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講演１
怖くない歯科治療を受けませんか？

●
東京歯科大学教授

一戸　達也
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歯科麻酔学講座の一戸と申します。千葉病院の歯科麻酔科の部長をしております。

今日は、「怖くない歯科治療を受けませんか？」というタイトルで、私たちの仕事を紹介させ

ていただきながら、明日から歯医者に行くのが

ちょっとでも楽しみになるというお話をさせて

いただければと思います（図１）。

本題に入る前に、この中で今既に、「歯医者

に行くのがもう大好きでしょうがない、注射受

けるのが最高」という方いらっしゃいますか？

そういう方はいらっしゃらないと思います。僕

もそうです。治療をする方はいいのですが、受

ける方はやはり緊張すると思います。

大体皆様が持っている歯科治療のイメージと

いうのはこのような感じだと思います。これは

大分前の話ですが、歯科というと怖い、痛い、

おっかない、このようなイメージがどうしても

強いだろうと思います。昔は多少怖くても、と

にかく安全でそれなりの治療ができれば患者さ

ん達にも納得をしていただいていました。医療

はまず、大前提、安全で行われなければいけま

せんので、昔はとにかく安全な治療をというこ

とでしたが、最近はこれでは許されないのです。

現在は、安全で快適な治療を提供するように

我々も心掛けております（図２）。

先ほど、自治会の会長様からＱＯＬというお

話がありました。ＱＯＬという言葉は残念ながらここでは出てこないのですが、実は大変似た

ような表現で、次の言葉があります。品質保証、ＱＡ、クオリティー・アシュアランス

（Quality Assurance）という言葉と、顧客満足、ＣＳ、カスタマー・サティスファクション

（Customer Satisfaction）、という言葉です。これは元々サービス業の言葉です（図２）。サービ

ス産業、第三次産業の言葉で、いい物を提供しても顧客が満足しなければだめだ、という話で

す。医療は、歯科も医科も、医療を提供するという意味ではサービス業ですので、同じなので

す。ですから、安全な、あるいは安全で快適な治療を提供する。例えば、東京歯科大学で、世

界あるいは日本の最先端の質の高い治療を提供したとしても、患者さんに満足していただけな

ければ、これは十分な医療が行われたとは言えないかもしれません。我々は当病院で、できる

限り質の高い治療を提供し、そして患者様に満足していただけるということを目指しています。

そういう中で先ほどタイトルにありました「怖くない歯科治療を受けませんか？」という話が

だんだんと出てまいります。

これは学生の講義でも使っているスライドです（図３）。大学の授業をちょっとだけ垣間見る

ということで、見ていただければと思います。歯科治療は、このように患者さんにいろいろな
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影響を与えます。ここにいらっしゃるすべての

方が歯科治療を受けるというとちょっと不安に

なると思います。やだなーと思って緊張します。

それから、治療の最中に実際針を刺したら痛か

ったりします。あるいは、注射の薬の中に含ま

れてる成分が、これまた悪さをしたりします。

このようにいろいろな作用が患者さんに与えら

れた時に、患者さんは、例えば「痛くて血圧が

上がってしまった」とか「ドキドキしてしまっ

た」というような反応が起きるわけです。この

反応が、患者さんが元々持っている予備力と言

ってますが、要は耐える力の中に収まっていれば、「ちょっとドキドキしたけどまあ大丈夫だ」

ということになるわけです。ところが、若い健康な方であればこの予備力は大きいですが、お

年寄りで、「つい３ヶ月前に心筋梗塞になっちゃったよ」という方ですと、この予備力がとても

小さいのです。ですので、少し血圧が上がったり、脈が増えたりすると、また狭心症を起こし

たりということになりかねない。ですから、この生体応答と呼ばれるものが予備力の中に入っ

ているようにする事がとても大事なのです。

10年ほど前に、当院に来られている患者さん

に協力していただきまして、このようなアンケ

ートを取ったことがあります（図４）。患者様

自身とその治療の担当者が、このような項目を

使って、歯科治療がどのくらい患者さんにスト

レスを与えているのだろうかということを調べ

ました。このビジュアル・アナログ・スケール

というもの、これは何かといいますと、白い紙

にこういう10㎝の横線が書いてあります。例え

ば、今イメージしてみて下さい。親知らずを、

それもとっても深い歯を抜く、この時に患者様

自身、皆さん自身がどのくらいストレスを感じるのか。痛みや不安等いろいろなことがありま

すから、ストレスという言葉は曖昧ですが、どのくらいそういう影響を受けるだろうか。全く

受けないという方は左端、０です。100は想像できる最大のストレスという意味です。この世の

地獄みたいなものです。実際に親知らずを抜くとしたら、自分でイメージしたらどのぐらいか

な？と線を引いていただくわけです。このようにしていくつかの項目に対して線を引いていた

だいてまとめたものがこれです。

実際には麻酔なしでこのようなことをするわけではありません。ここに書いてある事をイメ

ージすると、どのぐらいのストレスを感じるかということです。「麻酔なしで歯を削る」という

のは、とても大きなストレスで、右端に近いぐらいになってます。これは患者さんにも治療の

担当者にも、どちらも同じぐらいのストレスと考えられています。「親知らずを抜く」、これも
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そうです。意外というか予想通りというか、麻酔の注射そのものがこのぐらいストレスが強い

のです。歯医者というと麻酔の注射、痛い、こういう図式が成り立ってしまうくらいストレス

が強いと感じられています。一方、我々が驚き、そして勉強になったことは、「根の治療」です。

もう神経をとってしまった「根の消毒の治療」。我々自身、歯科医師としては、これはほとんど

ストレスがないのではないかという様に、考えていました。ところが、患者さんご自身は、こ

んなにストレスを感じる。麻酔の注射とそんなに変わらないくらい恐いという方もいらっしゃ

るのです。ですから、我々が思っている以上に、はるかに患者さんは恐怖心があるのです。「型

を取る」こともそうです。我々が思っている以上に患者さんはやはり恐い、苦しい、嫌だとい

うことですね。非常に勉強になりました。

それからこれは、今、当歯科麻酔学講座の大

学院生が６年生の時につくった卒業論文の内容

です（図５）。不安が強いと痛みも強くなると

いう仮説で、この研究に協力をしてくれた同級

生の学生に、２つのシナリオを順番をばらばら

にして読んでもらったのです。

片方は皆様が日頃通い慣れていて、とても信

頼している歯医者さんに行って治療を受ける。

あの先生がやってくれればもう私は何にも心配

ないという状況を考えて下さい。もう片方は、

日頃信頼してる先生から、これは自分の所では

できないので、東京歯科大学に行って治療を受けるように言われて、今日初めて来ました。東

京歯科大学でいきなり恐い顔をしたヒゲの先生が出てきました。そして、いきなり、いきなり

ですよ、「はい、ではやりますよ」、という状況を設定しました。とても信頼できる状況と、と

ても不安な状況。ただシナリオの中で先生が話す、「はい、チクッとしますよ」、「はい、ちょっ

と力が加わりますよ」というような言葉は全部同じなのです。そのようにして、この研究に協

力してくれた学生が、自分が治療を受けるとしたらどんなだろうかと想像しながら、先ほどの

ビジュアル・アナログ・スケールで点数をつけたのです。すると、場面１の安心な状況と、場

面２の不安な状況を比べると、注射前の不安も、

注射の針を刺す時の痛みも、歯を抜く時の痛み

も、全部不安な状況の方が強いのです。

ですからこのようなことをイメージするとと

ても不安になります（図６）。そうするとそれ

が今度は痛みを増す、痛くなるから当然不安で

す。どんどん悪循環になっていくのです。

この卒業論文はその後まとめて東京歯科大学

の学内の英文誌に発表したんですが、ちょうど

まさしくその時期にこんなことがありました。

世界的に有名な雑誌に、この卒業論文の内容を
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もっと細かく遺伝子のレベルで研究した結果が出ました。全く同じで、不安があると痛みが強

くなるということです。ですから、我々の側からするといかにして不安を与えないか、いかに

して皆様が不安と緊張の少ない状況で治療を受けていただくか。これは、「注射をしました、痛

みが取れました」、これだけじゃだめなんですね。「不安がありませんよ、快適に治療が受けら

れますよ」、こういう状況をいかにしてつくるか、これが我々のとっても大事な仕事だと思いま

す。

私は、歯科麻酔科に居りますので、歯科麻酔

科の仕事について少しお話したいと思います。

「歯医者が何で麻酔なんだ」、「歯医者の麻酔は

何だって、注射してまわるのか」と思われる方

もいらっしゃいますが、実は私たち歯科麻酔科

は、当病院の中ではこのような仕事を行ってい

ます（図７）。専門的な言葉ですが、モニタリ

ング。このあとお話しますが、心電図や血圧の

器械を付けさせていただく仕事です。それから、

今日のメインはこの精神鎮静法。これは、後ほ

ど詳しくお話を致します。それから全身麻酔、

これはおわかりだと思います。あとは痛みの治療、ペイン・クリニック、このようなものもあ

ります。

モニタリングは、今お話しましたように、例えば皆さんがこの病院に治療にいらっしゃって

「私はちょっと血圧高いんですよね」ということであれば、このような器械を付けさせていただ

きます。心電図、血圧、それから血液の中の酸素の量を計る器械などです。このようなものを

付けながら治療をしていきます。治療の担当者、このモニターの画面を診る歯科麻酔科の担当

者、歯科衛生士、皆さんの治療のために３名の者がチームで診療に当たります。これがモニタ

リングです。

ちょっと細かいですが、画面（図８）を見て

いただき、この心電図をご覧になっていただく

とどうでしょう。この不整脈が出てるのもそう

ですが、この間隔がバラバラなんです。これだ

けで我々はすぐ、この方はたぶん心臓が、しか

も、心臓の僧帽弁という弁が悪いとわかります。

僧帽弁は左の心房と心室の間にある弁なんです

が、ここの弁が具合が悪いと、心房細動という

不整脈が出ます。この心電図を診ただけで心房

細動があることがわかります。心房細動とは、

ちょっと難しい話ですが、心房が痙攣している

のです。リズミックに動いていない。心房の中で血液が淀んでしまうのです。すると心房の中

に血の塊ができることがあります。いわゆる血栓です。これが頭に飛ぶと脳梗塞、脳塞栓にな
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ってしまいます。最近有名になった、オシムさんや長嶋さんがそうです。私の祖母もこれで亡

くなったのですが、心房細動という不整脈です。心房細動は血栓ができるので、血を固まりに

くくする薬を飲んでいる場合があり、有名なものにワーファリンがあります。ですから心電図

を診ただけで、この方はワーファリンを飲んでるかもしれない、とすぐにわかるのです。

因みに、心房細動は、実は心電図がなくてもわかるのです。ちょっとご自分の手首で脈を触

ってみていただけますか。脈を触ってみていただいて、全く規則正しく普通に脈が触れている

方、この方はもう離していただいて結構です。時々飛んじゃう方、これは期外収縮という不整

脈の場合がほとんどです。これは頻度が高くなければそうは心配いりません。それから、これ

だけいらっしゃると一人や二人はいらっしゃるかもしれません。全く脈のリズムがむちゃくち

ゃな方、しかも強さもむちゃくちゃ、リズムと強さが全く不規則、このような方がもしいらっ

しゃったら、その方はそれだけでもう心房細動だと分かります。

心房細動はそのもの自体は決して悪い不整脈ではないのですが、時々血の塊ができてしまう

ので、もし今自分の脈を触って初めてむちゃくちゃだということに気付いた方がいらっしゃっ

たら、早めに内科の先生の所に一度ご相談された方がいいと思います。場合によっては、いわ

ゆるワーファリンなどのお薬を飲みなさいと言われるかもしれません。でもそれは、血栓が頭

に詰まることに比べたらずっといい事ですので、予防のために是非そうしていただければと思

います。

心房細動は時々寝不足でも出ます。私も以前、半日だけ心房細動になりましたがよく寝たら

治りました。お疲れの時はたまに出てしまうことがあるのです。ゆっくり体を休めていただけ

れば治まりますので、注意していただければと思います。これがモニタリングです。

それから我々の仕事の２つ目。全身麻酔です（図９）。歯科麻酔科の担当医、治療の担当医、

歯科衛生士、３名がチームになって、実際には

歯科麻酔科の担当医の上に歯科麻酔科の指導医

もいますので、４名がチームになって行います。

外来で行われる全身麻酔は、多くは障害がある

方です。なかなか治療に協力が得られない方の

歯の治療等を、全身麻酔でまとめて10本位治療

するということです。今は年間140、150名位の

方が全身麻酔で治療し、そのほとんどは日帰り

です。朝来ていただいて、治療をして、夕方に

はもうご自宅に帰っていただく。入院する必要

はありません。こうした事が外来で行われてい

ます。

それからこれは手術室の全身麻酔です（図10）。いかにもテレビの場面みたいですが、これは

当病院でも普通に行われています。年間大体700名位の方で、かたや癌の手術から、かたや口の

中の小さな病気まで行います。手前が歯科麻酔科の担当医です。ここに麻酔器があるのですが、

実はこの患者さんの手術の場合には、麻酔器から出てるのは空気だけなんです。麻酔ガスは一

切流していません。何で麻酔を行っているかというと、ここに３つほど器械があります。ここ
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に患者さんを寝かせる薬、患者さんの痛みを取

る薬、患者さんの筋肉を柔らかくする薬。３つ

の薬をポンプでずっと入れてるのです。今は麻

酔ガスなど嗅がせなくてもこのようにして全身

麻酔を行うこともできます。歯科医師は歯科治

療、口腔外科手術のためであれば、このように

全身麻酔をする。これは我々の基本的な業務の

範囲で、歯科麻酔科医の仕事の一つなのです。

それからこれは帯状疱疹と呼ばれる病気です

（図11）。このようにたくさん水膨れができてし

まいます。このような患者さんに対して、喉の

所にこうした注射をするという、これはペイン

クリニックとしてやっています。

およそこのようなことで我々の仕事をご理解

いただければと思います。

では本題へ入って参りますが、これは東京歯

科大学千葉病院のホームページです（図12）。

歯科麻酔科の仕事についても説明が書いてあり

ますので、お帰りになりましたらご覧になって

いただきたいと思います。歯科麻酔科の外来と

して、私たちはこの「リラックス治療外来」、

「慢性の痛み・しびれ外来」、「障害者歯科外来」、

を機能としてもっております。専用の部屋があ

るというわけではなく、歯科麻酔科の部屋の中

でこのような機能で仕事をしているということ

です。

今日は、「怖くない歯科治療」ということで

すから、このリラックス治療外来についてお話

を致します。

数年前にリラックス治療外来を初めて当院で

開設して仕事を始めた時に、嘘のような本当の

話ですけど「ここに来ると足のツボをマッサー

ジしてくれますか」という問い合わせがありま

した。残念ながらそういう事は致しません。ここで行うことは、いかに快適に治療を受けてい

ただくかということです。そこでメインで使っているのが、先ほども名前が出て参りました、

「精神鎮静法」という方法なんです（図13）。精神鎮静法というのは、お薬を使います。全身麻

酔と異なり患者さんの意識は無くなりません。しかし、治療に対しての不安や恐怖心を和らげ

る、こういう大変ユニークな方法です。
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精神鎮静法には、「吸入鎮静法」という方法

と「静脈内鎮静法」という２つの方法がありま

す。これは実際の保護者の方に同意を得て撮影

致しましたビデオで、ある知的障害者の方です

が、この方に静脈内鎮静法という方法をやると

ころで、点滴を付けようとしています。この方

は別にそんなに怖がりではないのですが、いざ

治療しようとすると手が出てしまい、治療が安

全にできないわけです。そこで点滴からお薬を

入れるとボーッとしてきて、眠たくなってくる

のです。治療の担当者、歯科衛生士、それから

歯科麻酔科の担当医の３名がチームになって診

療に当たります。治療の後、お口の中のお掃除

を歯科衛生士がして、お薬を切りますとじきに

ボーッとしたのが取れてきます。しばらく休憩

をしていただくと、普通に歩けるようになり、

付き添いの方と一緒にお帰りいただくことが一

般的です。これが静脈内鎮静法の一例です。

不安、緊張で興奮した状態を落ち着いた状態

にする、これが「精神鎮静法」です（図14）。

落ち着いた状態から意識を無くしてしまう方

法、これは少し特殊な方法で、やらないわけで

はありませんが、今日お話してるのは、「意識下鎮静法」がメインです。ただこの方法は、不安、

緊張を和らげる方法であって、痛みを取る方法ではありません。ですから治療に必要があれば、

麻酔の注射はやらなければなりません。しかし、精神鎮静法でボーッとした状態になりますと、

注射をしたことを忘れてしまい、後で思い出せないのです。嫌な事は忘れてしまうのです。憂

さ晴らしに来ていただいても困るのですが、治療の時に嫌な事は忘れてしまうのです。注射を

したその事自体、その場ではわかってるのですが、後で考えると注射しましたっけという状態

になるという、大変面白いものです。

「吸入鎮静法」は笑気ガスを酸素と一緒に吸う方法です（図15）。このような写真の感じです。

ともかく副作用が少ないので安全性が高い。ところがマスクがあるので、上の前歯の治療がち

ょっとやりにくいということがあります。

それと、実はこの笑気ガスは、炭酸ガスよりもはるかに強力な地球温暖化ガスなのです。来

週からサミットもありますが、環境問題もいろいろあります。ですのでこの方法は、当病院で

は最近ほとんど行われなくなりました。年間でおそらく10～20名の方です。もうほとんどやら

れていません。町の開業の先生の場合には、この方法をまだやられてる方もいらっしゃると思

います。
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これはホーレス・ウェルズと読みますが（図

16）、この方は歯科医師です。今から160年前に、

この人が世界で初めて笑気ガスという化学物質

を自分で吸って、全身麻酔の状態をつくるとい

う実験に成功しました。公開実験では失敗して

しまいましたが…。そのあと２年後に今度はエ

ーテルの麻酔を初めて始めた人、これも歯科医

師です。今から160年～170年前、その当時から

抜歯は残酷な治療でしたから、いかにして痛み

を与えないかということが歯医者の切実な願い

であり、世界で初めて全身麻酔を行ったのです。

もしサンフランシスコにいらっしゃる機会があ

りましたら、ゴールデン・ゲート・パークとい

う所にアメリカンレッドウッドという杉の木が

植わってまして、その木の根本の所にホーレ

ス・ウェルズを讃えた碑があります（図16）。

何かの機会にもしいらっしゃれば、ご覧になっ

て下さい。

「吸入鎮静法」は、ほとんどすべての歯科治

療に適用されます（図17）。しかし、もちろん

妊娠初期の方はだめです。それから鼻にマスク

を付けますから鼻づまりの方もできません。こ

こに書かれているような病気の方は具合が悪く

なってしまう恐れがありますのでご相談いただ

きたいと思います。ただ先ほどお話しましたよ

うに、当病院ではほとんど行われていません。

このような器械を使います（図18）。これは、

治療の風景です（図19）。本当によく効いた時

には笑気ガスを吸いますと多幸感、幸せな気分

といいますか、何かフワ～ッと浮いた感じにな

り、体が温かくなります。それでとてもリラッ

クスした感じになります。

それからもう一つの「静脈内鎮静法」という

方法についてです（図20）。静脈内鎮静法は、精神安定剤や静脈麻酔薬、このようなお薬を使っ

てボーッとした状態になります。当病院では、現在この方法がほとんどです。いろいろな薬が

あります。かたや精神安定薬、かたや静脈麻酔薬ですから、こちらの方が相当作用の強いもの

ですので、これらの量を加減して、使うということです。

この方法は、吸入鎮静法に比べて効果が非常に強いです。それから先ほどもお話しましたよ
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うに、嫌な事を忘れてしまう、健忘効果が非常に強いです。ですので、治療の中の不快なこと

を忘れてしまって、眠ったうちに治療が終わるような感じです。ただ作用が強い分、回復まで

に少し時間が掛かりますので、お休みいただいてからお帰りいただくということになります

（図21）。

どのような方に適用されるかというと、これもまたほとんどすべての歯科治療が適用になり

ます（図22）。特にストレスが大きい治療の場合、親知らずの抜歯、それから、「とっても怖く

てしょうがない、もう怖くて怖くてしょうがない」という方はこの静脈内鎮静法はとっても効

果的であると思います。それからお薬によりますが、お口の中に歯科の器械を入れるとすぐに

ゲーとなってしまう方がいます。この方は静脈内鎮静法を使うと、そのゲーとなる反射がかな

りよく治まります。それから筋の緊張や不随意運動といった障害のある方たち、口を開けてじ

っとしてようとすると、どうしてもつっぱって体がのけぞる方にも適応になります。また、た

まに息が荒くなってハアハアしてしまう方、いわゆる過換気発作です、この方にもいい適応で

す。ありとあらゆる、一般の歯科医院でなかなか治療の難しい方にはこの方法がとてもいい適

応です。

ただ、やはりお薬を使いますので、禁忌症があります（図22）。もちろんこれも妊娠初期の方

はだめです。それから安定剤を使う場合には、急性狭偶角緑内障の方はこの方法は使えないの

第3回　東京歯科大学公開講演会
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です。これはお薬の禁忌ですので使ってはいけません。それから特殊な病気ですけども重症筋

無力症という方はだめです。また別のお薬は、卵や大豆でアレルギーが出てしまう方、これは

使用しにくいのです。これらのことはご相談いただければお薬を適切に選びながらこの方法が

できるかと思います。

静脈内鎮静法の症例数は、このような感じで増えています（図23）。去年は2,246名の方に行い

ました。大体半分の方が、「もう歯科治療は怖くて嫌だ」という歯科恐怖症です。日本全国で一

年間に行われるこの静脈内鎮静法というのは、正確な数はもちろんわからないのですが、25,000

位だと推測されます。ですから実は当千葉病院で我が国の１割弱の方に行われています。これ

は日本一の数、圧倒的な数です。東京歯科大学は水道橋にも病院がありますが、この２つを合

わせるとかなりの割合を占めています。そのぐらい当病院では、日常的に行われている方法で

す。

少し難しい図ですが、ここに書いてありますように、お薬を上手に選びながら様々な方に使

っています（図24）。ですので、もし受けてみたいと感じられましたら、どうぞご遠慮なくお問

い合わせいただきたいと思います。これは静脈内鎮静法をやってるような雰囲気です（図25）。

何かとても幸せな感じの表情になります。お酒を飲まれる方はお分かりになるかと思いますが、

お酒にほろ酔い加減の感じです。ビール１本あ

るいは水割り１杯飲む間もなく、お薬を打って

じきにこうなりますから大変安上がりです。あ

っという間にこの気分になるのです。このよう

な名前のサインが出てますが、とてもほんわか

いい気分になります。

これは実際の診療の風景です（図26）。この

方は脳性麻痺で、筋の緊張が強くて体がこのよ

うになってしまうのですが、お薬を入れるとそ

の筋の緊張が取れ、普通に治療ができます。こ

の方は脳出血の後の、いわゆる認知症になって

しまったのです。認知症になってしまい、治療しようとしても大きな声を出して大暴れしてし
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まうのです。ですから点滴を付けまして、治療、抜歯しているところです。この方は脳出血の

時に気管切開といって、首の部分に穴を開けました。喉に酸素マスクが付いてるのですが、こ

こから酸素を吸っていただいてます。このような様々な方に行われています。もちろん今日お

出での皆様の中で、「ちょっと歯科治療って嫌なんだよね、怖いんだよね」という方には、この

方法は大変有効に適応しますのでどうぞご利用いただきたいと思います。

吸入鎮静法は昔から、静脈内鎮静法もこの４月から歯科の保険に適用になりましたので、普

通の保険診療で皆様受けられますがお受けになった後、注意していただきたいことがあります

（図27）。それは、やはりどうしてもボーっとした感じがその日一日は残りますので、絶対に車

や自転車、オートバイなどの運転をしないでいただきたいのです。いい気持ちのまま、事故を

おこされたら危険です。また同じ理由で、重大な判断をするようなお仕事は是非その日はやめ

ていただきたいのです。ボーっとしてるうちに

株を100億売り出して失敗してしまったと言わ

れても責任は取れませんので、そのようなこと

は避けていただきたいと思います。それからお

家に帰って安静にしていただくということと、

お薬によってはお家に帰られてから少しボーっ

とすることがまた強くなってしまうことがあり

ます。今、我々がよく使っている薬の中には、

この作用があるものはないのですが、状況によ

ってはそのようなこともあり得ますので、注意

していただきたいと思います。静脈内鎮静法で

治療を受けられた後は、できるだけご自宅にそのままお帰りいただき、ゆっくりと休んでいた

だくということが安全かと思います。

それから、「静脈内鎮静法ではどうしても嫌だ、もう意識があること自体が嫌だ」というほど

強烈な恐怖症の方には、全身麻酔で治療することもあります。先ほどもお話しましたように、

年間140～150例の全身麻酔の方、恐怖症という診断で全身麻酔で歯科治療を受けられる方は年

間で10名いらっしゃるかどうかぐらいです（図28）。全身麻酔を受けるというほどの状態ではな
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いのですが、そのような方もだんだん増えてい

ます。東京歯科大学が全身麻酔という業務を始

めたのは昭和30年代です。それ以降、手術場に

しろ歯科麻酔科の外来にしろ、全身麻酔そのも

のが原因で患者さんが亡くなってしまったとい

うことは今まで一例もありません。これは我々

も最大限の努力をしています。ただこれは可能

性の話ですので、今まで一例もなくても明日事

故を起こすかもしれない。これは０（ゼロ）で

はないので、絶対大丈夫ということは言えませ

んが、我々は最大限患者さんに不都合なことが

生じないように努力をしながら、幸い今まで無

事故できています。ですので、このような方法

ももし必要であればご利用いただければと思い

ます。

最後になりますが、この怖くない歯科治療を

どうぞお受けいただきたいと思います。これは、

歯科麻酔科の外来の電話番号です（図29）。お

手元の資料にも載っているかと思いますので、

もし必要があればお問い合わせ下さい。それか

ら、現在東京歯科大学の千葉病院を受診されて

いる方は、もしご興味があれば担当医に「歯科

麻酔科の話が聞きたいんだけど」とおっしゃっ

ていただければ、我々のスタッフがご説明に伺います。

「怖くない歯科治療を受けませんか？」という標題で歯科麻酔科のお話、特に静脈内鎮静法の

お話をさせていただきました。長時間ご静聴ありがとうございました。
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質問者①　今日はありがとうございます。私は２年半前に、東京歯科大学千葉病院で舌癌の手

術をしていただきました。おかげさまで、現在元気にしております。少し聞きづら

いかもしれませんが、よろしくお願い致します。私は今でも毎月千葉病院に通って

いるのですが、千葉病院の１階から６階までの各科のほとんどの治療を受けました。

そこで、感じたことですが口の中のどこを触るのかをはっきりおっしゃる先生とお

っしゃらない先生。また、口を開けたまま、閉じていいですよと言ってくれる先生

と言ってくれない先生など、先生によって対応が違う場合があるのです。私は唾を

飲み込むこともあまり自由ではないので、その度々に細かく指示していただけると、

とても助かります。千葉病院ではそのような患者の負担を減らすような標準書のよ

うなものはあるのでしょうか？なければ、そのご提案とお礼を兼ねて発言させてい

ただきました。

一戸教授　はい、ありがとうございます。まず各論になりますが、今日お話をさせていただい

た静脈内鎮静法という方法に限って言えば、所定のかなり細かく書いたフォームが

あります。それを基に説明をすることになっていますので、我々が患者様にお話す

る時に、ある人が言って、ある人が言わなかったということはないものが作成され

ています。多くの当病院の他の検査や診療でも基本的なフォームはあるのですが、

そこから先、具体的に先ほどご指摘いただきました「今、口を閉じていいですよ」

「今、そのままお口開けたままにしていて下さい」などという話を、どこまでするか

については、残念ながら個人に任されている部分が多いことが現実です。今いただ

いたお話は病院の中で会議がありますので、そのようなご指摘をいただいたという

ことをさっそく持ち帰って、できる限り改善をしたいと考えています。大変貴重な

ご指摘ありがとうございました。

質問者②　私は、ついこの１ヶ月間の間に当病院で静脈内鎮静法と全身麻酔の両方を体験しま

した。下顎部の骨が異常に隆起してしまい、それを削ろうとまず静脈内鎮静法で行

ったのですが、施術は小さい先の尖った鏨と木ハンマーを使用とするとのことで、

とても驚きました。確かに注射されている間は眠ったような気持ちだったのですが、

ハンマーを使われると目が覚めてしまい、また舌を引っ張られているような感覚も

わかりました。そして残りの治療については後日、全身麻酔で行いましたが、私と

しては全身麻酔の方が全くわからなくていいです。静脈内鎮静法は非常に簡便でよ

いのですが、いかがなものなのでしょうか？

一戸教授　いくつかの要素がありまして、まず静脈内鎮静法は基本的には、うつらうつらして

いる状況ですので、強い刺激が加わってしまうと目が覚めてしまうことが確かにあ

ります。ですので、その点では全身麻酔の方が不快ではありません。従って、静脈
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内鎮静法と全身麻酔のどちらがよいかということは手術の内容とそのバランスの問

題ですので、おそらく最初に静脈内鎮静法を選択した段階で具合が悪かったのかも

しれません。

また鏨と鑿（ハンマー）については、実はその使用が一番治りがいいのです。削り

飛ばしていくより、スパッと落ちてしまった方が後が綺麗なのです。私としては、

その大きさや診療方法について、把握しておりませんので確かなことは言えずに申

し訳ありませんが、いくつかの事情があったのではないかなと想像致します。

質問者③　私は、若い頃にパニック障害になったのですが、当時はまだパニック障害という名

前が病名としてついていなかった頃ですので、どこに行ってもその障害に対して認

識してくれるお医者様がいらっしゃいませんでした。医者にかかる時には、どう説

明したらいいのだろうという恐怖心があり、私の場合、呼吸ができなくなり、全身

にしびれがきてしまって、意識はあっても失神している状態になってしまうのです。

そのようなわけで、歯医者だけではなくて他の科にかかるにも、すごく足が遠のい

てしまっております。この間も、歯医者に仕方なく行ったのですが、パニック障害

を理解していただけるお医者さんではありませんでした。今回は、たまたま今日の

講演会を見つけましたので、パニック障害の認識等をお聞きしたくてやってきまし

た。よろしくお願いします。

一戸教授　パニック障害の患者さんの実数は今把握しておりませんが、大分増えているだろう

と思います。私自身も川越の方から通われているパニック障害のある患者さんを診

察しています。パニック障害や過換気の発作を起こしてしまう、そのような病気が

ある患者さんは、どうしてもその病気以前に、この先生だったら大丈夫という信頼

関係がありませんと、なかなか治療が円滑に進まないと思います。当病院の場合に

は、パニック障害の方は静脈内鎮静法を中心としていくつかの方法で対応しており

ますので、もし必要であれば歯科麻酔科に直接ご連絡いただいても結構ですし、対

応はできるかと思います。因みにその川越の方から来られている患者さんは、もう

何年も長い付き合いですが、最近は私が側にいれば鎮静法をしなくても簡単な治療

はできるようになりました。長い時間かけて信頼関係がなりたたなければ治療がう

まくいかない場合もありますので、もしよろしければどうぞご相談いただければと

思います。
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聞いてびっくり！“歯とスポーツの話”

●
東京歯科大学教授
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今、ご紹介いただきましたスポーツ歯学という新しい分野ですが、おそらく皆様方の中で、

「スポーツ歯学」という言葉をお耳にされている方はまだ少ないと思います。最近、歯科医学の

新しい分野として、注目されている一つの分野です。今日のお話は、タイトルとして“歯とスポ

ーツの話”ですが、「え、本当！うそ！」という話も出てくるかもしれません。スライドに映って

ますのは（図１）、マラソンの大阪大会で土佐

礼子さんが頑張って活躍した時のものですが、

この方の話題も後で少し出てくると思います。

さて近年、国民の健康志向が高まり、Quality

of lifeの維持向上をスポーツを通して考える

人々が増えつつある中、豊かな生涯スポーツ社

会の環境を整える必要がございます。スポーツ

歯科医学の観点から、特に競技スポーツへのチ

ャレンジ意欲を持つ人々や身体に障害を持ちな

がらスポーツ競技にチャレンジする人々等に、

まず競技中に起こり得るスポーツ外傷に対し、

常にその安全管理を心がける必要がございま

す。スポーツはあくまでも安全であってこそ本

来目的とするスポーツの位置付け、すなわち健

康スポーツであり、スポーツ文化を豊かにする

ことが生涯スポーツにつながる事になると思い

ます。（図２）

このスライドは10～50代の方々に「今、何か

スポーツをしていますか？」とアンケートを取

ったもの（図３）ですが、トータル的にはやは

り男性が80％を超す位何らかのスポーツをされ

ています。女性でもかなり多くみられます。10

代20代では、やはりスポーツをしている方が多

くみられます。男性の方は60才以上でも70％近

くは関係しています。女性でも50％近くの方々

が関係しています。最近は多くの方々が、健康

を考えスポーツを通してライフワークを楽しむ

という事で、何らかのスポーツに関係している

人が多いと思います。

ところで、スポーツはフィールドで何が起き

てしまうか分からないのが現実です。そこで、

我々歯科の分野で顎口腔領域における主なスポ

ーツ外傷はどのようなものがあるか考えてみる

と、歯の破折・脱臼・脱落・骨折・脳しんとう

図-1

図-2

図-3
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いうものがあります（図４）。色々なものがス

ポーツ外傷として取り上げられます。これは、

ある高校の練習試合に行って映像が偶然入った

ものですが、彼はラグビーの試合で脳しんとう

を起こしさらに歯が１本なくなり、もう１本は

神経が出た状態で欠けてしまいました。いわゆ

る何が起こるか分からないという事です。

そこで、脳しんとうや口腔領域の外傷を少し

でも保護出来るようにということで、マウスガ

ード（図5）があります。皆さんはたぶんマウ

スピースという言葉の方が聞き慣れていると思

いますが、日本や韓国ではマウスピースという

方が一般的で、国際的にはマウスガードという

言い方が普及しています。実際にマウスガード

は有効かどうかという事で、我々は歯に対して

の外傷にどのような効果があるかとデータをと

ってみました。マウスガードをした歯としない

歯に鉄玉をあてるのですが、その違いがよくわ

かると思います（図6・動画）。要は大きな衝撃

を吸収するという事です。ただし、その衝撃が

マウスガードの用材（材料）の持っている許容

を超える場合には何らかの形でダメージがある

かもしれませんが、かなりの違いがあるということをお分かりいただけるかと思います。頭蓋に

対してはどうかという事ですが、頭蓋模型の上下の歯列間にマウスガードを入れた場合と入れて

ない場合で衝撃力、ひずみについて見てみます（図7）。皆さんに見ていただきたいのは、歯槽部、

下顎角部とか側頭下窩、頭頂部をみていただきたいのですが、マウスガードを介在してないもの

は赤いコラムで示しています。介在したものはブルーです（図8）。そうしますと歯槽部や下顎角

図-4 図-5

図-6

図-7
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部は効果があるということはなんとなく理解していただけると思いますけれども、側頭下窩や頭

頂部、こういう所まで値の減少がみられます。ということは、歯だけではなく頭蓋全体に対して

もマウスガードは効果があると考えられます。有限要素によるやり方ですが、左がマウスガード

なしで、右が介在させた場合です。応力の分布を見ますとやはりマウスガードがある方が頭蓋全

体にその分布が小さい、少ないということがお分かりいただけると思います（図9）。

マウスガードは、市販品のものと我々歯科医が提供するカスターメイドのもの（図10）とがあ

ります。市販品のものは色々なものがあり、500円から高いのは６千円、７千円位のものがあり

ます。最近は、ホームページで市販しているものもありますが（図11）、専門の歯科医が関わっ

ていないので、様々な問題を起こしています。これも市販品（図12）ですが、くわえていないと

すぐ落ちてしまいます。ずっとくわえていなければいけないというルーズなものです。このよう

な物が非常に多く出ています。

最近は女性の中で、矯正されている方（図13）でもコンタクトスポーツに参加する方が非常に

増えています。しかし、このような方々でもきちんと保護するマウスガードというのはいくらで

も作ることが出来ます（図14）。アメリカでは矯正をしているお子さんはマウスガードを入れて

いないと試合に出れないということもあります。正しく提供されたマウスガードであれば、①脳

しんとうの軽減・予防　②顎関節の保護　③下顎骨の骨折　④歯の外傷の問題　⑤口の周りの裂

図-8 図-9

図-10 図-11
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傷等、という５つのプロテクションを持ちます（図15）。

更に、マウスガードを入れることによって安心感を持ちます。ですから、一度正しいマウスガ

ードを使い出すと、選手はマウスガードを入れなければ試合に出たくないという様になります。

オーストラリアでは、小さい頃からコンタクトスポーツに参加している人が多いのですが、その

ような人たちは小さな頃から使っています。例えば、オールブラックスなどの有名なラグビーチ

ームがありますが、そのチームの選手たちは、マウスガードを入れないと絶対に試合に出ません。

そこまで徹底されています。

アメリカ歯科医師会・アメリカスポーツ歯科学会では、口腔外傷のリスクがあるリクレーショ

ン活動やスポーツでのマウスガードの使用を推奨しております。アメリカで推奨しているスポー

ツにはこのようなものがありますが（図16）、更に日本では空手とか相撲とか色んなスポーツが

入ってくればもっともっと推奨されるスポーツが増えてきます。

実際、お相撲さんの中でこのマウスガードを使っている人は、割といるのです。ただ、画面等

では見えませんが！実は理事長からの指令で、口に入っていることを見せてはいけないというこ

とになっているようです。だいぶ前になりますが、ある大関が優勝した時のインタビューでマウ

スガードを入れたまま喋って慌てて出したことがＮＨＫの映像で出ていました。

ほかにも、最近は色々な競技で使われるようになってきています。そして、ラグビーをはじめ

図-12 図-13

図-14 図-15
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とし、色々なコンタクトスポーツでマウスガード装着の義務化傾向が進んでいます。

これはデンタルトレビューという一つの歯科関係のもので、カナダのカリフォルニア衛生歯科

医会からのコメントが出ているのですが、全米ではスポーツ外傷で失われる歯は年間500万本と

出ています（図17）。そしてスポーツをするにはマウスガードを使いましょうと推奨した啓発活

動の記事が出ています。アメリカでも、既にマウスガードは一つのスポーツの文化として捉えて

いますから、スポーツをするにはトレーニングシューズ・ウエア・それからマウスガードという

形がアメリカでは推奨されています。

皆さんご存じだと思いますが、千葉県にラグビー・トップリーグのクボタというチームがあり

ます。つい２週間前に終わりましたが、毎年クボタでは地域の方々と交流の場を持っていて子供

たちとラグビーに関するイベントを行います。我々も毎年参加しており、その中で子供たちが安

全に楽しくプレー出来るように正しいマウスガードの普及活動を行っています。子供の口腔外傷

は、成人と比較して歯槽骨が粗な為、歯の破折等、歯の動揺や脱落が多い傾向があります。将来

を考えれば子供のスポーツにおけるマウスガードの使用は大きな意味を持つことになります（図

18）。

これはフェイスガードです（図19）。たまに見かけることもあるかと思いますが、最近大型の

選手がふえてきていますから、頭から突っ込むと顔面があたり鼻骨骨折を起こしやすいようです。

図-16 図-17

図-18 図-19



25

図-20 図-21

早く現場に戻してあげることも一つの我々のやり方なので、現場からの要望でフェイスガードを

使ってプレー出来るようにしています。

さて、スポーツを行う場合、平衡機能が乱れたり変化したりするということは運動の基本姿勢

を崩すことになります。その影響は競技成績に大きく関わるものと思われます。選手にはバラン

ス感覚が絶対的に必要といわれております（図20）。動的スポーツ（野球・サッカー・ラグビー）、

静的スポーツ（アーチェリー・射撃・弓道）どんなスポーツでもやはり基本は、姿勢・バランス

になります。アメリカではバランスの悪い選手にいくら指導してもそれ以上は成績・記録を伸ば

すことは望めないと考えられていると言われています。

このバランス、人が立ってじっとしていると揺らぎがあります。これが一つの平衡機能・バラ

ンスですね。バランスは、まず目から入ってくる視覚入力があります。それから、耳の所にある

内耳の前庭器から入る平衡感覚入力、そして筋の伸び縮み固有感覚入力があります。このような

ものが、脳幹・小脳などで中枢で総合制御されて、最終効果器である筋肉に出力されてそのバラ

ンスを保つということになります（図21）。

もう一つ、人が真っ直ぐ立ったとき、足の部分の狭い支持面があります。比較的重い頭蓋、脳

が入って５キロぐらいと言われていますが、これが人の最上部に位置しています。物理的に不安

定な可動性が高い関節。これとの位置関係を保っていますから頭蓋の影響を充分受けやすい事が

図-22 図-23
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お分かりいただけると思います。頸部（首の周りの筋肉）や肩部の筋群とともに咀嚼筋群が抗重

力筋として働いていますから、噛み合わせが悪かったり、顎の位置がズレていたりして、頭囲の

位置が変われば当然バランスにも影響出てくるということになります（図22）。

バランスが良いか悪いかを評価するために重心動揺計があります（図23）。これは実際に耳鼻

咽喉科や精神内科で使われているものですが、だいたい３～４つのロードセルがありまして（図

24）、真っ直ぐ立ってじーっとしているだけです。そうするとその人の揺らぎの軌跡が出てきま

す。その軌跡の全体の面積や収束性や距離などで判定します。これは静的、立位でじっと立って

みるものですが、このような物の上に立ってじーっとしてだいたい20秒くらい計ります（図25）。

スライドは、国体に出場した選手なんですが、我々から見ると噛み合わせが非常に悪いのです

（図26）。また顎位が不安定で、位置がきちんとしていません。このような選手は実際に普段どん

なバランスを持って競技してきているのかということになります。これはメディカルでいわれて

いる健常者の数値なのです。人は、リラックスした状態、唇を閉じると上と下の歯の間に少し隙

間ができます。安静空隙といいますが、そのような状態の時をレスト、ＣＬはクレンチングとい

いまして上下の歯が軽く噛んだ感じです。この条件で噛み合わせの悪い選手をみてみますと、健

常者よりも非常に揺らぎが大きい、問題のある数値が出てきます（図27）。

このスライドはアジア大会まで出場した選手なんですが、同じような噛み合わせの悪い状態の

図-26 図-27

図-24 図-25
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選手に、オーラルアプライアンスという口の中に入れる装置、つまり上下の歯が噛んで接触する

所や面積が大きくなるように、それから顎が安定するようなものを作りまして、口の中に入れて

測定して見ました（図28）。この選手が持っているリラックスした状態の値と軽く噛んだ状態が

こちらにあります（図29）。オーラルアプライアンスという装置を入れて軽く安定した状態を見

ますと、その状態の方がより安定をします。ということは、先ほどの非常に噛み合わせの悪い選

手みたいに、健常者よりも動きの大きい選手はそれ以上記録が伸びなかったのです。正しいポジ

ションを持って行けば、ひょっとしたらその選手はもう少し上まで行けたかもしれない。実際に、

噛み合わせの悪い選手にこのような処置をしますと、ほとんどの選手がより安定性を示します。

次は顎関節症といって、顎や噛み合わせに問題のある患者さん40名を調べてみました（図30）。

真っ直ぐ立ってじーっとした時の全体の面積で調べておりますが、この紫の帯状の所、これが健

常者の数値です。すると40人の関節症と判断された患者さんの中には、この健常の数値から大き

くはみ出る人がたくさん出てくるのです。このような患者さんを治療して、治りますとほとんど

の方が健常者の数値に戻ってきます。口腔系の機能的な異常が平衡バランスになんらかの影響を

及ぼしていることが充分示唆できます。

さて、今は真っ直ぐ立ってじっとした立位で、静的なものです。では、動的な場合はどうなる

でしょうか。動きがあるものに対してはどうなるかという事で、このような装置があります（図

図-30 図-31

図-28 図-29
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31）。同じ様なボードですが、下に不安定な状態を作るために球状のものがついています。最初

に手すり用のフレームを掴まえまして、計測マーカーがこの四角いボックスの中に入るまで自分

でコントロールをし、安定したら手を離します（図32）。自分でバランスを取り、その時の軌道

を見ていきます。何もしないでリラックスした状態（下顎安静位）と軽く噛んだ状態（上下の歯

が接した状態）をみます。軌跡と面積を２つで見ていますが、両方の値とも、軽く噛んで顎を安

定させた方がより安定することが分かります（図33）。

つぎに静的な場合と動的な場合、両方相関があるかということを見てみました。まだ被験者が

少ないのですが、上下の歯が軽く接した場合とリラックスした状態ですと、ほぼ同じように相関

があることがわかります（図34）。ということは静的でも動的でも平衡機能は同じようなポジシ

ョンにあると考えていいと思います。

あるプロ野球選手で、現在リーグ打率が非常に高い選手がいます。実は彼は噛み合わせが悪く、

口の中を見たときに３点か４点くらいの接触点しかありませんでした。その時はずっと２軍生活

でしたがオーラルアプライアンスという装置を作って入れてもらい、接触する面積をきちんとと

って、顎位を安定させると、バランスが安定しました。今は一軍で活躍しています。

先ほどの冒頭のマラソンの土佐選手ですが、彼女は二年前からずっと矯正をしていました。矯

正をしてきちんと噛めるような正しいポジションを作ることによって、普段の練習の中で、以前

図-32 図-33

図-34 図-35
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は転んだり肩のコリや腰が痛いなど色々な問題がありましたが、彼女の御主人でコーチでもある

方の談ですが、だんだんそれがなくなってきたという事です。（図35）。

もう一つ別な角度からいいますと、高齢者が義歯をはずしますと装着している時よりも動きが

大きくなります。装着してポジションを取ればピタッとそれが安定する位置にあります。バラン

スが悪ければ、当然歩く場合の歩幅が小さくなります。それは立ち直そうとするからなのです。

それがだんだんひどくなると、転んでしまい、ひどい場合には大腿骨を骨折してしまうことにも

なるのです。

さて、筋力についてですが、人の局所の全力運動は、常に全身各部の機能的協力が必要といわ

れています。多くの場合は強く噛み締めるクレンチングにより咀嚼筋肉（噛む筋肉）を強く収縮

させるといわれています（図36）。最大咬合、つまり最大にぐーっと噛んだ時には、大脳皮質咀

嚼運動領、脳の方ですがそこの興奮が激しい場合には容易に他部まで興奮が拡延し、延髄網様体

における骨格筋緊張に関与する細胞活動を高める可能性を示唆するという、生理学からの報告が

あります。更に、クレンチング時、すなわち噛んだときには運動における脊髄反射経路の興奮が、

亢進するという話。つまり最大にぐーっと噛み締めた時の発現に影響を与えるような口腔内の状

態の変化は、全身の骨格筋筋力の発現に多大な影響を与えることが考えられる訳です（図37）。

歯の周りには、歯槽骨と結びついていて歯を直立させている歯根膜というものがあります。脳

には12の神経があり、その中で一番大きい神経

を三叉神経といいます。その神経は、三叉神経

節から３つに分かれ、一つは目にいく神経、一

つは上の歯にいく神経、一つは下の歯に行く神

経です。この神経の終末には、歯の中に入って

いく神経と根の周りに介在する末梢神経があり

ます。根の端の周囲の歯根膜の中に神経が介在

します（図38）。ということは、歯があって、

噛む力・方向・面積、そのようなものの感覚は、

歯が歯根膜を通して中に介在している末梢神経

にその情報を伝えますので、それが脳の方にい

図-36 図-37

図-38
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けばどれだけ噛んでどんな状態かという事を情報として提供し、体にその情報をフィードバック

します。ですから、それに見合った力を出すということになるのです。

これは噛む力を０から100％まで順次上げていき、その時々の全身の筋力を見てみます（図39）。

20、40、60、80、100％と噛む力を上げていきますと、徐々に筋の電位が高くなっていき、100％

噛み締めたという時にやはり一番高い筋の電位がえられます。この場合、全身の筋力の力が、約

1.5倍高まるという報告が出ています。

運動動作には、常に動作を円滑に行わせている様々な神経の反射運動を伴っています。そこで

人の場合よく応用される脊髄単シナプス反射であるヒラメ筋のＨ反射を用いて、噛み締める時に

この反射がどんな変調をあたえるかという事です（図40）。これは下腿の伸展筋であるヒラメ筋、

腓腹筋を支配します頸骨神経の膝窩（膝の後ろ）に少し電気の刺激を与えます。それらの筋から

誘発筋電図を記録すると、２つの波系が出てきます（図41）。

まず最初に電気の強さによってＭ波という波形が出てきます。数秒後に電気の刺激に対するＨ

波という筋肉の波形があらわれます。噛み締めてないときと噛み締めた時の状態によって同じ事

をやります。Ｍ波は電気の強さですから変わりません。しかし、その後のH波は、やはり噛み締

めている方が高い筋の活動が出てきます。ということは、噛むことが全身の運動能力を与えると

共に、咬合状態が変化すれば、その変化は全身運動機能に影響を及ぼす可能性があるということ

図-39 図-40

図-41 図-42
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がいえます（図42）。

ヒラメ筋のＨ波に対する噛み締めの効果をみた研究で、ヒラメ筋のＨ波の振幅が噛み締めによ

って大きくなり、しかもその程度は噛み締めの強さを強くするほど大きくなります。このことは、

噛み締めとその強さに比例して、ひらめ筋の伸張反射の興奮性が高まることを示しているのです

（図43）。噛む、情報がいく、力を出す、その時、筋の変調が出てくるという訳なのです。

実際に、ハイドロマスキュレーター（図44）という機械を使い、肘関節を伸ばしたり曲げたり

した場合、膝関節を伸ばしたり曲げたりした場合、顎の位置を安定させるとともに、噛む接触面

積が増えるようなオーラルアップライアンスを入れて見てみます。すると６人の選手の被験者で

すが、このように全体的に装置を用いて安定させたときの方が、肘を伸ばしたり曲げたりした時

に筋の活動量が上がる傾向が出てきます。膝も、同じような傾向がやはり出てきます（図45･46）。

要はこのようなオーラルアップライアンスを入れて噛み合わせ、咬合を安定させることは、もち

ろん入れなくてもその人が安定していれば問題ないと思いますが、肘関節膝関節の屈曲および伸

展時の筋力を測定した所、何も入れないとき、普段の状態の時に比べて同じか大きくなる傾向が

出ています。これはこのような装置により咬合が安定されること、すなわち広い意味から考える

と、咬合、噛むことは全身運動時の最大筋力に何らかの影響があるということではないかと考え

られます（図47）。

図-43 図-44

図-45 図-46



では、歯がなかったらどうなるのでしょうか。これはアイスホッケーの選手の口腔内です（図

48）。海外、特に欧米では今、このような選手はまずいませんが、どういう訳か日本にはまだい

るのです。このような選手に「何でちゃんと治療しないんだ」と言うと、「先生これがいいんで

すよ。試合前に相手にニターッとしてやるとだいたい若い奴びびってるんですよ」と。未だにこ

のようなことがあるんです。

さて、でもこのような選手は、本当に力を出せるのかということになります。そこで、歯を抜

いたりすることは出来ませんので、このような装置を作ります（図49）。ブロックを入れて外し

たりはめたり様々なことが出来るようにします。この場合ですと右だけが噛んで左は空いた状態

になります。フレームだけ入れるとプラセボの効果で力が出るんじゃないかと感覚を持たれると

いけませんので、それについても確認します。すると、何も入れない時とフレーム入れた時では

ほとんど差はありませんでしたのでプラセボ効果はないと判断しました。そしてブロックを入れ

たりはめたり色んなケースをやってみました。結論的には７番から７番まで全部がきちんとあた

ってる時に一番力を出しました（図50）。という事は歯がなければ力が出せないということです。

これは別の話になりますが、脳の学習の有名な研究です。だいたい、縦60×横60cm2くらいの

小さなプールを作り、真ん中に止まり台を置いておきます。奥歯で噛める正常な状態のネズミと

奥歯で噛めないように削ってしまったネズミ、それからその後にその歯を治療して噛める状態に
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図-47 図-48

図-49 図-50
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戻してあげたネズミ、３匹のネズミを使いまして１日４回約２週間みてみます。すると、約１週

間でちゃんと噛める状態のネズミはすぐそこへ到達する学習が出来ます。しかし、奥歯で噛めな

いようにしたネズミはある時から２週間経ってもずーっと30秒なら30秒かかってしまいます。し

かしそれも、噛めるように途中で治してあげると、また直ぐに学習を始めます（図51）。噛む噛

まないが脳の学習に非常に影響があるという事が、これでもお分かりいただけると思います。

最近我々は、ＪＯＣの依頼でスキーでの研究もしており、バランスや力が、特にスキーのエア

リエルなどでは非常に重要になってきます。現場に行って選手たちのオーラルアップライアンス

を調整し、結果を見ながらそれぞれの選手に合った状態の口腔内装置を作っていきます。モーグ

ルで今年話題になったワールドカップで優勝した女子選手も、それで強くなっていきました。

さて、咀嚼機能・噛むという機能は、食物を摂取して歯や舌を使って口腔内で噛み砕き、唾液

とよく混ぜ合わせ、柔らかい飲み込みやすい形にする一連の行程です。つまり咀嚼機能は単に歯

や筋肉や顎関節の働きだけでなく、働きの異なった器官がシステム化された咀嚼システムの総合

機能と言えます（図52）。咀嚼システムは一種の生物学的神経コンピューターで、神経系、末梢

効果器、感覚系３つの機能系がシステム化されて動いています（図53）。

スライドは窪田先生らが文科省の仕事で行ったものですが、咀嚼システムは全身の機能システ

ムの恒常性を維持しているという研究経過報告を文科省に出しています。では、このようなシス

図-51 図-52

図-53 図-54



テムの概念を元に、ガム咀嚼といったいどんな関係があるのでしょうか（図54）。咀嚼をするに

は唾液が重要な役割をしていることは周知の事ですが、この唾液は、ものを噛み始めると噛まな

い状態に比べ約３～４倍分泌量が増えるといわれております（図55）。

これは、ガムベースの量による唾液の分泌量を見たものです。安静時を100としています。安

静時とは、口に何も入れてない時です。何も噛まないで咀嚼してみると唾液は少し出てきますけ

ど、ガムを0.6ｇ、1.8ｇ、そして約１枚分の3ｇぐらいまで噛んだとしますと、唾液の分泌量がず

ーっと変わってきます（図56）。

その唾液の中には色々な成分があり、それぞれその働きが違います。内分泌系で神経成長因子

ＮＧＦという神経成長・神経節を促進するものなどを含めて色々な働きがあります（図57）。

その中のＮＧＦ神経成長因子は神経を集中させる働きのあるといわれるホルモンで、咀嚼によ

り唾液の分泌量が多くなればより集中力を高める事になります（図58）。

これはパラリンピックの射撃で日本代表選手の鈴木さんですが（図58）、彼女もガムを使いな

がら一生懸命自分の成績を上げようとしています。噛む効用としては、気分をリフレッシュ、脳

を活性化させる、口の中をきれいにする、噛む力を強化することなどがあげられます（図59）。

だんだん高齢になってきて、80、90近くになってくると、噛む筋肉が落ち噛む力が弱ってきます。

すると、口角横から何かたら～と垂れてきて「おじいちゃん汚いよ」という話もよくききますが、
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図-55 図-56
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そういったことを防止する為にも、ガムを噛むということは重要です。

我々の研究室は千葉ロッテマリーンズの選手達のサポートを以前からやっており、毎年歯科健

診をしています。そこでは色々な話や選手の質問、それから毎年30分の歯科に関する講義も行い

ます。またカウンセリング等を行い、時間がない場合はテンポラリー的な治療をしながら、その

選手が一年間いかに活躍出来るかということを行っています。

さて、ロッテの選手が試合中によくガムを噛んでいる姿を見た人もいると思いますが、実は噛

むようにとお願いしました。このガムはロッテ中央研究所と私共の研究室とで共同で研究開発し

ているものです。このガムはパフォーマンス用として開発したガムです。ロッテの選手が噛んで

いるものでまだ市販されていません。

スライドは選手３人にガムを噛んでない時を基準にして、先ほどの膝を曲げたり伸ばしたりす

る測定をしますとＣの選手は９％近いパフォーマンスを示します（図60）。

これは10～50代の100人の方々に、ある機会にお願いして調べた、握力と背筋力の検査です。

10代、20代、30代、40代、50代、全てガムを咀嚼している時の方が握力も背筋力もパフォーマン

スの向上となって出てきます（図61）。咀嚼筋の筋活動は常に全身の筋力へその情報をフィード

バックさせ、迅速に活動出来るようにウォーミングアップにつながると思われます（図62）。

ガムは野球には非常に効果的だと思われます。ラグビーやサッカーのようにずっと動いている

図-59 図-60

図-61 図-62



訳ではなく間がありますので、打つ・守る・走る、その間にガムを咀嚼することは常に体のウォ

ーミングアップ、要は自動車のアイドリング状態を作っていると考えられます。ゴルフでもかな

り有効だと思います。自分のスコアが悪いものですから、実はゴルフ用のガムも今研究を始めて

います。

ガム咀嚼による咀嚼筋やこれらを取り巻く筋群の活動は、スポーツにとってメンタルな効果や

筋肉等へのパフォーマンス以外にも、基礎体力要素の一つである平衡性・バランスをより正確に

高められると言われています。この関与ですが、ガム咀嚼運動は身体重心動揺を抑制する効果が

あるという学術論文は既に出ています。そして、ヒトのヒラメ筋のH波に対して、咀嚼運動中は

ヒラメ筋と全脛骨筋どちらの筋の伸張反射も亢進することにより咀嚼運動は姿勢の安定に関与す

る、これも生理学の報告です。言い換えれば、ガム咀嚼は姿勢を安定させる効果があると考えら

れる訳です（図63）。

では、ガム咀嚼の静的・動的バランスを見てみましょう。スライドの被験者Ａの場合、何もな

い時とガム咀嚼の時ではやはりガム咀嚼の方が安定を示します（図64）。もう一人の被験者Ｂの

場合でもやはり安定を示します（図65）。要は、動的でも静的でもガム咀嚼は姿勢反射をおこし

ますので、より安定感を示すのです。

ガム咀嚼はヒラメ筋の伸張反射の興奮を高め、更に咀嚼運動中では、開閉口相、すなわち口を
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図-65 図-66

図-63 図-64
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開いたり閉じたりする一つの運動と共に、その興奮が同程度持続的に亢進するということから、

静的にも動的にもその立位バランスに影響を及ぼすものと思われます（図66）。

実は動体視力とも非常に関係します。これは動体視力を計るもの（図67）で、日本で使われて

いるKVAというものです。目の検査で覗いていますと丸の中で横や上があいてるというものが

ありますが、それが点からずーっと遠くから目の前の方へよって来た時、どちらがあいてるかが

見えた瞬間に押して検査します。アメリカではDVAという横に動くものもあります。今回KVA

で100人の人を検査した結果、やはりガム咀嚼の時の方が動体視力が上がりました（図68）。

先ほどお話しました様に、三叉神経というのは実は噛む神経系統と眼の神経とで３つあり、こ

れらが１つとなった神経節から一緒に出てきますから、噛む情報が三叉神経節をとおって脳に伝

わり、それがフィードバックされてきて、何らかの影響が目に来ているものと考えられます（図

69）。眼神経の中でもどの神経系統が強く関係しているかまではまだ分かりませんが、結果とし

てはこのような値が出ているという事実です。

すなわち、プレー中のガム咀嚼はスポーツパフォーマンスに影響を与える可能性が十分に考え

られるという事です（図70）。今年のロッテは、これから立て直さなければならないと思いますが、

是非何らかの形でまた日本一に貢献出来るように、我々も裏側からサポートしたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

図-69 図-70

図-67 図-68
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質問者①　アメリカで歯を矯正しないのは親の責任だと聞いたのですが、私の子供は４０歳にな

るのですが、噛み合わせが相当悪く、後ろ姿も曲がっているようにも見えます。今か

らでも矯正はできますでしょうか？

石上教授　それは、全く問題ありません。噛み合わせ等正しいポジションをいつも持つという事

はバランスや歩行に非常に大きい問題がありますので、矯正をするメリットはとても

大きいと思います。

質問者②　転倒してしまった時の予防のため、マウスガードをすることは有効なことでしょう

か？

石上教授　それは悪いことではありませんが、入れなくても済むように口腔機能を一度きちんと

見てもらうようにしてはいかがでしょうか。もちろん、マウスガードを試してみたい

ということであれば、可能だと思います。

質問者③　口の両サイドに唾が溜まってくる人をたまに見かけますが、どうしてそのようになる

のでしょうか？

石上教授　噛む筋力が弱くなりだんだん衰えてくると、そのような現象がおこることがあります。

高齢になればなるほど食べ物の嗜好が変わってきて、柔らかいものを好むようになり、

若い頃によく噛んでいる物に比べて筋力を低下させていく一つの原因になっていると

思われます。その現象が治るとまでは断言できませんが、ガムによって噛む筋肉の力

をアップさせるという報告もありますので、日頃からガムをよく噛んでいただくとだ

いぶ違うと思います。

質問者④　マウスガードはこちらの千葉病院で自分に合ったものをどれくらいの値段で作製して

いただけるのでしょうか？また、自分の歯の噛み合わせの状態はどのように判断すれ

ばよろしいのでしょうか？

石上教授　マウスガードは保険が適用されませんが、当病院では12,000円程度の物をお薦めして

います。歯の噛み合わせの件ですが、基本的にはゆっくりと口を開けていただいて、

そーっと閉じた時にまっすぐ閉じられるかどうかということが、一つのポイントには

なります。しかし、ご自身ではなかなか判断しづらいこともあると思いますので、そ

の時は当病院にお来しくだされば、診察させていただきます。特にスポーツを通して

考えられているのであれば、是非受診をしていただければと思います。

質疑応答
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知人等からの 
紹介12％ 

ホームページ 
1％ 

その他6％ 

ポスター 
28％ 

新聞折込み 
チラシ 
33％ 

回覧板 
20％ 

普通、良くなかった4％ 

大変良かった 
62％ 

良かった 
34％ 

分かりづらかった1％ 

分かりやすかった 
93％ 

普通 
6％ 

ちょうど良かった 
90％ 

短かった 
4％ 

長かった4％ 未回答2％ 悪い1％ 

良い 89％ 

普通 
10％ 

第3回 公開講演会アンケート集計

ポスター掲示場所内訳
マンション・団地等 19

千葉病院 7

開業医 3

自治会掲示板・集会所 6

美浜・稲毛図書館 3

1.今回の公開講演会を何で知りましたか。（複数回答あり）

〔出席者 221名　193枚回収〕

2. 今回の公開講演会はいかがでしたか。 3. 講演内容はいかがでしたか。

4. 講演時間はいかがでしたか。 5. 会場の設備はいかがでしたか。（広さ、音響等）
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今回が初めて 
57％ 

2回目 
31％ 

3回目 
12％ 

男 42％ 

女 58％ 

21歳～40歳 
5％ 

41歳～60歳 
23％ 

61歳以上 
71％ 

21歳以下 
1％ 

美浜区（真砂） 
55％ 

美浜区（磯辺） 
15％ 

美浜区（高洲） 
4％ 

美浜区（高浜） 
5％ 

美浜区（その他） 
5％ 

稲毛区 
4％ 

千葉市以外5％ 花見川区 
5％ 

千葉市その他2％ 

自家用車 
16％ 

徒歩 
42％ 

自転車 
35％ 

バス 
4％ 

その他3％ 

6. 講演会は今回で何回目のご参加ですか。
7. 性別、年齢、お住まいをお聞かせください。

8. 本会場までの交通手段をお聞かせ下さい。

会社員 
6％ 

公務員3％ 

教職員3％ 

主婦 41％ 

定年退職者  
37％ 

その他 
7％ 医療関係者2％ 

学生1％ 

9. 職業等をお聞かせ下さい。
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10. ご意見・ご要望等がございましたらご記入下さい。
・大変わかりやく興味深い内容の講演で、とても参考（勉強）になりました。有難うございました。 … 56

・このような公開講演会を継続して実施して欲しい。来年も期待している。 ……………………………… 25

・次の講演希望内容（インプラント、歯周病予防、歯科と全身疾患、内科関係等）………………………… 8

・冷房がききすぎていた。講師もクールビズでよいのではないか。…………………………………………… 6

・質疑応答がよかった。……………………………………………………………………………………………… 4

・配布しているプログラムが立派すぎる。………………………………………………………………………… 2

・２つのテーマのバランスがよかった。

・大学の人的資源をもっと一般社会・地域に活かして欲しい。

・二人の講演者とも親しみがあってすばらしかった。

講演①について
・リラックス外来を受診してみようと思いました。

・恐怖感を持っていたので、今日の話を聞いて気が楽になりました。

・麻酔の方法は患者の希望ですか？それとも先生の判断ですか？

・歯科治療に対する不安が解消されました。

・歯医者に行くのをためらっていましたが、早速明後日歯科大に参ります。

・鎮静法と全身麻酔の違いはわかったが、薬の名前や麻酔のリスク等も知りたかった。

・麻酔による治療については、初耳で感心しました。

・体験者の声が大変参考になりました。

講演②について
・咬合の力が体力・体型に影響していることを知り驚きました。

・スポーツ選手を例に出しての話は大変参考になりました。

・子どもがスポーツをしているのでマウスピースに興味がわきました。

・保険でマウスピースが作れるようになると良いですね。

・ガムの話がとてもおもしろく、とてもよかったです。

・ガムはキシリトール入りではなく、風船ガムでもよいのですか？

・歯のバランスが体のバランスにつながるということを知れてよかったです。

・スポーツ選手用のガムが欲しいです。
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