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　2008年「虫歯から始まる全身の病気」の翻訳出版を記念して「病巣感染を再考する」と
題する創健フォーラムを開催しました。
　その機会に恒志会では口腔医学の創設を提唱しました。
　口腔医学の定義については、未だ定まっていませんが、私は非常に分科した現在の医科
学を鼻咽腔・口腔と全身との関係について、歯科、内科、皮膚科、耳鼻咽喉科等の関係領
域を学際的、統合的に捉えようとするもの、と考えています。
　言うまでもなく、鼻咽腔は呼吸を、口腔は食物摂取の機能を司り、どちらも生命の源です。
　それらの形態、機能が食べ物の豊かさと食生活や生活習慣の変化に反比例して、低下・機
能不全となり病巣感染から全身病を生み出しています。口呼吸も病巣感染の契機になると考
えられます。
　このような時代こそ先人の業績、警告にいまいちど謙虚に耳を傾けることが、重要でしょう。
　Ｗ. A.プライスが25年の歳月と60余名の医師・歯科医師のチームで研究した病巣感染に
ついての成果は80年にわたり隠蔽されてしまいました。
　その為、象牙細管に潜んだ細菌の動向や細菌が出す毒素が全身にさまざまな病状、病巣
感染を引き起こすことの解明がなされませんでした。
　現在でも象牙細管の消毒、殺菌についても臨床術式が確立していません。
　二回にわたって「病巣感染を考える」をテーマに創健フォーラムを催しましたが、まだ
まだ課題を残していると思われます。
　当面は歯科と内科、皮膚科、耳鼻咽喉科等との連携を密にすることで診療実績、知見を
積み上げていく必要があります。
　今年の創健フォーラムでは「口呼吸を考える」をテーマに準備を進めています。
いま、小学校児童に口呼吸の子供が増えているとの声を多く聞きます。
　上下顎骨の発育の不均等からの鼻腔の狭小、歯列の乱れ、咬合の乱れが、口呼吸を来た
し、将来の万病の元になるとの警告もあります。
　口呼吸を招来する諸要因について、問題提起と解決の糸口を提案できたらと、考えています。
　新しい視点での口腔医学の確立には、法整備を始めとする医歯学教育、医療システム、
医療保険制度の変革が必要でしょう。
　志を同じくする医師、歯科医師と共に息の長い活動が求められます。

口腔医学の進展を願って
理事長 土居　元良

巻 頭 言
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　人は生きていくために最低限必要なのが「酸素」と
「栄養」です。
　言い換えれば生命活動には「呼吸」と「食物」が不
可欠なことといえます。
　今、健康ブームと言われテレビ、新聞にも身近なこ
ともあり「食」のことは多く取りあげられ主婦の会話
でも話題になることも多いようです。「呼吸」のこと
はどうでしょうか。
　酸素が供給されないと数分で脳死状態、５分以上呼
吸をしなければ命がなくなります。
呼吸の重要性は認識していても呼吸は鼻でするものと
誰もが当たり前に考え、口で呼吸をする「口呼吸」の
弊害が増えていることには無関心です。
当たり前のことが当たり前でなくなったとき身体にい
ろいろな変化が起こってきます。
　ヒトは進化の過程で言葉を獲得したと同時に口でも
呼吸ができるようになりました。しかし緊急避難的に
口で呼吸をすることはわかっていても、無意識の内に
慢性的に口呼吸を続けていくと引き起こされる弊害
や、病気につながることは意外と知られていません。
　ほとんどの場合、自分で口呼吸を自覚している人はい
ないのが現状だからです。また鼻で呼吸をするのも口で
呼吸するのも同じだと考えているのかもしれません。
　本来呼吸は鼻を使う「鼻呼吸」のはずです。なぜ口
呼吸は存在するのか。進化の過程で何が起こったのか。
口呼吸はなぜ習慣化してしまうのか。他の疾患とどの
ような関連があるのか。口呼吸を鼻呼吸に治すことが
できるのか。そんな疑問を医科、歯科の４人の専門家
をお招きして講演をしていただきフォーラムを学びの
場、考える場としたいと思います。
　口呼吸を口腔、歯列だけの問題としてとらえるだけ
ではなく全身への影響についての観点から見ていきま
す。習慣的に口で呼吸し続けていくと本来あるべき健
全な成長・発育が阻害され呼吸器系はもちろんのこと
循環器系、免疫系など身体にさまざまな問題が起こっ
てきます。
　口呼吸は生命活動に欠くことができない「睡眠」の

質にも大きく関与しています。
　いびき、睡眠時無呼吸症などです。
　前歯の虫歯、歯並びの乱れ、顔のゆがみ、唇の形の
変化、姿勢のゆがみなどとも関連します。
　口からの細菌の侵入を容易にし、扁桃や鼻咽腔への
感染、さらに他の臓器への病巣感染などを引き起こす
可能性もあります。口呼吸は万病の元と主張している
人たちもいます。
　口呼吸は成長・発育や疾患に大きく関わっているた
めライフステージの早い時期から予防できれば、将来
おこりえる幣害を未然に防ぎ生涯にわたる健康を獲得
できる可能性が大きいはずです。
　生涯健康に過ごすことは万人の願いです。医療者は
医師、歯科医師の区別はなく一人一人の健康を守り、
治していくという使命がありますがもっと大切なこと
は疾患が起こる前に予防することです。そのため口呼
吸への取り組みは歯科と医科、さらに細分化された臓
器別医療の垣根も取り除かなければなりません。
　現在の医療は臓器別に分けられそれぞれ細分化され
発展し続けたおかげで以前は見つけることができな
かった病気を発見し早期に治療することも可能になり
ました。
　しかし欠点も見受けられます。身体全体を診ない発
症器官・部位だけを診る医療です。
　一見問題のないような行為・行動、悪習慣が全身の
障害や病気の原因になったり誘因となったりすること
は周知の事実です。しかしながらすぐにいのちを奪っ
たりおおきな障害もたらさないものは後回しにされた
り、無視されがちです。訴えがなければ何もしないと
いう医療が広がれば「医療とは何か」が問われること
になります。
　「口呼吸」も歯科、医科が連携して取り組むべき重
要な問題です。恒志会は「歯科医学から口腔医学へ」
を目標の一つに掲げ活動してまいりました。
　将来は口腔医として「口呼吸」が全身の健康を見据
えた必須の学問として取り上げられることを願ってや
みません。

なぜ今「口呼吸」なのか
特集「口呼吸を考える」によせて

恒志会常務理事 沖　　　淳

特 集 口呼吸を考える
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特 集 口呼吸を考える

午前９時45分開会 ９：30開場10月10日（日）2010年日　時
場　所 日本歯科大学九段ホール  （地下１階 定員200名）

第３回 創健フォーラム「口呼吸を考える」

懇談・相談担当者／水野　均（矯正歯科医）　元開富士雄（保育歯科医）　今井一彰（内科医）
　　　　　　　　　堀田　修　（腎臓内科）

【第二部：グループ懇話会・相談会】 15：40 ～ 16：45

「口呼吸と全身疾患」―内科医の立場から―「視点を変える医療へ」

講　師 福岡県福岡市開業　内科・リウマチ科・アレルギー科 今井　一彰
13：00 ～ 14：00

●シンポジューム「口呼吸は万病のもと」 14：10 ～ 15：35

[ 基調講演 ]

「ＩｇＡ腎症と口呼吸」
講　師 IgA 腎症根治治療ネットワーク代表　腎臓内科医 堀田　　修

シンポジューム 座  長 堀田　　修
シンポジスト 元開富士雄・今井　一彰・水野　　均

【第一部】

「口呼吸」―口呼吸は顔の変形を起こす―

講　師 長野県上田市開業　矯正歯科医 水野　　均
10：00 ～ 11：00

「なぜ口呼吸になるのか？」―生物学的な見地から「口呼吸」に対する解決法を考える―

講　師 横浜市青葉区開業　保育歯科医 元開富士雄
11：10 ～ 12：10

【昼　食】 12：10 ～ 13：00

会　　場：日本歯科大学内九段ホール（地下１階）　千代田区富士見 1 − 9 − 20　TEL 03-3261-8311
会　　費：一般：3000 円　医療関係者：5000 円
申し込み：TEL06-6852-0446　　メール info@koushikai-jp.org（HP;http://www.koushikai-jp.org）
振 込 先：三井住友銀行豊中支店　普通口座 6856827　口座名　特定非営利活動法人　恒志会　理事　土居元良
お問い合わせ：TEL 045-973-6626　FAX 045-978-1333（沖）　　　TEL･FAX　06-6852-0446（事務局）
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はじめに

　口呼吸とは、鼻気道内の何らかの問題による呼
吸機能、発音機能、嚥下機能などの重要な機能に
障害を生じさせる鼻気道障害の一つである。近年
鼻アレルギーの増加に伴い、鼻気道障害を持つ患
者が増加傾向にあると思われる。特に社会現象
とまでなりつつある睡眠時無呼吸症候群（sleep 
apnea syndrome:S.A.S.）は、我々に呼吸と睡眠
の重要性について再認識させた。耳鼻咽喉科にも
影響を与えている。

口呼吸について

　呼吸は、本来の鼻呼吸 nasal breathingが生
理的であると考えられている。口呼吸 mouth 
breathingは鼻咽腔疾患である慢性副鼻腔炎、肥
厚性鼻炎、鼻中隔彎曲症、鼻アレルギー、鼻茸な
どやアデノイド、口蓋扁桃肥大などによる鼻閉
が起こった場合に必然的に起こる。また、鼻呼
吸と口呼吸の両者を交互に使う呼吸を oronasal  
breathing と言い、外見上常に口を開いている場
合が多く、口呼吸を行っているかのように思われ
るが、口を開いて鼻呼吸をしている場合もある。
単に癖の場合もあるし、鼻閉の自覚症状のない潜
在性の鼻閉の場合もある。特に成長期の場合は可
能な限り早期に障害の部位と程度を調べ、適切な
治療をする必要がある。
　習慣性に口を開けている小児（いわゆるアデノ

イド顔貌）の自然呼吸における鼻呼吸と口呼吸を
調べみると24％は耳鼻咽喉科学的に正常所見であ
り、鼻呼吸障害を生じるような耳鼻咽喉科学的所
見に異常を認めたものは76％であったと言い、耳
鼻咽喉科学的な鼻呼吸と口呼吸との関係を再検討
する必要があることを示した。さらに慢性的な鼻
呼吸障害は鼻呼吸ばかりではなく口呼吸を含めた
呼吸機能の障害が存在していると理解され、軟口
蓋の位置、舌根部の状態、さらには下気道も生理
的な鼻呼吸には影響しているのではないかと言わ
れている。

新生児、乳児の呼吸

　幼弱乳児期では口呼吸が確立しておらず、鼻閉
のために喚起障害、哺乳障害をおこし、強度の鼻
閉では重篤な呼吸困難をきたすこともあり、乳幼
児突然死症候群の一因に挙げられている。32Ｗの
未熟児では鼻を閉鎖させると口呼吸をすることが
困難で無呼吸を起こすと報告されている。

口呼吸の原因

　Emslieらは、耳鼻咽喉科医、歯科医、歯列矯正
医、小児科医などによる報告を検討し、口呼吸の
原因を大きく３つに分けた。
１．解剖学的要因
　臨床的な観点から、細面の小児の鼻咽頭腔は狭
く長いため、丸顔に比べて閉鎖されやすい。また

口呼吸：口呼吸をほっておくと
顔の変形を起こします

長野県上田市矯正歯科開業Hitoshi  Mizuno水野　　均

特 集 口呼吸を考える
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高位口蓋では口蓋弓隆が上方に鋭角をなして鼻底
を高く押し上げることにより、鼻腔の狭小化や不
正咬合、あるいは上顎前突による口唇閉鎖困難な
どによる。
２．二次的鼻咽頭閉鎖
　鼻咽頭腔を閉鎖させるような、鼻甲介肥大、鼻中
隔彎曲、慢性副鼻腔炎、咽頭扁桃肥大などによる。
３．習慣性
　鼻閉の原因が取り除かれ後の習慣による（習癖）。

口呼吸の有害性

１．口腔内に及ぼす影響
　多くの症状は口呼吸による口腔の乾燥に起因し
ていることが多いが、これらの症状と口呼吸との
関係は臨床的観察に基づいて述べられている場合
が多い。
１）歯肉炎
　口呼吸をする人で口腔清掃に問題がある場合は
歯肉粘膜は乾燥と湿潤を繰り返し、影響を強く受
ける部分に炎症がみられ発赤、腫脹する。
２）歯周疾患
　口呼吸は、歯周疾患を増悪させる修飾因子の１
つと考えられている。
３）口呼吸線、歯肉堤状隆起
唇側歯肉で常に空気に触れている部位に、浮腫部
と正常な組織との境目に口呼吸線と言われる線と
口蓋側歯肉に堤状隆起が出現する場合がある。
４）舌苔
　舌は口腔内の乾燥の影響を早期に受ける。慢性
口呼吸者はしばしば口臭を訴えるが、これは舌苔
と関係があると言われている。
５）虫歯
　口唇と唾液による自浄作用の減少により齲蝕に
なりやすくなると言われている。
２． 気道に及ぼす有害性
１）鼻腔の湿度・温度調節機能の消失
　高度の鼻閉のために口呼吸を余儀なくされた場
合、鼻のエアーコンディション機能が失われると
ともに、気道抵抗が減じる。そのために口唇間や
歯列間隙をわずかにあけ、舌を口蓋に近接させて、

正常な鼻抵抗に近づけようとする。しかし、吸気
による水分の喪失のため口、咽頭、喉頭に至る部
位が乾燥する。それを補うためにしきりに唾液を
嚥下して粘膜に湿潤を与えるが、これが持続する
と唾液嚥下反復によるのどの痛みが増大する。
２）鼻分泌物静菌作用の消失
　口呼吸では鼻分泌物の静菌作用が失われ、気道
感染の可能性が増大する。
３）気道攣縮の誘発
　口呼吸において、低温で乾燥した空気を過呼吸
させると、気道狭窄が生じ、気道粘膜の乾燥は運
動誘発性喘息のトリガーになるであろうと考えら
れている。
３． 顎顔面歯列形態に及ぼす影響
１）顎顔面の成長発育
　著者らの研究によると、鼻腔内の閉塞またはア
デノイドによる口呼吸症例と口蓋扁桃肥大による
口呼吸症例では、下顎骨の成長方向が逆転する事
がわかった。前者は下顎骨が口を開ける方向（後
方回転）に成長して、長顔化が進み、後者は前方
への（反対咬合様）成長が進む。以前の研究で
は、これらのデータを一括して処理していたため
に、前方への成長と後方への成長が互いに打ち消
され、結果的に正常値と変わらない結論が出てき
たものと思われる。慢性的な重度の閉塞を伴う場
合には上顎骨に劣成長が生じることもわかった。
２）不正咬合
　著者らの研究によると、鼻腔内の閉塞またはア
デノイドによる口呼吸では開咬を伴う出っ歯が多
く、口蓋扁桃肥大では開咬を伴う反対咬合が多い。
これらは口呼吸をおこなう際の軟口蓋と舌及び姿
勢の微妙な関係の差により起こると思われる。
４． 情緒面ならびに発育に及ぼす影響
１）精神衛生ならびに情緒変動風邪の際に食物の
味が変化する事はよく知られている。しかし、そ
の際に味覚試験では異常は見つからない。味は舌
のみにより感じるのではなく、匂いと相まって感
じられるものである。匂いは嗅覚神経を刺激して
大脳皮質、呼吸器系、消化器系へと伝達される。
鼻閉により匂いがなくなることは精神衛生面なら
びに情緒面で受ける影響は大きいものと思われる。

NPO法人恒志会



8 恒志会会報  2010　  Vol.5

２）身体発育障害
アデノイド及び口蓋扁桃肥大のために強度の鼻閉
があり、口呼吸を余儀なくされている幼児が摘出
手術を受けることにより、体格が改善される例を
良く経験する。これらの事実から、不適切換気や
食物摂取困難などによる幼児の成長発育に影響を
与える因子の１つとして考えられる。

扁桃肥大と睡眠時無呼吸症候群

　扁桃肥大がもたらす様々な影響は19世紀後半か
ら臨床面で報告されてきた。Hillは扁桃肥大の小
児が夜間のいびき、休息不足、起床時口腔乾燥、
頭痛に悩まされ、学業成績不振に陥っていること、
またその障害は摘出手術後に劇的に改善すると報
告している。
　1976年にGuilleminaultらによって小児扁桃肥大
８例の閉鎖性睡眠時無呼吸が報告され、ポリソノ
グラフィー（Polysomnography）を用いた研究
が多くなされた。これらの研究で、扁桃肥大のも
たらす睡眠時無呼吸障害が予想以上に多いことが
明らかにされてきた。
また、呼吸障害が高度かつ長期間にわたると肺性
心、胸部変形をきたし、乳幼児では突然死を誘発
することがあることもわかってきた。
　咽頭扁桃肥大（アデノイド）は、鼻呼吸が直接
に制限され睡眠時呼吸障害が生じることはよく知
られている。しかし口蓋扁桃肥大に関して、たと
えIII度の口蓋扁桃肥大例であっても後方に狭い
ながらも後鼻孔からの気道が確保されているため
に睡眠時無呼吸障害を示さない場合があるという
報告があるが、これら症例に風邪、アレルギー性
鼻炎などによる鼻閉が加わると、口呼吸ですら困
難となってしまう重篤な呼吸障害を起こす可能性
があることから、このような症例には細心の注意
が必要であると思われる。

鼻アレルギー

　アレルギーを持つ患者の急増により、最終処置
と考えていた外科的治療のみでは、鼻呼吸障害を

克服できないと思われる。アレルギーの発作に対
する治療は原因物質の除去に尽きると思われる
が、特にハウスダストによる重度（年中）のアレ
ルギー発作は住宅事情によるところが大で、簡単
に克服することは難しいと思われる。アレルギー
を扱う先生方も同様なジレンマに苛まれていると
思われる。
　季節性のアレルギー発作を持つ症例の矯正治療
で必要と思われることは、発作時期の把握と発作
時期に咬合高径を変えてしまうような処置をしな
いように注意することであると思う。

最 後 に

　鼻気道障害患者の研究と治療を30年来おこなっ
てきたが、戦いは、まだまだ始まったばかりの感
がある。早期（10歳ごろまで）に呼吸機能を回復
したことにより、その後、良好な成長が起こり矯
正治療の難易度が低下した患者もいれば、なかな
か呼吸機能を回復できずにいる鼻アレルギー患者
もいる。アデノイドや扁桃腺の手術に関して、過
去において矯正医と耳鼻咽喉科医との意見の相違
から、耳鼻咽喉科医に抗議をうけたこともあった。
近年は睡眠時無呼吸症の問題から、良好な関係が
でき始めているような気がする。
　冒頭にも述べたが、マスコミなどで多く取り扱
われている鼻アレルギーと睡眠時無呼吸症候群
は、呼吸と睡眠の重要性について再認識させた。
米国では３人に一人は睡眠障害を持つと言われて
おり、呼吸と睡眠の問題は今後ますます重要視さ
れて行くと思われる。それらの増加に伴い、医科
および歯科の治療基準も変化するべきであると思
われる。
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はじめに

　私たちの生命活動において「食」と「呼吸」ほ
ど重要なものはない。しかしながら、「食」と「呼吸」
に対する関心の高さは比べようもないほど食に軍
配が上がる。食のもつ興味の広まりとテーマの豊
富さは呼吸とは比べようもない。それに対する呼
吸は、その興味や対象が狭く趣味的な感じがする
のは私だけだろうか。腹式呼吸や丹田呼吸、ヨガ
呼吸などに宗教の香りを感じ、鼻呼吸獲得のため
の各種の装置や訓練法はレッスンやトレーニング
といった意味合いを強く受ける。
　こうしたことが、口呼吸の不自然さや口呼吸から
生じる機能障害や形態に対する影響、その結果生
じる疾病をどのように訴えてもうまく伝わらなかった
り、口呼吸に対する訓練が長続きせず効果が得ら
れない理由かもしれない。こうして考えると私たち
は、呼吸の重要性を感じながらも追いつめられるま
で呼吸と向き合えないでいる。こうした呼吸に対す
る想いの裏には、私たちのどこかに「息はいつでも
吸える」という安心感があるのかもしれない。
　そこで今回、口呼吸に追いつめられた気持で、
その解決法を探るために生物学的な見地からヒト
における口呼吸の発生と解決法に少しでも近づけ
ればと考えている。

消化—吸収系からの脱却

　初期の脊椎動物の呼吸系は、消化系の一部であ

る前方部分を借りてエラ呼吸により機能してき
た。このため消化系と呼吸系は、一対となって機
能してきた。これが、進化が進み陸上に上がる頃
になると呼吸の様相が急激に変化する。消化と呼
吸の入口にあたる「鰓腸」にあった呼吸のための
エラ穴が次々と閉鎖され、その一部にフーセンの
ように膨らみができた。それが、肺となりそこで
ガス交換が営まれるようになる。それに伴い咽頭
腔は鼻腔と通じ鼻腔は口腔との間に壁が形成され
口腔・鼻腔・咽頭と区別することで呼吸系と消化
系は独立し咽頭のみが共有する場となった。
　生命活動は、呼吸と食事によるエネルギー活性
により維持されている。こうした生命の維持に
とって重要な燃料となる食物を取り入れる消化系
とそれを燃やすための空気を取り入れる呼吸系
が、脊椎動物の出発点では同じところから取り入
れられていたことに非常に面白さを感じる。さら
に、ヒトとなって呼吸系と消化系は取り入口は
違っても咽頭腔で交叉して気管と食道に再び分か
れるために同時に機能することができない。そう
したところにも、食と呼吸は互いに生命の維持に
重要であり同じ栄養過程にありながら、いつも競
争しているように感じる。しかし、食は一時的に
止めることができるが、呼吸は一瞬たりと止めら
れない。ヒトはそのことを知りながら、それでも

「呼吸」より「食」に興味を持つ。それは、ヒト
の進化の歴史においていつの時代においても食の
獲得が空気の獲得とは比較にならぬほど難しく生
命維持の鍵を握っていたのかもしれない。とする

なぜ口呼吸になるのか？
生物学的な見地から「口呼吸」に
対する解決法を考える

横浜市保育歯科医Fujio  Genkai元開富士雄
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なら、食が十分に確保された現代において呼吸の
重要性や口呼吸の為害性を訴えるには最適の時代
なのかもしれない。

循環系から呼吸をみる（横隔膜との連動）

　「入れて出す（吸収—排泄）」という生物の基本
的な営みにおいて、栄養・呼吸・排泄といった３
つの機能は循環系により効果的に働くことができ
ている。鼻腔を通して入った空気は、肺胞におい
て循環系へと侵入する。また、口腔から消化器系
へと入った食物は、消化分解され腸管から吸収さ
れて循環系へと侵入する。こうして、循環系に入っ
た栄養と酸素は全身を巡り新陳代謝を量りながら
老廃物を再び体外へ排泄する。
　こうした吸収と排泄は、心臓のポンプだけで循
環させることが不可能なため横隔膜と骨格筋を補
助的なポンプとして活用している。特にヒトにお
いては、消化管から吸収した栄養を含んだ静脈を
肝臓に通過させ、排泄においては腎臓を通過させ
る。このために肝臓と腎臓が大きな関所となり、
これを通過させるための拍動装置が必要となっ
た。つまり、内臓の循環を良くするために腹腔全
体を動かす拍動装置として横隔膜による調和息と
いう第二の心臓が形成された。
　横隔膜の収縮により腹腔筋は連動し拍動装置と
して働くことで肝臓と腎臓から心臓へと血液を戻
すポンプの役目をしている。
　横隔膜の筋肉は、舌と同じ前頸壁の直筋系に由来
する。いってみればカエルの喉の膨らみの筋肉が胸
腔を通り越して腹腔との境界にまで下降して形成さ
れたといえる。その神経支配は、頸直筋や腕の筋肉
と同じ頸神経の枝である（横隔神経）であることか
らも、どれほど下降したかが理解できる。
　こうした横隔膜の由来から呼吸に関わる運動
が、胸郭の収縮運動を基盤とした呼吸筋のみなら
ず、腹部〜陰部の運動（腹腔のしめつけ、絞り込
みといった拍動運動）に影響するだけでなく姿勢
や腕や手指の運動、さらには舌運動や顔面の筋肉
とも連動していることが理解できる。それは、呼
吸にかかわる運動領域の広さを示すだけでなく、

巷でいわれる呼吸のためのエクササイズがいずれ
も有効であることを感じさせる。
　さらには、習慣性の口呼吸を自然呼吸とする者
や呼吸筋が全体的に弱い者に呼吸疾患だけでなく
内臓の機能的な問題が存在するのか興味がわく。

呼吸のもつ問題点

　食の摂取に対して呼吸（空気）の確保の容易さ
は理解できた。それでは、呼吸は何も問題をもた
ないのだろうか？　残念ながら呼吸も完全に安泰
というわけではなく、いつも呼吸に問題を抱えな
がら私たちは生きている。それは、呼吸系を構成
する筋肉の運動に問題があると考えられる。
　三木成夫は、クラーゲスの理論を発展させ「栄
養－生殖」という生物の営みのなかに動物が、植
物的な特徴を持つ「植物性器官」と「感覚－運動」
という動物的な特徴を持つ「動物性器官」を混在
させながら生命を営んでいると述べている。した
がって、私たち人間の身体もこのふたつの器官で
ある植物性の器官と動物性の器官に分けることが
できる。
　呼吸運動は、生命維持のためには一瞬たりと止
めることができずに昼も夜も休みなく心臓のよう
に働き続けなければならない。それは、機能的に
非常に強く継続的な運動であるといえる。それ故
に、呼吸の筋は「植物性の筋」といえる。しかし、
水中から陸上へと生活の場が転換するのに伴いそ
れまでのエラ呼吸は肺呼吸へと大きく転換された
ことで、本来は植物性の筋であった肺の周囲の筋
は、気管支の末端に植物性の筋肉を残し、肺をし
ぼる筋肉は体壁を支持してきた骨格筋である動物
性の筋へと転換された。
　水中から陸上への生活の場の転換は、水中より
も空気を獲得しやすくなったにもかかわらず、呼
吸筋の動物性の筋肉への転換により拍動性が求め
られる器官がそうでなくなったことで、呼吸の苦
しみが新たにつくり出されたともいえる。
　三木は、これについて「呼吸という植物的な運
動を本来は個体運動に専念すべき体壁筋という動
物筋にゆだねるという危険をおかして上陸してき

特 集 口呼吸を考える
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たからだ」と述べている。そのために、本来は意
志に関わりなく運動し続けなければならない呼吸
は、時として意志や行動の影響を受けることで止
められるといえる。驚いたり悲しんだり喜んだり
怒ったり、物事に集中したり、細かい作業やスポー
ツをするときなど私たちは一時的に呼吸を止めて
いる瞬間に出会う。そこには、呼吸と動作の不両
立が存在する。「呼吸をすればスキだらけ、動作
をすれば呼吸を忘れる」とはよくいったもので私
たちは動作と動作の間でしか息ができないのかも
しれない。
　陸上生活をするようになったときから呼吸筋は
骨格筋へと転換された。そして、私たちヒトの呼
吸筋も骨格筋でありながら出産から死に至るまで
永遠と継続的な活動を続けている点が非常にユ
ニークといえる。呼吸筋の支配は二重支配体制で
ある。他の骨格筋と同様に大脳皮質からの随意的
な支配により呼吸は自由にコントロールすること
ができる。また、随意的な支配がなくなる時、そ
れは睡眠の有無にかかわらず呼吸筋のリズミカル
な収縮活動は延髄の支配により継続させられる。
　習慣性の口呼吸の発生は、そのほとんどが無意
識な状況下で観察される。習慣性の口呼吸の発生
防止と改善には、無意識下でも呼吸筋の活動が十
分に得られるような身体を獲得することが重要で
あると考えられる。また、随意的な呼吸下で呼吸
筋のトレーニングやレッスンをすることが不随意
的な呼吸に対して効果を得るのか生理的な見地か
らの検証も必要であろう。

補助呼吸としての口呼吸

　口呼吸の出現にはだれもが興味を持つ。大半の
意見として赤ちゃんは、口呼吸ができないが摂食
発達や構音発達にともない口呼吸が可能になると
いわれる。Miller らは「32W の未熟児では鼻を
つまんだりして鼻を閉塞させると口呼吸をする
ことが困難で apnea をおこす」と報告している。

（1986）これは、口腔、軟口蓋、舌根部など適切
な抵抗がつくれないためといわれる。また、この
ような機能は、嚥下機能の発達などと関連があり、

胎生 36W で初めて鼻をつまんでも口で呼吸がで
きるようになるといわれる。したがって、自然呼
吸下において鼻呼吸障害により、あるいは他の理
由により口呼吸を余儀なくされることは極めて異
常であると理解されなければならない。
　自然呼吸下において鼻呼吸のもつ役割は、加湿・
加温・除塵による気道保護と脳に対する廃熱作用

（冷却作用）といわれる。自然呼吸下においてこ
れらの役割が不可能になる外環境におかれる時、
さらには運動時の酸素が不足した時には鼻呼吸か
ら口呼吸へと転換される。外気の環境が著しい高
熱や低温になった時、さらにはスポーツによる激
しい運動時に口呼吸は鼻呼吸に対する補助的な呼
吸として出現する。そうすると口呼吸は、すべて
において悪い呼吸ではなく「自然呼吸下における
鼻呼吸の緊急回避機能（システム）」といえる。
　ならば口呼吸が問題なのではなく、自然呼吸下
において鼻呼吸に代わって緊急回避機能である口
呼吸が定着することが問題ではないだろうか？

鼻呼吸から口呼吸への転換

　自然呼吸下において鼻呼吸が口呼吸へと転換する
原因として鼻呼吸障害による鼻閉が最もよく知られ
ている。それでは、鼻呼吸がどの程度妨げられた時
に習慣的な口呼吸へと転換されるのであろうか？　
　大木は、どれだけ鼻呼吸抵抗値が上昇すると鼻
呼吸が困難となり口呼吸が開始されるかを報告し
ている。それによると、鼻呼吸障害が起きても直
ちに口呼吸だけ行うのではなく、鼻と口と両方で
呼吸する過程を経て完全口呼吸へ移行する事が分
かった。そしてその過程は、ほぼ S 字状のジグ
モイドカーブを描いていた。このことから、鼻閉
に対しては個人によって異なった呼吸動態を示し
ながら、鼻呼吸抵抗値が高くなっても徐々に鼻呼
吸が消失するのではなく、ある抵抗値を超えたと
ころで一気に口呼吸への移行が進むことがわかっ
た。その鼻呼吸から口呼吸への移行の過程は、鼻
腔の状態だけでなく軟口蓋の位置、舌根部の状態
なども関与しているとみられ、下気道を含めた気
道全体の呼吸生理的な検討が必要と述べている。
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　こうしたことからも、口呼吸となる原因は、鼻
閉による物理的な問題だけでなく呼吸に関わるす
べての因子が鼻腔からの吸気を妨げられた時に抗
しきれずに一気に口呼吸へと転換して行くものと
考えられる。その際に、鼻呼吸を守ろうとするチ
カラの差が鼻呼吸から口呼吸への転換にかかる時
間的な差として現れるのだろう。鼻呼吸を守るチ
カラとは、呼吸に関わる呼吸筋群すべてと考えら
れる。頸部、胸部そして腹部の筋肉群、背面の筋
肉群、さらには顔面の筋肉群のもつ活動力である。
そしてこれらの筋肉の持つチカラが、その子の生
きるチカラである。成長発達のために身につける
チカラは、たった今を生きるために使うものであ
り将来のために貯めておく事はできない。だから
こそ、生活の中で使われることのないチカラは生
活に根を下ろすことはない。それが、リハビリで
いわれる「廃用の法則」である。鼻呼吸を助ける
呼吸筋のチカラは、生活の中でしか身につけるこ
とができない。呼吸という機能を獲得するには、
呼吸機能が生活に密着しなければならない。だか
ら、呼吸機能を生活の中で身につけさせるために
は、そのチカラを必要とする生活を共に生きる者
が準備しなければならない。

口唇閉鎖不全と口呼吸

　顔面の筋肉群の中でも口腔周囲の筋肉は、呼吸補
助に役立つ重要な存在である。とりわけ上下口唇の
閉鎖は、鼻呼吸から口呼吸への転換の因子として重
要である。口唇閉鎖ができなければ鼻咽腔の陰圧が
下がることで鼻呼吸から口呼吸への転換は一気に進
むことは実感できるからだ。
　口唇閉鎖不全は、臨床的には「開口」と呼ばれる。
また、開口は、鼻呼吸疾患を生じさせる最も大きな
原因と考えられている。大木は、開口の小児におけ
る耳鼻科疾患の有無を調べた。その結果、開口患者
の 1/4(24%) には耳鼻科的な問題が無く、3/4(76%)
には耳鼻科的な問題があると報告している。この結
果、開口つまり口唇閉鎖不全と耳鼻科疾患の因果関
係が強いことがわかったが、開口が鼻呼吸疾患の原
因となる口呼吸をしているかどうかは不明である。

　しかし、開口（口唇閉鎖不全）の存在が、補助的
な口呼吸を招くことで直接的に自然呼吸下での鼻呼
吸から口呼吸への転換を生じさせている鍵になって
いると考えることは不自然ではない。なぜなら、口
唇閉鎖の獲得不足は口腔周囲筋や舌などの筋肉の協
調運動の未発達を意味するからである。口唇閉鎖不
全の特徴は、口角の下垂、上口唇の翻転、オトガイ
の過緊張と下口唇の前突にともなう顔面筋全体の運
動障害が下垂を生じているといえる。つまり中顔面
から下顔面における筋肉の伸展性や柔軟性の欠如と
それらの筋肉の協調運動の不全が開口をもたらして
いるといえる。
　そこで、顔面の筋肉や口腔周囲筋の由来につい
ても考えておきたい。顔面及び口腔周囲の筋肉は、
鰓呼吸を営む鰓弓筋が水中から陸上へと生活環境
が変化することによって呼吸から解放され咀嚼や
嚥下・発声そして表情などの運動へと転換された。
つまりは、エラが呼吸の仕事が無くなったので首
と顔面を形成したといったところだ。また、元来
鼻孔は単なる匂いを感じる細胞をもつ凹みでしか
なかったのが、鰓腸へと通じたことで鼻腔が形成
された。前後して形成された肺とつながるルート
がこうしてできあがった。
　つまり、顔面の筋肉はもともとが呼吸のための筋
肉であったのだ。顔面筋や口腔周囲筋が呼吸筋と
考えれば、顔面や口腔周囲筋の活動性が高いこと
は鼻呼吸を助ける役目を持つことになるのだろう。
西原によれば、鼻孔筋はエラ由来の内蔵筋と呼ば
れており哺乳類では鼻孔と横隔膜が連動するように
なっているそうだ。実際に、鼻の穴を広げるように
意識して呼吸をすると腹が動くのをだれもが実感で
きる。口呼吸者の鼻孔周囲の筋肉は、厚く硬く動か
ないことからも顔面や口腔周囲の筋肉が鼻呼吸を補
助する役目を持っていると感じる。
　よって、開口をなくし口唇閉鎖を獲得するため
に顔面筋や口腔周囲筋を活動させる工夫が重要で
あると考える。

口唇閉鎖不全の原因は？

　そこで、口唇閉鎖の獲得についても考えてみた

特 集 口呼吸を考える
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い。口唇閉鎖の獲得は、離乳の開始とともに咀嚼
の準備として獲得しなければならない重要な機能
である。授乳中は、口唇は乳房に吸いつき閉じる
ことはない。離乳が開始され、その口唇を閉じる
ことにより口腔は初めて「消化の場」として機能
することが可能になる。また、哺乳の口から転換
して口唇閉鎖を獲得するには、いくつかの構造的
な準備が必要となる。
　まずは、下顎の前方成長と前方位の獲得。乳児の
下顎は出生後の１年間で全身の中で最も成長すると
いわれる。その下顎の前方成長が得られなければ口
唇閉鎖の獲得は難しい。何故なら、下顎の後退によ
り下口唇も後退することで上口唇の伸展性がない乳
幼児にとって口唇を閉鎖させる事はできない。
　さらには、口唇や頬など口腔周囲筋の伸展性の
獲得である。哺乳時には極力小さい力で陰圧をつ
くり出し吸啜するため、頬や口唇にはあまり伸展
性がなく張りのある筋肉であった。それらの口腔
周囲筋を柔軟で伸びやかなものにしなければなら
ない。そのためには、原始反射の解除による過敏
な皮膚感覚の除去を目的としたなめまわしや指
しゃぶりが重要である。開口や口唇閉鎖不全をも
つ子どもは、１歳までの舐めまわしや指しゃぶり
が少なく、よだれが少ない傾向が感じられる。
　そして、離乳食を介助する際にスプーンを口唇
でしっかり捕えさせる意識が必要である。また、
摂食発達において口唇でのついばみ食べや手づか
み食べが口唇閉鎖を誘導する。そのためにも、手
づかみ食べをしっかりとさせたいが、最近の育児
において手づかみやついばみは母親から嫌がられ
ることが多い。開口や口唇閉鎖の獲得には、育児
環境も影響していると考えられる。
　口唇閉鎖が獲得不全となる原因としては１）下
顎の後退による口唇閉鎖不全　２）口腔周囲筋の
伸展不足や緊張（感覚入力の不足）　３）離乳摂
食時の捕食練習の不足　などが考えられる。下顎
の後退に関しては個体差が大きいために年齢が低
いほど対処が困難となる。生活の中での対処とし
て歩行が有効であるとされているが、歩行とか顎
成長の関係を保護者に理解してもらうのも大変で
ある。それに対して顔面の皮膚感覚をスムーズに

させ口腔周囲筋の伸展性と柔軟性を求めるための
スキンシップは、非常に効果があり実効性が高い。
また、食介助時の親の意識もすぐに変化させるこ
とができるだろう。

おわりに

　口呼吸は、鼻呼吸の低下による鼻気道障害やそ
れに付随する呼吸器系の疾患、さらには口腔の形
態や機能の異常をもつだけでなくそれらが関係し
合って全身へとその影響を及ぼす。その影響力は、
驚くほど驚異的でもはや隠れた現代病の根本原因
といえる。その口呼吸も本来は鼻呼吸に対する補
助的な呼吸形態であったものが、何らかの原因に
より鼻呼吸から口呼吸へと転換され口呼吸が主体
となる呼吸をもつことになる。その転換の鍵を握
るのが鼻呼吸に協力する呼吸筋の存在ではないだ
ろうか？鼻呼吸を助ける呼吸筋の存在を明らかに
し、それらの呼吸筋のチカラを向上させることが
鼻呼吸から口呼吸への転換をさせないための唯一
の方法のように感じる。
　そのための方法は、毎日の生活の中にあるので
はないだろうか。子どもにとっては、身体を使っ
た遊びを中心とした規則正しい生活リズムと生活
力となる基本的生活習慣の獲得、さらには顔面や
口腔周囲筋の働きを成長させ口の機能の向上をも
たらす「口を育てる」意識を保護者が持つことが
大切だ。
　成人にとっては呼吸筋の活動を妨げないバラン
スの良い姿勢を持つこと。また、正しい身体の動
かし方や歩行スタイルの改善に役立つ運動をする
ことは呼吸に大きな影響を与える。しかし、呼吸
筋の向上は歯を喰いしばってやるようなトレーニ
ングではない。まずは、ストレッチや柔軟体操を
しながら胸部だけでなく全身の筋肉が柔らかくし
なやかに動くための身体の使い方を覚えながら呼
吸をそこに整えるようにしていけば大脳と呼吸運
動の情報の伝達がスムーズになり自然と呼吸筋の
アップにつながる。さらに、巷で評判のいくつか
の鼻呼吸向上のトレーニング法を試し、自分に
あった鼻呼吸の向上を図っていきたいものだ。

NPO法人恒志会
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漢方医を目指していた頃

　日本古来の漢方診療は、脈診・舌診・腹診、こ
の三つが重要視されます。脈診は、脈の速さ、強
さ、緊張具合などを診ます。腹診は、日本の漢方
において特に発達したもので、仰臥位になり両足
を伸ばした状態で、手のひらで、腹部を軽く押し
て、特徴的な所見を探っていきます。西洋医学で
は、膝を曲げて腹直筋の緊張をとった状態で触診
しますから、大きな違いです。時に万病は腹に宿
る、と言われ、漢方診療の習得は、腹診の習得と
言ってもいいかもしれません。
　舌診は、舌の色や舌静脈の怒脹具合、舌苔の有
無、広がりなどを見るものです。この三つを組み
合わせて、患者さんにぴたりと合う処方を探して
いきます。
　診察は、診察室に入ってくるときから始まりま
す。まず望診（視診）です。表情や顔色、体の肉
付きなどを見ます。聞診（ぶんしん）といって、
声の強弱や高低を聞いたりもします。この聞診で
は、匂いを嗅ぐことも含まれます。香道では、香
を”嗅ぐ”ではなく”聞く”と表現します。
　この聞診が、待合室から始まっているとしたら
どうでしょうか。

病気の匂い？

　ある時、外来診療をしていると、奇妙なことに
気がつきました。病気の軽重によって、患者さん
から発せられる匂いがあるのです。特にそれは、

関節リウマチの患者さんでよくわかりました。
　関節リウマチというのは、四肢の大きな関節が
痛んで、時には変形する慢性に経過する病気です。
はっきりとした原因はわかっていませんが、人口
の１％弱、日本では70万人程度の患者さんがいる
と言われます。
　関節リウマチの患者さんを診療していると、悪
いときにははっきりとした”病気の匂い”が、症
状や検査値が改善してくるのに合わせて、消えて
いくのです。ひどい人になると、待合室に入って
きたときから分かります。診察室のドアを超えて、
匂いが入ってくるのです。だから、「あっリウマ
チの人がやってきた」と分かるのです。
　どういう匂いかと表現するのは難しいのです
が、余り気持ちのいいものではありません。体全
身が炎症を起こして、くすぶっているという感じ
です。そのほかの膠原病にも匂いがありますが、
それらは微妙に違っています。
　私は、皆にこの匂いが分かっているんだろうと
思い、同僚医師などに聞いてみましたが、誰も理
解できませんでした。その匂いの出所はどこだろ
うと、「歯磨きはしましたか？」とか「しっかり
と体を洗っていますか？」とか大変失礼なことを
患者さんに尋ね回りました。もちろん、歯科の先
生にも口臭と病気の関係について伺ってみました
が、はっきりとしたことは分かっていないようで
した。答えに窮していると、その他の忙しさにか
まけて、追求すること忘れてしまっていました。
そのときの私は、漢方診療を習得したくて、ベッ
ドサイドにいないときは、ずっと漢方書庫にこ

視点を変える医療へ

福岡市  みらいクリニック（医師）Kazuaki  Imai今井　一彰
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もって、昔の文献を漁っていました。
　ところで、恒志会のテキストには、「温故知新」
という言葉がよく出てきます。私も、“新発見！”
と思った処方や症状が、古い文献（もちろん江戸
時代やそれより時代が上ることも）に必ず記載さ
れているのを発見し、悔しい思いをすると同時に、
やはり昔の人も同じように悩んでいたのだな、と

「温故知新」を肌で感じていた頃でした。

呼吸の仕方があるなんて

　それから、数年後のことです、ふと読んだ本に、
口臭は歯肉の炎症で、そこで起こった炎症が関節
炎を引き起こすと記述されていました。そして、
その炎症の原因は口呼吸であるとも。
　忘れていた記憶がよみがえりました。匂いの正
体は、口の中の炎症だったのです（もちろんその
他の原因によることもあります）。そして、その
原因の一つは、”口呼吸”という余り目にするこ
とのない言葉だったのです。
　私は、衝撃を受けました。なぜなら、漢方は全
身を診る治療である、自分は患者さんを丸ごと観
察しているのだという自負があったからです。人
間の生命維持のための呼吸方法について、まった
く注意を払わなかったのは、自分の無知が故の傲
慢さでした。
　知らないと言うことは、恐ろしいものです。担
当の患者さんが、鼻と口、どちらで呼吸をしてい
るかさえも考えずに診療をしていたのです。思い
出すと今でも、自分の無知に恥じ入ります。
　そして、我が意を得たりとばかりに、患者さん
方に口呼吸の是正（矯正器具や就寝時の口テープ）
を始めました。私の診察の最初は、呼吸方法の確
認となりました。
　そうすると、それまでに難渋していた患者さん
の治療が、薬を使わなくとも関節の炎症が治まっ
たり、痛みが取れてくることとして実感できまし
た。漢方薬といえども“薬”です。一度体の中に
入れば、それを取り出すことはほぼ不可能です。
まず呼吸法を変えると言うことであれば、薬を使
う必要がありません。

薬を使わない医師を目指す

　その時から、私は、薬を処方しない内科医を目
指そうと決意しました。そうやっていくと、口呼
吸を是正するだけで、症状が軽快していく人が、
関節リウマチだけでなく、その他の病気にも存在
することが分かりました。たくさんの病名は、口
呼吸の一つの症状だと言うことです。しかし、や
はりそれだけでは治らない人や、矯正器具や口
テープを旅行先で忘れてしまい、それから継続で
きなくなってしまう人が出てきました。
　口呼吸に関しては、歯科の先生方の著書がいく
つか出ていました。それらに載っている口の体操
を外来で伝えようとも思ったのですが、診療中の
短い時間では無理です。さらに、低位舌の問題に
も突き当たりました。漢方では、舌を見ますが、
口を閉じた状態での舌位置などは考えたこともあ
りませんでした。舌が低下すると、口呼吸を惹き
起こしやすくなるのです。
　短時間で、器具を使わず、そして一度聞いたら
忘れない、それらを満たすことが出来れば、薬を
もっと減らせるのにと考え、「あいうべ体操」を
考案しました。
　これは、口を大きく「あ〜い〜う〜べ〜」（最
後は大きく舌を下に突き出す）と動かすだけの体
操です。短時間で指導でき、器具もいらず、そし
て忘れない、この三つがそろっています。
　患者さんは、診察室を出ると、診察室内での出
来事は、短時間のうちにほとんど忘れてしまうと
言われています。私は、あいうべ体操だけは忘れ
ないようにと、初診の際は、そのことだけ指導し
ました。お子さんでも出来ますから、もし、しな
かったとしたら、私のせいではなく、その人自身
のせいです。病気が治らないのも、私の責任では
ありません（これは冗談ですが）。
　そうすると、関節リウマチのみならず、アレル
ギー性疾患、炎症性腸疾患、いびき、肩こりといっ
たものまでも改善するようになりました。当然、
私の処方箋を書く枚数は激減しました。
　と同時に、私は失望と怒りを覚えました。口の
ことであれば、歯科医が専門である、むしろ歯科

NPO法人恒志会
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医になればいろいろな病気を治療できたのにとい
う失望、そしてなぜこのような大切なことを、こ
れまで誰も教えてくれなかったのだろうと言う医
学教育に対する怒りです。私は、患者さん方にい
つも聞きます。これまで歯科治療の際に、口呼吸
について指摘されたことがありましたか？と。そ
して、ほとんどの場合答えは「ありません」です。
時々、口呼吸について指導された経験のある患者
さんに遭遇すると、ホッとしたものでした。

堀田先生との出会い

　歯科では、この「宝物のような口呼吸」の問題
よりも、齲歯やかみ合わせなどの治療を優先する
理由があるのではないか、そのような疑問も湧い
てきました。私の課題は、医科の立場から、患者
さん方へ歯科治療の重要性について啓蒙していく
ことだと捉えることにしました。
　この度、故片山恒夫先生が始められた恒志会で
発表できることは大変光栄なことです。これは堀
田修先生との出会いによります。堀田先生は、あ
る歯科の先生から著書を紹介され、私は、いても
立ってもいられず福岡から仙台に飛びました。そ
こで鼻咽腔炎という概念を知り、「歯だけじゃな
くて良かった」と妙な安堵を覚えたことを思い出
します。

命と病の入り口

　福岡の西日本新聞社では、「命の入り口　ここ
ろの出口」と題して、口腔の問題をずっと取り上
げています。私のあいうべ体操も紹介していただ
き、花粉症が良くなった、喘息の薬が減ったとの
うれしい声が届くようになりました。酸素と食物、
鼻と口は命の入り口でもありますが、それらをき
れいに保つことが出来なければ、病気の入り口に
もなってしまいます。このような取り組みがます
ます増えていくと、日本の医療費は必ずや減って
いくと思います。増大する医療費を削減していく
ことは、次世代への負担を軽減することです。ま
た石油が枯渇してしまうと、薬を製造することが

出来なくなってしまいます。こればかりは、太陽
光で代替すればよいと言うものではありません。
薬を使わないというのは、エコでもあるわけです。
それは私たちの世代にとっても大切なことです。

いつか森も木も見てみたい

　体のことは知らないことだらけです。いくら勉
強をしても追いつかないことをいつも実感し、自
分の実力のなさ故に治療に難渋する患者さんがい
ると、申し訳なく思います。堀田先生は、著書の
中で「森を見て木も見る医療」と仰っていますが、
浅学な私が、森も木も見られるようになるのはい
つだろうかと、その日を楽しみにして診療に励ん
でいます。
　私は、一介の開業医ですから、難しいことはお
話しできません。しかし、患者さん方の薬をやめ
ていく方法の提供に関しては日本一だと思ってい
ます。あいうべ体操を通して、改善した症例を紹
介します。人は、ちょっとしたきっかけで病気が
良くなるものです。そのきっかけを作るのが、舌
位置の是正であり、口と鼻の掃除です。
　この場が、私の乏しい臨床経験を通じて学んだ
ことを分かち合う場所になればと思ってお話をい
たします。

NPO法人恒志会
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　現在、我が国には約30万人の慢性腎臓病患者が
末期腎不全により透析医療を受けている。透析医
療が必要となる二大原因疾患は糖尿病性腎症と慢
性糸球体腎炎で、慢性糸球体腎炎の約半数がIgA
腎症である。IgA腎症は腎臓の血液濾過装置であ
る糸球体のメサンギウムにIgAが沈着することを
特徴とし、臨床的には糸球体毛細血管の破綻によ
り血尿が認められる。
　IgA腎症が肉眼的血尿で発症することは稀で、
血尿の程度はほとんどの場合は顕微鏡的血尿で、
患者の70％は検診で発見される。IgA腎症は、以
前は不治の腎臓病であったが、現在では早期の段
階であれば扁桃摘出・ステロイドパルス併用療法

（扁摘パルス）により根治しうる疾患であること
が明らかになっている。
　IgA腎症では腎臓に粘膜防御を担当する免疫グ
ロブリンであるIgAが沈着することより粘膜免疫
の破綻が関与することが示唆され、感冒を機に血
尿が悪化する症例が多いことより上気道粘膜の領
域にIgA腎症発症の根本原因が存在するであろう
ことが容易に推察される。そして、扁摘パルスを
行うと早期の段階であれば高率に寛解が得られ、
また、摘出した口蓋扁桃を詳細に調べるとIgA腎
症に特徴的な所見があることから、口蓋扁桃が
IgA腎症発症の重要な役割を担っていることはも
はや疑う余地がないと思われる。
　IgA腎症は世界中で最も頻度が高い原発性糸球
体腎炎であるが、興味深いことに国により罹病率
が大きく異なり、アジア、特に日本に多く、欧米

に少ない。世界で地域差を生じる理由は腎生検の
適応や集団検尿制度などの医療的要因が大きいと
考えられるが、遺伝的素因の関与も指摘されてい
る。しかし、IgA腎症における責任遺伝子の研究
がこれまで精力的になされて来たが、いまだ確立
されたものはなく、実際、家族発症する例はIgA
腎症患者のごく一部にすぎない。
　筆者はこれまでに2000人を超える全国のIgA腎
症患者の診療を行って来た。日常診療を通じて気
付いたことは「叢生歯列」「上顎前突」「前歯の脱
灰」「下顎後退」「口角下垂」「下口唇の外反肥厚」

「口唇乾燥」などの口呼吸と関連する容貌の特徴
を持っているIgA腎症患者が多いことである。加
湿機能とフィルター機能を備えた鼻呼吸に比べ、
口呼吸では咽頭が細菌、ウイルス、粉塵、冷気な
どに直接暴露されやすく、また口腔内の乾燥も招
き、口蓋扁桃を中心とした口腔内リンパ組織に慢
性的な炎症を生じやすいといえる。したがって、
口呼吸の習慣が腎臓病や皮膚関節疾患などの二次
疾患の原因となる病巣扁桃を形成する誘因となる
ことが推察される。
　筆者はこの口呼吸の習慣の有無が国によるIgA
腎症の発症頻度の差異を生じる原因であると想定
している。欧米ではIgA腎症の発症率が日本より
少ないとされているが、その中ではフランスで発
症率が高いことが知られている。日本人に口呼吸
が多いことは以前より指摘されているが、フラン
スでは他の欧米諸国に比べ口呼吸する人の割合が
多いそうである（西原克成博士私信）。

I gA 腎症根治治療ネットワーク代表
前仙台社会保険病院腎センター長（医師）

ＩｇＡ腎症と口呼吸

Osamu  Hotta堀田　　修

特 集 口呼吸を考える
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口呼吸の癖を獲得する要因としては、あやまった
食習慣やおしゃぶりの早期離脱などがこれまでに
指摘されている。筆者はこれらに加え、日常使用
する言語の構音特性も少なからず関与すると想定
している。日本語と比較すると英語には　“ｐ”，

“ｍ”，“ｖ”，“ｆ”といった口唇（口輪筋）に力
が入る言葉（英語の p, mは発語の際、日本語の

「ぱぴぷぺぽ」、「まみむめも」に比べて口唇に力
が入っている）と、“θ”（thing,thanksなど），　“ð”

（the,thenなど）といった舌先を歯に挟むような
舌先が緊張する言葉が存在する（フランス語にも
θ, ðは外来語以外には存在しないようである）。
口呼吸の習慣を持つ人は口唇と舌が常時、弛緩す
る傾向にあるが、英語の持つ口唇（口輪筋）や舌
を緊張させる構音特性が口呼吸の習慣に陥りにく
くしているのではないかと筆者は考えている。
　口呼吸の習慣が是正されないと、口蓋扁桃を摘
出しても、舌扁桃などの残存する口腔内リンパ組
織に対する抗原刺激状態が改善しないので、十分
な治療効果が得られなかったり、一旦、寛解して
も再発したりすることにつながる。したがって、
IgA腎症の根本治療においてはプロトコールに
則った扁摘パルスの実施のみならず、必要に応じ
た口呼吸の是正が重要であると筆者は考えている。
　では、口呼吸を是正するためにはどうしたら
よいか？おしゃぶりを３，４歳まで続けるという
のは予防という観点からは重要かも知れないが、
IgA腎症が４歳以下の幼児に生じることは極めて
稀で、IgA腎症を発症する時はすでにおしゃぶり
年齢を過ぎている。口呼吸の人はクチャクチャと
音をたて、早食いであることが多いので、筆者は
一口30回以上噛むことを指導している。そして、
就眠時には口テープを貼ることを勧める。こうし
た、一般的な指導に加えて、口呼吸を根本的に是
正する試みとして口輪筋を鍛えて柔軟にする簡単
な体操と、舌位置（口呼吸では舌低位となる）を
改善するための舌の運動を指導している。腎臓だ
けに注目していては腎臓病を根本的に治すことは
できない。IgA腎症をはじめとする慢性免疫疾患
の治療では病態の全体像を俯瞰し、根本的原因に
まで踏み込んだ「木を見て森も見る医療」の実践

が肝要である。
　医学界ではいまだにevidence based medicine

（EBM）が席捲し続け、残念ながらIgA腎症治療
における口呼吸是正の重要性が診療ガイドライ
ンに取り上げられることはない。巷に氾濫する

「EBMに基づくガイドライン」の多くは製薬企業
の支援を受けた対症治療のランダム化比較試験の
結果を明確な目的意識もなく羅列した知識の集積
にすぎない。患者の病態に対する注意深い観察、
必要にして十分な知識、そして、それらに卓越し
た経験知に基づく柔軟な智恵が加わり、はじめて
患者毎の最善な治療が導き出される。とは言うも
のの、EBMを否定することで口呼吸の重要性が
高まるわけではなく、また、EBMの批評家が優
れた医療を創生するわけではない。今、私たちに
求められていることは「口呼吸に関する科学的エ
ビデンスを作る」ことであろう。

NPO法人恒志会
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特 集 口呼吸を考える

略歴
　1979年３月　神奈川歯科大学卒業
　1979年４月　東京歯科大学歯科矯正学教室入学
　1984年４月　長野県上田市にて水野矯正歯科医
　　　　　　　院開設
　1984年６月　口蓋裂育成更正医療機関指定医資
　　　　　　　格取得
　1990年７月　日本矯正歯科学会認定医資格取得
　1999年６月　顎変形症指定機関資格取得
　2006年11月　日本矯正歯科学会専門医資格取得
　　　　　　　現在に至る。

学会講演
１）第12回甲北信越矯正歯科学会学術大会特

別講演「口呼吸について」
２）2003年東京矯正歯科学会特別講演「開咬

について」
３）第23回中日本矯正歯科学会特別講演「鼻

気道障害と矯正治療について」
４）第18回日本顎変形症学会総会シンポジューム
「開咬患者の形態と機能回復…その治療目標」

５）第51回近畿東海矯正学会学術大会特別講
演「開咬患者の形態と機能回復…その治療
目標」

研究論文
１）吉野成史、水野　均：鼻気道障害患者の

顎顔面形態に関する研究　第一報　閉鎖タ
イプ別にみた骨格的特徴について、バイオ
プログレッシブ・スタディークラブ会誌８：
15-34、1994．

２）水野　均、吉野成史：鼻気道障害患者の
顎顔面形態に関する研究　第二報　鼻気道
障害患者の口蓋扁桃・アデノイド・下鼻甲
介手術のアンケート調査、バイオプログ
レッシブ・スタディークラブ会誌８：35-43、
1994．

３）吉野成史、水野　均：鼻咽腔と口腔－
Airwayと矯正治療について、バイオプログ
レッシブ・スタディークラブ会誌１：１-22、
1987．

主な所属学会・スタディーグループ
日本矯正歯科学会会員、東京矯正歯科学会会
員、Bioprogressive　Study　Club理事、顎関
節学会会員、口蓋裂学会会員、咀嚼学会会員

水野　　均（みずの　ひとし)

略歴
昭和57年 日本大学歯学部卒
　同年 日本大学歯学部
 小児歯科学教室入局
平成３年 横浜市青葉区にて
 「げんかい歯科医院」開院
平成20年 NPO法人口腔健康推進協会
 サークルアイ　副代表
平成16年 乳幼児健診マニュアル作成
 （横浜市青葉区歯科医師会）
平成17年 横浜市医療功労者表彰

平成18年 神奈川県歯科保健賞　受章
平成18年 乳幼児健診Q&A作成
  （横浜市青葉区歯科医師会）
平成19年 日本看護学会　シンポジスト
 教育新聞「保護者と向き合う」掲載
平成20年 小児看護　特集号　掲載
平成21年 茨城キリスト教大学看護学部紀要
平成19年より 川崎市公立保育園保育士会研修会講師
平成20年より 横浜市保育士講習会講師

元開富士雄（げんかい　ふじお)

● 講 師 プ ロ フ ィ ー ル
第３回 創健フォーラム「口呼吸を考える」
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略歴
1983年 防衛医科大卒業
 同年 防衛医大附属病院第２内科
1989年〜 仙台社会保険病院腎センター
2006年４月〜
2008年12月 同腎センター長
2009年１月 IgA腎症根治治療ネットワーク代表
 現在、仙台社会保険病院（宮城）、

大久保病院（東京）、成田記念病
院（愛知）で、IｇA腎症を中心
とした腎疾患診療を行う

著書
慢性免疫病の根治治療に挑む（悠飛社、2007）
IgA腎症の病態と扁摘パルス療法（メディカル・
サイエンス・インターナショナル．2008）
Recent Advance in IgA Nephropathy（分担執
筆）（World Scientific Publishing 2009）―

堀田　　修（ほった　おさむ)

略歴
鹿児島県生まれ。1995年山口大学医学部卒業。
同大救急医学講座入局。飯塚病院、山口大学
医学部付属病院総合診療部などを経て、“み”
んなが“ラ”クになる“医”療（みラ医　医
療）を目指して2006年福岡市にみらいクリニッ
クを開業。身体の使い方を治して、病気を治
すという考え方に基づいて、なるべく薬を使
わない医療を提供している。

主な著書
免疫を高めて病気を治す口の体操「あいうべ」

（マキノビタミン文庫）

「足の指」まっすぐ健康法（KAWADE夢新書）
がん治療の革命的アプローチ　話題のバイオ
ラバーを検証する（医学最先端シリーズ）
加圧トレーニングの理論と実践（KSスポーツ
医科学書　共著）
等がある。

日本東洋医学会漢方専門医
日本AKA医学会指導医
加圧トレーニング統括指導者

今井　一彰（いまい　かずあき)

NPO法人恒志会
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Mouth Breathing－（5）

▪始めに
▪幼児期における舌と顔の筋肉の役割
▪歯の異常萌出と口呼吸による歪みのパターン
▪ガス交換と口呼吸
▪食べ物と口呼吸
▪まとめ
▪文献

始めに

　人間は鼻で呼吸するように造られており、休む
時も軽い運動の時も鼻で呼吸する。例外は、ほと
んど口を閉じて長距離を走るマラソンランナー。
　最後のダッシュとその直後以外ほとんど鼻で呼吸
している。これが肺のガス交換による有酸素呼吸を
助けている。ガス交換がうまく出来ることで体内の
適度な水分量を維持している。口を早く開けてしま
うとフィニッシュ前に疲れてしまう。タイムが良くない
ばかりかフィニッシュできない事もある。脱水して、
無酸素呼吸となり疲れきってしまう。口呼吸の人の
一生も同じようなものといえる。
　正常な人は、鼻がフィルターとなり空気を暖め
るだけでなく湿りも与えている。空気が副鼻腔を
通る時熱交換によって空気は温まり鼻腔は冷え
る。特に蝶形骨洞では松果体が冷やされている。
鼻腔の温度が高い場合は炎症や花粉症と見なすこ
とが出来る。中国医療では熱が頭に昇るという。
松果体の温度が上がると機能異常を起こし、成長

を司るホルモン分泌や体温調節を司る脳下垂体の
障害となる。
　鼻呼吸では、副鼻腔で一酸化窒素が生成され肺
に取り込まれる。一酸化窒素は、血管拡張効果が
あり肺での細菌繁殖を防いだり、ガス交換の10%
を担ったり、血中酸素を18%増加する、そして何
よりも抗炎症作用がある。
　口呼吸は、鬱血と関わっていることが多く、風
邪、インフルエンザ症状、副鼻腔炎、アレルギー、
中耳炎、鼻汁、アデノイドが出やすくなる。アデ
ノイドは花粉が大気を舞う春によく見られるため
春を喘息シーズンと呼んでいるのかもしれない
が、アデノイドは春に限らず多発し、咽頭の負担
が大きく患者はとても疲弊してしまう。
　見慣れた人の目には、口呼吸をする人の顔は長
く矢状面の頭が平坦で長めに映る。また、舌の位
置によって様々な歯列不正が起こっている。口呼
吸は、指しゃぶりや吸唇癖、舌出し嚥下のクセの
ある人に良く見られる。その場合、親指やそれに
替わる毛布などの物は、呼吸を確保するために関
節に圧をかけない矯正具の働きをする。こうなる
と当然のことながら歯の異常萌出が起きる。また、
誕生時のトラウマを解消できずに保持してしまう
ことにもつながる。この本質的組織の異常は筋機
能をも変えてしまう。その結果、体は生き延びる
ために懸命に補完しようとするので顔の対象性が
失われ必然的に異常萌出となってゆく。
　口呼吸は、いびき、呼吸の乱れ、そして睡眠時
無呼吸という深刻な病気の原因となる。睡眠時無

口 呼 吸

Joseph Da Cruz BDS. MDS.

訳：恒志会理事　山田　勝巳

ジョセフ・ダ・クルズ

特 別 寄 稿 S p e c i a l  c o n t r i b u t i o n
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呼吸症は、心臓に悪影響を及ぼし成人に高血圧を
もたらすこともある。子供の場合は、集中力欠如
となり学習やスポーツの成績が悪くなる。口呼吸
では口腔細菌が増え口臭の原因となり、夜尿症や
夢遊病の見られる症例もある。モロ反射のような
本態反応が存続し続け成長と発育を阻害する。
　一般的に口呼吸は、見た目が悪い、頭が悪い、
発達が悪いと受け止められている。ダウン症患者の
表情のように障害として見られることもある。これは
上顎の発達不良であるためと、口呼吸していると口
が開き舌が突き出していることによる。顔や口腔の
形に著しい影響を与える。口蓋が高く歯列弓が狭い
か、過蓋咬合で下顎が後退しのっぺりとしたアデノ
イドの表情となっているのが普通である。舌の突き
出しがある場合、ほとんどのケースでは前方離開咬
合か側方離開咬合がおきている。
　人の子は最初の3年間で身長が2倍になるという
大変面白い成長をするが、これは人生で一度限り
のユニークなものである。顔は約30%形成されて
誕生してくる。一才になる頃には50%に達し、４
才では60%、８歳で80%まで形成される。12才で
90％、18才で100％に達する。この成長期に鼻呼
吸にならなければ、顔や骨格の歪みが起こるのは
必至である。重度の場合は、簡単な矯正では治ら
ず、ほとんどの場合手術となり高い費用と病弱と
いうコストが伴う。重度の鼻腔閉塞が分らずに幼
児が原因不明で死亡するということも大げさでは
ない。従って、口呼吸を治療し鼻呼吸を回復する
のは早いほど良いのである。

幼児期における舌と顔面筋の役割

　ダニエル・ガーリナー教授の「Swallow Right 
or Else（正しい飲み込み方をしないと）」という
1979年発行の本には以下のように解説されてい
る。「舌は非常に強く動く筋肉で唇や頬筋などの
顔面筋と共に正しい授乳のために重要な働きをし
ている。舌と硬口蓋で乳首を搾るときに母乳の流
入量をコントロールする。口蓋は広く大きくなっ
てゆき誕生時に形成される緊張パターンを正常化
するようになると同時に呼吸ができて、幼児に

とって成長と発育にとても良い状態ができる。授
乳していない時は、舌が硬口蓋に付き唇は閉じて
鼻呼吸をしている。」
　さらに言うならば、これによって正常でバラン
スの取れた交感神経、副交感神経の働きができ、
免疫系もバランスが取れてくる。幼児期の成長で
は、様々な本態反射が統制されると同時に中枢神
経もしっかりと形成されてくる。この成長期にス
トレスがあると本態反射が残り神経形成が遅れて
しまう。こうした本態反射が優先する事は、状況
の如何に関わらず幼児があらゆる逆境を生き延び
ることである。
　幼児の異常呼吸は、母親の食事に問題があった
り、吸い口（乳首）に問題のある哺乳瓶でミルク
の流れをコントロールできなかったりと原因は
様々である。幼児の口がミルクで溢れるのは溺れ
させているようなもので、溺れないようにと幼児
は必至で舌を突き出す。その結果呼吸が妨げられ
空気を飲み込み腹が膨らんでそれに伴う障害が出
来てくる。結果的に交感神経優位となり消化機能
が減退しT2免疫反応を引き起こす。T2免疫反応
が支配的になると炎症を起こし、粘液を出し、発
疹、アデノイド、扁桃障害がでてくる。これらが
原因となって気道を狭めてしまい、幼児は窒息せ
ずに飲み込もうと必死で舌を動かす。
　私の経験から、こうした状況に対応するために
幼児が取る舌の位置は以下の３種類ある。
1.　舌が下顎近くにある場合：下顎は発達するが
上顎は発達しない。この状況だとクラス３が形成
されてゆく。舌小帯硬直症（tongue tie）もこれ
と似た障害を起すことが知られている。
2.　舌が歯の間に位置する場合もあり、オープン
バイト（離開咬合）となる。オープンバイトは矯
正で外観を良くすることも病的挺出を治すことも
最も困難な症例となる。
3.　その他にクラス２div1のような場合は、一般的に
舌が口蓋に付いていても一定の緊張とTMJ障害があ
る。舌出し嚥下の有無に拘らず舌の空間が限定され
ているため食いしばりが多い。食いしばりは、下顎
と舌を上顎に押し付けて気道を確保する方策。舌出
し嚥下は更に歯列弓を狭める。過蓋咬合とオーバー
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ジェットと歯列弓の狭窄でSpeeカーブとウィルソン
カーブが大きくなり、頭痛や偏頭痛が強く出る場合
がよくある。また、正常な呼吸ができず、特に夜間
はひどくなる。その結果、起きているときは下顎が
後退し頭を前に突き出す姿勢になったり、夜間は口
呼吸になったりする。
　上述した舌の位置によるどのケースでも、噛む、
飲む、話すに影響が出る。

口呼吸における挺出と緊張パターン

　歯が順次萌出するように（幼児から少年、10代
と成長する段階で）よく観察し処置することは、
不正咬合や口腔構造の歪みによる障害を防ぐ上で
最も重要である。それによって顎の位置が正しく
なり、直接・間接に舌の位置によって気道をコン
トロールできる。舌の位置を正さないと、口呼吸
と歯の不正萌出になってしまう。Speeカーブは
上顎と下顎で逆になる。上顎の第一大臼歯が挺出
し下顎の第二大臼歯が挺出すると、顎にSpee カー
ブができ前後の動きが抑制される。挺出は過蓋咬
合のように縦の余裕がない場合（loss of vertical） 
は許容できるが、オープンバイトで挺出がある
場合、挺出を修正する、特に上下間を大きくす
る（increase in vertical）のは非常に難しくなる。
歯を陥入することが難しくなる。

図１　ケースＡ　口呼吸による挺出障害
上顎は第一大臼歯が、下顎は第２、第３臼歯が挺出している。

図２　ケースＡ　呼吸するために舌が前に出ている
前面過蓋咬合で舌が上の切歯と下の切歯の間にある。舌出し嚥下で舌
の空間が狭い。

図３　ケースＡ　狭窄した気道の断面
最も狭いところで、幅 11.6mmしかなく、扁桃腺を飲み込むと更に
気道が狭くなる。

　誕生時のトラウマに強く影響される頭蓋緊張パ
ターンとして蝶形骨と後頭骨の接合部の蝶後頭軟
骨結合がある。これは側頭下顎骨と同じレベルに
ある。この顎関節と蝶形骨の関係は要注意である。
蝶後頭軟骨結合は軟骨性で成長期の場合簡単に修
正できる。頭蓋整骨（オステオパシー）では、下
顎は後頭骨と、上顎は蝶形骨と関連している。こ
の二つの骨には８パターンの組織傷害が挙げられ
ているが組み合わせはもっと多様である。口呼吸
の患者を治療するに当って、腕の良い頭蓋整骨医

（カイロプラクター）がいれば歯科医のよきチー
ムプレーヤーとなってくれる。頭蓋整骨医は、緊
張パターンが不正咬合パターンを決めるという
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が、これは事実だろう。
　歯科医である我々はこの辺の所を良く分かって
いない。頭蓋整骨、整体、歯科医の共同は意義あ
ることで今後の研究課題でもあろう。歯の順次萌
出と緊張パターンには緊密な関係があるようだ。
頭と首のレセプターの神経信号による筋肉パター
ンは、その動きによって不正咬合を形成する。こ
の信号は歯周靭帯と頭蓋縫合の機械的受容器から
発せられるもので、考慮しなければならない重要
な信号システムである。筋肉は知覚からのフィー
ドバックに対応して動くものだ。
　口呼吸は、上唇を低張、弛緩し、下唇を緊張さ
せ外反（eversion）させる。強い頤筋（mentalis）
の動きがあり、上の前歯が動いて突出し、下の歯が
後退し叢生となって長くなる。前歯の後ろに位置して
オーバージェットになることもよくある。同時に咀嚼
筋／頬が緊張し横方向を狭め歯列弓を狭めて上顎
を折り込み口蓋を高くする。これによって顎関節に
は最も有害な咬合となるウィルソンカーブができ横方
向の動きを妨げる。歯軋りは交差障害を正す自然の
働きなのかもしれないが、これによって顎関節と歯
周靭帯に深刻な損傷が起きる。
　こうした点を考慮せずに時宜を逸した矯正がまか
り通っている。顎関節の傷害や緊張パターンを正す
ことなく歯並びを揃えている場合が少なからずあり、
結果的に歯並びは良いが顔は歪んでしまっている。
そうして逆戻りを繰り返し痛みや不快感も出てくる。
抜歯して舌の空間を小さくすると確実に顎関節症と
痛みと睡眠時呼吸障害を惹き起こす。
　幸いなことに、現在では口腔構造や歯の機能を
適期に正しく治療する意識が高まっている。研究
者の間では、これが間違いのない口呼吸の複雑な
問題を解決する道だという共通の認識がある。最
初に不正咬合やストレスを起こす病的状態を理解
し修正する必要があるのは言うまでもない。これ
までの多数の症例で貴重な知識が得られ、それを
上手く有効に使って治療し多くの人に安らぎと永
続的治癒をもたらしている。メディアを通して
治った患者の証言を知り、苦しむ人々の間に意識
が広がり大きな動きとなってきている。最後に紹
介する症例は、難しいケースでもやれることがあ

る、口呼吸も別の視点から見ることで人々に勇気
を与えてくれることを示している。

ガス交換と口呼吸

　口呼吸は、本来鼻が詰ったりやや強めや激しい
運動をした時のその場をしのぐ対応である。口呼
吸が長引くとガス交換が上手く行かず様々な問題
が起きる。通常ガス交換は肺で行われており、ア
ルカリ度が高いほど酸素の運ぶ量が増え、外呼吸
によってCO2が排出される。組織中に酸素が放出
されるのは、ボア効果と言う組織の酸性度が血液
よりも高いことによる。CO2は水と反応して炭酸
となる。炭酸は、炭酸アンヒドラーゼ酵素によっ
て重炭酸塩となる。血中のたんぱく質はH+ラジ
カルを吸収する。組織内のガス交換を内呼吸とい
う。血液は脱酸素することによって二酸化炭素
を運搬する力が増す。この特性をハルダン効果

（Haldane effect）と呼んでいる。血液に蓄積した
二酸化炭素は肺に運ばれ排出される。呼吸が速く
深くなると二酸化炭素の排出量が増え、その結果
として血液と組織のpHは高くなる。 
　口呼吸だと二酸化炭素の放出が早すぎて肺の上
部１／３しか使われず、横隔膜が動かないので首
と肩が凝る。呼吸の速度と深さを調整することで
脳と肺は時々刻々 pHをコントロールできる。pH 
は人体の何層もの緩衝機能によってコントロール
されており、一つが機能しなくても別のが機能で
きるようになっている。緩衝機能の中心的役割を
果たしているのは、重炭酸塩、乳酸塩、クエン酸、
シュウ酸塩、リン酸塩、アルカリ性ミネラルであ
る。腎臓も酸や重炭酸塩を尿として除去し、尿酸
を尿素に変換するアンモニアを作ってpHを調整
している。重炭酸塩は有酸素呼吸によって形成さ
れ、炭酸アンヒドラーゼ酵素の主役として亜鉛が
ある。重炭酸塩はこの酵素によって組織中で作ら
れ、肺の中で二酸化炭素と水に分解され排出され
ると同時に血液は酸素を得ている。
　血液が酸素を運搬するには組織よりも常にア
ルカリ性でなければならない。pH7.4の血液は、
pH7.3の血液よりも65％多く酸素を運べる。筋肉
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のpHは約7.0－7.15の間にあり、血液のpH が精製
した糖類(分解して酸になる、黒糖でも量が問題)
などの間違った食べ物で下がった場合に口呼吸だ
と組織からのCO2解放が早すぎる。組織はアルカ
リ度が上がり、ボア効果が無くなる。その上、組
織は低酸素状態になって無酸素呼吸となり酸が多
く生成されるようになる。組織は酸素欠乏を起す。
脳は更なる興奮と不安で過呼吸となり窒息を防ご
うとする。正常なCO2レベルは脳が設定するが口
呼吸によって異常になってしまう。
　血中の重炭酸塩欠乏は、唾液中（唾液は血液か
らできる）の重炭酸塩欠乏につながりかつ複数の
緩衝システムが機能しなければ虫歯に至る。
　口呼吸の危険性はまだある。過喚気又は過呼吸、
そして夜間に窒息を起す気道閉塞である。更に怖
いのは、好ましからざる波及効果のある不安症を
起すことである。ロシアのコンスタンチン・P・
ブテイコ教授は、過喚気を詳しく調べ、治療法を
公開して大いに貢献しているが、十分考慮に値す
る内容である。
　夜間の口呼吸は、深刻な結果を招きやすい。睡
眠中の筋肉はほとんど緊張がなく弛緩している。
不正咬合と歪んだ口腔構造のため下顎は後退して
動けなくなる。口腔内では、扁桃の腫れや後退し
た舌、潰れた気道が物理的障害となり、胸腔内に
負圧が発生することがある。若い成長期の子供の
場合、漏斗胸のように胸骨が凹んでしまう(菊池
まこと博士)。鼾や窒息することも多い。低酸素
や無呼吸発作になる可能性が高く、思わぬ結果に
なることもある。
　口呼吸で注目したいのは、肺の上部1 ／ 3しか
使われず、一次元的な動きになることである。正
常な呼吸では３次元的な横方向の動きもある。横
隔膜を使って肺全体が拡張して腹部が動くため腸
や肝臓に好影響を与えるのだが、一次元的な動き
ではそれが滞ってしまう。

食べ物と口呼吸

　ウェストン・プライスの調査研究では、誤った
食べ物を摂れば身体の変性疾患と口呼吸が僅か一

世代で起こる事を明瞭に示している。それを補足し
ているのが、フランシス・ポテンジャーとメルビン・ペー
ジの生の食べ物の有用さと健康的栄養のある食べ物
とは何かについての研究。未開人の食べ物にはカル
シウムやリン、抗酸化物質が豊富にある。汚染物質、
高機能物質、保存料等々が入った酸化し変性しミネ
ラルが欠乏した近代の食べ物とは対極にある。ビタ
ミンA、D、E、Kなどの脂溶性ビタミンや賦活因子・
Xファクターが豊富にあった。
　人類は何百万年もかけて進化してきている。人
類進化の歴史は代を重ねて起きた変化を記してお
り、医療と口腔のあるべき姿にヒントを与えてく
れている。私たちの体はおおよそ狩猟採集の頃の
遠い先祖からのものであり、農民になったのも産
業革命もずっと後になっての事。現在のライフス
タイルの変化は劇的なもので、人体がその変化に
適応できるのかどうかは不明である。
　「私としては、人類の絶滅に繋がりかねない歯
の病気と変性疾患の進行を止める方策は一つしか
思い浮かばない。それは歯科医を歯に害となる原
因と治癒に最高の研究心を捧げられるような地位
に引き上げることだ。歯科医は、歯が食べ物に影
響される限りは、人類の進化を賢明に舵取する者
となるべく努力すべきだ。無知な未開人に思いを
馳せ、その食べ方を見て学ぼう。歯磨きや歯磨き
粉は靴ブラシや靴クリームと同じくらい重要なも
のだというふりをするのはもう辞めにしよう(訳
注:英語のことわざで本質から外れた重要でない
ものに焦点を当てているという意味)。売り物の
食べ物が歯を安物にしてしまったのだ。」（アーネ
スト・A・フートン、Apes, Men and Morons（猿
と人とバカ）1937年） 

まとめ

　本文は、口呼吸の問題を理解し体系的な対策を
取る必要があるという視点で捉えている。成長と
発達は、気分、気力、睡眠、外観、機能等あらゆ
る面で重大な影響を与える。真剣に向き合うべき
ことではないだろうか。医学は棺桶から揺り籠を
振り返る視点で病気や障害、不健康を理解しよう
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としていると書いてあるのを読んだ事がある。人
間の健康と福祉を向上する為には、まず、母親を
見る、それから乳児と全ての環境を見て最善の生
きる術を与えるべきだ（Dr.ジョン・ダイアモンド）
というのは、私にとって大きな学びだった。プラ
イス・ポテンジャー財団の活動は賞賛に値する素
晴らしいもので歯学のカリキュラムに取り入れ広
く知らせて行くべきものと思う。

付表A – SOMA 口呼吸ケーススタディ
　SOMA システム （USA他の数か国の特許取得、
その他の国で出願中） は、これまでの知識や臨床
試験で分ったこと、現時点で十分予後の予測でき
る知識で開発されたもの。
症例１　口呼吸で14mmのオーバージェット患者
のSOMA による治療。食事と栄養に関する助言
も与えている。

2006年９月１日　　口呼吸　短唇
症例１

⇨

2009年９月８日　　口が閉じ　鼻呼吸

⇨

2002年　治療前

2008年　治療後

症例２
　この症例は口腔構造の変化を示すもので、上下の歯
列に重度の不正咬合があった。この患者は、永久歯
が納まらず右上の犬歯が上顎に埋没して萌出しなかっ
た。慢性的副鼻腔炎、扁桃腫脹、口呼吸症状もあった。
発育にも影響が出ていた。気分、気力、睡眠、集中力
もみな影響されていた。

SOMAによる治療
　SOMAを使って治療したところ、この患者の不正咬
合は著しく改善し、上顎内に埋没して萌出していなかっ
た犬歯も含めて永久歯が全部収まるようになった。噛
合せは、下顎が自然な前の位置に来ることで正常になっ
た。慢性的副鼻腔炎、扁桃の腫脹、口呼吸症状も口腔
構造の改善とともに全て解消した。治療の過程で、抜
歯も短期口蓋拡張もしていない。
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Introduction

We human beings are made to breathe through the nose. This is true 
even while resting or doing light exercise.  Marathon runners, who 
run great distances with their mouths mostly shut, exemplify this. 
They breathe through the nose during most of their run, except per-
haps for the last dash or immediately after. This practice helps them to 
carry out aerobic respiration that permits proper gas exchange in their 
lungs.  Besides, correct gas exchange in the lungs ensures the right 
level of water condensation within their body. In contrast, the ones 
who open their mouths early end up stressed before the finish line. 
Not only will they not do too well but also they may not even finish 
the race. They will be dehydrated, anaerobic, tired and worn out. It is 
the same in the case, of the life of a mouth breather throughout their 
life, from infancy to old age.
In case of any normal individual, the nose not only filters and warms 
the inhaled air, but it also humidifies it. When air passes through 
one’s paranasal sinuses, a thermal transfer takes place between the 
passing air and the paranasal sinuses; a process where the air gets 
warmer and the sinuses get cooler. This is true particularly in the case 
of the sphenoid sinus, which cools the pituitary gland. Overheating of 
sinuses can be looked on as a form of sinusitis or hay fever. Chinese 
medicine refers to it as heat rising to the head. An overheated pitu-
itary gland can malfunction and disturb the hormonal functions that 
are crucial to growth and development of an individual and also upset 
the hypothalamus, which controls the body temperature. 

The paranasal sinuses also produce nitric oxide gas, which is inhaled 
into lungs when breathed through the nose. Nitric Oxide Gas has 
vasodilating effects on the lungs and prevents bacterial growth. It 
facilitates gas exchange by 10%, and increases blood oxygen by 18%. 
Moreover, it has anti-inflammatory effects.

Mouth breathing is often associated with congestion and it also makes 

one prone to colds, flu like symptoms, sinusitis, allergies, middle ear 
problems, rhinorrhea (runny nose), and adenoiditis. It is generally 
observed that adenoiditis flares up more in spring season when pol-
len is abundant in the air. That may be why some call spring season, 
the asthma season. However, flaring up of adenoiditis flaring occurs 
not only during spring; in fact it could occur at any time and in any 
place, and tax the adrenals so acutely that patients get extremely ex-
hausted.

To a trained eye, a mouth breather would stand out as one with a 
long face with the side of the head appearing flatter and longish in 
the sagittal plane. Besides, various types of malocclusion would be 
present depending on the tongue position. There would be no sur-
prise, if they are conspicuous for their bad habits like thumb suck-
ing, lip sucking or tongue thrust swallowing. In most of these cases, 
their thumb or a dummy, a blanket or any other object, serves as an 
orthotic that decompresses their joints, providing enough space for 
them to breath.  Certainly, these are ideal conditions for pathologi-
cal eruption of teeth.  In addition, they also serve to maintain strain 
patterns from birthing traumas that could be beyond proper nor-
malisation.  This fundamental structural pathology invariably leads 
to altered muscle function. As a result, a lot of facial asymmetry 
could develop with pathological eruption taking place, as a natural 
response; the body would struggle and compensate, in its effort for 
survival.

Mouth breathing also causes several sleep related disorders such as 
snoring, disordered (uneven) breathing and a serious illness called 
sleep apnoea. Sleep apnoea can cause cardiac repercussions that 
bring about hypertension in adults.  In the case of children, they can 
develop difficulties in concentrating and focussing, resulting in low-
er academic and sporting performances. As a rule, mouth breathing 
increases the bacterial scores in the mouth and produce bad breath. 
In some instances, bed-wetting and sleep walking is also observed. 
Many primitive responses such as Moro Reflex and a host of others 
are still maintained which hinder the development and growth of an 
individual.

Commonly, mouth breathing is perceived as unattractive, unintel-
ligent and backward. In some cases, it is seen as a disability, as 
viewed in Down’s syndrome facial look. This is partly on account of 
the open mouth and tongue protruding position while mouth breath-
ing, as well as the maxillary underdevelopment. It disturbs the facial 
and dental pattern of the individual significantly. Generally, it is 
noticeable in the form of a high palate with narrow shaped arches, 
or having a deep bite with retruded lower jaw giving the person a 
convex profile and adenoid face. In most of those cases where there 
is tongue protrusion, anterior open bite or lateral open bite is most 
likely to occur.  

It is interesting to realise that a human child doubles its height in the 
first 3 years of its life and that is unique in its life as it never happens 
again later.  At Birth, about 30% of its facial growth is completed. 
By the time it is one year old, it reaches 50% growth. By the fourth 
year, it reaches 60% and by the time one is eight, it attains 80% 
growth.  By the age it is twelve, 90% and by eighteen, 100%.  If na-
sal breathing is not happening during this crucial growth phase, al-
most certainly facial and structural deformity will take place. Some 
deformities are so severe that simple orthodontics cannot set them 
right and in most cases, they may need surgery at great cost and 
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morbidity.  It is not an exaggeration to say that severe undiagnosed 
nasal obstruction could cause infant crib deaths of unknown origin. 
Hence, the quicker mouth breathing is corrected, and nasal breathing 
restored, the better. 

The Role of the Tongue and Facial Muscles
during Infancy

In his book Swallow Right or Else (1979), Daniel Garliner explains 
that the tongue is a very strong, active muscle, and along with the 
lips and facial muscles such as cheeks, it plays a significant role in 
correct breast-feeding, controlling the flow of milk from the nipple 
as the nipple is squeezed between the tongue and hard palate. The 
palate broadens and expands and helps to correct the Strain pattern 
imposed during birthing.  At the same time the infant can breathe 
creating a very comfortable environment to grow and develop. If not 
feeding, the tongue is placed on the hard palate with the lips closed 
and carrying out nasal breathing. 

It is only appropriate to add that this produces a good and balanced 
sympathetic and parasympathetic nervous-system activity and bal-
anced immune response. While an infant is in its process of growth, 
many primitive reflexes get down regulated. It is also the period 
when the hard wiring within the central nervous system takes shape. 
However, if during this period growth is under stress, the primitive 
reflexes continue to prevail delaying the entire hard wiring process 
from attaining normal development. After all, the priority of these 
reflexes is to sustain the life of the infant against all adversities, ir-
respective of the situation.

 Infant breathing abnormalities can happen for various reasons such 
as when a mother’s diet is not satisfactory or the baby is bottle-fed 
using an incorrect nipple, so that the infant is constrained from con-
trolling the flow of milk. Flooding of milk in the infant’s mouth is 
similar to it drowning.  To stop it from drowning, the child involun-
tarily thrusts its tongue under unnatural stress. As a result its breath-
ing gets interrupted compelling it to swallow air, causing bloating 
and related distress. Consequently it leads to greater sympathetic ac-
tivity, causing a decrease in digestive function that invariably leads 
to a more T2 immune response. The outcome of a more dominant T2 
response is inflammation and production of mucous, rash, adenoid 
and tonsil problems. All of these further compromises the airway of 
the infant and it struggles to position its tongue so as to thwart chok-
ing and swallowing.

From my observations I feel there are basically three possible 
tongue positions that the infant will adopt in order to compensate as 
explained below. 

1. If the tongue is positioned near the lower jaw, the lower jaw de-
velops, but the maxilla continues to remain underdeveloped. This 
situation has the potential of developing into a Class 3 case. Some-
times ‘Tongue-tie’ also is known to create similar problems.

2. In some other case, the tongue is placed between the teeth and 
produces an open bite. Open bite cases are the most difficult to treat 
for aesthetics in orthodontics and correcting pathological over erup-
tion.

3. In other cases such as class 2 div 1, even if the tongue is placed 

on the palate usually there is strain pattern and TMJ pathology. Jaw 
clenching predominates, with or without tongue thrust swallowing, 
as the room for the tongue is limited.  Instead of the tongue mov-
ing forward it moves backward.  Clenching is a way of holding 
the lower jaw and the tongue out of the airway by holding against 
the maxillae. Tongue thrust swallowing further narrows the dental 
arches. Here deep bite and over jet with narrow arches, more pro-
nounced Curve of Spee and Curve of Wilson would predominate. In 
such cases, Headaches and migraines are often more pronounced. 
Besides, proper breathing could be severely compromised, especial-
ly during the night.  As a result, this may develop into a retruded jaw 
and may have a forward-head posture during the day and leading to 
mouth breathing mostly at night.

Chewing, swallowing and speech are also affected by tongue posi-
tioning problems in all the above-referred scenarios.

Pathological eruption of teeth and Strain pattern
consideration in mouth breathing

In Figure 3 the narrowest part of the airway is 11.6 mm in width. If 
Tonsils get swollen at this position it will further compromise airway
Close monitoring and proper attention to the sequential eruption of 
teeth, (as the infant is growing into a young child and teenager) is 
paramount to avoid traps of poor occlusion and faulty architecture.  
Besides, it can also ensure proper jaw position, which indirectly 
or directly controls airway by way of tongue position. Unattended 
faulty tongue position could lead to mouth breathing and to faulty 
eruption of teeth. This can produce the Reverse Curve of Spee in the 
maxilla and the Curve of Spee in the mandible. If the upper first mo-
lar over erupts in the upper jaw and lower 2nd molar over erupts in 
the mandible, then the jaw would have the Curve of Spee, restricting 
forward movements. Over eruption is admissible to a point if there 
is loss of vertical as in deep bite. But should there be over eruption 
with open bite, then the over eruption could be very difficult to cor-
rect, especially with increase in vertical. Intrusion of teeth will be 
hard to accomplish.

The cranial strain pattern that is most affected by birthing trauma is 
the sphenobasilar synchondrosis, where the sphenoid and occiput 
meet. It is at the same level as the temporo mandibular joints. This 
relationship of TM Joints and sphenoid must be given due respect. 
The sphenobasilar synchondrosis is cartilaginous and easily cor-
rected in the growing individual. In osteopathic terms the mandible 
relates to the occiput and the maxilla to the sphenoid. Eight different 
types of structural lesion patterns are described for these two very 
important bones, although there can be more and combinations of 
these. A good cranial osteopath is a good team player for the dentist 
to have and assist in treatment of the individual, who has mouth 
breathing. Osteopaths claim that the strain pattern set in place the 
malocclusion pattern and there may be truth in that.
Some how we as dentists have not learned this area too well. A com-
bined approach by osteopaths, chiropractors and dentists seems to 
make good sense and to be a valuable area of future research. Some 
how the sequential eruption of teeth and strain pattern are intimately 
linked.

The muscle pattern from the neurological signaling of receptors of 
the head and neck is driving the malocclusion through function. 
Such signaling occurs from mechanoreceptors in the periodontal 
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ligaments of teeth and cranial sutures. This is a significant part of 
the signaling system to be considered. Muscle activity is a product 
of response to sensory feedback.
Mouth breathing also causes the upper lip to be hypotonic or lax and 
the lower lip to be tighter and to have lip eversion. There is strong 
mentalis activity. This allows the upper front teeth to drift and pro-
trude and the lower teeth to be retruded crowded and elongated. It 
often positions itself behind the front teeth creating an over jet. At 
the same time, the buccinator muscles or cheeks contract and narrow 
the horizontal space causing narrowing of the dental arches, fold-
ing of the maxillae and vaulted palate. This gives rise to the Curve 
of Wilson the most damaging of occlusions to the TMJs, with cross 
interferences in lateral movements. Bruxing may be nature’s way of 
removing cross interferences. In doing so there is considerable dam-
age to the jaw joints and periodontal ligaments. 

We see today that a lot of orthodontics are carried out without timely 
and due consideration of the above mentioned aspects. More often 
than not, teeth are straightened without taking heed to correct the 
TMJ pathology and strain pattern. Thus, we will have straightened 
the teeth but will have ended up with a crooked, mismatched face. 
Time and again, relapse takes place in such cases, pain and discom-
fort can manifest as well. Extracting teeth and making the tongue 
space smaller is a sure recipe for TMD, pain and sleep disordered 
breathing. 

Thankfully more than ever before, there is greater awareness about 
the need to restore correctly, the structure and function of the teeth, 
and in a timely fashion. There is general concurrence among re-
searchers that this is one of the sure ways forward in solving the 
complex problem of mouth breathing. It goes without saying that 
there is a need to first understand and correct the existing pathology 
that drives the malocclusion and stresses the individual. From the 
several cases addressed thus far, a fund of valuable knowledge has 
been gathered and it is being put to use successfully and effectively, 
bringing relief and permanent cure to many who have been provided 
with correct treatment.  Awareness is spreading widely among   suf-
fers, listening to testimonies of cured patients and from media activi-
ties, which is gathering momentum. The case below shows what can 
be done even in difficult circumstances and is an encouragement to 
others, to look at mouth breathing in a different light. 

Gas exchange and mouth breathing

Mouth breathing is meant to be a temporary measure when the nasal 
passages are blocked or when carrying out moderate to severe exer-
cise. Unfortunately gas exchange still gets muddled up when mouth 
breathing is prolonged and creates all sorts of difficulties for the in-
dividual. Normally gas exchange occurs in the lungs by the fact that 
more alkaline blood will carry more oxygen and give out CO2 in 
what is called external respiration. In the tissues oxygen is liberated 
because the tissues are more acidic than the blood also called the 
Bohr effect. CO2 reacts with water forming carbonic acid. Carbonic 
acid is converted to bicarbonates by an enzyme carbonic anhydrase. 
The proteins in blood absorb the H+ radical. The exchange of gases 
in tissues is called internal respiration. Deoxygenating the blood in-
creases its ability to carry carbon dioxide; this property is called the 
Haldane effect. The blood carries the accumulated carbon dioxide 
along with it, back to the lungs from where it is exhaled. Both the 
amount of carbon dioxide exhaled, and consequently the pH of the 

blood and tissues increases as breathing becomes faster and deeper.
Mouth breathing tends to loose Co2 too quickly and therefore only 
the upper third of the lungs are used as compensation and the dia-
phragm remains mostly static. This results in tightness around the 
neck and shoulders. By adjusting the speed and depth of breathing, 
the brain and lungs are able to regulate the blood and tissue pH 
minute by minute. PH is regulated by the buffering systems of the 
body and there are several layers of buffering so that if one fails, 
another layer of buffering takes over.  Bicarbonates, lactates, cit-
rates, oxalates, phosphates and alkaline minerals play a major part in 
buffering process. The Kidneys can also adjust ph by removing acid 
or bicarbonates via urine and produce ammonia to convert uric acid 
to urea. Bicarbonates are formed from aerobic respiration and Zinc 
plays a big part in carbonic anhydrase enzyme, which in turn pro-
duces bicarbonates in the tissues and in the lungs bicarbonates are 
converted (by carbonic anhydrase enzyme.) back to Co2 and water, 
which is exhaled. At the same time blood is oxygenated in the lungs. 
 
Blood should always be more alkaline than tissues for oxygen trans-
fer to take place. Blood at 7.4 ph carries about 65% more O2 than 
blood at 7.3ph.
Muscles measure a ph about of 7 or 7.15. Should the ph of blood 
drop due to poor diet, such as by consuming unrefined sugars 
(breakdown to acids) and so on, then mouth breathing would remove 
CO2 too quickly from the tissues. The tissues could get more alka-
line, and the Bohr effect is negated. Over and above, tissues become 
hypoxic and resort to anaerobic respiration with more acid produc-
tion. This would starve tissues of Oxygen. The brain can cause more 
excitation and anxiety and further over breathing, as if to overcome 
suffocating. The correct Co2 level is set in the brain but can be in-
correct with mouth breathing.

The lack of bicarbonates in blood will lead to lack of bicarbonates in 
saliva, (saliva is a product of blood) and if the buffering systems and 
layers fail the end result are carious teeth.

There are still many more hazards in mouth breathing. Hyperventila-
tion or over breathing is one case, and the other is the obstruction of 
the airway, which can even lead to choking at night.  More alarming 
is the fact that it creates an adverse state of anxiety in the individual 
that may result in having undesirable repercussions. The Russian 
Professor Konstantin. P. Buteyko has done detailed study on over 
ventilation and has made great contribution by way of introducing 
corrective methods, which are very interesting to consider.

Mouth breathing in the night is prone to create far more serious con-
sequences. During sleep, the tone of body muscles is at its lowest. 
In all likelihood, it sags and droops due to laxity. The jaw becomes 
retruded and trapped by poor occlusion and architecture. In the 
mouth, inflamed tonsils, retruded tongue or collapsed airway can 
create physical obstruction. A negative pressure may then be cre-
ated in the chest. This can collapse the chest in young developing 
individuals, such as in case of pectus excavatum. The sternum gets 
sucked in (Ref: Dr Makoto Kukuchi from Tokyo). There is often 
snoring and choking. The chance of hypoxia or apnoea attack be-
comes alarmingly high, with undesirable consequences.

Another observation is that when mouth breathing, only the upper 
third of the lungs is used and has one-dimensional expansion. In 
normal breathing there is the three-dimensional movement or side 
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movement. The whole lung expands and the diaphragm is used. This 
creates abdominal movement, which is good for the intestines and 
the liver, which can otherwise become stagnant

Diet and Mouth breathing

It has been clearly shown in the work of Weston Price, that it takes 
only one generation of poor diet to produce physical degeneration 
and mouth breathing.  The work of Francis Pottenger and Melvin 
Page had added additional information about the value of uncooked 
foods and what constitutes healthy nutritious food. Primitive diets 
were rich in calcium and phosphorous and antioxidants and reduc-
tion as opposed to oxidised, denatured, demineralised and adulter-
ated with pollutants, enhancers, preservatives, etc. The fat soluble 
vitamins such as A, D, E, and K or Activating Factor or Factor X 
were present

Humans have evolved over millions of years. Our evolutionary 
history tells the story of changes that are happening to successive 
generations. It gives us insight into medical and dental conditions. 
Our biology is mostly adapted from our remote ancestors who were 
hunter gathers. Later they became farmers and then came the in-
dustrial revolution. At present times, the changes are so great in our 
lifestyle that one is not sure if the human biology can cope up with 
the fast pace of change.

In my opinion there is one and only one course of action which will 
check the increase of dental disease and degeneration which may 
ultimately cause the extinction of the human species. This is to el-
evate the dental profession to a plane on which it can command the 
services of our best research minds to study the causes and seek for 
the cures of these dental evils. The dental practitioner should equip 
himself to become the agent of an intelligent control of human evo-
lution in so far as it is affected by diet. Let us go to the ignorant sav-
age, consider his way of eating and be wise. Let us cease pretending 
that toothbrushes and toothpaste are nay more important than shoe 
brushes and shoe polish. It is store food which has given us store 
teeth. (Dr Earnest A Hooton, Apes, Men and Morons. 1937)

Summary

This article highlights different aspect of mouth breathing that 
needs to be looked at in order to understand and take a systematic 
approach to dealing with the problem. Growth and development af-
fects individual in significant ways in terms of mood, energy, sleep, 
appearance and function, in every aspect of life. How can we not 
take it seriously enough?
I read somewhere that we approach medicine from the coffin back-
wards to the cradle in order to understand the many facets of disease, 
disability or unwellness. It has been a clear learning curve for me 
that in order to improve the health and well being of the individual 
we must look at the mother then the infant and all factors in the en-
vironment to give the best chance for survival (Dr John Diamond).
The Work of the Price Pottenger Foundation is Admirable and need 
to be applauded and disseminated in dental school curriculum.

Appendix A – SOMA Mouth Breathing Case Study The SOMA 
system (Patent granted in USA and several countries and pending in 
countries around the world) 

Has been developed with the help of past knowledge and new infor-
mation that has come about by clinical experimentation, but now is 
reasonably predictable. 

Here is case B a presentation of mouth breathing with a 14 mm over 
jet using SOMA treatment and methodology.  Advise on Diet and 
Nutrition was also given
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――それでは食品そのものに話をうつしたいので
すが、そのまえに、食べるべき食品を“回転”させ
る問題、とくべつなダイエットが必要なときに留意す
べき点、アレルギーをおこしやすい人のダイエットの
問題などについて、ふれてくださいますか？

食品アレルギーのある人のダイエットについて

パットさん：タンパク食品、野菜類、穀物はでき
ることなら、どんな場合でもおなじ食品ばかり摂
りつづけないでぐるぐる“回転”させることを、
すすめます。からだにかかるストレスが、それだ
け減らせるからです。
　権威のあるおおくの専門家が、食物アレルギーを
悪化させないためには４日のサイクルで回転させるこ
とをすすめています。疲労感、頭がもやもやしてスッ
キリしない、気分がはげしく浮き沈みする、心拍数
が増加する等 、々アレルギー症状というのは、から

だにも心にも気持ちにも様々なかたちであらわれま
す。食物アレルギーのある人がアレルギーの引き金
になる食品をたべると、体内の免疫システムまで障
害されるおそれがあります。
　グルテン、穀物、炭水化物、乳製品などにア
レルギーのある方にたいへんお役に立つ本が、
PPNFから出ています。グルテンに敏感な人、グ
ルテン過敏症のかたには、ジェイムズ・ブレイリー
博士が執筆した『グルテン含有穀物がなぜあなた
の健康によくないか？』（“Why Gluten May Be 
Hazardous To Your Health”, by James Braley, 
MD）がすばらしいガイドブックです。
　エレイン・ゴットシャルの『悪循環をたち切ろ
う―消化器を健康にするダイエット』（“Breaking 
the Vicious Circle: Intestinal Health through 
Diet”, by Elaine Gottshall, BA, MSc）は免疫学者
の間でも評価の高い書物ですが、その理論の一部
はインターネットでも読むことができます。

はじめに
　本誌のvol. ２～４で〈その３〉までお読みいただいたパット・コナリーさんの食養論の続編です。
　原文は2005年、PPNFの機関紙である“Health and Healing Wisdom”（『健康と癒しの知恵』）に連
載されたインタビュー記事で、この日本文はそれを摘記、按配したものです。インタビューの聞き手は上記
PPNF機関紙の編集員です。
　PPNF〈プライス・ポテンジャー栄養財団〉はご存知のとうり「恒志会」の尊敬する姉貴分にあたる姉妹機関です。
同財団はウエストン・プライス博士の記念碑的名著『栄養と身体の退化』（「恒志会」創立者である片山恒夫博士
訳の日本語版が1973年に刊行されています。恒志会では現在、この名著をひろく一般の市民の方々にも気がる
に読んでいただけるようなペーパーバック版にして出版する計画をすすめています。）の土台となった貴重な資料
やポテンジャー博士の研究業績等 、々こんごの口腔医学の発展には欠かすことのできない調査資料の保存とデー
タベース化につとめる一方、市民にたいする健康・健康食教育を精力的に推進しています。
� ――�鈴木博信

シリーズ S e r i e s

PPNF とのかかわりあい、
そしてわたしの食養論［その４］

PPNF 専務理事 パット・コナリーさんに聞く
Pat  Connoly
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元気のでる健康ドリンク

――それではこの辺で、パットさん自身が考案され
たレシピと、そうしたレシピをおかんがえになった
理由とを、ご披露ねがえますか？
まず健康によい、元気のでる飲みものから伺いたく
存じます。

パットさん：みどりの栄養ドリンクのひとつ　　
これはミクサーでつくっていつでも飲めるように
常備しています。このジュースの土

ベース

台としては、
パイナップル・ジュースが酵素をたっぷり含み風
味もよくおいしいのでよく使いますが、トマト・
ジュースやパパイヤ・ジュースを使うこともあり
ます。
　そうしたジュースに、コンフリー、オクラ、コ
リアンダー、パセリ、シソ等々をはじめ食用にな
るみどりのハーブ、庭でみつけた食べてよい草な
どをくわえてジュースにするのです。香りづけに
ショウガをくわえることもあります。出来上がっ
たものをうらごしにして飲む人もいるようです
が、わたしはセンイ質もふくめて丸ごと飲むこと
にしています。
　出来上がりが粘っこいときにはスプーンでいた
だきます。こうしてつくったみどりのドリンクに
ゼラチンをくわえ、ゼリーに変身させることもよ
くやります。孫のひとりの大好物なのです。
　毎朝わが家ではこどもたちに、卵をはじめとす
る朝食に手を出すまえにまず、生のムーズリー

（オートミールはその一例です）をくわえたみど
りのドリンクを飲ませていました。新鮮なみどり
のものを食事にくわえるには、それが一番かんた
んな方法です。
　「みどりのドリンクがいいよ」と、わたしにすすめ
て下さったカーシュナー博士（H.E.Kirschner）にさ
いごにお目にかかったのは、博士が103才のときで
した（もう25年前になります）。
　カーシュナー先生はロスアンジェルス郡結核病
院の医師でしたが、わたしたちは先生のことを「酵
素人間」とよんでいました。といいますのは、先
生は、10年も入院生活をしてきた患者の食事にみ

どりのドリンクをくわえるだけで、健康を回復さ
せるのに成功しておられたからです。
　先生の書かれた『ジュースという生きた食品』

（“Live Food Juices”）には、みどりのドリンク
がなぜよいか、の理論とあわせて先生おすすめの
レシピが紹介されています。
カーシュナー先生はわたし以外にもたくさんの人
びとに力と知恵をあたえて下さった、みちびきの
光でした。
　わたしはジョウ・ウオルターズ博士という、カー
シュナー先生といっしょに働いておられたこれま
た酵素にくわしい医師をつうじて、カーシュナー
先生とお近づきになれたのです。このおふたりの
先生は、重病にかかっているのに食生活を改めよ
うとしない映画スターやジェット機にのって世界
を遊興をしてまわっているような人々にたいし、
みどりの野菜類を先生方の考案された方式で提供
して、健康を回復させておられました。
　飲みものがほしくてたまらない状況においたう
えで、酵素をたっぷり含んだぼう大な量のジュー
スを飲ませたのです。まちがった食生活のせいで
欠乏していた成分がこうして補給され、不健康な
ライフスタイルが引きおこしていた症状が消えて
いきました。
　オクラとコンフリーは、みどりのドリンクのす
ばらしい素材です。育てるのもじつにやさしいで
す。食用のハーブや草を育てる余裕のない人は、
みどりのドリンクに使う材料は生活協同組合や有
機食品の店で入手すればよいのです。
　わたしの夫のジョウは、オクラは眼に活力をあ
たえるすばらしい力をもった野菜だ、とかんがえ
ていました。
　コンフリーには異論を唱える人もおり、細胞を
増殖させるとかんがえる向きもありますが、カー
シュナー先生は、じぶんの患者さんの表皮ガンに
コンフリーの湿布をすることで治癒にいたった
例がまれではなかった！と報告しています。A・
アルブレヒト博士（Albrecht, PhD）がつくった

『フェンスの向こう側』（”The Other Side of The 
Fence”）という映画は、野草が現実にいのちを
救う働きをすること、をつたえてくれます。この

NPO法人恒志会
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映画はPPNFのライブラリーでも所蔵していますが、
エイカーズUSA社、（“Acres USA”）からも入手す
ることができます。[編集部の註：アルブレヒト博士
はウエストン・A・プライス博士の名著『栄養と身体
の退化』の第２版の終章のひとつを執筆しておられ
ます。] エイカーズUSA社はウォルターズ家のチャー
ルズとフレッドのふたりの兄弟が、アルブレヒト博士
のかんがえにもとづいて運営している会社です。
　もうひとつのすばらしいみどりのドリンクは、
フランシス・ポテンジャー，Jr．博士とともに
仕事をしていたヘンリー・ベイラー博士（Henry 
Beiler）がかんがえたベイラー・ドリンクです。
わたしがはじめてベイラー・ドリンクを飲んだの
は、１〜２週間の断食を体験したときのことです。
断食期間中に欲しいとおもった食品はこのドリン
クだけでした。
　ベイラー・ドリンクはグリンピース、セロリ、
ズッキーニ、パセリの等量ずつとこれらの青物全
体とほぼ同量の水とでつくります。水にグリン
ピースを入れて火にかけ煮上がらないうちにのこ
りのセロリやズッキーニなどをくわえて、ミキ
サーにかけます。パセリはミキサーに絡まないよ
う、まえもって刻んでおきます。
　出来上がったベイラー・ドリンクは濃厚なク
リーム・スープ、あるいはつぶして裏ごしにした
野菜みたいに粘っています。ポテンジャー博士は
これに香辛料をくわえて召し上がっていました
が、わたしはバターと塩で味付けをするだけにし
ています。
　なかには粘ったままの状態で食べるのが好きな
方もいますが、バターをくわえたあとよくブレン
ドして食べるのがわたしの好みです。2004年は
ズッキーニが豊作でしたので、PPNFの機関紙の
2004年秋号には「ベイラー・ドリンクのすすめ」
が掲載されています。これはカリウム・ドリンク
に匹敵する効果をもつすばらしいドリンクです
が、カリウム・ドリンクよりかんたんに手早くつ
くれます。からだに活力をあたえ、体内のミネラ
ル・バランスを改善してくれます。
　ヘンリー・ベイラー著『食べものこそあなた
の最上の薬』（“Food is Your Best Medicine”, by 

Henry G. Beiler, MD)を参照してください。この
本もPPNFから入手できます。
　ベイラー・ドリンクのもうひとつの長所は冷凍
しておけるところです。からだが本調子ではない
なあと感じたときには、すぐとり出して飲める、
ありがたいアルカリ性食品です。
　効き目の早い元気回復剤として大いにおすすめ
したいのが、有機野菜のジュースに子牛の生

な

まの
肝臓を茶さじに３杯ほど、それにコリアンダーを
一つまみくわえ、ミキサーにかけてつくるドリン
クです。
　新鮮なトマトをベースにしてつくるジュースに
はもちろんいろいろな長所がありますが、トマト
の栄養素の一部は調理することでさらに栄養価が
強化されるようです。
　ですから、瓶詰めにした有機トマトのジュース
をドリンクのベースに使っても大丈夫です。エッ
グノッグやスムージー [ミルクやヨーグルトにフ
ルーツをくわえてミクサーにかけた飲みもの]は
手がるにつくれて、おいしく栄養価も高いので、
朝食用のドリンクに好適です。
　エッグノッグ やスムージーはふつうヨーグル
ト、生クリーム、ミルク、ホームメイドのくるみ
ミルクなどをベースにして、ここに生卵なりよく
熟したバナナ（冷凍バナナでもかまいません）を
くわえ、好みにしたがってイナゴマメ、イチゴ類

（冷凍したものでもかまいません）、刻んだマンゴ
などをくわえます。ハチミツ、キシリトール、ス
テヴィアなどを少量くわえて甘味をつけるのもい
いでしょう。シナモン、ナツメグ、ヴァニラ、カ
ルダモンといった香辛料をくわえますと、栄養価
も高くなります。
　卵には手をかけすぎたくありませんので、わた
しはまず他の素材をミキサーにかけたあとに卵を
くわえて、フォークで混ぜることにしています。
　ことわるまでもありませんが、このドリンクに
使うのは、放し飼いにして無農薬の餌で育ったト
リの卵にかぎります。

シリーズ S e r i e s
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健康スープなどのレシピ

――健康にいいスープについてパットさんの知恵を
わけていただけますか？
パットさん：野菜の摂取量を美味しくたのしみな
がらふやすもうひとつの方法が、スープにするこ
とです。ミックス・ヴェジタブルのスープ、ボル
シチ、ガスパッチョなどなど、スープのさまざま
にふれたあと、わたしの好きなサラダや穀物やデ
ザートのレシピをご披露して、むすびにさせてい
ただきましょう。

 （[その５]むすび，は次号）

NPO法人恒志会
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　Wholistic Dentistry　Joint Case Seminarが
2010月４月10日（土）・11日（日）に東京都千代田区
の日本歯科大学生命歯学部 本館３階132講堂にて
NPO恒志会主催で行われました。ホリステック・デン
ティストリーとは何か？診断哲学から治療技術の紹介
をしたいということで企画されました。
　講師はシドニー大学医学部卒、医学博士・精神
科医のDr. John Diamond,M.Dとムンバイ大学部
医学部卒、歯学博士・ホリスティック・デンティ
ストのDr. Joseph Da Cruz, D.D.Sです。
　Dr. John Diamond　http://www.drjohndiamond.
com は米国を代表する「ホリスティック・ヒー
ラー」としてニューヨークを基地に診療・教育・
講演活動を精力的に展開しており、世界各地で
行われた講演はすでに1000回をこえる。著書に 

“Your Body Doesn't Lie”・“The Healer:Heart 
and Hearth” など多数ある。
Dr. Joseph Da Cruz http://www.wholisticdentistry.
com.au/index.html は不正咬合、顎関節症、睡眠
時呼吸障害などをSOMA（Splint Orthdontic,　
Myofunctional Dental Appliance＝筋機能型歯科
矯正スプリント)　を用いた非侵襲性の治療に取
り組む。SOMAはDr.ダイヤモンドとの共同開発
したとのこと。
　Dr. Joseph Da Cruzのホームページをみると口腔
の健康を保つことによって全身の健康を実現すると
書かれています。このホリスティック・デンティス
トリーについて実際の難症例のデモンストレーショ
ンを通して解説していただきたいと企画されまし
た。実際に昨年末に私どものスタッフがオーストラ
リアまで行って、ホリスティック・デンティスト

リーの治療を受けてきました。現在も私が治療を継
続中ですが、不思議なことが起こりました。月経困
難症が全く消えてしまったのです。何が起こったの
でしょうか。その治療哲学から治療技術に至るまで
を紹介していただきたいと企画されました。
　私どもが一番注目していた月経困難症の消失に
関しては残念ながら私には理解できませんでし
た。これはたぶん講師にとって全く当たり前のこ
となので特に説明を必要としなかったことと、私
の東洋医学についての無知があり理解できなかっ
たのではないかと反省しています。しかし矯正専
門医としてはいろいろと理解できるポイントが多
数ありました。この装置で睡眠呼吸障害が治療で
きると説明していましたが、世界の睡眠歯科の常
識からいえばこの装置ではそこそこの効果しか得
られないのではないかと思われます。
　かつて片山先生が“菊池君、この年にならないと
分からないことがいっぱいあるよ”と私に言ってい
ましたが、私にとってこの年になって人間について
分からないことが増えました。大変に楽しみでもあ
ります。これからどのように勉強してゆくか……。
さて何から始めましょうか、皆さんと一緒にボチ
ボチと始めたいと思いますので“この指とまれ。” 

　懇親会は大変楽しい時を過ごしました。皆さん
笑顔です。

Wholistic Dentistry Joint 
Case Seminar レポート

理　事Makoto  Kikuchi菊池　　哲

NPO法人恒志会報 告 Ｒ ｅ ｐ ｏ ｒ ｔ
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長年の夢「食生活と身体の退化」
ソフトカバー版発行について

理　事Katsumi  Yamada山田　勝巳

　恒志会にとってウェストン・プライス博士の「食
生活と身体の退化」は、口腔医学や健康を考える
上での根幹をなしているといっても過言ではあり
ません。これまでハードカバー版で、その販価も
一万円近く、一般の人たちにも読んでもらいたい
という願いはあってもなかなか高嶺の花という感
は拭えませんでした。食べ物と健康、そして食べ
物の入り口である歯の疾患と全身の疾患の関り、
心の障害への関わりなど、何をどのように食べる
か、それによって心身がどうなるのかを豊富な写
真や多様な国や人種で実例を示した貴重な文献で
あり、後世に残し伝え、人間本来の医療と健康を
考える上での基盤となるべきものといえます。こ
れを少しでも多くの方に読んで頂けるようにとい
う気持ちは、今回の総会参加理事の総意でした。
　その第一弾としてソフトカバー版を、入手しや
すい価格の2,000円前後で出そうということに決
定いたしました。ソフトカバー版では、新たに以
下の三章が追加されています。

第29章 ウェストン・プライス博士の教材写真集

　プライス博士が講演で用いたスライド集からこれ
までの章では見られなかった貴重な写真の数々。

第30章　食べ物の酸とアルカリ・バランス

　本書発行当時齲蝕防止にはアルカリ食が望まし
いという社会風潮に対し、世界18カ国多民族の食

べ物と虫歯の実地調査を行ったデータを基にプラ
イス博士がより本質的な見解を述べる。

第31章 交換書簡集

　愛情溢れる健康への気遣いを表した甥と姪に宛
てた手紙や、アボリジニーの健康増進のための食
事指導や調査のための書簡のやり取り、そして小
麦が歯や体の健康によくないという投書に対し、
実地調査した内容とデータを示し、精製過程で失
われる栄養素に触れて誤りを指摘する手紙など、
今も変らぬ食べ物議論に対する本質を認めた貴重
な書簡集。

　発行は、八月末を目差しています。予約を歓迎
します。希望者は事務局までお申し越し下さい。
　

予約連絡先

特定非営利活動法人（NPO 法人） 
恒志会
〒 561-0884  豊中市岡町北 3-1-20
TEL 06-6852-0224   FAX 06-6852-0446

NPO法人恒志会書 籍 Ｂ ｏ ｏ ｋ
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編 集 後 記

・片山先生のご存命の頃はみんなでお誕生日のお花を贈らせて頂きました。ご丁寧にお花の写真
を沿えたお礼状を頂きました。その様なことを思い出しながら2010年7月、本誌の作製をして
おりました。片山先生がお生まれになって100年、お聞きしてきた先生の生涯を想い起こし、
あらためて感謝の気持ちを胸にして会報作りに参加させて頂きました。

・今回は原稿依頼や校正などで､ ご無理な御願いを致しました。執筆して頂いた先生方はじめ多
くの方々にご協力頂きました。感謝申し上げます。 Shima 

・会報も５年目を迎え、今回のテーマ「口呼吸」で、考えますと、食事から呼吸そして、それに
含まれる睡眠と、生きていくのに不可欠なことを取り上げてきたことになります。

　一つの視点の発見は、また無数の疑問を引きおこし、人間の体とその使い方の学問は無限に深
いと感じ、ますます謙虚にならざるを得ません。

・山田理事には、いつも当会の根幹にかかわる部分に協力にサポート頂き、今回も豊富な語学力
で、原稿も書いて頂き感謝にたえません。 関正一郎

・こりゃあ口呼吸が原因だなぁ。
　あ〜あっ、歯科医が治せない歯肉炎か。
　こういう時、鼻を通してくれる耳鼻科いないかなあとつくづく思う。 横田　裕






