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暁合治療と同時に観察された嘱息症状の改善例
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Abstract

Weexperiencedfourcasesofasthmaticpatients,whosesymptomshadtakenturnbrthebetterduringocclusal

treatments.Allpatientshadocclusalinterferencesandsomeocclusalsupports,Sothatwehadrecoveredocclusion

bycrownrestorationsanddenturesfollowedocclusalequilibrationandocclusalsprinttherapy.Thesymptomsof

asthmaticpatientswerevaluedaccordingtotheguidelineofNIH,Selfdeclarationofpatientsandclinicalrecords.

抄銀

校合が全身状態に関与していると考えられる症例は近年増加の傾向がみられている｡そのなかで来院時哨息症状を

示している患者4名 (女3名,男1名)について,瞭合治療を施行すると同時に嘱息症状の轟解が明らかに観察できた

のでここに報告する｡

歯科治療は日常臨床的に実施している方法で正 しい校合の確保を行った｡

治療方法は①暖合調整,②スプリント治療,③歯冠修復及び義歯による暁合の回復,④本人への ｢歯科治療と職息と

の関係の可能性｣の説明である｡

嘱息の主治医の療法及び本人の生活環境に特に変化がなかったにもかかわらず,4例全てにおいて歯科治療 と共に著

明な症状の改善及び聴解を示した｡尚,症状の判定には術者の判定と共に患者の主観的判定を適用した｡

これらの症例においては,不正暁合は嘱息の非特異的要因となりうる｡また,適切な校合の回複は非特異的な因子の

除去と共にポジティブフィー ドバックがおこり,交感神経が刺激されカテコールアミンの分泌により症状の緩解を示

したと考えられる｡

この臨床的観察から考えると,適切な校合はいろいろな全身状態異常,特に自律神経の異常によって引き起こされる

症状を蔵解することが可能であると推測できる｡
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(.緒 己

近年 ｢校合 と全身の関係｣について,臨床報告11のみ

ならず基礎的･実験的研究2･3)報告が多 く見られるように

なってきた｡筆者 らも,日常の診療においてこのような

症例によく遭遇することがあるO 今臥 平成 8年より平

成10年の間に経験 した日常的に気管支嘱息の発作 (以下

単に晴息と記載する)を有する要歯科治療患者 4名 (男

性 1名,女性 3名)において,校合治療を施すと同時に

に嘱息発作の緩解 を経験 したので,これらについて報告

する｡ これらの症例において施行 した瞭合治療は,校合

調整やスプリント療法に続 く,歯冠修復および義歯によ

る校合回復であり,嘱息の発作程度については表 1に示

す ｢嘱息の診断と管理｣に基 き,また表2の書式を用い

て症状の経過を本人に申告 してもらうと共に診療録をも

とに評価 した｡

表 1 嘱息の診断と管理のガイドライン

ステップ 症 状

St.1 軽 症 嘱鳴､咳､呼吸困難 (1-2回.′//過)

St.2 中等症 発作 (2回/週以上､夜2回/月以上)

St.3 中等症 慢性的､β2刺激剤吸入､夜1回/週以上

米国立衛生研究所 1997

表 2 検 査 表
症例 検査日

歯科治療前の喝息症状 歯科治療後の噛息症状 歯科治療6ケ月以降

咲 (十十 十 0) (++ + o)(十十 十 0)

呼吸困難 (十十 十 0) (++ + 0)(十十 + o)

演 (+十 十 0) (十十 + 0)(++ + o)

発作 (救急処置) ( // ) ( / )( / )

哨息のStep (1,2,3,4) (1,2,3,4) (1,2,3,4)

服用薬 内科医の判定(効果 +++ 十十+0)

表 3 症例 1の症状の変化

歯科治療前の嘱息症状 歯科治療後の噂息症状

嘱鳴 (0 十 0) (十十 十①)

咲 (0+o) (十十 十①)

呼吸困難 (O 十0) (++ +①)

演 (0十0) ( 十十 〇0)
発作 (救急処置) (2-3./過 ) ( o //過)

嘱息のStep (1,2,3,④). ① 2,3,4)

服用薬 内科医の判定 (効果 十++ 壁王)+ 0)
別人のようになった

11.症 例 報 告

1,症例 1

患者 :68歳男性,無職

主訴 :上顎左側中切歯および側切歯の欠損に対する補綴

処置を希望｡嘱息および左右側顎関節部の圧痛 も同時に

訴える｡

既往歴 :5年前より嘱息の発作に苦 しめられてお り,現

在 S病院に通院中｡また 8年前に歯科治療 として大幅な

補綴処置を受けた｡

岐合状態 :来院時の歯列の状態を図1-A,暁頭飲食位に

おける校合接触を図1-Bに,前方滑走運動,側方滑走運

動を図1-Cに示す｡4部位の校合支持域は存在 し (図1B),

それぞれ確実な校合接触はあるものの,校合高径は低下

していることが観察された｡このために,両側犬歯部に

は強い早期接触が存在 していた｡ また臼歯部において

ち, 諾
にも早期接触が認められた (図1B)0

滑走運動時の暁合接触についてみると,前方滑走運動時

には両側犬歯が暁合接触 し,側方滑走運動時には

暁合障害状態にあった (図1C)｡

治療方針 :瞭頭軟合時の早期接触部位について暁合調整

を行い,側方滑走運動時の暁合障害部位についても校合

調整を行なう｡また,暖合の低下 もみ られることから,

補綴処置に先立って,校合の改善が現症の改善にどのよ

うに寄与するか見極めるために,スプリント(ソフ トベ

ース 1mm)による校合改善処置を行ない,経過観察を

することとした｡また,スプリントにより校合の安定が

1.右側側方滑走式動時の唆舎接触

XX3456XX

X 765X 3X l12X4X67東

2.現零の歯式 (偉乳 濁液状況.その他)
MCr8( VCrBr

｢.~~｢｢ [

X 7X 5 4 3X l

XX3456XX

X 76 5X 3X I
LL..]

MCr MCrBr

果在菜食位に烏ける校合接触 B
l)噴合支持洩

MPCCPMMPCCPM

2)噴頭巌舎位における歯牙擁触

鰭喜淵

2.左側側方滑走運動時の噴合は触

3.前方滑走運動時の 校合抜放

図1 症例1の初診時の暁合状態

A:欠損歯および歯列の状態を示す｡

B:1)校合支持域の存在しない部位を×で示す｡

M :大臼歯､P:小臼歯 C:犬歯

2)唆頭欣合位における歯牙接触の存在する校合

支持域を○で囲んで示す｡

C:滑走運動時の暁合接触部位

上下歯列間に校合接触のある部位を示す｡
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図られた後に,補綴処置に移行することとした｡

治療経過 :暁頭倣合位と滑走運動時における投合調整を

施行後,上顎歯列にスプリント (ソフ トベース 1mm)

を装着し,校合の安定を図ったところ,数日のうちに顎

関節部の圧痛がなくなり,嘱息症状の嘱鳴,咳,呼吸困

難は消過し,癖 も軽減した (表3)0

その後 ③2① 12③ Brを補綴 し,暖頭飲合位

の安定を保ち,前方運動お よび側方運動時の 543

ガイドを付与し,滑走運動の円滑さを与えた｡

補綴治療途中に軽度の嘱息症状が表れた｡しかし,棉

綴処置が終了した後には嘱息症状が軽減している｡

本人の感想 :歯科治療を始めて4ケ月,不治の病といわ

れる嘱息の大発作(今にも息が止まるような,俺の生涯

もこれまでか ･･･,と思うような)は,1回もあ りま

せん｡歯科の治療で大発作が治まるなんて夢のようです｡

なんと素晴 らしいことだと思います｡さらに研鐙を重ね

られ,嘱嶋や咳も治療できるようになればなお快適だと

思います｡とにかく非常に助かってお ります｡

2.症例 2

患者 :60歳女性,無職

主訴 :塾圭1旦 Br動揺な らびに 7弛些67_欠損補綴希望｡

嘱息,不眠,頭痛,左右顎関節部の圧痛 も同時に訴える｡

既往歴 :1年前 より嘱息発作により入退院をくり返して

いたが,1ケ月前に呼吸困難を起こし他病院で精密検査

を受ける｡ 現在嘱息治療のため通院中｡口腔内は長期に

わたり欠損部が放置されていた｡

校合状態 :来院時の歯列の状態を図2-A,暁頭駿合位に

おける暁合接触 を図2-Bに,前方滑走運動,側方滑走運

動を図 2-Cに示す｡

4567が欠損 し, 4部位全ての校合支持域は欠如 し

ている (図2B)｡ このため塁遁 Brの動揺 (M4)を示

している｡側方滑走運動時に両側犬歯ならびに右側残存

小臼歯が暖合接触していた (図2C)｡

治療方針 :塾｣旦Br撤去, 且を抜歯 し,校合支持域を

確保することを目的に__7941El些@7に即時義歯 (レジン床)

を装着する｡次いで適切な瞭頭飲食位 とガイドを設定す

ることを目的に,スプリントを装着 し経過観察を行 う｡

その後,最終補綴処置に移行することとした｡

治療経過 :塾1塁Br除去 し,校合高径の確保を目的とし

て,714_21Jl些蔓6_即時義歯を装着した.装着の翌日より不

眠,嘱息発作が消過 したとの報告があった｡

即時義歯装着の2日後, 且の抜歯を行った際に,鎮痛

剤を服用 したところ,嘱息の発作が一時的に見 られた｡

しかし,抜歯約 1か月後にスプリント (ソフトベース 1

51

mm)を装着したところ嘱息症状は軽減した｡

校合の安定が図られたので,スプリント装着の約1ケ

月後,最終補綴処置に移行 したOまず,塾生劃Brを装着

し, ilとの間に校合支持を確保 したO

その後,継続 して 7_62111_軍4室 に鋳造床 (旦旦0リン

グ),765T6-にレジン床による補綴処置を行い,瞭合高

径ならびに4部位全ての瞭合支持を確保した｡歯科治療

の終了した時点から,日常あった嘱息の発作は硬解したo

また,6ケ月以降も表4に示すごとくの潰解した症状が継

続 していた｡しかし約10ケ月後,義歯が時間経過して不

適合となり,義歯の適合不十分の状態で症状が左右され

嘱息発作が日常的に再発するようになったと報告を受け

ている｡

本人の感想 :歯科治療したばかりの頃は日常あった発

作がなくなり大 きな出来事 (息子の結婚,実父の死亡)

1.右側側方清ま運動時の唆合接劫

2.左 側側方浄定立如晴の 校合樟 カ

1234 5 X7 東

3.前方･滑走運動時の噴台接触

XXXX432112345X7X

図2 症例2の初診時の瞭合状態

A:欠損歯および歯列の状態を示す｡

B :1)校合支持域の存在しない部位をxで示す｡

M ::大臼歯､P:小臼歯 C:犬歯

2)暁頭散合位における歯牙接触の存在する校合支

持域を○で囲んで示す｡

C:滑走運動時の校合接触部位

上下歯列間に暁合接触のある部位を示す｡

表 4 症例2の症状の変化

歯科治療前の噛息症状 歯科治療後の曝息症状 歯科治療6ケ月以降

嘱鳴 (∈∋ +o) (十十∈)0)(十十Oo)
咳 (.0 .0) (++Oo)(十十Oo)
呼吸困難 (O 十0) (十十00)(++Oo)
痩 (0 +o) (十十Oo)(十十 00)
発作(救急処置) ( 1 ./過) (o/年) (0.5 /*)

嘱息のStep (1,2,① 4)① 2,3,4)(1,② 3,4)

服用薬 内科医の判定(効果 +十十 十十 十0)不明
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の時以外はでな くなったが,平成10年4月頃より長い間

歯科-通院しないため発作の回数が増え,義歯が話をし

ても下がるような感じで義歯の治療に行きたいが発作が

こわくて通院できない｡

3.症例 3

患者 :50歳女性,高校教諭

主訴 :Li前装冠補綴を希望 して来院｡嘱息,頭痛,肩

こりならびに左右顎関節部圧痛 も同時に訴える｡

既往歴 :2年前より嘱息発作に苦 しめられてお り,同時

に頭痛,肩こりならびに左右顎関節部圧痛もみられるよ

うになった｡

校合状態 :来院時の歯列の状態を図3-A,唆頭飲食位に

おける岐合接触を図3-Bに,前方滑走運動,側方滑走運

1.右側側方滑走運動時の唆含接触

1234567

76543211234567X

2.左側側方滑走濃動時の噴含捷触

1234567

1234567X

3.前方滑走運動時の噴台接触

X76X43211234567

X76543211234567X

図3 症例3の初診時の暖合状態

A:欠損歯および歯列の状態を示すo

B :1)暖合支持域の存在しない部位を×で示す｡

M:大臼歯､P:小臼歯 C:犬歯

2)暁頭倣合位における歯牙接触の存在する校合支

持域を○で囲んで示す｡

C:滑走運動時の暁合接触部位

上下歯列間に校合接触のある部位を示す｡

表5 症例3の症状の変化

歯科治療前の嘱息症状 歯科治療後の鴨息症状

嘱鳴 ( +十 (∋0) ( 十十 十① )

咳 ( 十十 (∋o) ( 千+ 十① )

呼吸困難 ( 十+ ∈)0) ( ++ +@ )

演 ( ++ ∈)o) ( 十+ +① )

発作 (救急処置) ( 1 ./月 ) (o′//過)

堀息のStep (1,(み 3,4) ① 1,2,3,4)

服用薬 内科医の判定 (効果 十十十 (三三)+ 0)
歯の治療の効果かは分らないが,症状はよくなっているO

動を図3-Cに示す｡ 4部位の校合支持域は存在するもの

の,唆頭駿合時に左右大臼歯部および中切歯に早期接触

が認められ (図3B,C),前方ならびに側方滑走運動時

にヱ牡空 が暁合障害を示 していた (図3C)0
761I17

治療方針 :蛇頭飲合時の早期接触部位について校合調整

を行う｡次いで適切な暁頭飲合位とガイドを設定するこ

とを目的に,スプリント(ソフトベース 1mm)を装着し

て経過観察する｡その後最終補綴に移行することとした｡

治療経過 :瞭頭散合時の 761117の早期接触部位について
丁(うtlテ

校合調整を施行後,スプリント (ソフ トベース 1mm)

を装着したところ,校合の安定が得 られ,左右顎関節部

圧痛は軽減した｡ さらに前方および側方滑走運動時に障

害となっていた Liにメタルボンド冠,Llに金属冠によ

る歯冠補綴を施 し,滑走運動に円滑さを与えた｡

その後,徐々に症状は消過し (表5),経過観察中との

報告があった｡

本人の感想 :風邪ぎみや,疲れがたまると,痕が多 くな

り,少し息苦しい感じが します｡でもふだんは階段を登

っても,走っても息がきれることもなく快調で,夜 も眠

れるようになりました｡

4.症例4

患者 :74歳女性,無職

主訴 :iJ欠損補綴希望O全身症状 として 嘱息,左右顎

関節部圧痛を訴える｡

既往歴 :15年前に退職し,老人の介護をすることになっ

たo同時に旦1堤 前装冠補綴 した｡ その直後より嘱息発

作が発症 し,以来約週 1回の割合で救急処置を受けてい

たが,4年前に』が破折 し,これを他院で抜歯 したと

ころ,嘱息発作の軽減がみられたという｡

校合状態 :来院時の歯列の状態を図4･A,暁頭飲合位に

おける校合接触を図4-Bに,前方滑走運動,側方滑走運

動を図4-Cに示す｡暁頭俵合位においては4部位の暁合

支持域は存在し,それぞれ確実な暖合接触はあるものの,

暁合高径の低下が観察された｡このために暁頭軟合位に

おいて

言霊

に強い早期接触が観察された (図3C)｡

滑走運動時の校合接触についてみると,前方滑走運動

時には 黒 に,側方滑走運動時には器 に,強い暁合

障害がみられた (図3C)0

治療方針 :まず,滑走運動に円滑さを与えることを目的

として,校合障害 となっている旦週 の前装冠 を除去す

る｡次いで適切な瞭合高径の獲得を目的として,白歯部

に補綴処置を行い校合高径を修正 し経過観察する｡その

級,上顎前歯部の最終補綴処置に移行することとした｡
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治療経過 :旦週 冠除去により滑走運動の円滑さが得 ら

れたo次いで塾 塾 ,匹迦旦Brを装着 し,暁頭飲合位に

おける校合高径 を適正 と思われる高さに修正 した｡そ

の後,前方,側方滑走運動 を障害 しないように旦封塵旦

Brを作製した｡歯科治療終了後,徐々に嘱息の症状は

轟解し (表6),約 2週間後には嘱息発作は完全に消退

したとの報告があった｡治療終了 6ケ月以後 も変化が

なかったという (表6)

本人の感想 :年数臥 不安のため早めに処置を受けて

いる｡(以前は毎週 1回ぐらい救急処置を受けていた)

1.右側側方滑走運動時の噴会津准

234 5 87

1 23 4 5 6

2.左側側方滑走運動時の癒合接せ

1234567

3.前方Lh走運動時の畦含接触

X 765 X 3

XX 8543

図4 症例4の初診時の校合状態

A:欠損歯および歯列の状態を示す｡

B:1)校合支持域の存在しない部位を×で示す｡

M:大臼歯､P:小臼歯 C:犬歯

2)暖頭飲食位における歯牙接触の存在する校合支持城

を○で囲んで示す｡

C:滑走運動時の校合接触部位

上下歯列間に校合接触のある部位を示す｡

表6 症例4の症状の変化

歯科治療前の哨息症状 歯科治療後の噛息症状 歯科治療6ケ月以降

嘱鳴 (∈∋ +o) (十十Oo)(+.Oo)
咲 (∈∋ 十 0) (++Oo) (++Oo)
呼吸困難 (⑬ +o) (十十Oo) (++Oo)
痩 (◎ +o) (++Oo)(++Oo)
発作(救急処置) ( 1 /過 ) (o/午) ( 0.5 /ノ年)

嘱息のStep (1,2,3,(初 ①2,3,4) ① 2,3,4)

服相乗 内科医の判定働来宅王∋ +十十 0)毎嵐 救急処置を15年間もつづけていたが,爽然来院しなくなったので死亡したかと思った(劇的に改善)

Hl 治 療 結 果

症例 1では嘱息症状が大幅に改善され,症例 3,4で

はほぼ症状が消退 している｡ しかしなが ら,症例 2にお
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いては,歯科治療終了直後には職息発作は競解 したもの

の,10ケ月後頃に義歯が不安定になり,同時に職息発作

が再発している｡

以上のごとく観察で きた4例においては,適切な校合

の安定状態の得 られた時点では,噛息症状の改善がなさ

れていることが明らかとなったo

lV 考 察

著者らは校合治療により鴨息の症状が改善した症例を

経験 した｡最近,校合 と身体機能との関連性が広 く注目

を集めており,不正暁合によって,肩こりや頭痛,腰痛

のみならず,複雑で多彩な全身的な不定愁訴を訴えるな

どの報告 1)も見 られる｡

嘱息は四大アレルギー病の一つとして知 られ,アレル

ゲンによって引き起こされるアレルギー反応に起因する

と考えられる｡ しかし,古 くから記載されている情動ス

トレスによって発現する心身症としての嘱息,四日市職

息のような公害病 としての嘱息なども知 られている｡こ

のように,嘱息についての考え方 も多様で,嘱息の原因

あるいは修飾要因についても多 くの説があるが,嘱息の

原因をアレルゲン性と非アレルゲン性に分類することが

できよう (図 5)｡気管支に入ってきたアレルゲンは肥

晴 息 発 症 の 概 略 図

アレルゲン性 非アレルゲン性

副交感神経

図5 嘱息症状の発症過程 (文献4)より引用)

満細胞膜にある 1gEと結合 して肥満細胞からヒスタミ

ンの遊離を起こす｡このヒスタミンによって炎症が起こ

り,粘膜の腫張,癌の増加,平滑筋収縮などで噛息症状

が始まる｡ 同時に気管支にある機械受容器や自由神経終

末の感度上昇による気道過敏が起こっている｡

また安保10)は ｢免疫 をつかさどる畢粒球にはア ドレ

ナリンを受け取るレセプターがあり- ･リンパ球上に

多量のアセチルコリンレセプターが存在する｡この発見

によってレセプターを介して自律神経系と免疫系が密接

に関係 していることが明らかになった｣と述べている｡
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さらに,スティーブン E.ロック,ダグラス.コリガン11)

もコルチゾン及びカテコールアミンは免疫系と疎 く関係

があり,免疫系も嘱息に深 く関与していると述べている｡

したがって自律神経系が免疫系を介して噂息症状に関与

していることは明らかといえよう｡そこで,校合治療と

嘱息症状の改善を考察するために,アレルギー反応に関

わる免疫系と校合不安定などの感覚情報の感受 ･処理す

る神経系及びこの二つの安定に関連する内分泌系の関係

を検討する｡

ホス 吊こ加わるス トレスと嘱息症状について考えられ

る関係を図6に示 したO一般的にス トレスが視床下部に

作用すると,下垂体を刺激して副腎皮質より分泌するコ

ルチゾルの分泌を増す55.この場合嘱息症状は緩解する

可能性がある｡

図6 校合による刺激と嘱息症状との関連

また視床下部に加わったス トレスは交感神経を介 し

て,副腎髄質のカテコールアミン分泌を促進する｡これ

も嘱息症状を軽減する｡

これらの点について,実験的データから,本研究で観

察された現象の機構を,つぎのごとく考察してみたい｡

すなわち,池田ら2)はラットを用いた実験から,校合機

能時や阻暗中に生じる歯根膜からの感覚情報が,副腎髄

質ホルモンの分泌を調整する働 きがあると報告してい

る. このことからソフトタイプのスプリントを口腔内に

装着 して,臼歯部でよく校合するように指示した結果,

歯根膜と顎関節の受容器が今まで以上に刺激され,これ

によって副腎髄質ホルモンであるアドレナリンやノルア

ドレナリンが分泌されることは容易に考えられる｡ この

副腎髄質からのカテコールアミンにより,嘱息症状の壌

解が見 られると考えられる｡ こうして不正校合を除去し

安定 した瞭合を構築することによって噛息症状を改善,

あるいは防止することが可能だと推測される｡

さらにまた心因性要因が考えられる｡すなわち宮本8)

は,心身医学的治療により心身相関を理解し適応様式が

改善された症例では,曝息症状が改善され,長期轟解例

が多 くなるとしている｡これらの症例ではIgE抗体価に

変化がなく,microvibrationtestによる自律神経機能が

正常化するものが多く,嘱息に伴う心理反応をうまく処

理することが重要性について述べている｡

小児噛息は思春期にあたる10-13歳で症状が消退する

ケースもある釦 が,この原因は明らかでないというoL

かしまた,慢性化する症例もあることが知 られており,

これに影響を与えているのが個人に加わるス トレスとい

われている8)｡校合の点から見ると,10-13歳時代は側

方歯群交代期であり,校合が安定化する時期に当たる｡

このことを考えると,投合の完成が鴨息症状の消過に関

係する要因の一つと推測される｡ 本研究における観察か

ら,暖合の安定化と晴息症状の緩解とが関連することが

明らかと思われる｡

嘱息の発症 と症状の消過に関して一つの模式図が考え

られる (図7)｡すなわち,曙息発現の基盤にあるのが

アレルゲン性特異的要因であり,その発症を修飾するも

のとして非特異的要因を考えることが出来る｡この非特

異的要因の関わりを国中の弁で表示する事ができよう

(図7A)｡弁が左方向へ傾き非特異的要因が大きく作用

するときは,特異的要因の流れは嘱息発作発症の方向へ

傾 く｡また,校合の安定という因子が作用すると,弁は

右方向にふれて晴息発症への流れを塞 ぐように作用し,

これがポジティブフィー ドバック的に作用して,症状が

大幅に緩解する事を示している (図7A)0

患者には種々の症状を示すものもあり,すべての症例

が校合治療によって治癒あるいは嬢解するとは限らな

い｡その機構は図7Bによって説明できよう｡嘱息の発

摘息発現と消過の模式図

ア
レ
ル
ゲ
ン
性

特
異
的
要
因

1

-

(A:動的) (B:静的)

図7 嘱息症状を模式的に示す

左図(A)は動的要素について､また右図(B)は静的要

素について示す｡
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症因子には種々のものが存在しており,それらが相互に

作闇し合って発症に至ると考えられている｡すなわち,

図7Bに示すごとく,種々の嘱息発症特異因子と,非特

異因子の トータルが嘱息を発症する開催をこえていると

発症に至ることを示 している｡ この中で ｢不正校合｣と

いう非特異因子を排除をしたとき,発癌因子の トータル

が開催以下になるケースでは,幡息症状が改善されるこ

とを示している｡この様な症例で,校合障害の除去を行

うと共に,スプリントを用いて強 く校合できるようにな

ると,歯根膜からの求心性信号の増加が生じ,正しい校

合状態の構築などの校合治療によって,嘱息症状の緩解

が観察されるものと考えられる｡

本論文では臨床的な観察を主として,校合治療が噂息

症状に及ぼす影響を観察してきた｡しかし,嘱息に開通

する生体横能について客観的に観察することも重要であ

る.例えば,暁合治療の前後に,ピークフローメータ一

による肺機能の測定や, IgE,カテコールアミン,コ

ルチゾール値の測定を行うことである｡こうして暁合治

療による生体機能の変化 を客観的に評価することによ

り,暖合が嘱息症状に及ぼすメカニズムをいくらかでも

解明できると思われる｡今後この方面の努力をしてみた

い ｡

∨ 結
言上ゝ
岩間

暖合障害を持つ患者に対して,暁合の安定化を目的と

した暖合治療を施行することにより,嘱息症状の改善が

見られた｡これは嘱息発作を起こしやすい特異的体質を

持つ患者において,瞭合障害が嘱息発作の非特異的要因

の一つとして作用している可能性を示していると考えら

れる｡

本論文の要旨は平成11年度第32回新潟歯学会 (平成11

年4月17日,新潟)において発表した｡また,本論文の

作成にあたり,討論に御参加頂き,貴重なご意見を賜っ

た東京医科歯科大学難治疾患研究所神経疾患部門自律生

理 片山芳文教授に謹んで感謝の意を表します｡

- 55-

55

文 献

1)河野正司,加港仁市 :岐合と全身とのかかわり

(1)症例にみる瞭合の全身-の影響.歯界展望,

87,3,649-659,1996.

2)池田圭介,某月富夫,高橋義弘,山田好秋,河野

正司 :歯根膜感覚情報がラット副腎髄質機能に及

ぼす影響. 顎機能誌,4(1):99-104,1997.

3)大竹博之,河野正司,桧山剛士,土田幸弘,荒井

良明,金田 恒 :顎機能障害症例にみられる下顎

タッピング運動時の頭部運軌 顎機能誌,3(2):

131-138,1997.

4)我妻義則 :非特異的療法の役割とその使い方.小

児内科,28(2):224,1996.

5)真島英信 :生理学, 390-396頁,文光堂,東京,

1987.

6)片山芳文 :アトラスで学ぶ生理学 (編集,高田明

和),38-43頁,丸善,東京,1996.

7)片山芳文 :自律神経系の機能構築と細胞生理.病

態生理,12(7):569-577,1993.

8)官本昭正編 :ぜんそくがわかる本,3-14頁,37-38

貫,日本評論社,東京,1999.

9)藍稔 :顎機能異常 暁合力からのアプローチ,

311-314貫,医歯薬出版,東京,1985.

10)安保徹 :未来免疫学, 64･66頁,インターメディ

カル,東京,1998.

ll)ロック･E.スティーブン,コリガン.ダグラス :池

見酉次郎監修 :内なる治癒力,66頁,創元社,東

京,1990.

12)長谷川成男,坂東永- :臨床暖合学事典,557-

562頁,医歯薬出版,東京,1997.

13)坂枢剛 :自己免疫でおこる難治性疾患,15-24頁,

医薬ジャーナル社,東京,1998.


