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要 旨

昭和49年 6月の当科開設以来11年 7ヵ月間に経

験した顎関節症患者 509例につき臨床統計的観察

を行った｡

本症患者の実数ならびに外来新患総数に占める

割合は近年明らかな増加傾向を示していた｡性比

は1:2.46と女性に多'く,患側では左右差はなか

った｡年齢別では20歳台が24.8%と最 も多く,汰

いで30歳台 (20.9%),10歳台 (17.9%)であった｡

初発症状では顎関節部痔痛 (38.0%)が最 も多く,

次いで顎関節雑音 (29.4%),開口障害 (7.0%)

であった｡

来院経過では直接当科に来院したものは19.4%

に過ぎず,その他は 1から5科の他科医療機関を

受診してお り,なかでも整形外科を初診したもの

が28.7%と最 も多かった｡発症から来院までの期

間は約半数は6カ月未満であったが 5年以上を経

過するものも約10%に見られた｡主訴は顎関節部痔

痛 (49.3%),雑音 (12.8%),開口障害 (12.4%)

の順であった｡現症の症状別頻度では顎関節部痔通

が79.6%,開口障害59.2%,雑音50.3%であった｡

患者の病歴から発症誘因の明らかなものは22.0

%と少なく,その内訳では補綴物の装着や,打撲

などの外傷,顎関節の脱臼等が多数を占めていた｡

患者の静的嘆合所見では40.6%になんらかの不正

嘆合が認められた｡治療法は経過観察,他科紹介

を除 くと単独療法を行ったものが128例 (29.3%)

で,他の309例 (70.7%)は薬物,鋪治療,マイ

オモニターなどの理学療法,バイトプレー トや校

合調整などの歯科的治療を併用していた｡治療結

果は治癒14.4%,軽快58.9%,不変中止26.1%,

悪化0.6%であった｡

緒 昌

顎関節症は歯科 ･口腔外科領域において坪較的

遭遇する機会の多い疾患であり,当科においても

来院患者は増加傾向を示している｡

本症に関しては多くの基礎的臨床的研究がなさ

れてきたが,本症の発生機序,病態は複雑であり,

まだ解明すべ き多くの問題が残されている｡

一方,近年顎関節症に対する顎関節腔造影法ト 7)
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をはじめとする各種の検査,診断技術の進歩によ

り,本症患者における関節円板動態が解明される

に従って,関節円板前方転位を中心 としたいわゆ

る顎内障8)の概念が提唱されてきた｡その結果,

顎関節症のなかには数多くの病因,病態の異なる

疾患が含まれていることがより明らか となり,本

症に対する新たな分類9)も試みられてきている｡

当科でも昭和60年11月から顎関節姓を中心に日

常臨床に顎関節腔造影法,顎運動検査,筋電図検査,

嘆合診査等の検査を取入れ,各患者の病態をより

詳しく診断把握したうえで,それに応じた各種治

療法を選択するようにしている｡

そこで,今回私達はこのような体系的診断治療

を行 うにあたって,それ以前に経験 した本症患者

の病態を分析し,今後の治療の指針を得ることを

目的に臨床統計的観察を行ったので報告する｡

研 究 対 象

昭和49年 6月から同60年12月までの11年 7カ月

間に新潟大学歯学部付属病院第2口腔外科を受診

し,上野10)の診断基準に基づいて顎関節症 と診断

された509名を対象とした｡

結 果

1)患者数の年次推移

本症患者の外来新患総数に占める頻度は図 1の

ごとく,昭和49年から昭和55年 (前期)までは1.7

-3.4%であったが,昭和56年から60年 (後期)

では3.1-8.3%であり,近年明らかな増加傾向を

示していた｡年間平均患者数でも前期が32.8人に

表1 前期と後期における年齢別患者頻度の比較

年 齢 患者数(%) 患者数(%)
(前期) (後期)

10-19 39(17.4) 52:(18.5)

20-29 59(26.5). 67~~(23.4)

30-39 47(21.1) 59(20.0)

40-49 22(9.9) 35(12.5)

50-59 28(12.6) 42(14.9)

対し後期52.8人と明らかに増加 していた｡一万,

表 1に示すごとく,前 ･後期での各年齢別頻度は

ほとんど差を革めず,この増加傾向は特定の年齢

層にみられるものではなかった｡

2)性別,年齢別頻度,羅患側

性別では,男性147例,女性362例 と女性に多く,

性比は 1:2.46であった｡

年齢別では図2のごとく20歳台が126例 (24.8

%)と最 も多く,次いで30歳台が106例 (20.9%),

10歳台が91例 (17.9%),50歳台が71例 (13.9%),

40歳台が57例 (ll.2%)で20歳台と50歳台を中心

にほぼ 2峰性に近い分布を示していた｡

催患側では,左側218例 (42.8%う,右側222例

(43.6%),両側性69例 (13.6%)で左右差は認め

られなかった｡

49 50 5 1 52 5 3 54 5 5 56 57 58 5 9 60年 度

図 1 患者数の年次推移
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表2 初 発 症 状

症 状 例数 .(%)

顎関節部痔痛 190(38.0)
顎関節雑音 147(29.4)
開口障害 35(7.0) 単独症状

顎関節部違和感 25(4.9)86.6%
他部の痔痛 ll(2.2)
岨噂筋圧痛 5(1′.0)

顎関節脱臼 4(0.8)
その他 16(3.1-)

痔痛+雑音 30(6.0)
痔痛+開口障害 15(3.0) 複数症状

雑音+開口障害 13(2.6) 13.4%
その他の2症状 9(1.8)

不 明 9(1.8)

3)初発症状 と来院経路

初発症状は表 2のごとく顎関節部痔痛で発症す

るものが38.0%で最 も多 く, 次いで顎関節雑音

29.4%,開口障害7.0%,顎関節部違和感4.9%,

他部の痛み2.2%,岨噂筋の圧痛1.0%,顎関節脱

臼0.8%,その他3.1%で,これら症状の組合さっ

たものが計13.4%,不明1.8%であった｡

次に当科 までの来院経路についてみると,表 3

に示すように直接当科に来院したものは99例(19.4

%)にすぎず,その他の症例は,いずれも1から

5科の他科診療機関を経由していた｡ちなみに当

表 3 来院経路(1ト 受診料数-

科 数 例数 (%)

当の科草 1 科 268(52.7)2 科 110(21.6)

初診診科 3 科 18(3.5)
ま数 4 科 6(1.2)

で 5 科 1(0.2)

直接 当科 来 院 99(19.4)

不 明 7(1.4)

表4 来院経路(2ト 当科への紹介医療機関-

(紹介来院患者総数261例)
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科 名 例数 (%)

歯科 (病院歯科) 127(48.7)

整形外科 72(27.6)

耳鼻科 23(8.8)

外科 16(6.1)

その他 23(8.8)

表5 来院経路(3ト最初に受診した科-

科 名 例数 (%)

整形外科 146(28.7)

歯科 (病院歯科) 144(28.3)

耳鼻科 63(12.4)

外科 30(5.9)

内科 15(2.9)

神経内科 5(1.0)

当科 99(19.4)

不明 7(1.4)

計 509(100.0)

科に患者を紹介 してきた医療機関の内訳は表 4の

ごとく紹介来院患者 261例 中歯科か らの ものが

127例 と約半数あり,次いで整形外科が72例 (27.6

%),耳鼻科23例 (8.8%),外科16例 (6.1%),そ

の他の科 (内科,神経内科,精神科など)が計23

例 (8.8%)であった｡

発症後に最初に受診 した科は表 5のごとく整形

外科が 146例 (28.7%)で最 も多く,次いで歯科

(病院歯科 を含む)が144例 (28.3%),耳鼻科63

例 (12.4%),外科30例 (5.9%),内科15刺 (2.9

%),神経内科 5例 (1.0%)であった｡

4)当科受診 までの期間

発症後より当科受診までの期間 (表 6)は 6カ

月未満が54.8%, 1年未満が70.9%であった｡発

症後 3年から5年未満が39例 (7.7%),5年以上
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表 6 発症より当科受診までの期間

期 間 例数 (%)

-1週間未満 40(7.9)

1週間～1カ月未満 -73(14.3)

1カ月～3カ月未満 80(15.7) 54.8%

3.カ月～6ガ月未満 86(16.9)

6カ月～1 年未満 82(16.1)

1 年～3 年未満 43(8.4)

3 年～5 年未満 39(7..7) 45.2%

5 年～ 53(10.4)

不 明 13(2.6)

表 7 主 訴

症 状 例数 (%)

顎関節部痔痛 251(49.3)

顎関節雑音 65(12.8)

開口障害 63(12.4)
顎関節部違和感 24(4.7)

他部の痔痛 15(2.9)

岨噂筋圧痛 5(1.0)

その他 18(3.5)

痔痛+雑音 - 29(5.6)

痔痛+開口障害 20(3.9)

雑音+開口障害 4(0.8)

その他の2症状 ll(2.3)

不 明 4(0.8)

が53例 (10.4%)あり,来院までに長期間を経過

している症例 も比較的多かった｡

5)主 訴

顎関節部の痔痛を訴えるものが251例 (49.3%)

と最 も多く,次いで顎関節雑音65例 (12.8%),開

口障害63例 (12.4%),顎関節部違和感24例 (4.7

%),他部の痛み15例 (2.9%),岨噂筋圧痛 5例

(1.0%),その他18例 (3.5%)で,痔痛 と雑音29

例 (5.6%),痔痛 と開口障害20例 (3.9%),雑音

と開口障害 4例 (0.8%),その他の上記症状の組

合せ11例 (2.2%)など複数の症状 を訴えるもの

が計64例 (12.6%)に認められた (表 7)｡

6)現 症

表 8 現 症(1)

単独症状群複雑症状群 76例 顎̀関節部痔痛 22

(15.0%) 顎関節雑書 36

開口障害 5

岨噴筋圧痛 4

顎関節違和感 4

その他 4

顎関節部圧痛 1

429例

(85.0%)

不 明 4例

表 9 現 症(2)一症状別頻度-

(延べ数)

症 状 例数 (%)

顎関節部痔痛 402(79.6)

開口障害 299(59.2)

顎関節雑音 254(50.3)

顎関節部圧痛 169(33.5)

岨噴筋圧痛 118(23.4)

顎関節部違和感 23(4.6)

単独症状 を示す ものは76例 (15.0%)と少な く,

大部分は複数の症状 を有 していた｡単独症状例で

は雑音のみを有する症例が36例 と最 も多く,次に

顎関節部痔痛22例,開口障害 5例,岨噂筋の圧痛

4例等であった (表 8)0

症状別頻度では,顎関節部痔痛は延べ 402例

(79.6%)にみられ,同様に開口障害299例(59.2

%),顎関節部雑音は254例 (50.3%)であった｡

触診にて顎関節部に圧痛を認めたのは169例(33.5

%),岨噂筋の圧痛は 118例 (23.4%)に認められ

た (表 9)0

7)発症誘因

患者の病歴か ら, 発症誘因の明 らかなものは

112例 (22.0%)と少な く,他の397例 (78.0%)

は不明であった｡その内訳では補綴物の装着24例

や,打撲などの外傷22例,顎関節の脱臼14例, う

蝕治療11例,強度開口10例,矯正治療が誘因と考

えられるものが 2例等であった (表10)｡
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表10 発 症 誘 因

誘 因 例 数 (% )

不 明 3 97 (78.0)

補綴物装着 24

転落,打撲 22

顎関筋脱臼 14

う蝕治療 ll

強度開口 10 112(22.0)
硬固物岨噴 9

抜 歯 6

矯正治療 2

顎骨骨折 1

その他 13

表11 校 合 所 見

嘆 合 例薮 (%)

過蓋嘆合 38
叢 生 25
白歯部不正嘆合 23
下顎前突 22
白歯部反対唆合 20 (40.6)
不良補綴物 19
切端嘆合 14
歯牙位置異常 7
上顎前突 5

臼歯部欠損 133 (31.2)

正常校合 120 (28.2)

8)嘆合所見

静的嘆合所見についてカルテに記載のあった

426例中,特に異常 を認めない,いわゆる正常嘆

合は 120例 (28.2%)で,過蓋唆合,叢生,下顎

前突,切端唆合,臼歯部反対喫合等の明らかな不

正校合が40.6%に観察された｡また,臼歯部歯牙

欠損が133例 (31.2%)に認め られた (表11)0

9)治 療 法

治療法の内訳を延べ数でみると表12のごとく薬

物療法が 354例 と最 も多く,全症例の約70%に用

いられていた｡バイ トプレー トなどのスプ ))ン ト

は181例 と約1/3の症例に用いられてお り,次いで

理学療法163例 (32.0%),嘆合調整が125例 (24.6

表12 治療法(1ト 治療法別頻度-

(延べ数)
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治療法 例数 (%)

薬物療法 354(69.5)
スプリント 181(35.6)

P交合調整 125(24.6)
顎運動訓練 76(14.9)
抜 歯 76(14.9)
その他 6(1.2)

経過観察 55(10.8)
他科紹介 59(ll.6)

表13 治 療 法 (2)

治 }療 法 例 数 (%)

単独療法 128(29.3)

薬物治療 83

バイトプレー ト′ 14

顎運動訓練 10

級 .歯 10

理学療法 7

打交合調整 4

各種併用 ･314(70.7)

2 種 140
3 種 95
4 種 50
5 種 21
6 種 3

%),顎運動訓練が76例 (14.9%),嘆合干渉歯の

抜歯が76例 (14.9%)であった｡また,この他積

極的治療 を行わずに,経過観察をしたものが55例

(10.8%),当科では治療せず直ちに補綴科,矯正

科等に紹介した13例 を含め,院内他科に紹介した

ものが59例 (ll.6%)みられた｡

経過観察した り,院内他科-直ちに紹介したも

の,不明のものを除 く437例についてみると表13

のごとく単独療法を行ったものが128例 (29.3%)

で,なかでも薬物治療が83例 と最 も多く,バイ ト

プレー トが14例,顎運動訓練,抜歯が各10例等で
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表14 通 院 回 数
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回 数 例数 (%)

1 - 5回 318(62.4)

6 - 10回 103(20.2)

ll- 20回 68(13.4)

21- 50回 18(3.5)

51- 2(0.4)

表15 通 院 期 間

期 間 例数 (%)

～ 1カ月 283(55.6)

1カ月～3カ月 60(ll.8)

3カ月～6カ月 61(12.0)

6カ月～1 年 70(13.8)

1 年～2 年 27(5.3)

2 年～ 8(1.6)

あった｡一万,薬物治療,鋪治療やマイオモニタ

ーなどの理学的療法,バイトプレー トや噴合調整

などの歯科的治療の各種 を併用 していたものは

309例 (70.7%)であった｡各種併用のうち2種

併用が 140例, 3種併用95例, 4種併用50例, 5

種以上24例であった｡

10)通院回数

5回以下が318例 (62.4%)で最も多く,次い

で6回から10回が103例 (20.2%),11回から20回

が68例 (13.4%)で21回以上は計3.9%と少なか

った (表14)｡1症例の平均通院回数は6.6回であ

った｡

ll)通院期間

1カ月未満が283例 (55.6%)と半数以上を占

め, 1ヵ月以上 3ヵ月未満が11.8%, 3ヵ月以上

6ヵ月未満が12.0%, 6ヵ月以上 1年未満が13.8

%であった｡ 1年以上通院していたのは計6.9%
と少なかった(表15)｡1症例の平均通院期間は3.4

表16 治 療 結 果

結 果 例数 (%)

治 癒 49(14.4)

軽 快 201(58.9)

不変中止 89(26.1)

悪 化 2(0.6)

カ月であった｡

12)治療結果

他科に紹介したものや通院中,ならびに不明の

ものを除く,資料の揃った341例について,当科

での治療が終了または中止の時点での治療結果を

みると,症状の完全に消失した治癒が49例 (14.4

%),明らかに症状の改善が認められた軽快が201

例 (58.9%)であった｡しかし,症状がほとんど

変化なく,治療途中で来院しなくなった不変中止

例が89例 (26.1%),悪化したものが 2例 (0.6%)

みられた (表16)｡

考 察

患者の年次推移では特に昭和56年以降漸増傾向

が明らかで,患者実数のみならず新来患者に占め

る割合も昭和49年度 1.7%であったものが昭和60

年では8.3%にも達していた｡

諸家の報告でも増加傾向を認めたとするものが

多く,西鳴ら(1974)ll)は新来患者に占める割合で

みると昭和33年から46年までの14年間に0.26%か

ら2.26%に増加していたとし,赤峯ら(1977)12)は

昭和34年から昭和50年までの16年間で当初 1%台

であったものが5.6%台に,藤田ら(1980)13)は昭

和50年から53年の4年間で3.2%から4.8%に,最

近の報告では田口ら(1986)14)の昭和46年から58年

の13年間で1.7%から7.3%に増加したという｡ま

た,これらいずれの報告でも患者実数もともに増

加 している｡

これら本症患者の増加傾向の要因として患者の

意識向上,社会生活の複雑化11),本症患者および

関係医療機関での口腔外科への認識が高まったこ
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と14)などが推測されている｡

今回の私達の調査では特定の年齢層での増加 を

認めなかったこと,他科からの紹介患者が多数を

占めていたこと,一万諸家の報告間には増加傾向

を示して くる時期や患者頻度に相違があることな

ども考えあわせると,本症患者全体の数の増加 よ

りもすでに指摘されている11･14)ように,社会生活

の向上やマスコミュニケーションの発達に伴って

患者自身の本症に対する意識,ならびに他科にお

いても本症が歯科 ･口腔外科領域で扱う疾患であ

るとの認識が高まった結果 と考えられる｡

性別頻度では 1:2.46で女性に多かったが,中

村 (244例,1959)15)は 1:2.16,岡 (751例,

1967)16)は1:2.2,西鳴ら (450例,1974)ll)は 1

:2.19,赤峯ら(1500例,1977)12)は1:2.60,蘇

田ら (481例,1980)13)は1:2.23,､田口ら (1262

例,1986)14)は1:2.26とし,いずれも女性が男

性の2倍以上 とされている｡

本調査では性差を生ずる原因を明確にすること

はできなかったが,これら女性が多い理由として

女性特有の結婚期の社会的状態が関与16),socio-

∝onomicbackgroundの関与18),固有口腔狭溢者

が女性で多く,肉体運動時の過呼吸,大声発音が

下顎の前方挺出位を招き易い19),女性の方が神経

筋肉緊張に対 して男性より感受性が高い20),解剖

学的差異,ス トレスに対する感受性の差異による

もの21)などが挙げられている｡

年齢分布では20歳台が 126例 (24.8%)で最 も

高い分布を示し,次いで30歳台が106例 (20.8%),

10歳台が91例 (17.9%)で,これら年齢層で一つ

の峰を形成していたが,50歳台にも一つの峰があ

り, 2峰性に近い分布をしめしていた｡また,20

歳台に30%か ら40%が分布するとした諸家の報

告11~18,22,23)に対し,20歳台-の集中度が少なく,

比較的各年代に広 く分布 していた｡ 中村23),小

野24),大橋25)らも50歳台にもひとつのピークがあ

ったとしている｡

20歳台に多い理由として田口ら14)は顎発育の完

了と校合の完成に伴って顎口腔系の脆弱化,およ

び顎骨形態, 嘆合状態などに何らかの本症発症に

強 く関連する因子が存在していると推測している｡

29

また,50歳台にもピークが存在する理由として藤

田ら13),中村23),小野ら24)は歯の欠損や不良補綴

物の増加などが嘆合 ･岨噂系に影響を与える時期

に相当するためとしている｡この様に各年齢層毎

に発症誘因に特徴を有しているとの考え方もあり,

今後更に検討すべき点と考えられる｡

また,性 と年齢 との関係について今回の調査で

は,すべての年齢層で女性が多かったが (1.6-

4.1倍),田口ら14)の報告でも症例数の少ない10歳

未満を除き,各年齢層とも女性が約 2.5倍以上で

あったという｡

患側では左側218例 (42.8%),右側222例 (43.6

%),両側69例 (13.6%)と左右差は認めなかった｡

田口ら14)は諸家の報告で有意の差はないものの数

値的には左側に多いことは無視できないと指摘し,

生活様式,環境因子,および顎口腔系の運動機構

などの関与が否定できないとしているが,当科の

調査では前述のごとく実数で右側が 多く,その根

拠は明らかでない｡

初発症状では顎関節部痔痛が38.0%,雑音29.4

%,開口障害7.0%であり,また,単独症状が86.6

%を占め,田口ら14)の報告 と類似していた｡初発

症状における痔痛 と雑音の頻度の順序は報告者

11~15)によって異なっているが,両者で50%～70%

を占め,かつ開口障害よりも明らかに多く,単独

症状を示すものが多い点では諸家と一致している｡

主訴では顎関節部痔痛が49.3%と雑音(12.8%)

や開口障害 (12.4%)の約 4倍を示した｡

また,全体 として痔痛に関連するものが334例

(65.6%)であ り,雑音に関連するもの 103例

(20.2%),開口障害に関連するもの95例(18.7%)

に比し3倍以上であり,初発症状よりも痔痛に関

連するものが増加 し,逆に雑音は減少していた｡

このことは患者の受診動機 として痔痛が一番大 き

いことを示している｡

雑音は現症 としては半数以上の患者に認められ

るにもかかわらず,主訴では少なくなっているこ

とから患者の受診の動機には比較的なりにくい傾

向を持ってお り,痔痛,開口障害 といった症状に

隠蔽されている可能性が高い14)ことを示すものと
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考えられる｡

初診までの期間では6カ月未満が半数以上(54.8

%)を占め,比較的長い傾向を示し,更に3年以

上の長期を経ている症例 も18.1%みられた｡諸家

の報告11~14)でも6カ月以内が54.9-60.1%であり,

ほぼ一致していた｡

このように受診までに比較的期間がある理由に

ついて岡26)は本症が整形外科,耳鼻科,内科など

との境界疾患として他科で加療後に来院すること

をあげ,赤峯ら12)も同様な点を指摘している｡本

調査でも約80%は当科受診前に 1から5科の他診

療機関を受診しており,そのため受診までの期間

が長 くなったことは十分推測できるが,他科受診

数と来院までの期間は必ずしも比例 してはおらず,

他科受診にも増して,顎関節雑音などで初発した

ものについては痔痛等他の症状を伴ってくるか他

の症状に変化しなければ放置されやすい12)ことな

ど,本症特有の比較的慢性の臨床経過 と関連して

いるものと考えられる｡

本症の臨床症状が個々の患者で多彩な様相を呈

するためか, 現症について検討 した報告は少な

い 1 2,15,23)｡

本調査では,まず単独症状を呈するものは76例

(15.0%)と少なく,他の429例 (85.0%)は2つ

以上の症状を併せ持っており本症の臨床症状の複

雑さを現していた｡

一万,単独症状例76例の内訳では特に雑音のみ

を有する症例が36例 と約半数を占め,痔痛や開口

障害よりも明らかに多かった｡しかしながら赤峯

らll)は 1,500例に及ぶ臨床統計から単独症状が

43.4%でそのうち顎関節痔痛のみが60%以上 と報

告 してお り,本研究結果とは明らかに異なってい

る｡

一万,各症状別に延べ発現頬度をみると,顎関

節痔痛は79.6%と大多数の患者にみられ,ついで

開口障害 と関節雑音が59.2%,50.3%と半数以上

で,顎関節部圧痛 (33.5%)と岨噴筋の圧痛 (23.4

%)がこれに次いでいた｡赤峯ら11)の報告でも開

口障害 と顎関節雑音の頻度がやや低いもののほぼ

同様な傾向を示しているが,中村ら23)では顎関節

雑音が86.6%とほぼ顎関節部痔痛 (89.6%)と同

頻度の高い値を報告している｡

発症誘因については78.0%が原因不明であった

が,岡 16),中村15),上野19), 藤田ら13),田口ら14)

は一致して内在性外傷が外来性外傷に比し多く3

倍から6倍高いとし,特発性の症例は比較的少な

いと報告 している｡しかしながら,西鳴ら11)は,

原因不明が73.1%と非常に多かったとし,諸家の

報告 とは異なった結果を示し,本調査 とほぼ同値

であった｡

嘆合異常が本症の原因と密接な関係を有するこ

とはすでに明らかにされているところである27~32)｡

今回は静的嘆合状態について検討 したが,患者の

40.6%は過蓋嘆合,叢生,下顎前突,臼歯部反対

頃合などの明らかな不正嘆合を有していた｡関27)

も本症患者の静的喫合状態では64%に異常が認め

られ,なかでも過蓋嘆合,不良補綴物,前歯部開

校,歯牙位置異常などが多かったと報告している｡

また今回は調査し得なかったが静的嘆合状態の

みならず,嘆頭巌合位や前方,側方運動時の嘆合

干渉などの動的口交合状態が大きく関与していると

されてお り,藍29)は本症患者のうち嘆合が関与し

ているものが75.4%とし,嘆頭蕨合位の異常,歯

の接触の異常,被蓋の異常に大別されると報告 し

ている｡

治療法では消炎鎮痛剤,中枢性筋弛緩剤,ビタ

ミン剤などの薬物療法が 354例 (69.5%)と最 も

多く用いられ,ついでスプリント181例 (35.6%),

マイオモニターや鋪治療などの理学療法 163例

(32.0%),校合調整125例 (24.6%),顎運動訓練

76例(14.9%),抜歯76例 (14.9%)などで,単独

療法でも薬物が最 も多く,全体では薬物治療に各

種歯科的療法を組み合わせた2者併用療法が最 も

多かった｡

これは,まず初診時から患者の訴えで最 も多い

痛みを取 り除 くため,消炎鎮痛剤が用いられたこ

とからくるもので,そののちにスプリントや理学

療法,嘆合調整などの治療- と進む症例が多かっ

たことを示している｡

通院回数では5回以下が62.4%で 1症例の平均

通院回数は6.6回であったが,治療結果 との関連
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では治癒例3.6回に対 し,軽快例では9.8回,不変

中上例では3.8回で,経過良好な治癒例では通院

回数は少ないものの,症状の残存する軽快例では

治療に比較的頻回の通院を要 したことを示 してい

た｡

治療結果では当科での治療終了または中止の時

点で,症状の完全消失をみた治癒iま49例(13.6%)

と少なく,症状の緩和をみた軽快が 201例 (55.7

%)と半数以上を占めていたが,症状の変化がほ

とんどないまま来院しなくなった不変中止が89例

(24.7%)であった｡

このように治癒 と軽快の両者で約70%を占め,

治療に対 し比較的反応 しやすい傾向にあったが,

途中で症状の変化のないまま来院しな くなった患

者 も比較的多いことは,本症の臨床症状の多彩な

ことやその症状に応 じた効果的治療の困難性 を示

していた｡

結 語

当科開設以来11年 7ヵ月間に経験 した顎関節症

患者 509名についてその動態,臨床像,治療法 と

その結果について臨床統計的観察を行い,若干の

文献的考察を加え報告 した｡

本論文の要旨は第7回顎関節研究会 (1986年 7

月,大阪)において報告 した｡
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