門家による評価が必要であると考え，

口腔外科外来で精神科医と同時に定期的に患者を

診療するリエゾン（連携）診療というシステムを

とっている。口腔外科担当医が何らかの精神面の

問題があると考えた患者を精神科医と同時に診断

した結果を以下に示す３）。精神科診断では身体表

現性障害と分類されるものが最も多かった。

・DSM－Ⅲ－Rによる診断

身体表現性障害 ３２例 ７２．７％

気分障害 ４例 ９．１％

妄想性障害 ２例 ４．５％

身体的病態に影響する心理的諸因子

２例 ４．５％

不安障害 １例 ２．３％

適応障害 １例 ２．３％

精神障害なし ２例 ４．５％

� 歯科医師がある程度対処可能な精神医学的問

題とは？

精神分裂病，うつ病が疑われる場合，心気症状

の強い患者は基本的には精神科などの専門医に依

頼する事を考えた方が良い。身体愁訴はあるが身

体に明らかな異常のない場合，すなわち心気症状

の強い患者の処置には注意が必要である。心気症

状と関連した多くの歯科治療を受けた後の精神科

治療は奏効しにくいとされている。

また身体愁訴はあるが身体に異常があると断定

しにくい場合も，歯科疾患が症状の直接的な原因

とならない事を説明し，非可逆的処置，外科的処

置，overtreatment を避ける様にこころがけ，イ

ンフォームドコンセントをしっかり行うべきであ

るとされている。なお顎関節症と精神障害が合併

している患者ですでに精神障害に対する治療を受

けている場合にも精神科などの担当医と連絡を

とって治療する事が望ましい。軽度の不安，うつ

傾向，心身症的な病態は歯科医師でもある程度対

処する事が可能と思われる。

� 心理テストによる精神面の評価

本来精神症状は面接により聴取し，評価する事

が好ましいとされているが，精神医学の研修を十

分に受けていない歯科医師にとって，このような

診断は難しいと思われる。そこで当科ではマギル

の疼痛質問表，VASなどの疼痛の診査に加え，

心理テストを併用して精神症状の診査を行ってい

る。心理テストは特定の目的に対する妥当性と信

頼性が検証されているため，適応出来る範囲と限

界を考慮して用いる必要があるとされている。以

下に当科で用いている心理テストを中心に述べ

る。

歯科学報 Vol．１０１，No．６（２００１） ４９９

― 15 ―



・HAD（Hospital Anxiety and Depression scale）

身体症状を持つ患者の不安とうつを評価するた

めに開発されており，CMI の様に身体症状に

関する質問項目は含まれてない。これは身体症

状によって不安やうつが重症であると評価され

ない様に配慮されているためである。１４項目な

ので患者さんの負担も少なく頻繁に用いてい

る。

・STAI（State－Trait Anxiety Inventory）

不安を刻々変化する「状態不安」と，不安に陥

りやすい正確傾向を示す「特性不安」に分けて

評価するものである。当科では顎変形症患者の

外科手術における術前の不安の評価に用いた事

もある。

・CMI（Cornel Medical Index）

身体的かつ精神的な自覚症状を広く調査し，主

に神経症のスクリーニングに用いる。

・GHQ（General Health Questionnaire）

一般健康調査票であり，軽症の精神障害のスク

リーニングに用いられる。

これらの質問紙の回答から問診の糸口をつかむ

と患者に精神面の問診をしやすい様に思う。

� 心身医学的対処法

消炎鎮痛薬・筋弛緩薬などの薬物療法，スプリ

ント療法，理学療法などで苦痛を除去できればあ

えて心身医学的な対応をしないでも良いと思われ

るが，中には性格や環境への対応が必要と思われ

る症例もある。

以下に北里大の宮岡教授（精神医学）の薦める対

処法をあげてみる４）。

・現在重篤な疾患に罹患していないことを保証す

る。

「何も体に異常がないのだからここへはもうこ

なくてよい。きっと精神的な問題でしょう。」

という割り切ったいい方はしない。

・精神的な問題があると強調しない。

「あなたの症状は精神的なものだから（ストレス

のせいだから，気にし過ぎだから），何も心配

ないよ。気をしっかりもてば大丈夫。」などと

いう極端な対応をしない。精神的な問題に関し

ては「体に異常がなくても症状の出る人にはス

トレスの多すぎる生活を送っていたり性格的に

過敏である人がいると言われている。そんな風

に考えた時，何か心あたりはありますか。もし

あれば，考えてみると何か役に立つかも知れな

い。」程度にとどめるのがよい。

環境や性格に対するカウンセリングは容易でな

いが，宮岡教授は概ね以下の様な点を頭におけば

よいとしている。

・患者が意識している問題点を中心に扱う

もし患者が何か問題をあげれば解決方法を一緒

に考える。

「ここでとりあげた精神的な問題の解決が現在

悩んでいる症状の解決に必ずつながります

よ。」のごとき説明をあらかじめするのは避け

る。

「精神面で何か解決しなければならないあるい

はストレスになるような問題はありますか。も

しあれば考えてみると今の症状の改善に何か役

に立つかもしれない。」程度にたずねる。

・治療は本来患者をとりまく環境全体に対して行

うものであることを伝える。

・精神的な問題を深く扱い過ぎないようにする。

容易に変わり得ない問題の場合かえって患者は

苦悩を深めてしまう。軽度の症状であれば少し

ずつ環境の問題やそれを受け止める自分の問題

を考える様うながす。

・治療している医師自身が焦らない。

・症状に応じて抗不安薬を併用する。

なお慶応義塾大・精神神経科の大野先生は心の

健康を取り戻すためのキーワードとして認知

（Cognition），コントロール感覚（Control），コ

ミュニケーション（Communication）の“三つの

Ｃ”が大切である，としている。

� 抗うつ薬，抗不安薬による薬物療法

当科においても一部の顎関節症患者に慢性疼痛

患者に準じた薬物療法を行っている。慢性疼痛患

者に対する薬物療法に使用する代表的薬剤には抗

うつ薬，抗不安薬，漢方薬がある。

・三環系抗うつ薬（TCA）
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鎮痛効果が発現する作用機序について明らかで

はないが，うつが治ることによって疼痛が改善

されるのではないと考えられている。その理由

は

ａ）抗うつ効果を発揮する量の半分から１０分の

１量で鎮痛効果が得られる。

ｂ）抗うつ効果の発現は投与開始から２～４週

を要するのに対し，鎮痛効果は遅くとも１週

間以内に出現する。

ｃ）うつ状態にない患者でも鎮痛効果が確認さ

れている。TCAの鎮痛効果のメカニズムは

下行疼痛抑制系の賦活による慢性疼痛の改

善，オピオイドレセプターへの直接作用，

NMDAレセプターへの拮抗作用およびナト

リウムチャンネル遮断作用などがあるとされ

ている。また顎関節症患者については上記の

作用とは別に鎮静効果により，途中覚醒を有

する患者の睡眠を改善し，ブラキシズムを軽

減する可能性があると考えられている。

�処方例
トリプタノール １０mg 就寝前服用

眠気・口渇などの副作用について注意が必要。

副作用が強く出て翌日眠気が残る時は夕食後に服

用させる事もある。効果がみられない場合には副

作用の程度をみながら効果が認められるまで，

ゆっくり増量する。

・抗不安薬

代表的な抗不安薬であるベンゾジアゼピン類に

は抗不安作用に加えて，筋弛緩作用，交感神経抑

制作用，鎮痛作用があるとされている。

ベンゾジアゼピン系薬剤は作用時間（短期作用

型，中期作用型，長期作用型，超長期作用型），

力価の高低を考慮して処方すべきであるとされて

いる。抗うつ薬に比べ，急性の痛みに伴う不安・

筋緊張・不眠に著効を示す事が多い。副作用には

眠気，ふらつき，倦怠感，めまい，易疲労感など

がある。

�処方例
デパス １．５mg 分３

セルシン ６mg 分３

メイラックス １mg 就寝前

なお睡眠の改善目的にもベンゾジアゼピン系睡

眠薬が広く用いられる。

入眠障害が強い場合は短時間作用型を，熟眠障

害や早朝覚醒が目立つ時は長時間作用型を用い

る。

�処方例
デパス ０．５mg－１mg 就寝前

リスミー １mg

エバミール １mg

ドラール １５－３０mg

エチゾラム（デパス）は筋弛緩作用が強いため

（ジアゼパムの２．５倍）顎関節症の患者に多く処方

される傾向がある。

なお身体表現性障害の患者は，薬物嗜好に陥る

可能性があるので，不安が強い時などを除いてベ

ンゾジアゼピン系抗不安薬を安易に用いてはいけ

ないとの意見もある。

� 精神科医に依頼する方法・依頼する場合の原

則

精神科の敷居は未だに高く，一般の方が容易に

受診してもらえる風潮ではないと思われる。宮岡

教授の著書では内科医が精神科医に依頼する方法

を述べている４）がこれを歯科に置き換えて引用さ

せていただくと以下の様になるかと思う。

・身体面の診断は正確に告げるが精神科診断につ

いては曖昧な説明をしない。

「その症状は精神的なものだから精神科に紹介

します。」というのは好ましくない。患者に

とっては「何も異常がない。」といわれるより

も「病変はあるがその程度の割には症状が強い

ように思う。」という表現の方が受け入れられ

やすい様である。

・当科の専門外のことを他の専門医に相談する過

程であることを強調する

「歯科的には説明できない症状がある。症状が

それ程つらいのだから，医師としてあらゆる面

から症状の原因がないか調べたい。自律神経の

バランスの乱れや精神的な影響でも体に微妙な

変化がでたりそれを強く感じることがあるとい
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われている。それは私の専門ではないのでその

面を一度専門家に相談したい。」

・当科でも引き続き併行して経過をみることを伝

える

「依頼先の医師の判断が出たらどちらの科で治

療するか決める。それまでは当科で継続して経

過をみる。もし依頼先の先生の専門とするよう

な面の問題がないといえばまた私の方で別の観

点から原因を調べないといけない。」のような

説明が医学的には正確であるし，結果的には継

続的な精神科治療につながりやすいようだ，と

している。

この点については佐賀医大・精神科の佐藤先生

も「歯科領域の愁訴で受診してきている患者に

とって，歯科医のもとを離れて精神科や心療内

科に転医することは，患者にとって大きな

ショックなので原則的に歯科医と精神科医の共

同診療をしばらく続けるとよい。患者は愁訴に

改善が見られると，精神科受診にそれほど心理

的な抵抗を示さなくなる。」という意見を述べ

ている。

・依頼先の医師と連絡が取りやすいことを伝え

る。

依頼先の先生には，これまでにも他の患者さん

を診察してもらったことがある。私の専門外の

ところをうまく補ってくれるので，私自身信頼

している。」という表現は患者を安心させるこ

とが多いようである。

・憂うつ感や不安感をとりあげ，それが身体症状

を増悪させうることを伝える

「体に症状のある場合は憂うつ感や不安感が出

やすい。それが出ると体の症状もさらに強く

なってしまう。体の症状が，このように精神面

に影響されると当科の診断に影響がある。だか

ら精神面の専門家にみてもらおう。」というよ

うな説明が考えられる，としている。当科でも

疼痛の強い患者にはこのような説明をして市川

総合病院の精神神経科を紹介することがある。

・家族の協力を得る。

患者が精神科受診を拒否する場合は家族に説得

したり，まず家族だけでも精神科に相談に行く

よううながすこともある。

１０．全身症状をどう考えるか

（石上惠一）

顎関節症患者の中には開口障害，顎関節痛およ

び顎関節音などを主とした顎口腔系の不調和のほ

かに，めまい，耳なりなど耳鼻科的症状を始めと

した全身症状，不定愁訴を訴える者や５），耳鼻

科，整形外科など他科を受診した後，歯科を訪れ

る者も多くみられる６）。また歯科治療の結果，こ

のような症状の軽減，消失が見られること７）もあ

る。宮島ら７）は，顎関節症患者の６６．４％に開口障

害，顎関節雑音，顎関節部および咀嚼筋群の疼痛

以外の症状が見られ，９０％以上の症例で顎関節症

とその他の症状の症状側は一致していたと報告し

ている。また経過を追跡できた症例の９０．５％で顎

関節症状の消失または改善に伴い，その他の症状

も消失または改善していることから両者の関連を

示唆している。しかしこれらの関連について，客

観的，定量的な評価を行った報告は少ない。そこ

で我々はこれらの関連を探求することを目的とし

て研究を行っており，特に医科領域との比較検討

が可能であることが大切であると考え，耳鼻咽喉

科を始めとして広く用いられている重心動揺軌

跡，眼振図および聴性脳幹反応について，平衡神

経科学会など医科で用いられている測定基準に準

拠し検討を行った。その結果，�重心動揺軌跡に
おいて，健常者に比較して顎関節症患者において

大きな値を示す傾向８）が，また実験的な下顎位の

変化により重心動揺に変化が認められた９）。�眼
振図において，顎関節症患者の中に自発眼振，頭

位眼振および温度眼振の見られるものが認められ

た１０）。また，健常者において実験的下顎位の変化

により自発眼振，温度眼振が認められた１１）。�聴
性脳幹反応において，顎関節症患者は健常者に比

較してピーク潜時およびピーク波間潜時の延長が

認められ１２），これは下顎頭，下顎窩に変化が見ら

れる者においてその傾向は著明であった１３）。また

実験的咬合干渉の付与によりピーク潜時および
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ピーク波間潜時の延長が認められた１４）。

これらの考察として以下のことが考えられる。

１）ヒトの直立姿勢の維持は迷路系，視器，深部

知覚系の自己受容器などからの入力により姿勢

の状態を把握し小脳，脳幹網様体を中心とした

中枢制御を経て，錐体路および錐体外路系の関

与により，非常に複雑な反射機構を形成して成

り立っている。この中で迷路系は姿勢反射機構

の受容器として非常に重要な器官であり，解剖

学的に顎関節と隣接している。顎関節腔と中耳

腔との境界壁には，神経，血管が貫通している

裂隙があり，神経は耳介側頭神経，咬筋神経お

よび深側頭神経などの関節分枝であり，槌骨前

靱帯や鼓索とともに顎関節との隔壁に達し，各

神経とも関節壁の結合組織にとどまっている

が，下顎頭に偏位が生じ顎関節の機能不全が生

じ反復する負荷が壁に加わり，姿勢の反射性調

節に影響を及ぼしている１５）。

２）中耳と咽頭を連絡し，中耳の内圧を調整する

欧氏管を開口させる口蓋帆張筋および鼓膜の張

力を調節する鼓膜張筋を支配しているのは三叉

神経の第三枝であり，咀嚼系の機能障害により

中耳の内圧や鼓膜の張力の調節が不良にな

る１６）。

３）顎運動により三叉神経，舌因神経を介して求

心性前庭神経核などが刺激される１７）。

４）顎運動により近接する上頸部交感神経節が刺

激され，頸部交感神経活動の左右差が生じた場

合，内耳，脳幹の血流の左右差が生ずる１７）。

５）耳小骨の骨折には咀嚼運動が関与してい

る１８）。

６）発生学的に中耳の砧骨とメッケル軟骨が第１

次の関節を形成し，この軟骨が槌骨となるとと

もに新たに第２次の下顎の軟骨が生じて側頭骨

との間に関節が形成されることから，中耳と顎

関節との間に密接な関連がある１９）。

７）顎口腔系における異常な求心性のインパルス

は三叉神経を経て，網様体，視床下部，大脳辺

縁系，扁桃核へ進み，自律神経系の機能の変化

を生ずるとともに脳幹網様体全体の機能を低下

させる２０，２１）。

これらの他にも，顎口腔系の状態と全身状態と

の関連を示す多くの文献があるが，まだこれらの

関連が確立されるにはより多くの研究や臨床統計

などが必要と思われる。また一方で顎関節症患者

において関連症状を示す者は神経症症状を有する

傾向が認められた２２）との報告もあり，鑑別診断の

項でも示したように顎関節症以外の他疾患の存在

にも注意が必要である。しかしここで重要なの

は，咬合を含めた顎口腔系の状態を診査診断でき

るのは歯科医であると言うことである。それゆえ

歯科医は隣接医学についてさまざまな知識を持つ

とともに，全身症状あるいは顎関節症状の有無に

かからわらず顎関節，咀嚼筋および咬合の状態に

ついて診査診断できることが必要である。

１１．顎関節症管理の現場

（中沢勝宏）

はじめに

私の診療室では毎日何人もの重症とされて紹介

を受けた顎関節症患者を診療している。最近の概

念では顎関節症は治療よりもその症状の管理に重

点が置かれるようになってきている。その現場か

らの顎関節症管理の注意点をコンパクトに示そう

と思う。

１）診 断

顎関節症治療でもっとも大切な段階は除外診断

とそれに続く確定診断である。いわゆる顎関節症

と同じような症状を示す疾病はとても多いが，そ

れらを除外せずに治療行為が始まることで術者患

者ともに疲弊するまで「治療」を繰り返すこと

で，精神的に追いつめられて来院する患者が多

い。著者が経験した症例でも脳動脈瘤による神経

痛を顎関節症として多くの歯科医院で「治療」を

受け全顎補綴治療も受けた症例や神経症患者にス

プリント療法とそれに続く補綴治療を施して症状

をますます進行させた例など枚挙にいとまがな

い。

さらに，いわゆる顎関節症にも筋疾患や関節疾

患，神経症傾向のある関節疾患など様々な病態が

歯科学報 Vol．１０１，No．６（２００１） ５０３

― 19 ―



あり，この診断をできるだけ正確におこなうこと

で的確な症状管理方法を選択することができる。

２）症状管理または治療

先の診断に基づいて処置方法を選択する。しか

し，患者の訴えは日々変化するのでそれに応じて

処置法を選択することはもちろん，患者の性格や

体質などを詳しく見抜いて柔軟な対応をすること

が望ましい。

私が通常おこなっている処置法は，心理学の専

門家によるヘルスカウンセリング，理学療法，歯

科的治療法を併用している。これらは必ず併用す

ることが必要で一つでも欠けると効果が低下す

る。時には心療内科医にも参加してもらって向精

神薬の投与を依頼する。

・ヘルスカウンセリング：カウンセラーによるカ

ウンセリングで，症例によってはこの方法だけ

で疼痛のコントロールができてしまうこともあ

る。しかし，単独では効果が少ないが他の処置

法と併用することで相乗効果を期待できる。

それだけでなく，初診時の診断に基づいて診療

室内で日常生活上の注意を指示する。これが

もっとも大切なのかもしれない。

・理学療法：超音波を用いた温熱療法，ソフト

レーザーによる温熱療法，ヒートパックやコー

ルドパックを用いた温熱療法が多い。TENS

による疼痛緩和と緊張緩和。開口訓練も同時に

おこなう。さらに，処置の効果を高めるために

軽い体操による足腰の筋骨格系のリハビリを指

導することもある。

・歯科的処置：基本的には患者の訴えをカウンセ

ラー的態度で聞き，病状を専門家の立場ででき

るだけわかりやすい言葉で解説し，これからお

こなう処置について説明をして理解を求める。

必要があれば（必ずしも必要とは限らない），診

断に基づいたスプリントの選択と装着（夜間の

みの装着）。NSAIDs（非ステロイド系鎮痛消炎

剤）や抗不安薬などの投薬。硬結を来している

筋の拘縮部へのリドカインの筋肉注射などであ

る。ごくまれだが咬合調整をすることもある。

３）咬合との関係

顎関節症と呼ばれる病気群と咬合との関係はあ

やふやなことが多い。注意としては，患者がどの

様に咬合が……と訴えても，これを鵜呑みにして

咬合に手をつけてはいけない。むしろ先に示した

処置を行った後で咬合障害が表に現れて，そのと

きに咀嚼障害があれば咀嚼機能回復のために咬合

治療を行うことがある。そのときに与える下顎位

は試行錯誤ではいけない。その病状に適した中心

位で与えるべきである。

症状を取り除くために咬合治療を行うのでな

く，処置の結果生じた咬合異常で起こった咀嚼障

害を改善するために咬合治療を行うのが基本であ

る。

以上に顎関節症管理の現場での注意を示した。
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