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は じ め に

顎関節症の原因や治療法については様々なこと

が言われ続けてきた。著者も時代に遅れまいと努

力し，様々な治療法を試みてきた。そして，どの

様な治療法を試みても必ずしもうまくいったと言

えないような症例があった。そのような症例の中

には心の問題が大きく影響していて，それを除外

診断することができずに顎関節症としての治療・

管理を試みたために失敗したものと考えられる症

例が少なくない。

そこで，今回は心と患者の身体がどの様に影響

を与え合い，それをどの様に診断して分類するか

についてのべる。そして，できれば著者のわかる

範囲で治療法についても簡単に触れてみようと思

う。ただし，この分野の文献は歯科では少ないた

めに，本論文でも引用文献が少ないことをあらか

じめご理解いただきたく思う。

１．「顎関節症外来」は原因不明の症状を訴える患

者のたまり場

著者が東京歯科大学に在籍していた２０数年前か

ら開業して今日に至るまで紹介されて来院する患

者のうち，かなり多くの割合の患者たちが顎関節

症としての診断名をつけられて来院している。し

かし，この患者達の多くがいわゆる不定愁訴を主

訴としていた。

通常の歯科では，補綴科，保存科など多くの科

できっちりとした診断名をつけることが可能な傷

病を扱うことが普通である。ところが顎関節症外

来では，わけの分からない自覚症状を訴える症例

が多く診断に苦慮することが多い。もちろん著者

の不勉強の結果，原因不明と思ってしまった症例

も多くあると考える。しかし，どう考えても身体

所見と自覚症状の間にギャップが多くあり，精神

的な影響を考慮せざるを得ない症例が多く見受け

られる。また，身体所見はあるものの患者の訴え

る自覚症状が強すぎると感じられる症例もまた多

く見受けられた。

この様なことから顎関節症外来はわけの分から

ない症状を訴える患者のたまり場となってしまっ

ていたのである。

ところが最近になって，口腔顔面痛の概念が普

及してきて神経因性疼痛やディストニアによる筋

痛および関節痛などが理解され始め，我々の診断

能力が向上してきてからわけが分からないと感じ

る症例は明らかに減少してきている。しかし，患

者の訴えと臨床所見が一致せず首をひねらざるを

得ない症例が数多くいることも確かである。そこ

で，考えなければならないのが心の問題と臨床症

状の関係である。

―――― 臨床ノート ――――
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２．顎関節症と心の関係

著者が顎関節症患者を診るうちに気が付いたこ

とは，顎関節症という病状を持つということと顎

関節症患者であるということの間には大きなギャッ

プがあるということである。例えば以前の顎関節

症の定義として顎関節部の疼痛または顎関節部機

能障害や関節雑音などがある。読者の先生方にご

自分の経験を思い出して頂きたいのだが，おそら

く一度や二度は食事中に口が開きにくくなったり

顎関節部辺りに痛みが出たりしたことがあるだろ

う。でも，特別に痛みがひどいとか，開口障害が

著しいといった場合を別にすればほとんどの方が

その治療のためにわざわざ歯科を訪れることはな

かったと思う。私の診療所では特に気にしなくて

も良いような症状を訴えて来院する症例が時々あ

る。気にしなくても大丈夫と告げてもやはり気に

なるからと言っておいでになる。

この様に顎関節症であるということと顎関節症

患者であるということの間には大きい開きがある。

では，このギャップを埋めているものは何だろう。

それは性格すなわち心の働きであると思う。そし

て，心の働きと顎関節症の関係は大雑把に分けて

�精神的ストレスや少しだけかたよった性格によ
るものと�明らかに精神的にダメージを受けた状
態に起因するものの２種類がある。

�精神的ストレスや少しだけかたよった性格によ
るもの

著者は通常の顎関節症発症の原因として顎関節

部の過剰な器械的負荷や咀嚼筋の過負荷を考えて

いるが，その過負荷を生じる原因の多くは患者の

日常生活習慣や性格による。このうち，日常生活

習慣はストレスとの関わりが大きく，ストレスが

強ければその分だけ噛みしめも強くなりそれだけ

咀嚼筋や顎関節部の負荷が大きくなる。また，性

格的特徴として細かいことにこだわるタイプの人

が噛みしめを経て顎関節症に陥りやすいようであ

る。さらに，通常の感覚であれば気にするべき状

態ではないのに咬合などにこだわりが出て，そこ

から抜け出せないでいることがある。したがって，

特別な精神的異常がなくても顎関節症患者のほと

んどが心の関わりが大きいことがわかる。

�明らかに精神的にダメージを受けた状態に起因
するもの

顎関節症患者の一部では前項で示したように「説

明のできない身体症状」を示す病状を訴える患者

がいて，身体表現性障害や人格障害および気分障

害として分けて考えた方がよいことがある。そし

て，時には精神分裂病（統合失調症）に似た状態の

患者や不安障害の患者，薬物中毒患者や疾病利得

と思われる症例も多く顎関節症として来院する。

このうち「説明のできない身体症状」を示す病状

を主に身体表現性障害として取り扱っているが，

上記のごとく他の病状も含まれているので注意が

必要である。

心の働きや性格によって臨床症状が出る場合の

考え方を次に示す。

３．心身症とDSM－�と身体化（図１）
心身一如と言う言葉があるが，以上に述べてき

たように身体異常，特に顎関節症と心との関わり

は意外に大きいことがわかった。この心身一如と

いう言葉ですぐに思い出すことは心身症であろう。

では「心身症」と前項の最後に述べた「身体表現

性障害」のちがいはどこにあるのだろう。

�．心身症
我々臨床家が患者の心の働きと臨床症状との関

係というとすぐに思い出すのが「心身症」と言う

言葉である。心身医学会による定義１）では「心身症

とは，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

害の認められる病態を言う。ただし神経症やうつ

病などの他の精神障害に伴う身体症状は除外する」

となっている。この概念に従って，歯科口腔外科

領域での心身医学的配慮が特に必要な疾患・病態

として筒井ら２）は顎関節症，牙関緊急症，口腔乾燥

症，三叉神経痛，舌咽神経痛，ある種の口内炎（ア

フタ性および更年期性），特発性舌痛症，義歯不適

応症，頻回手術症などを上げている。このリスト

には賛成できかねる傷病名も含まれているが顎関

節症が始めにリストアップされていることに注意

中澤：顎関節症を見直す７０
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していただきたい。

アメリカの精神医学会ではあまりこの様な観念

はないようで，かわりにDSM－�という精神病の
分類法を行っている３）。どちらかというと心身症の

概念はプライマリケアのレベルで用いられるよう

で，坪井ら４）によると心身症はDSM－�の不安障
害，感情障害そして身体表現性障害に当てはまる

ということである。さらに，一般診療科を訪れる

患者の４０～５０％は精神疾患か軽度の抑ウツなどを

抱えているということである。

著者は今後，顎関節症患者の心の問題に触れる

ときには「心身症」の概念よりは「DSM－�」の
概念を持って触れていきたいと思う。その理由は，

心身症の概念は顎関節症という疾患を扱う上であ

まりにも範囲が狭すぎる。顎関節症では性格的な

偏りやウツに伴う身体の異常感をも除外診断をし

なければならないのでより広い視野を必要とする

からである。もちろん治療・管理的アプローチを

する際には「心身症」の手段を用いることがある

のは言うまでもない。

�．DSM－�
DSM－�はアメリカ精神医学会によるもので精

神疾患の分類と診断の手引きを示したものである。

ある診断をするための必要条件が箇条書きで示さ

れているので，大きな間違いをすることは少ない

が一般診療科のわれわれには使いこなすことは容

易ではない。しかし，他科医師と対診をする際に

はぜひとも必要とされる概念でもある。今後は歯

科医師もこの概念を日常臨床に取り入れる必要が

あると考えている。

�．身体化５）

ここまでで，心と体が密接に関わり合っている

ことはご理解いただけたと思う。心の問題が身体

に何らかの症状を生じさせて患者が苦しむことが

あり，しかもその苦痛に関連する十分な所見が得

られないことがある。そのような症例では術者も

的確な診断や処置をすることができないで，いた

ずらに患者の苦しみを増加させるだけであること

が多い。そういった現象を身体化という。身体化

を起こす病状としてはDSM－�では身体表現性障
害と気分障害のうちの大うつ病があるが，一部の

人格障害（性格障害）の患者も不可解な身体症状を

訴えることがある。このうち，身体表現性障害は

下位分類では１．身体化障害 ２．鑑別不能型身

体表現性障害 ３．転換性障害 ４．疼痛性障害

５．心気症 ６．身体醜形障害 ７．特定不能の

図１ 心身症と身体化の関係を示す

歯科学報 Vol．１０３，No．１（２００３） ７１

― 71 ―



身体表現性障害に分けられる。

４．プライマリケアのための精神疾患の診断・統

計マニュアル６）

DSM－�には精神科医ではない一般医のための
診断マニュアルがある。このマニュアルはDSM

－�プライマリケアのための精神疾患の診断・統
計マニュアルという本で，ここには様々な精神疾

患を持つ患者が一般医を訪れた際に，一般医が行

うべき診断手順つまりアルゴリズムを示している。

【説明不能の身体症状を訴える症例に対する診断

手順】

［ステップ１］

ステップ１Ａ：一般身体疾患の役割を考える

このステップに続く障害を考える前に，一般的

な身体疾患で症状を説明できるかどうか考える必

要がある。顎関節症について考えると診断のむず

かしい神経因性疼痛や頭痛，甲状腺疾患，SLE（全

身性エリテマトーデス），CFS（慢性疲労症候群）な

どは顎関節症による痛みや違和感と似た症状を示

すことがある。さらに，精神的ストレスなどの心

理的要因により症状が発現していないかどうかの

診断を行う必要がある。

ステップ１Ｂ：物質（投薬を含む）の使用の役割

を考える

薬物による影響や慢性中毒を考慮する。

ステップ１Ｃ：他の精神障害の役割を考える

大うつ病性障害，パニック障害および精神分裂

病（統合失調症）の部分的症状としての体感幻覚や

身体妄想などを考慮する。

顎関節症への適応：顎関節症は診断がむずかし

く，時には身体疾患として当然あるべき疼痛や違

和感を見落とすことがある。著者の診療所にもそ

のような症例が多く紹介されてくる。この後のス

テップを考える前にもう一度，器質的な異常とそ

の原因の可能性を考える。

［ステップ２］

強く出ている症状が説明不能の，明らかに神経

学的症状である場合，以下の障害を考える。

Ｆ４４．９ 転換性障害

この障害の説明は詳しくはDSM－�を参考にし
ていただきたい。主に立てない，動けないなどの

運動性症状や発作や痙攣症状，見えない聞こえな

いなどの感覚症状およびその混合からなる。口腔

関連では嚥下困難や“のどの固まり”がこの項の亜

類型に含まれる。

この“のどの固まり”は著者の診療所では高頻度

に目にする症状である。これらの患者はたいてい，

自覚の有無にかかわらず解決しにくい問題を抱え

ている。

顎関節症への適応：転換性障害による開口障害

等の運動または痙攣症状，感覚障害の報告はない。

しかし，可能性としてはあり得るので，考慮して

おきたい。また，亜類型の“のどの固まり”は頻

繁に目にする症状である。

［ステップ３］

優位な症状が疼痛よりなる，または臨床医が心

理的要因が疼痛の発現，重傷度や増悪に役割を演

じていると疑う場合，以下の障害を考える。

Ｆ４５．４ 疼痛性障害

詳しくはDSM－�のマニュアルを参照していた
だきたい。

一般身体疾患による疼痛と心理的要因による疼

痛は鑑別がむずかしく，女性は男性よりも骨関節

性の慢性疼痛が生じやすい。また，疼痛は抑うつ

と不安の症状の間には原因であり結果であること

がおおい。

この障害は３種類に分けられる。

・心理的要因と一般身体疾患の双方に関連する疼

痛性障害：心理的要因と一般身体疾患の双方が疼

痛と発症，重症度，増悪や維持に重要な役割を持

つと判断された場合。

・心理的要因に関連する疼痛性障害：一般身体疾

患が存在しても一般身体疾患が疼痛の発症，重症

度，増悪や維持に重要な役割を持たないと診断さ

れた場合。

・一般身体疾患に関連する疼痛性障害：精神障害

とは考えられず，したがって基礎となる一般身体

疾患や解剖学的部位に基づき診断される。

顎関節症への適応：顎関節症の診断においてこ

中澤：顎関節症を見直す７２
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の項は重要な重要である。とくに，小分類の一番

始めに属する例が多いようである。

［ステップ４］

症状が病気罹患や外観上の欠陥を持つことへの

恐怖の過剰のとらわれである場合

ステップ４Ａ：症状が病気罹患の恐怖に過度の

とらわれである場合以下の障害を考える。

Ｆ４５．２ 心気症（ヒポコンドリア）

詳しくはDSM－�のハンドブックを参考にして
ほしい。適切な医学的評価と再保証にもかかわら

ず，重篤な病気にかかっているとの考えにとらわ

れている。口腔領域では口腔癌が多い。

顎関節症への適応：どの器官にも生じ得るので

顎関節症へも適応できる。精神力動論的には他者

に対する怒りの感情を身体愁訴に置き換えるとい

うことなので，咬合に対する違和感や顎関節部痛

などの症状を訴えるものの中には存在し得る。

ステップ４Ｂ：症状が自己の外見の想像上の欠

陥への過剰なとらわれを含む場合，以下の障害を

考える。

Ｆ４５．２ 身体醜形障害

愁訴は一般的に顔面や頭部の想像上の欠陥や，

軽度の欠陥に関与する。例えば挫創，傷跡，顔色，

顔面の非対称性や形へのとらわれ。他の体の部位

も関心の対象になることがある。口腔領域では歯

科矯正での顔面形状へのこだわり，顔面非対称な

どである。顎関節症関連でも顔面非対称や，片側

の下顎頭運動障害による開口運動路の斜走を他人

がみているなどの障害がある。さらに，前歯部の

形状や歯の位置にこだわりが出て理屈ではわかっ

ているのだが，どうしても歯を見てしまうなどの

障害がある。

顎関節症への適応：顎関節症としては顔面の非

対称性を訴える症例や開口時に下顎がまっすぐに

開かないことなどを器にする症例が存在する。

［ステップ５］

複数の説明不能の身体症状が存在する場合，５

Ａと５Ｂを考える。

ステップ５Ａ：１つまたはそれ以上の説明不能

の説明不能の身体的愁訴が少なくとも６ヶ月の期

間存在する場合，以下の障害を考える。

Ｆ４５．１ 鑑別不能型身体表現性障害

個々の説明不能の身体症状と経過は予測不能で

ある。症状を説明するための一般身体疾患や他の

精神障害による診断がしばしば存在する。詳しく

はDSM－�の３００．８１を参照してほしい。
顎関節症への適応：顎関節症に関連して色々な

自覚症状を訴える症例では，多く存在するのかも

しれない。全身倦怠が最も多い障害であるといわ

れているので，この様な症状を訴える症例ではの

可能性を考えるべきなのかもしれない。しかし，

経過や予後は予測不可能であるということなので，

一言で言えばわけが分からない障害なのだろうか。

ステップ５Ｂ：３０歳以前の発症を伴う多発性身

体愁訴の既往歴があり，かつ数年間にわたり持続

する場合，以下の障害を考える。

Ｆ４５．０ 身体化障害

４つの疼痛症状（異なる４つの部位や機能時の疼

痛），２つの胃腸症状，１つの神経学的疾患を示唆

する症状や欠陥が認められることが条件。典型例

では頻回の入院と治療（頻回の手術経験）がある。

歯科では比較的この様な症例は少ない。

顎関節症への適応：ほとんどない

［ステップ６］

身体症状が意図的に産出されるか，ねつ造され

たものであると医師が疑った場合，６Ａと６Ｂを

検討する。

ステップ６Ａ：身体症状は意図的に産出される

か，ねつ造されたものであり，克子のようなこと

に対する動機が外的環境要因（例えば，経済的な利

得）にあると医師が疑う場合，以下の障害を考える。

Ｚ７６．５ 詐病

ステップ６Ｂ：身体症状が外的動機の欠如に際

して，ねつ造または意図的に産出される場合，以

下の障害を考える。

Ｆ６８．１ 虚偽性障害（ミュンヒハウゼン症候群を

含む）

歯科ではあまり見られない。

顎関節症への適応：裁判などがからむような症

例の場合はあり得る。
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［ステップ７］

臨床上顕著な症状が存在するが，基準がすでに

記載された障害のいずれにも適合しないばあい，

以下の障害を考える。

Ｆ４５．９ 特定不能の身体表現性障害

すでに特定されたいずれもの基準にも適合しな

い身体表現性障害を伴う障害のためのもの。

顎関節症への適応：わからない

［ステップ８］

障害が存在しないが，症状の存在を記録したい

と医師が決定した場合，以下の障害を考える。

Ｒ６８．８ 説明不能の一般的愁訴

５．精神障害と口腔症状について

前項に述べたように身体表現性障害は下位分類

では１．身体化障害 ２．鑑別不能型身体表現性

障害 ３．転換性障害 ４．疼痛性障害 ５．心

気症 ６．身体醜形障害 ７．特定不能の身体表

現性障害に分けられる。このうち，顎関節症に関

わる障害は転換性障害か疼痛性障害が多い。時に

は心気症や身体醜形障害の症例も紛れ込む。また，

私の診療室では上記に示した身体表現性障害のほ

かに，どうしても咬合にこだわってしまったり，

咬合に違和感を感じてしまう障害として強迫性障

害が多い。これらの患者はパニック障害を併発し

ていることがあり，咬合が苦しいのだが電車に乗

れないので通院できないという例もある。また，

レアケースであるが精神分裂病（統合失調症）の妄

想の一つとして義歯や咬合に対する不可思議な感

覚を訴える事もある，あまりにも異常な自覚症状

なので診断する必要もないのであるが，手をつけ

てはいけない症例である。

著者は身体表現性障害以外の身体化を起こした

障害として人格障害，薬物中毒，気分障害および

強迫性障害を経験している。以下にこれらの障害

について簡単に述べる。

�．人格障害７）

人格障害は身体化を来すことがあるので，しば

しば歯科を訪れる。人格障害は先に述べたような

精神障害ではないので分類に困るのであるが，DSM

－�ではⅡ軸として分類している（AAOPの分類に
おけるⅡ軸ではないので混乱しないようにしてほ

しい）。いわばきわめて変わった人，風変わりな人

といった扱いである。人格障害はＡ，Ｂ，Ｃの３

種類に分類されているが，我々医療従事者を困ら

せるのはＢ群の患者達である。しばしば警察沙汰，

裁判沙汰をおこすのであるが元々風変わりな人た

ちなのであまり警察も相手にしない。ところがこ

の群に属する人たちの中には反社会的な人もいて

残酷な犯罪を起こすものもいる。

この様な人たちが時々風変わりな主訴を持って

顎関節症として来院することがある。初めのうち

はきわめて素直な良い患者に見えるのでだまされ

てしまうのだが，うっかり手をつけてしまうとす

さまじい戦いを強いられることがある。この様な

目に遭わないためには，鼻とカンを鋭くして手を

つけないようにするしか避ける方法はないのであ

る。実は著者も何度かだまされて（患者にだますつ

もりは毛頭ない）うっかり手をつけてしまい，身も

細る想いをした症例がある。ここにその症例を簡

単に紹介する。

症例１ 図２ａ，ｂ

３１歳 男性 新聞配達 口腔内写真

主訴：�右顎の緊張を取りたい �顔のゆがみ
を治したい

初診日：平成９年６月

既往歴：特になし

現病歴：風変わりなのでうまくまとめられない

が，患者の書いてきた手記を元にしてまとめてみ

る。

・高校１年生の時，初めて歯医者へ行き，４日お

きのペースで３年間削りつづけた。クラブのアメ

フトで右頸部から指まで電気がはしるような状態

が続きひざが上がらない。大学病院の補綴科に通

い始める→上顎にプレートをはめた治療方法

・大学病院での症状：

右顎が奥に入っていく感じがすぐに起こる，と

ても不快で息苦しい，脳にロックをかけられたよ

うな感じ，姿勢も悪くなってくる，意識が顎ばか

りに集中する，顎全体が左奥に動こうとする，左
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で噛みしめ，てこのようにして右顎を引っ張り出

すという運動が起こる。絶えず１日中しているよ

うに思う，実際は悪あがきに近い，プレートが削

れたりすると良くなったりもするが，腰や首の筋

をボキボキと鳴らしたりストレッチする方が効果

がある，効果とは一時的なもので長くは続かない

が顎が奥に入り，若干，顎が回転する，口唇の形

も変わり，しゃべりやすくなる，姿勢もよくなり

首から上がリフレッシュするような感じになる，

脳も目も鼻のとおりもよくなる。

・S. S.さん来院までの経過

大学病院に約１年半通院した，左顎の骨を削る

治療方針ということでやめ→他県の歯科医院に通

い始める（約１年半）→上下，歯冠にかぶせるタイ

プで治療→症状は何も改善しなかった→上顎右側

犬歯を中へ，小臼歯部を外へ出したいと訴えた→

右側下顎頭を下，左へ行く運動を妨げるように削

られたので症状が悪化した→再度大学病院（矯正科）

に通院→骨を切る治療方針ということでやめる→

右顎から手までのしびれが少しあった→３浪目で

大学合格→大学時代は野球サークル（月に２度程度）

に入る。

・大学卒業後就職（工場へのおろし）→近所の歯科

医院に通院→マイオモニターのようなことをした

が変化なかった→先生の言うとおりにしていたが

良くならず，自分の要望を訴えた→一生，プレー

トをはめていたくないこと，レジンがすぐに削れ

るという問題があるためやめる

ａ 症例１ 口腔内咬合面は削合によってほぼ平面となっている

ｂ 症例１ パノラマＸ線写真 特に異常な所見はない

図２ａ，ｂ

歯科学報 Vol．１０３，No．１（２００３） ７５

― 75 ―



患者の要望（患者のメモ通り）：

左下が外になるようにする，スライドさせたと

き右上奥がストッパーにならないようにする，右

前上が交差位置にあるため，ある程度隙間が必要，

右の下の歯の表面はできるだけなくす，意識して

左に力が入るようにする（常に左に意識がいくよう

に），患者の要望２（患者のメモ通り），左下はスラ

イドするときガイド，ストッパーの役割がある→

この部分は常に当たっている。左フロントもスラ

イド，はじめは良く当たっている，全て右は少し

低め，かつ，左右のバランスをよくする，右のス

トッパーにはゆとりがほしい，スライドしやすい

状態，口に自由をしっかり与える，

・私たちからみた S. S.さん（院内での患者）：

とても神経質，いつも鏡を見ながら下顎を動か

している，相手が自分のことを常に気にかけてく

れていないと気がすまない，怒りっぽい，自分の

思いどおりにならないと暴れ出しそうで，大声を

だす。自らの顎と頭部を持って強く押しつけなが

ら下顎を側方にずらして歯のあたりをチェックし

ている。我々に出す要望は矛盾していることに気

付かない。したがって，患者の要望通りの処置を

してもエンドレスになる。

診断：下顎位不安定による精神不安

処置：スタビライゼーション・スプリントの装

着で患者の笑顔が見られた。著者はそれで気をよ

くして，すり減ってしまった歯を回復してより安

定した咬合を得たいという患者の希望に添うよう

一部の歯の咬合に手をつけてしまった。しかし，

その後が地獄であった。患者は次はこの歯の形を

治したいなど次々と注文を出し始めた。この時点

で人格障害に気がついたが後の祭りで，患者が当

院への通院をあきらめるまで連日患者との争いに

明け暮れた。かなりのエネルギーを消耗した。

�．薬物中毒
薬物の常習者における身体症状である。様々な

症状があり得る。著者もこのような症例に遭遇し

たが見抜けずに不要な治療を施した経験がある。

症例２ 図３ａ，ｂ

初診時：２１歳男性 学生

主訴：�顎のずれと噛み合わせを治したい �
原因不明の腰痛や肩こり

既往歴：中学生の時にヘルニア

現病歴：小学生の時に左側乳臼歯を抜歯したが

後継歯が先天性欠如だったので咬合が変化した。

それに伴い，顔の曲がりなど様々なことが気にな

るようになった。その後，多くのドクターショッ

ピングを続けて来院した。

現症：左側顎関節部で大開口時クリックがある。

左側内側翼突筋に自発痛，左側肩こり，腰痛があ

る。圧痛は左側顎関節部，左右咬筋，側頭筋にあ

る。左側内側翼突筋と胸鎖乳突筋にに強い圧痛が

ある。咬合状態は中心位における閉口位と咬頭嵌

合位はずれている。

SSDのスクリーニングチャート（後述）は左（はい）

の列に○が並んでおり，身体表現性障害を疑わな

ければいけない状態であった。

仮診断：身体表現性障害のうちのいずれか。

仮診断に基づく処置：患者には治療方法として

�何もしない �ヘルスカウンセリングと顎関節
治療 �ヘルスカウンセリングのみの選択肢を示
した。

結局患者は選択をすることができず，苦痛を訴

えるのみであったので，超音波や低出力レーザー

による理学療法で一時しのぎをした。その後，患

者の希望もあって心療内科医に紹介をした結果通

院を開始した。心療内科での診断は向精神薬また

は合法ドラッグ（？）による中毒であった。

この段階で当院の手を離れた。

�．気分障害
もともと，身体疾患があれば誰でも気分を害す

ることはご承知であろう。しかし，ここで扱うの

は気分障害があるために身体症状を体験するもの

である。なかでもうつ病性障害の患者は時には身

体症状を主訴として一般医を訪れることが多い。

このような患者はあくまでも身体症状を訴えるの

であるが，他者から見ると動作が鈍くなったり悲

嘆的，抑うつ的であったりする。

症例３ 図４ａ，ｂ

初診時：５４歳女性 専業主婦
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ａ 症例２ 口腔内はやや不潔な感じはするが顎がずれている所見はない

ｂ 症例２ パノラマＸ線写真 右側下顎に乳臼歯のかけらのようなものがあるが左側では
存在しない。このために顎がずれたと患者は訴えるが

図３ａ，ｂ
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ａ 症例３ 口腔内写真 これはやや治療が進行したときのものである。右側臼歯の欠損が気になるが特に所見はない

ｂ 症例３ パノラマＸ線写真 左側の下顎頭がやや萎縮している印象がある

図４ａ，ｂ
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主訴：左側顎が痛く，治るか不安 �精神的に
つらい

既往歴と現病歴：５～６年前に歯の痛みか耳の

痛みかを区別できないほどの痛みがあった。歯科

では所見がなく，耳鼻科で歯の噛み合わせが悪い

からだと言われ投薬を受けた。その結果１ヶ月ほ

どで改善した。初診の５ヶ月前に実母が自殺未遂

（ウツによる）。初診の２ヶ月前に左側滲出性中耳

炎→治癒した。耳痛が再発したが耳鼻科では所見

がないといわれた。別の耳鼻科ではウイルス感染

症だと言われ，漢方薬の投与を受けたが改善しな

かった。そのために家族の薦めで心療内科に通院

していた。ここでは痛みは改善したが薬の副作用

でいつも眠気があり，おきていることができなかっ

た。以前の経験から顎の痛みを疑って本で調べて

来院した。

現症：右顎関節部にクレピタスがある。左側顎

関節部に自発痛と圧痛が著明。左側閉口筋に圧痛

が著明左側頸部痛もあり。閉口位は中心位に比べ

て左側にあり，噛みしめることで左側顎関節部が

圧迫されやすい環境がある。

診断：左側顎関節部の圧迫痛，気分障害

処置：病状解説とセルフコントロールの必要性

の説明。この時点で心療内科へは通院していたの

でこの継続を強調。歯科的にはスタビライゼーショ

ン・スプリントの装着。治療開始の１ヶ月後に耳

痛がひどいので神経内科を訪れたところ三叉神経

痛といわれテグレトールの投薬を受けた。この薬

は中止させた。この時点でリポジショニング・ア

プライアンスに変更した。２週間後には耳痛は消

失した。ヘルスカウンセリングへ紹介したが１度

で中断した。その後痛みは一進一退を繰り返した。

この間に無断で心療内科への受診を中断していた

が病状は徐々に改善していた。しかし，咬合が変

化して食事をしにくいという患者の訴えで初診の

１年後に下顎臼歯部の一部を銀合金による暫間被

覆冠を装着した。この段階で噛みしめても左側顎

関節部の圧迫は生じなくなった。その１ヶ月後に

は顎関節部の疼痛は消失した。

しかし，手をつけていない歯の痛みを訴え始め

た。歯科的な所見はなかったので心療内科の通院

をただしたところ中止していたとこのとなので，

当院でアナフラニール１４日分を処方したところ，

痛みは消失した。そこで継続的な管理の必要性を

考えて通院中の心療内科医へ手紙を書き管理を委

託した。その後椎間板ヘルニアなど様々な痛みを

訴えたが抗うつ薬の投与で管理されている。現在

もペットロス症候群に陥ったり動く元気を無くす

など様々な訴えをするが，何とか家族の支えと心

療内科医の管理で切り抜けられるようになってき

ている。

�．強迫性障害
手を洗うことがやめられない症状で有名である。

この過度のこだわりとも言うべきこだわりが咬合

に向かうと，わずかな違和感にも耐え難い苦痛を

感じるようになる。

症例４ 図５ａ，ｂ

初診時：年齢５１歳 女性 主婦（時々ダンサー）

主訴：�精神的に不安 �開口できない �今
後が不安 �めまいなど
既往歴：特になし

現病歴：初診の１年３ヶ月前に上下左右の臼歯

部治療（インレー）を受けた。その後咀嚼時違和感

が生じ，左耳辺りに痛みが出てきた。大学病院の

歯科に転医して再び歯科治療を受けたが改善せず，

かえって耳鳴耳痛がひどくなった，病院ではこれ

を歯の異常として歯科治療を行ったが改善しなかっ

た。再び別の大学病院に転医したところまた咬合

治療を行った。一時期快方に向かったが耳鳴がひ

どくなり耳鼻咽喉科をはじめとして様々な医師に

通院したが改善しなかった。そしてついに開口障

害が進行したので，紹介されて来院した。

現症：著しい開口障害もなく歯科的にはほとん

ど所見はない。しかし，左右の咬筋と内側翼突筋

に硬結と圧痛が著明であった。さらに，開口運動

時には左側下顎頭でやや軽い運動障害を触知でき

た。咬合は初診時所見としては目立つ異常は見え

なかった。患者の印象は常に噛みしめている，不

安げにあちこちを見ている。

一人では来院できず，ご主人に付き添われて来
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院した。理由は一人で電車に乗ることができない

ということであった。

仮診断：歯科的には噛みしめによる左側顎関節

部圧迫痛。精神的には不安障害を疑った。

処置：通常の簡易カウンセラー的態度で接し，

なるべく丁寧な歯科的病状解説を行い不安障害の

可能性も示唆した。その後リポジショニングアプ

ライアンスによるスプリント療法を行いながら心

療内科に紹介した。

心療内科での診断はウツと強迫性障害の可能性

を示された。歯科と心療内科での治療を併行して

行ったところ初診の１年半後にはかなり症状が改

善し，性格的にも明るさを取り戻した。そこで念

願であった矯正治療をスタートさせた。その２年

後には矯正治療も終了し時々咬筋が痛くなる程度

であったが，咬合に対するこだわりは相変わらず

ａ 症例４ 口腔内写真 きわめて安定した良い状態に見える

ｂ 症例４ パノラマＸ線写真 下顎の非対称性が疑われるが規格Ｘ線写真ではないので何
とも言えない

図５ａ，ｂ
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であった。少しの咬合の変化にも敏感であった。

しかし，咬合には一切手をつけずに理学療法をの

みにて様子を見たところ，また電車に乗れないな

どのパニックを生じ始めたので再び心療内科に通

院して頂いたところ２ヶ月の通院で普通の生活が

できるようになった。

６．精神医学を考慮した顎関節症の診断

顎関節症として来院する症例の中には複雑で，

一見不可解な痛みを訴える神経因性疼痛の患者も

いるのでこれらと精神医学的発症との鑑別がより

重要になる。

では，精神科医ではない我々歯科医は，どうし

たらこれらの患者の鑑別を行うことができるのだ

ろう。この様なときに先に示した心身医学の知識

が有効になる。通常であれば始めにスクリーニン

グのためのアンケートを記入していただくと確実

だと考えるのだが，忙しい外来で全部の患者に精

神分析を行うわけにいかない。そこで，表のよう

なSSDスクリーニング・チャートを用いている（こ

の表は清水市立病院口腔外科の井川雅子先生の提

供によるものである）。記入項目も少ないために記

入も判読も簡単である。判読の基準は一言で言え

ば左側に○か多ければ「チョットまずいかな」，○

が右に寄っていれば「まあ普通の人だろう」といっ

た程度の判断である。このデータだけでも身体化

の傾向が読める。問題はある種の神経因性疼痛な

どの不可解な症状が続くと，正常な精神の持ち主

でも徐々に心に変化が生じることである。この判

断のためには術者の診断能力すなわち知識と技術

をより高度なものにするしか方法がないのだろう。

このほかには顎関節症患者の精神状態をきっち

りと把握する能力は我々歯科医にはない。身体疾

患による身体症状と精神因性身体症状との判断は

精神科医の診断による他はないので，著者は顎関

節症他の口腔症状に詳しい精神科医の助けを借り

て除外診断を行い，時には患者の症状の治療・管

理をお願いしている。精神科医に紹介するべき患

者のスクリーニングはSSDチャート，臨床所見と

勘による。その結果，著者の診療所では初診患者

の半数以上が心療内科医の世話になっている。

基本的に身体疾患があり，身体化による修飾を

受けて難しい症状を呈している場合があり，著者

の診療室ではこのタイプの症例が非常に多い。こ

の様な症例に対しては心療内科医（精神科医）のバッ

クアップがあって初めて治療が成り立つ。

次に，身体表現性障害とまでは行かないが非常

に強いストレスを受けている場合はどうか。例え

ば年配女性で，引っ越し，子供の結婚，寂しい一

人暮らしがといったライフイベントが同時にある

時に難抜歯を受けたという症例がある。この症例

の訴えは顎が痛いし顔も痛い，そして気分がふさ

いでしょうがなく，元気にしている人がいるとか

えって落ち込んでしまうということであった。こ

の様な症例があったときにどの様に診断するか。

身体疾患は当然のように診断するが，その他に

ライフイベントをさぐり簡易カウンセリングの手

法を用いて，�受容，�共感，�支持，�保証と
いった手順で患者の気持ちをたぐり寄せる。おそ

らく何らかのストレスがきっかけで生じた顎関節

症はこの程度の手法で心身症的状態から脱出でき

ると思う。

７．精神医学を考慮した顎関節症の治療・管理

明らかに精神疾患であると判断された症例と人

格障害の症例をのぞけばできるだけ身体疾患に対

して真摯な態度で臨むことが条件である。

精神医学的な診断は歯科医である我々にはでき

ないが，「この症例はおそらく身体表現性障害では

ないだろうか」といった程度の判断はできる。そ

して必要に応じて精神科医または心療内科医に相

談，紹介をすればよいのである。また，ストレス

が多く関係していると思われた症例に対しては先

に述べたスタッフによる簡易心理療法の手法で接

するのである。実際には，TMD患者の治療・管理

における心理療法は３段階ある。はじめは歯科医

院内部で行う歯科医やスタッフによる簡易心理療

法で，最も基本となるものである。とはいうもの

の全てのスタッフに心理療法を勉強を強いること

は困難なので著者の診療室ではきわめて原始的な
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簡易心理療法を行っている。つまり，スタッフに

心理療法家的態度を身につけるように指導してい

る。その後，カウンセラーの段階，最後に心療内

科医の段階へと移行する。

ここでスタッフによる簡易心理療法について簡

単に述べる。

受容（受け入れること）

傾聴（言葉を挟まずに患者の話を聞く）

共感（患者の気持ちになって共感する）

保証・説得・支持（患者の心の松葉杖になること）

表１

A．この１年間に，原因がはっきりしない身体（からだ）の症状に苦しんだことはありますか。以下
の中から，あてはまるものには「はい」に，それ以外に「いいえ」に○を付けて下さい。
（けがによる痛み，風邪による頭痛などのように，原因がはっきりしているものは含みません）

はい
（今も続いている）

はい
（今はない） いいえ

１．頭痛 １ ２ ３

２．心臓がドキドキする感じ １ ２ ３

３．胃のあたりが落ち着かない感じ，動く感
じ，不快感 １ ２ ３

４．胃やおなかの張り，ガスのたまりすぎ １ ２ ３

５．背中の痛み １ ２ ３

６．めまい １ ２ ３

７．頭が重い感じ，または軽い感じ １ ２ ３

８．口の渇き １ ２ ３

９．いつも疲れている １ ２ ３

１０．腕または脚の痛み １ ２ ３

１１．よく眠れない １ ２ ３

１２．不快なしびれ感や，ぴりぴりした感じ １ ２ ３

１３．その他（すぐ下をみて下さい） １ ２ ３

１３．その他に○をつけた方は，その内容をできるだけ具体的に書いて下さい。

B．「はい」の中で，約３ケ月以上続いたもの，または３ケ月以上続いている症状には，つけた○
を◎にして下さい。

C．これらのことで，受診した医療機関および非医療機関に○をつけて下さい。（複数解答可）
１．精神科・神経科 ２．心療内科 ３．その他の診療科（例えば，内科・外科など）
４．臨床心理士・心理カウンセラー ５．マッサージ・指圧 ６．鍼
７．その他（ ） ８．どこも受診していない

D．これらのことで，仕事や日常生活に支障が出ましたか。（この１年間に関してです）
１．はい ２．いいえ
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以上の態度をとることで，患者の心が和んで治

療・管理が円滑に運ぶ。具体的にはそれほど難し

いことではない。

ａ）受容：現代において心理的に問題や不安を

抱えていない人はいないが，とくにTMD患者は自

己の疾患の特異性について周囲の理解が得られず

に深く傷つき悩んでいる人が多い。時には，TMD

だけではなく口腔内違和感であったりもするが，

自己の疾患のみならず生活環境の問題であること

もある。患者に接するときの気持ちとしては，ま

あ色々なことがあるようだけれどもそんな症状が

あってもいいんではないか。どんな症状でも全く

関係がないわけではないという気持ちである。と

にかく受け入れてもらえたということで気分がずっ

と楽になるようである。

ｂ）傾聴：患者のどんな訴えにも心を込めて話

を聞かせてもらう。患者が話をしている間はなる

べく言葉を挟まないようにする。しかし，時には

患者の言葉をオウム返しのようにして繰り返し，

内容を把握しようとしている態度を見せ，患者が

話しながら自らの問題を自分で解いてゆくよう導

く。

ｃ）共感：患者のつらい気持ちを同情するので

なく共感する。患者も術者側の共感を得ることで

不安を解消できる。同情するのではないことに注

意。

ｄ）保証，説得，支持：この病気は必ず改善す

る，だから生活上の注意をしたり行動変容を行っ

たり，気持ちの上での支持を行う。このことで患

者は気持ちを強く持てるようになる。

以上の項目を常に心がけながら患者に接する。

このことで患者はずいぶんと癒されているようで

ある。この手法でかなり症状が改善する患者も多

くある。しかし，身体的治療と簡易心理療法だけ

では改善しようとしない症例も多くあり，こよう

な症例に対しては心療内科医の手助けが必要とな

る。心療内科医に通院するようになっても歯科的

なアプローチは行っていた方がよい。その理由は

「私はあなたを見捨てていない」という思いを態度

で示すためである。しかし，決して非可逆的処置

を行っては行けない。

８．身体表現性障害の症例

先に身体表現性障害の小分類を示したが，その

うち顎関節症患者として来院する可能性が高いの

は一部の転換性障害，疼痛性障害，身体醜形障害

および鑑別不能型身体表現性障害である。またい

わゆる心身症として考えた方がよい症例もある。

ここで，いくつかの症例を供覧しよう。

１）転換性障害

症例５ 図６ａ，ｂ

初診時：４９歳 女性 主婦

主訴：�噛むところがない �落ち着かない
�口腔内がどうしようもない感じ
既往歴：特になし

現病歴：約２０年前に左上臼歯３本を抜歯し，そ

の後右顎関節部で開口時雑音が生じるようになっ

た。その後いくつかの歯科処置を受けたがそのた

びになんだかあわないような気がしていた。最近

は右側顎関節部に自発痛があり，あちこちの歯や

首筋が痛くなり，どこで噛んだらいいかわからず

イライラしている。それと同時にのどに異物感が

あり，ものを飲み込みにくい。

仮診断：歯科的疾患と言うよりも精神的トラブ

ルが中心と考えた

処置：スプリント療法，セルフコントロールを

基本として，必要に応じて歯科的な処置も加えて

いる。また，心療内科医による投薬をも行ってい

る。これら処置により３年後にはほとんど症状が

落ち着いている。しかし，まだ時々つらくなるこ

とがある

解説：心療内科医によるはっきりした診断名は

得られなかったが，症状として存在するのどの違

和感は転換性障害の１症型であるとのことである。

心理療法と理学療法を基本として歯科的療法を加

えて時間をかけたことで，破綻に陥らず何とか管

理することに成功している。

２）疼痛性障害

症例６ 図７ａ，ｂ

初診時：６４歳女性 ブティック経営
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ａ 症例５ 口腔内左上臼歯部に欠損がある。しかし，患者の主訴にあるような不安定感を示すような所見はない

ｂ 症例５ パノラマＸ線写真 左右の顎関節部の形態が異なって見える。しかし，規格Ｘ
線写真ではないので何とも言えない。銀合金の暫間被覆冠が仮着される前の状態。

図６ａ，ｂ
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ａ 症例６ 義歯は少し変わった形状であるが，痛みの元となるような所見はない。また口腔粘膜にも異常は認められない

ｂ 症例６ パノラマＸ線写真 上顎洞炎など強い痛みを示す所見はない。しかし，右側下
顎体部が左側より大きいようだ

図７ａ，ｂ
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主訴：�右側顎関節部自発痛 �右耳自発痛
既往歴：初診１年ほど以前に心療内科医通院，

その後大学病院精神科入院。診断名は不明。

現病歴：初診の３年ほど前に右頬がこわばり，

開口時にはばったい感じがした→某大学歯学部病

院口腔外科にて筋肉の凝りといわれ圧迫された→

これはすごくいたかった→ここで，１日に２時間

ほど右顎関節部を押すように指導された→改善し

ないので別の大学病院にてMRI検査を受けて関節

円板の前方転位を指摘された→色々な治療を受け

たが全く改善を見なかった→数軒の開業歯科を受

診して紹介されて当院を受診した。

・ライフイベントは昨年５月と７月に相次いで兄

弟と両親を亡くした。

現症：右顎関節部，右咬筋，右内側翼突筋およ

び右胸鎖乳突筋に圧痛がある。右耳に自発痛があ

る。上下顎とも総義歯で閉口位は中心位に対して

やや側方にずれている。また下顎義歯を咬合高径

の異なるものを２つ持っている。めまい，耳鳴は

ない。

自発痛を訴える部位を局所麻酔および半導体レー

ザー照射を行っても痛みに変化はない。

・診療室での患者の印象（スタッフの評価）：世話

やき（悪く言えばおせっかい），療室に来ると待合

室では必ず別の患者さんに話しかけている（自分の

TMDと相手のTMDについての話），診療台に座

るとずっと手鏡を見ている，いつも右耳の前を手

で押さえている，イタイ，イタイと言い続けてい

る，他人に同情されたいように見える。

歯科的仮診断：身体的所見と主訴とが一致せず

身体疾患としては診断できなかった

仮診断：身体表現性障。詳しい診断は精神科に

より疼痛性障害ということえだった

処置：患者は義歯が悪いと思いこんでいるので，

元の義歯に傷を付けないように治療用義歯を作成

した。この義歯の意味は患者を見捨ててはいない

というポーズを示すためである。さらに，通院中

の精神科に手紙を書いて歯科的処置内容の確認と

理学療法の繰り返しをした。当然のことながら歯

科的処置では改善はしないので，患者の病状解説

を繰り返した。

現在，当院への通院は中断している。

３）身体醜形障害を思わせた症例

症例７ 図８ａ，ｂ

初診時：３０歳女性

主訴：�あごが張っている感じ �前歯をきれ
いにしたい

既往歴：２１歳の時に交通事故に遭い，後遺症と

して体力がなくなり寝てばかりいたということで

ある。このため精神科に入院をした。

現病歴：２年前美容整形の歯科で前歯部を治療

してもらった→６前歯をつなげたもので，セット

直後から腰痛が出てきて悪化した→他の美容整形

で診てもらったら問題がないといわれた。しかし

前歯が気になるので他の歯科で少しずつ暫間被覆

冠に置き換えた。しかし，他人の視線が気になり

別の歯科医でこれを変えてもらった。でもこれを

変えてもらったら体調がますます優れなくなった。

その後も前歯のかたちが気になって交換している

が改善しないので当院を受診。

現症：各部位に圧痛はないが左右顎関節部，咀

嚼筋，肩，背部に自発痛がある。開閉口運動路に

異常はない。上下６前歯は暫間被覆冠で通常の閉

口時には前歯部の接触はない。患者が気にしてい

る前歯部はの咬合関係は良いとは言えないが大き

い問題点は見つからなかった。前歯のかたちも特

に異常はないと思われた。

歯科的仮診断：前歯部は暫間被覆冠の不適合に

よる歯周炎。顎関節部の異常はない。

精神科的診断：この患者の通院期間中は著者は

精神医学の知識がなかったので特に行わなかった。

今カルテを読み直して考えると身体醜形障害がま

たは人格障害が最も当てはまると考えた。しかし，

これは精神科医によるものではないので詳しくは

不明である。

処置：噛みしめによる前歯の荷重負担を考慮し

てスタビライゼーション・スプリントを装着して

みた。その結果，ごく一時的に頭痛がとれたとい

うことだった。でも，すぐに後戻りをする。前歯

はなるべく触らないようにしていた。アポイント
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の間に他院にて前歯の暫間被覆冠を入れ替えても

らうなど，不審な行動が続きアポイントも途絶え

がちになったので治療を中止した。その後も２度

にわたり長文の手紙を頂き，そこには前歯に関す

ることなどがめんめんと書かれてあった。

４）鑑別不能型身体表現性障害を思わせる症例

症例８ 図９ａ，ｂ

初診時：５１歳女性 主婦

主訴：�噛み合わせが低くなった �左右の咬
筋の痛み �左耳に圧迫感 �硬いものが噛めな
い �臼歯が低い
既往歴：子宮筋腫摘出術を受けた。３３歳の時に

不幸が重なったために約７年間動けなくなった

が，１０年間ほどで元に戻った気がしている。

現病歴：初診の２年半前に再び家族に事故や病

気などのトラブルや不幸が続いて疲れていた。初

診の２年前に時々閉口困難になり歯科にて右側犬

歯にレジンを足すなどの治療を受けた。その結果，

左側顎関節部でロック状態になった。その後あち

こちの歯科で様々な治療（スプリントや咬合調整）

を受ける内に左右智歯の抜歯を受け，咬合に違和

感を感じるようになった。様々な遍歴をする内に

はリエゾン療法なども含まれ，精神的な原因とい

われることに恐怖を感じるようになった。いつも

体調が悪く体重も減少している。

現症：いつもある自発痛は本日はない。左右顎

関節部，左右咬筋，側頭筋，内側翼突筋胸鎖乳突

筋に圧痛がある。顎関節部の触診では右側顎関節

部で慢性クローズドロックをうかがわせるような

動き。左側開口末期で小さいクレピタス。咬合状

態に特に異常所見はない。噛みしめを示す所見は

ある。食事がしにくいという自覚症状の裏付けと

ａ 症例７ 暫間被覆冠としてはそれほどひどい状態とは思えない。著者としては歯肉の方が気になるのだがどうだろう

図８ａ
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ｂ 症例７ 前歯部デンタルＸ線写真 全体にまだ治療は完成していない状態なのだろう

c 症例７ パノラマＸ線写真 特に顎が張っている状態ではない。また顎関節部に目立つ所
見はない

図８ｂ，ｃ

中澤：顎関節症を見直す８８
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ａ 症例８ 口腔内には咬合が低いという所見はない。患者の訴えと所見とが一致しない

ｂ 症例８ パノラマＸ線写真 これといった異常所見はない

図９ａ，ｂ
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なる所見はない。

歯科的仮診断：左右顎関節部復位のない関節円

板転位

精神医学的診断：？

処置：病状解説を徹底する。円板転位による顎

関節部の圧迫を考えて夜間のみリポジショニング・

アプライアンスを装着した。同時にカウンセラー

によるヘルスカウンセリングを徹底した。なかな

かカウンセリングに応じてくれなくて困ったが結

局は自分から連絡を取って受診してくれた。その

後毎日のように時をかまわずに電話相談があり術

者としては少々困った。その内容は顎がふらつく，

ものが噛めないということで，同じことの繰り返

しであった。カウンセリングによる改善傾向は不

明である。

歯科的にはあまり触らずに経過を見ていったが，

当然のことながら変化がなく患者の苦しみもいっ

こうに減少する様子がなかった。患者の希望もあっ

て有名な心療内科医を受診することになり，紹介

状を手渡したが紛失したので訪問しなかったと言

うことである。その後は一度だけ当院を受診した

がそのま中止となっている。

この症例の精神医学的判断は精神科医でないと

不可能であると思うが，心気症なのかDSM－�の
条件を満足するのだが，鑑別不能型身体表現性障

害とするのかよくわからない。その判断は精神科

医がすればよいことで我々プライマリケアに当た

るものは，これ以上患者を痛めつけないように気

をつければいいのだろう。

５）心気症？

症例９ 図１０ａ，ｂ

６２歳 喫茶店経営

主訴：�唾液が飲み込めない �呼吸が苦しい
�舌の置き場がわからない �どこで噛んだらい
いかわからない

既往歴：頭部腫瘤にて脳外科で手術。

現病歴：初診の３年前と前年に左上犬歯の治療

を受けた。その他にも左右臼歯部の治療を受けた。

前医にてスプリント療法を受けたが改善しなかっ

た。そのために精神科にて治療を受けていたが改

善しなかった。

現症：あちこち痛がっているが基本的に主訴の

ことを訴え続けるのみである。現在も，何種類か

の向精神薬を服用し続けている。

歯科的診断：所見なしなので診断はできない

精神科的診断：心気症？紹介した精神科医から

の手紙では，状況がつかめずに色々と投薬を行っ

たが反応がなく，衰弱が進んだので精神科に入院

させることにしたとのことであった。

治療・管理：歯科的には所見がなく診断できな

い。心身医学的問題と割り切ることにした。すな

わち患者の相談には応じるがなるべく触らないよ

うに気をつけた。また，患者の自宅近所の精神科

に紹介しそこでの治療・管理をしていた。患者は

来院するたびに広告の裏やノートの切れ端に色々

な訴えを書き込んでくる。しかし，内容はいつも

痛い苦しいということを繰り返すのみであった。

精神科医に紹介してはみたが精神科医にとっても

迷惑な存在であったようだ。その精神科医による

診断名は「心気症？」であった

６）心身症

症例１０ 図１１ａ，ｂ

初診時：４９歳女性 主婦

主訴：�食事時顎がだるい �右の咬合が高い
のが気になる

既往歴：特になし

現病歴：２０年ほど以前に右下第一大臼歯に冠を

を入れてもらったが，色々忙しかったので気にな

らなかった。しかし７年ほど以前からその冠が高

い感じがして不愉快になり，何軒かの歯科にて診

てもらったが所見はなかった。そこで紹介されて

来院した。

現症：関節雑音は触知しない。左側に背部痛が

ある。右側咬筋に圧痛がある。左側側頭筋，咬筋，

内側翼突筋及び胸鎖乳突筋に圧痛がある。左側顎

関節部に圧痛がある。

咬合は中心位の歯牙接触位から閉口すると左側

に変位する。噛みしめると左側顎関節部が圧迫さ

れるかもしれない。

精神的には非常に細かいことを気にするタイプ。

中澤：顎関節症を見直す９０
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ａ 症例９ ６２才としては立派な口腔内である。特に異常所見はない

ｂ 症例９ パノラマＸ線写真 プロテクターの鉛エプロンが映りこんでしまったが特に異
常な所見はない

図１０ａ，ｂ
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ａ 症例１０ 口腔内 うらやましいほどの立派な口腔内である。右側臼歯部上下に単冠が装着されている。患者は右
下の冠が高いと信じている

ｂ 症例１０ パノラマＸ線写真 歯科治療はきちんと行われているようだが，左側顎関節部
にやや萎縮傾向が見られる。しかし，撮影条件を変えてみないと断定はできない

図１１ａ，ｂ

中澤：顎関節症を見直す９２
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家族に手がかからなくなったので若干空の巣症候

群のようでもある。

診断：身体的には噛みしめが強く，それによる

閉口筋群のMPと同時に左側顎関節部の圧迫痛。

精神的には小さなことにもストレスを感じている

様子があるが病的ではない。

処置：スタビライゼーション型スプリントの夜

間の使用とセルフコントロールを主とした。また

専門家によるヘルスカウンセリングを依頼した。

結果：スタビライゼーション型スプリントで若

干の症状の改善は認められたが，基本的にはくい

しばりのコントロールがうまく行かず，いつも頭

痛がする状態であった。そこで，ヘルスカウンセ

リングを受けて頂いたところ，「世界の色が違って

見えた」というほど生活することが楽になったと

言うことである。その結果，頭痛をはじめとする

顎関節症状が消失し，たまに再発傾向があっても

すぐにセルフコントロールができる状態になった。

もちろん咬合についても気になることはなくなっ

た。患者は，スプリントに対して依存傾向があっ

たが，この問題もクリアした。結局は歯科的治療

ほとんど行っていなわず，心身症として扱った結

果全ての症状が改善した。

お わ り に

冒頭に述べたように顎関節症は歯科におけるわ

けのわからない病気の吹きだまりのような性質を

持つ。そこで，通常の歯科医は臨床所見がなくて

患者が自覚症状を訴えるときには，顎関節症とい

う診断をつけてしまいがちである。しかし，詳し

く診断すると身体化を来した患者の心の叫びが，

自覚症状として表現されていることがあることに

気がつくと思う。

自覚症状と所見が一致しない場合は患者の訴え

を単なる気のせいとして処理してしまわずに，も

う一度見落とされた身体疾患がないかどうか考え

るべきであろう。それでも，患者の訴えに一意す

る所見が得られない場合には試しにこれをやって

みようといった試行錯誤を避けて，精神医学的見

地で見直すべきである。苦痛が長く続けば心はウ

ツに傾くし，そうなると身体的治療に対しても効

果が薄れる。そのようなときに抗うつ薬は有効で

あろう。

抗うつ薬を用いながら身体治療を施せばかなり

の難症例でも早期解決を図れる。そして，こじれ

てしまった顎関節症に関してはこの治療方針は必

須の選択肢となる。

最後に，最近経験した症例について簡単に紹介

して項を終える。その患者は顎偏位症という珍し

い病名をつけられて上下顎前歯部のの正中をあわ

せるというスプリントを一日中装着していた。そ

の結果，顎関節部，頸部から腰に至るまで激痛に

さいなまされ，心身共に壊されて来院した。スプ

リント装着の禁止と起床時の歯の接触時間を短縮

させるだけで，ほとんどの症状は消失した。しか

し，理想の下顎位を探すという患者の心は壊され

たままであった。SSRI（抗うつ薬の一種）の使用で

それも改善したが，歯科医の無意味な理想の押し

つけで患者の心身を壊すことがあるという例であ

る。
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