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は じ め に

顎関節症は，多くの臨床医にとって難しいも

の，取り組みにくいものとして捉えられている。

その要因として，原因が多因子性であり，その発

症には，生体の許容範囲やパラファンクションが

強く関わっていること，症状を自覚していない者

の中にも他覚的症状を示す者もあり，本当の意味

での顎関節症と正常者の違いが明らかになってい

ないことなどがあげられる１）。またさまざまな全

身症状と顎関節症との関わり，あるいは精神的要

素の存在も考えられる２）。また顎関節症様の症状

を示す類似疾患は他にも多くあるため，顎関節症

であるとの固定観念を持たず診査を行うことも必

要となる。そこで顎関節症に対しては，米津が記

したように症型分類をふまえ，診断，治療してい

くことが大切である３）。第４回で福田は顎関節症

の痛みについて報告しており４），今回は顎関節症

の診査，診断と治療の中で主に開口障害と顎関節

音を中心として臨床的な観点より述べる。また咬

合と顎関節症と関連についてもふれたいと思う。

顎関節症の診査，診断および治療のポイント

ここでは，主にチェアサイドにおいて注意すべ

き事を中心に述べる。診断の基準と手順について

は今シリーズ第１回を参照されたい。

１．診 査

１）主訴：

できるだけ具体的に聞くことが大切である。特

にいろいろな症状を訴える症例の場合，もっとも

患者さんの気になることに焦点を絞ることが必要

である。

２）現病歴：

発症または自覚し始めた時期や動機，そして現

在までの経過などを聞く。これは，他の疾患との

鑑別に役立つとともに，開口障害を呈している症

例などでは，それ以前の顎関節音の有無によって

非復位性関節円板前方転位と診断できる因子とな

るからである。

３）既往歴：

リウマチなどの全身的な疾患によって顎関節様

症状が出る場合があるため全身的既往歴に注意す

る。歯科的既往歴としては症状の初発，経過と歯

科治療との関わりについても確認する。また偏咀

嚼，ブラキシズムなどこれまでの悪習壁の有無に

ついても聞く。

４）現症：

疼痛がある場合，痛みの種類，部位や時期，疼痛

を変化させる要因を聞く。一般に朝，疼痛や開口

障害などの症状が強ければ夜間のブラキシズムが

疑われる，夕方にかけて症状が出てくる場合，日中

のブラキシズム（特にクレンチング）が疑われる。

―――― 臨床ノート ――――
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５）触診：

疼痛部位，程度，疼痛の種類を把握する。また

開口量を計るとともに顎関節音の有無，開閉口時

の左右下顎頭運動経路を確認する。

６）咬合：

咬合については，まず視診および咬合紙などを

用いて習慣性閉口位と咬頭嵌合位の比較，咬頭嵌

合位の安定性，さらに上下歯の接触状態，側方運

動時の誘導部位および角度の緩急などを診査す

る。また咬耗部位および程度についても注意す

る。症例によっては，フェイスボートランス

ファーおよびチェクバイトにより咬合器に付着し

た模型にて歯の位置，咬合状態を把握することも

必要である。

６）画像診査：

他の疾患との鑑別する意味でもパノラマＸ線撮

影は最低限必要である。また下顎頭の形態につい

て，骨変化の正診率はパノラマＸ線撮影で７１～

８４％，パノラマ４分割顎関節撮影法で７８％であ

り，側頭骨の変化は確定できないものの一次診査

として十分である５）。しかし，同じ症状を持つ者

でも，下顎頭の形態変化や，関節円板の転位が大

きい者は治療が困難である場合が多い。よって関

節円板の位置，形態や癒着の状態，円板穿孔など

を確定するためには，MRI，関節造影および内視

鏡検査などが必要である６，７）。

２．診 断

１）顎関節症と他疾患との鑑別のポイント

顎関節症の診断は基本的に除外診断である。基

本的には顎関節，咀嚼筋痛，開口障害および顎関

節音のいずれも存在せず，咬み合わせの異常ある

いは全身的な症状を訴えるものは顎関節症ではな

い。顎関節症の痛みは，主に下顎運動に伴う痛み

であり，自発痛はほとんどなく，あっても持続性

の鈍痛で，鋭い電撃様の痛みや拍動性の痛みがあ

ることはない。あるいは患者さんの訴えが他覚的

な症状とあまりにも異なる時など注意が必要であ

る。顎関節症は，他の頭蓋顔面，口腔顔面障害と

併存することもあるため，治療により症状に変化

が見られない，あるいは悪化する場合には，再度

診査を行う必要がある。いたずらに同様な治療を

繰り返すか，精神的なものとしてかたづけてしま

うのではなく，他の疾患を疑うことが必要である。

２）開口障害

� 開口量

開口量の測定には，最大開口位における上下顎

中切歯切端間距離を開口距離とする方法が一般的

である。成人の平均的開口量について，覚道は男

４８～５５ｍｍ，女４４～４９ｍｍと文献的報告をしてい

る８）。しかし臨床的には４０ｍｍを基準としている

場合が多く，３８ｍｍ程度開口量があれば日常生活

に支障がない９）こともある。

� 筋性と関節性の開口障害の鑑別

筋性と関節性との鑑別において，特に自力開口

量と強制開口量の差が目安となる。強制開口量

は，自力的最大開口量をとらせ，患者さんの筋が

リラックスした状態で，医師が優しく十分に下顎

に圧力をかけて得られる開口量である。この時の

抵抗感の質は診断の重要な指標となる。すなわ

ち，ゆっくりとした開口量の増加は，筋肉の拘縮

を疑う。また開口量が増加せず固く動かない場合

は，変形性関節疾患や筋突起の衝突による骨性の

接触を疑う。突発・反射的なクリック音とともに

大きな開口量が得られた場合は関節円板転位によ

る開口障害が疑う。強制開口に対して弾力的に抵

抗し，関節痛を伴う場合は，関節包内の癒着が存

在する可能性がある。

� 下顎運動経路

片側性の非復位性関節円板前方転位の場合，下

顎は開口時および前方運動時患側へ偏位する。ま

た筋性および両側性の顎関節内障の場合，開閉口

路はほぼ一致する。側方運動において筋由来の開

口障害では水平面における側方運動は影響を受け

ないとされている。咀嚼運動については関節性の

場合，患側の動きが少ないため患側の方が咀嚼し

やすいことが多い。

� 顎関節音

筋性のものに顎関節音はなく，また関節性のも

のは顎関節音消失後に開口障害になる場合が多

い。しかし関節円板の転位がないものや非復位性
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関節円板前方転位でも顎関節音が認められる１０）。

特に関節円板の変形，穿孔や下顎頭の変形により

クレピタスを生じることがある。

� 画像診断

開口障害において画像検査は極めて有効性が高

く，継続する関節痛や，大きな骨変形が疑われる

ときは，単純断層，CT，MRI，造影断層などに

よる診断が必要である。画像診断で下顎頭に変形

が認められた症例は，多くの場合，治癒期間が長

く，保存療法のみでは効果が出にくく，パンピン

グマニピュレーション，洗浄療法などを併用する

ことで効果が著明になる例が多い１１）。

３）顎関節音

顎関節音については最近の考え方として「顎関

節音が，関節内に起こっている問題の指標に過ぎ

ず，顎関節症の重症度と一致せず，完全に消失さ

せることは難しいことから，機能不全を伴わない

場合は治療の対象とならない」とされてい

る１２，１３）。また一方で，谷口ら１４）は，顎関節音を主

訴とする患者さんの，５４．２％は常に音をわずらわ

しいと思っており，３８．７％はどんなことをしても

音を取りたいと思っていると報告し，積極的に取

り組む努力が必要であるとしている。臨床的に

は，顎関節音の種類，期間，音がする位置および

音が消失する位置があるかどうかが重要である。

その病態を把握し，治療に生かすと共に，患者自

身にも認識させる。そして，治療への協力と治療

の限界を説明することが大切である。顎関節音は

主にクリックとクレピタスに分類され，円板の変

形とともに音はクリックからクレピタスになると

いわれている。依田ら１５）は，疼痛を伴わない復位

を伴う円板前方転位症例の自然経過について，５

年後の経過観察で，クローズドロックへの移行率

６．９％，自然消失率２１．４％および疼痛出現率６．９％

と報告している。また復位性から非復位性関節円

板前方転位に陥りやすい臨床的徴候について，山

下ら１６）は，顎関節痛の著しいもの，顎関節部の圧

痛があるもの，臼歯部の咬耗が著しいもの，臼歯

部支持の欠損および間欠性のロックを伴うものを

あげている。

� 診査手順

左右関節部に指を当て，ゆっくりと最大開口を

行わせたのち閉口させる。この時の下顎の偏位，

下顎頭の動き，顎関節音の位置，種類，大きさを

見る。最大開口量，顎関節音の位置を確認する。

左右の違いや大きさなどの感覚を聞く。下顎を

前後，左右に動かさせこの時の顎関節音，下顎頭

の動きを見る。下顎を前方に出させ開閉口運動さ

せる。咬頭嵌合位から開口させた後，ゆっくり閉

口させ，ワッテなどを咬ませ顎関節音が消失し

て，下顎がスムーズに動く顎位があるかどうか見

る。

� 診断

ａ．顎関節音が取れ，下顎がスムーズになる位置

がある場合には復位可能な関節円板前方転位を

疑う１７）。

ｂ．顎関節音が取れる位置がない場合で前方への

円板転位がないものは結節性雑音，繊維性癒

着，円板の内，外方転位を疑い，復位性円板前

方転位では円板の変形，繊維性癒着を疑う。ま

た非復位性円板前方転位では円板変形，穿孔，

癒着を疑う。

しかし，いずれの場合も確定診断には，MRI，

造影断層撮影などが必要である。

３．治 療

１）治療のポイント

まず一番重要なことは，顎関節症に限ったこと

ではないが患者さんに対し，現在の状態について

詳細に説明し理解を示していただくことである。

特に顎関節音などは，なぜ音がするのか，今後

どうなってしまうのかなど，かなり不安になって

いる場合があり，適切な説明を受けただけで不安

が解消し症状が軽減することも多い。さまざまな

顎関節症の治療が行われる中で近年各種治療法に

よる効果の比較と共に，顎関節症を放置した場合

の自然経過についての検討も行われている。栗田

らは了承の得られたクローズドロック患者の１年

間経過観察において，３分の１は顎関節機能障害

が消失，約３分の１は改善，約３分の１は機能障

害が継続したと報告している１８）。しかし一方で塚
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原らはクローズドロックの解除率は，ロック期間

が短いほど有効であり６ヶ月を超えるとロックを

解除することは困難であると報告している１９）。し

たがって，適切な診査診断により治療を行うこと

が必要であると思われる。

次に，顎関節症について患者さんに現症と治療

法を納得していただき，日常生活での注意点を説

明し積極的に治療に参加してもらうことも重要な

因子である。患者さんに対して著者は「咬み合わ

せが悪いと必ず顎関節症になるとは限らないし，

咬み合わせが良くても顎関節症になる場合もあり

ます。原因は日常生活にある場合多く，これを理

解し注意することで症状が良くなり，治療効果も

あがります。」などと説明している。また治療目

標については，まず疼痛の除去と機能回復である

ことを説明する。症状が慢性的となった場合で

も，自己の症状を良く理解してもらい，家庭療法

を行いながら，経過観察へ移行することも必要で

ある（表１）。

２）日常生活で注意すべき事

日常生活で注意してもらうことはいくつかある

（表２）が，特にブラキシズムについて述べる。

ブラキシズムは，咀嚼系の非機能時のクレンチ

ング，タッピングおよびグライディングである。

その発現時期により，日中と夜間睡眠中の場合に

分けられ，日中の場合は習癖の一つとして考えら

れている。夜間睡眠中の場合は，中枢性の原因に

よって起こる睡眠障害の一つであるとされている

が，原因や治療法については不明な点が多い。ま

たブラキシズムを自覚しているものは少なく，症

状を伴わないものも多いが，さまざまな要因に

よって程度の強弱が生じ，顎関節症のみならず頭

痛，肩こりなど全身症状の原因となることもあ

る。いずれにしろ顎関節症の場合にはブラキシズ

ムをコントロールすることが症状の暖解または消

失に寄与することも多い。一般的にブラキシズム

は，睡眠中のグラインディング，すなわち音がで

る歯軋りと考えられている。しかし実際には音の

しないクレンチング，くいしばりの方が多く，

自，他覚できない場合がほとんどである。特に夜

間睡眠中は，大脳皮質が抑制されているため，筋

力をコントロールすることができず，覚醒時の６

倍以上にもおよぶ破壊的な咬合力が生じるといわ

れている１２）。また咬耗面を観察すると通常咬み合

わさらないような部位にも咬耗が生じている場合

があり，顎口腔系に異常な負担が生じていること

が想像できる。患者さんへはブラキシズムについ

て著者は，「上下の歯の接触は日中，起きている

ときで２０分程度です。通常は口を開ける筋肉と閉

じる筋肉がバランスを取り合って上下の歯の間に

２，３ｍｍのスペースがあります。いつも歯が接

触していると，口を閉じる筋肉が緊張してしま

い，顎が疲れたり，痛くなったりします。なるべ

く歯をかみ合わせないようにしてください。また

かみしめていると気づいたらすぐにやめてくださ

い。ただ常に歯を離していると意識するのも疲れ

ると思いますので，あまり気にしなくてもいいの

ですが，肩がこったら肩を動かすのと同じで，か

みしめていると思ったらゆっくりと大きく口を開

けて筋肉をのばすように心がけて下さい。」など

と説明している。こうした結果，次回来院時に確

認するとブラキシズムを自覚したと答える場合も

多い。また注意して観ていると，問診中にも無意

識にグラインディングを行っている患者さんを見

かけることもあり，これを注意するだけで症状の

表１ 経過観察へ移行するタイミング

� 自身の顎関節および筋の状態について理解すると
ともに運動療法を含め症状の管理ができること。

� 開口量は患者さんが開口障害を自覚しない程度。
� 顎関節音の有無は問わない。

表２ 日常生活で注意してもらうこと

� ブラキシズム
� 長時間の会話，不用意なあくび。
� 強くかみしめたり，引きちぎらなければならない
硬い物を食べない。

� 寝るときはなるべくあおむけでねる。特に患部を
下にして寝ない。

� スポーツ，仕事などでくいしばらなければならな
い事はなるべくさける。
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ほとんどが消失する場合もある。夜間睡眠中のブ

ラキシズムについては，決定的な治療法は確立さ

れていないが，通常はスプリントを用いる方法が

一般的である。これはブラキシズムを止めるとい

うよりも関節，筋肉および歯の保護を目的とす

る。また筋症状が強い場合には，薬物療法を用い

る。夜間睡眠時のブラキシズムは睡眠が浅い場合

に生じるとされているので精神安定剤や抗うつ剤

などを用いると効果がある。また，犬歯の咬耗や

ガイドの様相によっては，下顎頭が後方を圧迫し

ていることがある。これも顎関節症状の要因とな

り，犬歯ガイドの改善が必要な場合もある。

３）開口障害への対応

筋性の開口障害が疑われる場合は，筋痛の治療

に準ずる４）のでここでは関節性が疑われる場合に

ついて述べる。初診時に疼痛がある場合と無い場

合で治療法が異なる。疼痛が強い場合には，まず

疼痛の除去が第一になる。すなわち非ステロイド

系の消炎鎮痛剤を投与するとともに，患者には安

静にすること，すなわち硬固物の摂食や大開口を

避け，なるべく歯をかみ合わせないことなどを指

示する。時間的な余裕があればチェアサイドで前

歯部型スプリントを作る。疼痛が無いかそれほど

でもない場合には，まず顎関節性の場合，まずマ

ニュピレーション（徒手的円板整位術）を行い円板

の復位がみられた時は，直ちに前方整位型スプリ

ントを装着する。マニュピレーションにより復位

がみられない場合，スタビライゼイション型のス

プリントを用い咬合および関節の安定をはかると

ともに，開口量の増加を目的として開口練習を指

示する。症状に変化が見られないときにはビボッ

ト型スプリントを用い負荷をかける方法を用いる

こともある。それでも開口量が増えない場合，MRI

または造影断層撮影により非復位性円板前方転

位，癒着，穿孔などの診査，診断を行う。３ヶ月

程度，保存療法で効果が得られないときは，パン

ピングマニュピレーションにより円板の復位をは

かる。ただし，近年では，関節円板の位置と開口

障害の間に関連はなく，関節腔における関節円板

の可動性が下顎運動に重要であるとされている。

そこでMRI によりクローズドロックと診断さ

れ，円板形態によりロックの解除が困難で，疼痛

を伴う症例は関節腔洗浄療法が有効である。また

円板が癒着している症例は関節鏡視下剥離受動術

により関節鏡視下で関節腔内の癒着を剥離し上関

節腔における関節円板の可動性を確保することで

開口量を増大させる。しかし非復位性関節円板前

方転位における１年間経過観察において，３分の

２に顎関節機能障害が消失，改善が見られてい

る１８）ので，関節腔への穿刺についての了解が得ら

れない場合でも，開口練習を行うことで後部結合

組織が擬関節となるとの報告２０）もみられることか

ら，開口練習を継続させ経過観察を行う。また咬

合は顎関節あるいは筋の状態により変化するもの

であり，また逆の場合もあり得る。そこで顎関節

および筋の治療と平行して咬合の変化を把握して

おく。症状軽減とともに顎位の変化が見られる場

合もある。症状の変化が無ければスプリントの使

用時間を増やすか，咬合干渉の除去，咬合接触部

位を増やす，ガイドの有無を確認し咬合の安定を

はかるよう考慮することも必要である。他の項目

でも述べたが，おおよそ３ヶ月を目安として治療

効果が認められず病態が特定できない場合は，他

の疾患も考慮してもう一度検討することが必要で

あると思われる。

４）顎関節音に対する対応

顎関節音は治療効果が少ない場合が多いこと，

症状改善には運動療法を含め患者さんの自覚が必

要なことから患者さんへの説明が特に重要となる

（表３）。

治療は顎関節音が消失する顎位があるかどうか

で異なる。

� 顎関節音が消失する顎位があるとき

ａ．自己療法

・円板整位運動（３ヶ月で５０％近くが改善２０））

大きく開口し，クリックが生じたことを確認

し下顎を前方に出したまま閉口する。クリック

の消失を確認し，その位置で開閉口をゆっくり

と繰り返す。

・片側性の場合，顎関節音のある側でなるべく咬
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まない。（特に硬い物）

・顎関節音の消失する位置で常に顎位を保つ。

ｂ．スプリント療法

・顎関節音が消失する位置でスタビライゼイショ

ン型またはリポジショニング型スプリントを作

る。

３から６ヶ月行ってみて変化がないときは，

円板転位の程度，変形の確認のためにMRI

が，癒着が疑われる場合は造影，内視鏡の検査

が必要。

� 顎関節音が消失する顎位がない

ａ．自己療法

前方位から，左右の下顎頭が均等に運動するよ

うに開口練習を行う。

ｂ．スプリント療法

ブラキシズムがある場合にスタビライゼイショ

ン型スプリントを用いる。

本人がどうしても顎関節音の消失を希望する場

合には，造影，内視鏡などを行い，内視鏡視下剥

離受動術など外科処置を行うこともある。上関節

腔洗浄療法，下顎頭離断術および関節鏡視下円板

牽引縫合術などにより顎関節音が消失したとの報

告もある２１）。

� 補綴処置について

開口練習などで顎関節音の自覚が減少すること

がある。これは実際に減少した場合と，円板がず

れない位置を無意識に保てるようになっている場

合がある。後者の場合，咬頭嵌合位からの開口時

には顎関節音に変化がないことが多い。患者がど

うしても完全に顎関節音の消失をのぞむなら，顎

関節音消失位で咬合の再構成を行う場合もある

が，一般的に咬頭嵌合位でしっかりかみ合う時間

はほとんどないとされているため，患者さんが気

にならなければ長期的な経過観察としても良いと

思われる。

顎関節音は，消失しづらいためどこまで治療す

るかの判断が難しいところである。しかし補綴処

置，修復処置の後より顎関節音が生ずることもあ

り，咬合状態にも十分注意する必要があると思わ

れる。

咬合と顎関節症

顎関節症は，最初にも述べたように，さまざま

な症状が複合している場合が多い。すなわち，顎

関節症の症状があり，あきらかに咬合に問題があ

ると思われたときでも，特に天然歯列では，まず

保存療法にて症状の改善を図り，そののち咬合の

再検討を行い咬合に手を着けるべきである。筋症

状であれば，ブラキシズムのコントロール，投

薬，スプリントや理学療法を施す。また顎関節症

状であれば，これに開口練習等を加える。関節円

板非復位性円板転位等の場合，保存療法を長く続

けるよりも，パンピングマニュピレーションで簡

単に復位できる場合も多い。またそれに伴い咬合

も変化する。この場合，咬合を改善するよりも，

改善した関節にあわせて咬合を変化させる必要が

生じることもある。円板の癒着が原因で生じてい

る痛みの場合，いくら咬合を改善しても痛みが変

わらないこともある。この場合洗浄療法などを併

用することで症状の改善が見られる。クローズド

ロックやクリックなどで下顎の開閉口運動が安定

しない症例でも，患者さんが根気よく開閉口練習

を行ってくれることで運動がスムーズになる場合

も多い。それに伴い咬合位が変化することがある

ので治療開始時はもちろんのこと，治療経過にお

いても咬合位を把握しておくことは重要である。

近年，顎関節症と咬合との関連の有無について

意見がわかれており，どちらかといえば関連がな

いとする意見の方が多いように思われる。しかし

重要なのは，咬合について知識を持ち診断が出来

表３ 顎関節音について患者さんに説明すべき事

� 顎関節の状態について。
� 治療を行った場合のリスクについて。
ａ）クリック消失時に下顎位が変化してしまうこと
があり，咬合再構成が必要となる場合がある。

ｂ）治療に時間がかかる。
ｃ）以上のことより患者さんにかかる負担が大きい
場合がある。

� 治療の経過によってはMRI，顎関節造影，内視
鏡が必要である。

島田：顎関節症を見直す２７０

― 6 ―



るのは歯科医だけだということである。これは顎

関節症に限らず一般臨床においても同様である。

歯科治療，特に咬合が重要となるような症例の場

合，一歩間違うと医原性の顎関節症を作りかねな

い。また治療後から顎関節症が発現し，咬合も不

安定となってしまうことがある。このような場

合，咬合の診査ののち治療を行うこととなるが，

患者さんによっては，症状の出現をきっかけに自

分で咬合位を常に探していたり，精神的なストレ

スを強く感じていたりすることも多い。そこで治

療を始めるにあたり，患者さんに現在の状況につ

いて，また自己療法などについても，理解しても

らわなければ治療がうまく進まないこともある。

患者さんの中には，何でも咬み合わせが関係して

いると思いこんでいる人もおり，場合によっては

心療内科などを紹介し，平行して顎関節症の治療

を行っていくこともある。すなわち咬合と顎関節

症の関連に関しては，まず可逆的な方法を選択

し，注意深く咬合関係を診査した後，可及的に最

小限の治療を心がけるべきである。

そこで咬合について基本的に注意すべきことに

ついて述べたいと思う。咬合についていろいろな

考えがあるが，著者は，咬合の評価として，５つ

の要素２２）（表４）について注意している。

咬頭嵌合位の位置について考えるとき，もっと

も重要となるのが下顎位である。下顎位により咬

頭嵌合位は変わってしまうため，まず下顎位につ

いて把握することが大切である。特に顎関節症患

者のような顎機能異常者においては，まず顎関節

および咀嚼筋の状態を把握することが重要であ

る。顎関節および咀嚼筋の状態により下顎位は変

化する。当然，咬頭嵌合位の変化も顎関節，咀嚼

筋に影響を与え下顎位を変化させる場合もあるの

で，それぞれを注意深く診査する必要がある。咬

頭嵌合位の安定性としては，Ｂコンタクトが特に

重要であるとされているが，著者は臨床経験上Ａ

コンタクトがポイントとなっている症例も多いの

ではないかと考える。Ａコンタクトが消失すると

かみしめた時に力が入らないように感じられ，こ

の場合高さをいくら高くしても，患者さんの感覚

として高さを感じられない事がある。次に５要素

の中で重要であると考えられるのは，滑走運動を

誘導する部位と方向である。滑走運動の中でも側

方運動をガイドする犬歯が特に重要である。この

犬歯のガイドには，Ｍ型とＤ型のガイドがある２２）

（図１）。一般的には上顎の近心面と下顎の遠心面

が接触して下顎を誘導するＭ型ガイドが好まし

い。これはＤ型ガイドにおいては作業側の下顎頭

が外方向に誘導されやすいためである。Ｍ型ガイ

ドがあることで咀嚼時や会話時などの下顎の動き

が大きくなりすぎないようにコントロールされ

る。また，ブラキシズムなどによる顎関節への過

剰な負荷がかかりにくくなると考える。たとえば

朝起床時に片側の関節がロックしてしまうような

症例において，通常はスプリント，特に前方整位

型のスプリントを用いるが，犬歯のガイドを付与

することによりスプリントなしで症状の改善を見

ることもある。また起床時の筋症状に対しても有

効なことも多い。また犬歯のガイドあるいはＡコ

表４ 咬合の５要素２２）

� 咬頭嵌合位の位置
� 咬頭嵌合位における咬合接触の安定性
� 滑走運動を誘導する部位
� 滑走運動を誘導する方向
� 咬合平面・歯列の位置の滑らかさ

Ｍ型ガイド Ｄ型ガイド

図１ Ｍ型ガイドとＤ型ガイド
（中野雅徳ら２２）の図引用）
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ンタクトが消失すると下顎の位置感覚が消失し，

咬合が急に不安定になる場合がある。このような

症例においては，まずガイドを作り下顎の位置を

絞り込んでいき，それとともに咬合接触（特に

Ａ，Ｂコンタクト）を回復してやると，咬合の安

定が得られやすい。

顎関節症状の発症が，咬合採得を誤って製作さ

れたクラウンブリッジや義歯によるもの，異常習

癖などに起因した著明な咬耗によるもの，極度の

歯列不正によるもの，スプリントの誤った長期使

用や誤った咬合治療によるものなどにおいては，

咬合治療が考慮される。しかしこの場合でも，可逆

的な方法による症状改善と暫間的補綴処置を行っ

た後に最終的な処置に入ることが重要である。

お わ り に

顎関節症の治療を行っていくにあたり，大切な

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いうことである。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。その

上で症状をよく把握し，患者さんの理解と協力を

得ることが重要である。
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拓男），２９１，クインテッセンス出版株式会社，東京，
１９９３．

１７）米津博文：Ｘ線テレビシステムを用いる上下関節腔
造影検査による顎関節患者の関節円板動態異常に関す
る研究．歯科学報，８７：１６１３～１６３９，１９８７．

１８）栗田賢一，Per－Lennart Westesson，湯浅秀道，
外山正彦，小木信美，成田幸憲，河合幹他，菊池
厚：クローズドロックの臨床所見の検討 第２報 自
然経過観察群の初診後６，１２ヶ月時の臨床症状．５：
６９～８０，１９９３．

１９）塚原広泰，依田哲也，阿部正人，坂本一郎，森田
伸，依田 泰，三井妹美，宮村壽一，櫻井仁亨，谷口
亘，小野富昭，榎本昭二：顎関節クローズドロックの
保存療法の治療評価に関する臨床的検討．日顎誌，
８：４５３～４６４，１９９６．

島田：顎関節症を見直す２７２
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２０）榎本昭二，依田哲也：チャートでわかる顎関節症の
診断と治療 第１版（榎本昭二，依田哲也），７０～７５，
医歯薬出版株式会社，東京，１９９８．

２１）依田哲也：前方整位型スプリント，スプリント療法
の実際，日本歯科評論臨時増刊’９９，１１５～１３９，東京

１９９９．
２２）中野雅徳，竹内久裕，西川啓介：咬合検査，顎関節
入門，第１版（森本俊文，松矢篤三，野首孝祠，小林
義典編著），６４～７０，医歯薬出版株式会社，東京，
２００１．

歯科学報 Vol．１０３，No．４（２００３） ２７３
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