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「抜くか抜かないか」「どういう時に抜くか」の議論は、

不要で不毛です。

「抜かずに救うにはどうするか」が、

歯科医には大事です。

朝日新聞社発行　片山恒夫著　歯槽膿漏―抜かずに治す  より抜粋

歯だけの問題ととらえたのでは歯は良くならない。
歯は健康の窓であり、しるしであり、入り口である。
と同時に健康の前ぶれであり、また総決算書でも
あるからである。
口腔諸機能の健康獲得が、多くの健康運動の出発
点であり、また健康保持のゴールでもある。

歯だけの問題ではなく、心も身体も健康で、人間として生き、
価値あるすばらしい人生を送っていただくことが、

 歯科医師の願いです。

（愛媛県歯科医師会発刊「歯科予防読本」から引用）

石井正仁写真集「命輝く」知床・釧路湿原　発売中
美しくも厳しい大自然の中で生き抜くヒグマ、エゾシカ、天然記念物のオオワシ、オジロワシ、
更に絶滅危惧種で日本に140羽生存するシマフクロウの生態を捕らえた感動の写真集。
全国20公立図書館で収納
全国有名書店で発売中。ネット販売 :「命輝く」検索
石井まで直接注文  ishii.masahito@gmail.com ¥2500

11月始め、紅葉目的で毎年訪れている上高地、乗鞍高原の状況が思わしくなく
野麦峠方面に車を走らせてみた。谷を挟んだ南斜面に目の醒めるような錦秋が
広がっていた。あまり期待しない山間部でお宝に出会った喜び、これだから風景
写真はやめられない。
石井 正仁　横浜在住　歯科医師
写真歴 1992年 富士山を中心としたネイチャーフォト開始
 2003年 銀座「富士フォトサロン」個展
  富士フイルム本社イメージサロン個展
  桐蔭学園ホール　他にて個展
  アマテラスの会　特別招待作家
  以後 AMA写真年鑑掲載
  写真誌「フォトコン」個人特集記事掲載
 2015年 写真誌「日本カメラ」巻頭掲載
  写真誌「フォトコン」巻頭掲載
  知床・釧路湿原の写真集「命輝く」発刊

「 秋彩 」   撮影地／長野県奈川村　撮影日／2016. 11. 2
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病気には沢山の種類がありますが、罹患率の高さ、患者の生活への影響の大きさか
ら、歯周病はまさに国民病といえるでしょう。この病気は、若いうちに歯を支えてい
る骨が侵され始め、中高年になってからグラつき、気がついたときには歯が総崩れ…
というので恐れられています。この病気が現代の国民病となった原因として、食文化
の変化により軟らかいものをよく噛まずに食べるという生活習慣が挙げられます。更
に、むし歯治療や歯冠修復、噛み癖も、この病気の進行に大きくかかわっています。
したがって、この病気を治すには、従来の生活習慣などの問題を医患協同で相談し合
い、回復という共通の目標をもって、長期にわたり努力する必要があります。また、
この病気は口腔内だけでなく、身体全体へも影響し、直接影響を及ぼす疾患としては
誤嚥性肺炎、細菌性心内膜炎などがあり、間接的なものとしては心筋梗塞や脳梗塞、
糖尿病、バージャー病、低体重児出産等々が挙げられており、医療費の増大の一因に
もなっていると考えられます。
　その一例として、心臓への影響について順天堂大学の天野篤教授は次のように指摘
しておられます。� （週刊新潮�平成28年6月9日号）
「口の中と心臓にどんな関係が？と不思議に思われるかもしれませんが、両者の関
係は密接。とりわけ起こりやすいのが、心臓の内側を覆う心内膜に細菌がくっついて
感染を引き起こす『細菌性心内膜炎』です。放置すると心不全や脳梗塞・脳出血にま
で進みますから、手術が必要です。」
「厄介なことに、口腔内の細菌は血液中に入り込みやすい傾向があるようです。（中
略）医学教科書には書かれていません。私自身、心内膜炎はなぜ起こるのかと検証す
る中で、そう考えるようになりました。7200例以上の心臓手術をしてきた外科医の
実感であり、発見といっても良いかもしれません。そもそも教科書を書く先生は現場
を知らないことが多いですから。」
「また、最近、注目されているのが『慢性炎症』です。たとえば歯周病で歯茎に炎
症があると、その炎症を鎮めようと免疫が働きます。すると、その免疫の連鎖反応が
血管内にも飛び火します。その結果、起こるのが動脈硬化の悪化。プラークと呼ばれ
る血管内のグジュグジュした病変が破れたり、詰まったりして、心筋梗塞を起こすこ
ともあるのです。」
歯周病の克服には、食生活等生活改善は言うまでもなく、口の中のバイ菌退治、歯
茎の鍛練、すなわち丹念なブラッシング、そしてよく噛むこと、さらに正しい顎運動
と噛み合せの調整が大切です。医患ともに、困難ですが繰り返し繰り返し、その予防・
改善に取り組むべき、謂わば一生の仕事です。誰もが望む豊かなシルバーライフを実
現するために、片山先生は、この生活改善に至るまでの病因除去が励行され、再燃・
再発を防ぎ、健康を目標とする治療を行なうことこそが真の医療であり、病気をその
根源から治そうとする医療の規範となるものである、と述べておられます。我々はこ
のことばを深くかみしめたいと思います。

NPO恒志会常務理事

関　　正一郎

真 の 医 療 と は
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1982年４月、遠藤周作さんが讀賣新聞夕刊に寄
稿したエッセイ「患者からのささやかな願い」からス
タートした「心あたたかな医療」キャンペーンの一環
として、遠藤さんの「病人の愚痴や嘆きを、じっと『聞
いてあげる』ボランティアになってくださる人はいませ
んか」という呼びかけから発足した病院ボランティア
活動が、私たち遠藤ボランティアグループです。主婦
の友社で遠藤番記者を務めていた私は、遠藤さんか
らグループの「顧問」を命ぜられ、数年前からは「代表」
として活動しています。現在、主婦を中心とした約70
名のメンバーによって、首都圏にある８つの病院・介
護施設で、外来受付や各科への案内、外来患者の
子どもの託児、院内での図書貸し出し・整理、病室
のテーブル拭きや話し相手、車椅子でのお散歩介助
など、病院ボランティア活動を行っています。
昨年は遠藤さんの没後20年の節目でしたが、ことし

は遠藤ボランティアグループ結成35周年を迎えます。

1980年の３月、とても悲しい出来事がありました。
慶應大学病院で蓄膿症の手術を受け、さらに上顎ガ
ンの疑いで検査結果待ちの遠藤さんでしたが、遠藤
家に手伝いにきていた若い女性が骨髄ガンで同じ慶
応病院に入院します。その後、遠藤さんの上顎ガン
の疑いは晴れますが、彼女は25歳の若さで命を落と
しました。遠藤さんは、毎日行われる彼女の採血に
疑問をもちました。担当医に「なぜ、命を終わろうと
している患者から、毎日採血をするのですか。これ
以上、彼女を苦しめないでください」と訴えましたが、
「ここは大学病院ですから」という答えが返ってきま
した。あとになって、ここは大学医学部の附属病院で、
医学生の教育や治療データ収集のために患者の検
査データを必要とする、大学病院特有の事情である
ことが判明するのですが、仮にそうであったとしても、
患者の苦痛を無視した現代医療のあり方に、遠藤さ
んは大きな疑問をもちました。

遠藤ボランティアグループ代表 Tatsuro  Harayama

原山  建郎

　1946 (昭和21) 年、長野県生まれ。早稲田大学卒業後、主婦の
友社に入社。『主婦の友』、『アイ』、『わたしの健康』で雑誌記者のキャ
リアを積み、1984（昭和59）年から6年間、『わたしの健康』（現
在は『健康』）編集長。その後、同社取締役等を経て、2003年
から健康ジャーナリストとして、本格的な執筆・講演および出版プロ
デュース活動に入る。故遠藤周作氏が提唱した病院ボランティア「遠
藤ボランティアグループ」代表。日本文藝家協会会員。武蔵野大学
仏教文化研究所研究員。一般財団法人東方医療振興財団評議員、
日本東方医学会学術委員。2016（平成28）年まで、武蔵野大学
文学部・文教大学情報学部の非常勤講師を務めた。主な著書に『か
らだのメッセージを聴く』（集英社文庫･2001年）、『からだ革命』（日
本教文社･1999年）、『身心やわらか健康法』（光文社カッパブック
ス･2002年）、『最新・最強のサプリメント大事典』（昭文社・2004年）、

『あきらめない！ もうひとつの治療法』（厚生科学研究所･2006年）
がある。

特
別
寄
稿

遠藤周作の祈り
「病院はチャペルである」
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この悲しく理不尽な出来事が、「心あたたかな医療」
キャンペーンのきっかけとなります。
その２年後、1982年４月の讀賣新聞エッセイに、
遠藤さんは次のように書きました。
【五回にわたって書きたかったことは結局、医学は科学
ではあるが、同時に医者と患者とが苦しみや死を通して
人間対人間として接せざるをえないゆえに、宗教や文学
と同じ人間学でもあるということです。それなのに現代の
医学や病院ではこの医学と人間学との歯車がうまくか
みあっていない。かみあっていないどころか、時には「人間
のための医学」であるべきものが「医学のための医学」に
なる傾向がますます強まっている。そこから日本の病院の
なんとも言えぬあの荒涼とした面が生じるのではないか
と私には思われます。】

日本の「良医」に訴える 
　　　　　「心あたたかな医療」

同じ1982年の夏、遠藤さんは『日本の「良医」
に訴える―私がもらった二百通の手紙から』とい
うエッセイを、『中央公論』７月号に寄稿しました。
ここには、「心あたたかな病院がほしい」という遠藤
さんの願いが、６つの項目にまとめられています。
①医師は診察の折、患者の病気の背景にはその人

生を考えてほしい
遠藤さんは、【医師は次第に病人ではなく、患
者の病気にしか関心がなくなっている。医学とは
臨床に関する限り、人間を相手にする人間学でも
あるのだ。医学という学を通してはいるが、医師と
患者とには人間関係があるのだということを絶対に
忘れないでほしい。そしてその人間関係は医師と
一人の苦しむ者との関係であるから、愛が基調に
あってほしいと思うのは私だけではないだろう。】と
訴えます。

②患者は普通の心理状態にないことを知ってほしい
スピリチュアルペインの直訳は「霊的な痛み」
ですが、日本人には「人生の痛み」としたほうが
理解しやすいと思います。スピリチュアルな痛みと
は、傷が痛む、お腹が痛いなど、身体が直接感じ
るフィジカルペイン（肉体的な痛み）ではなく、患
者の仕事（社会的役割）や家族・友人（心のつ
ながり）に関わる心の悩み・苦しみが投影された
「人生の痛み」のことです。

③無意味な屈辱や苦痛を患者に与えてくださるな
仮に、「今後の治療に役立つ学問的データを集

めるために、治療に関係ない検査が行われた」と
しても、【それが患者には治療と関係のない苦痛
を強いるのであれば、やはり考えこまざるをえない。
多くの良心的な医師もこの矛盾にきっとぶつかって
いる筈である。】と、遠藤さんは悩みます。

④患者の夜の心理をもっと考慮してほしい
かつて三度の大手術（片肺、肋骨七本を切除）

を受けた遠藤さんが、夜になって術後の痛みがは
げしくなり、夜勤の看護婦さんに助けを求めると「お
つらいでしょうね」と言って、そっと手を握ってくれ
ました。すると、その痛みが少し薄らいだのです。「痛
みを一人で耐えるのではない。痛みを共有してくれ
る人が、そばにいてくれる、その安堵感がからだ
の痛みをやわらげてくれた」という話を、遠藤さん
から直接うかがったことがあります。

⑤患者の家族の宿泊所や休息所がほしい
【原則として日本の大病院は米国から戦後に直輸
入された完全看護制を実施しているため、患者の
家族が泊れる宿舎や部屋などはない。家族が患
者の看護のために宿泊できるのはたいてい看護婦
さんの好意や黙認によってだと言ってよい。しかし
家族関係のつよい日本人患者には「家族にみとら
れたい」という願望が、欧米人よりはるかに強い。
完全看護という原則は必ずしも日本人にはむいて
いない。かいこ棚式のベッド、キャンパスベッドさ
えあれば、それでさえもいいと私は思っている。こ
ういう一寸した設備があるだけでも看護の合間に
待合室の長椅子にわずかな休息をとる家族はよほ
ど体が休まるだろう。】

⑥心療科の医師をスタッフに加えてほしい
【私は外国の病院に入院したことがあるが、そこに
は小さいながらチャペルがあったり、小ホールが設
けられていた。チャペルでは患者や患者の家族だけ
でなく、医師や看護婦が患者と共に祈る姿をみた。
私はその時、医師と患者とのなんとも言えぬ人間的
な結びつきを感じたものである。これからの病院が
巨大化されると同時に、医師の専門が細分化され、
診断も機械化されるにつれて、患者はますます孤独
になっていくだろう。そして今までよりも、長期患者
や重症患者の心的な不安が起きてくるだろう。その
時、心療家がスタッフに加わることが必要になるよ
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うな気がしてならない。】

東大病院の入院案内を変えた「言葉の薬」

あれから34年あまりが経過したいま、日本の病院
は患者に「心あたたかな医療」を提供しているだろ
うか、あるいは「良医」は増えているだろうか。私
は昨年９月から「心あたたかな医療」キャンペーン
の検証取材を開始しました。
昨年10月には、1986年、東京大学附属病院内に

「患者サービス改善推進委員会」を発足させ、同
病院の「入院案内」の文言を大きく変えた当時の病
院長で、現在は日本赤十字医療センター名誉院長
の森岡恭彦さんに、三十年ぶりのインタビューを行い
ました。
実は、「患者サービス改善推進委員会」のメンバー

の一人で、当時は看護部長だった小島通代さんから、
遠藤さんに文言改定のアドバイスをお願いしたいと、
遠藤番記者である私に依頼があり、遠藤さんに電話
でその旨をお伝えすると、「天下の東大病院が変われ
ば、心あたたかな医療が少しでも前に進む」と、そ
の場で快諾の返事をされたのです。
小島さんは、何回も遠藤さんの仕事場に足を運び

ました。「ご自分の入院体験を例に挙げながら、常
に不安と孤独にさいなまれる入院患者の心理をくわし
く説明されました。また、言葉もたいせつな薬だとおっ
しゃいました」
遠藤さんが、改訂のポイントとして挙げたのは、次

の５項目でした。
１．上意下達の命令口調を避けて、語りかける口調

にする。
「面会は、必ず看護婦の許可を得てからにしてくだ
さい。面会の方は病室内での飲食はできません」な
どの命令口調では、患者を囚人と同じような心理に
追い込む。「許可を得て」ではなく、「ご相談ください」
「お申し出ください」のような、語りかけ口調がよい。
また、言葉は丁寧だが、「入院中は医師および看
護婦の指示に従ってください。外出、外泊は医師の
許可が必要です。出入りの際は、必ず看護婦にご連
絡ください」も命令口調だ。
２．むずかしい漢字を減らし、やさしいひらがなを多

く用いる。
「入院時は、きまり次第電話等にてご連絡します」

など、漢字が多いと患者に威圧観を与える。文語調
よりは、ひらがなの多い語り口調がよい。
※パンフレット目次の改訂前→改訂後は、次のように
変更されました。

☆入院手続きについて→入院のために行うことは
☆入院時の携行品について→入院されるときの持ち
物は

☆給食について→お食事は
☆面会について→ご面会は
☆入院中の心得→入院中のすごしかたは
☆入院料金の支払いについて→会計は
森岡さんは今回の取材のなかで、「入院案内の改
定は大変好評で、なかには、この内容をそのまま使
う病院も出てくるほどでした」と語っておられました
が、遠藤さんの「天下の東大病院が変われば……」
という当初の願いは、上記のような「やさしい言葉」
に結実しています。
※34年後の現在、大学病院の入院案内は⇒○九
州大学附属病院　①入院について②入院に必要な
もの③食事について④ご面会について⑤入院中の過
ごし方⑥入院費のお支払いについて／○京都大学
附属病院　①入院の流れ②入院に必要なもの③お
食事④面会（お見舞い）について⑤入院中の過ごし
方は⑥診療費等のお支払いについて／○慶應義塾
附属大学病院　①入院の準備②入院時にお持ちい
ただくもの③お食事④面会について⑤入院中の決ま
りごと⑥入院の費用について／○北海道大学附属病
院　①入院の予約・入院の決定・入院当日の手続
き②入院時の持ち物③お食事④面会時間⑤入院中
の過ごし方、決まりなど⑥入院費のお支払い
３．禁止口調をできるだけ避けて、やわらかい表現

を心がける。
「患者の寝具は病院の物を使用することになってお
りますので、個人の物は持ち込まないでください」な
どの禁止表現は、ただでさえ緊張している患者の不
安を増幅する。「寝具は病院で用意します」でよい。
４．冷たい感じの官庁用語を避けて、日常用語を積

極的に用いる。
「食事は、普通食、軟食、流動食、特別食に分か
れており、医師の指示によって給食されます。自炊は
できません」では、いかにも官僚的である。給食は「食
事が用意されます」でよい。「特別食」はわかりにくい
ので、もっと具体的な説明があったほうがよい。
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５．入院患者の「孤独」や「不安」をやわらげる表
現を工夫してほしい。
ご自分の長い入院体験から、「入院患者は消灯後
の時間が孤独である。そして、その孤独感を救ってく
れるのは、看護婦さんの存在です」と指摘して、消
灯時間の項目も変わりました。
☆病室の消灯は午後九時です→どなたも睡眠を充
分おとりになれるよう、消灯時間を二十一時に定め
ております。消灯の後ご用のときは、ナースコールを
お使いください。看護婦はお返事しませんが、静か
にベッドサイドに伺います。
これらは、入院患者が「やさしくケア（看護）さ
れている」と感じる「言葉という薬」を、入院案内
パンフレットの表現に盛り込むことの提案でした。そ
して、現代の医師や看護師など医療職に求められる
ものは、肉体の治療医学のプロとしての腕前だけで
なく、言葉の魔法を駆使して患者の魂を救う教会の
聖職者、あるいは祈禱師としての役割だというのです。
遠藤周作さんは、よく「病院はチャペルである」とおっ
しゃいました。日ごろ、日本人は愛する家族のため、
会社の仕事のために、忙しくも楽しい「自分の生活」
をすごすうちに、貴重な「自分の人生」を急いで駆
け抜けていく。ある日、突然の病気で入院することに
なって、途中でちょっと立ち止まる。会社の仕事も休
み、家族の団欒とも離れ、そこで初めて「自分の人生」
を振り返るチャンスが訪れる、というのです。

先にご紹介した『中央公論』のエッセイに、次の
言葉が記されています。
【私はなぜか病院が好きだ。夜、一人で病院のそば
に行き、病室の窓にともる灯をじっとみつめているこ
とがよくある。灯のうるむ病室のなかで、一人一人
が病に苦しみ、恢復に悦んでいる。病室のなかで人々
が日常生活では考えられなかった人生や死の不安と
向きあっている。日本人の多くが、自分の死のことを
はじめて考え、自分の人生のことをはじめて考えるの
は病院なのではないか。もしそうなら、病院こそ新し
い教会であり本当の人間関係が考えられねばならぬ
場所なのだろう。】

☆患者さんに〈日常の風〉をお届けする

遠藤さんの没後、遠藤ボランティアグループの顧
問に就任された順子夫人は、著書『再会��夫の宿

題　それから』の中で、1981年４月に来日したマ
ザー・テレサが、上智大学で行った講演会での出
来事を紹介しています。
【マザー・テレサの話に感激した学生たちが、「自分
もカルカッタへ行って働きたい」と申し出たそうです。
その時マザーは、その申し出に感謝しつつも、「そう
言ってくださるのはありがたいけれど、おそらく日本に
も日本のカルカッタがあるはずです。カルカッタまで
来なくても、そのような気持ちのある方はどうか日本
のカルカッタで働いてください」とおっしゃったそうで
す。マザーの志をほんのちょっぴりでも自分なりに活
かしたいと思えば、まず自分にとってのカルカッタは
何かと考えることだと思い至りました。皆がそれぞれ
の立場で「これこそ私に課せられたカルカッタだ」と
思うことについて、懸命に努力をつづければいいじゃ
ないか、在家でカルカッタ修道院を作りましょう、と
思いました。修道女は私一人。誓いも規則も何もあ
りません。ただ「これこそ自分にとってのカルカッタだ」
と思うことのために、できる限りの努力をするというこ
とだけが唯一の規則です。】

遠藤さんにとって、愛する妻であり、永遠のマリア
観音でもあった順子夫人の思いは、遠藤ボランティ
アグループが掲げる「四つの願い」に、そのまま重なっ
ています。
①遠藤周作氏が提唱した「心あたたかな医療」の
実現をめざします。
②患者さんの声に、私たちは耳を傾けます。
③いつも患者さんの目線で、優しく寄りそいます。
④患者さんのために、ささやかなお手伝いをいたします。
私たちは「病人の愚痴や嘆きを、じっと聞いてあげ

る」傾聴ボランティアを目ざしていますが、心理カウン
セラーや臨床心理士などのプロになろうとは思っていま
せん。
順子夫人は、つねづね「病院ボランティアの使命

は、病院という非日常の世界に、日常の風を届ける
ことです」と語っておられました。私たち遠藤ボラン
ティアグループは、ある日突然、心ならずも〈患者の
日常〉から切り離され、いまも〈病院の日常〉で暮
らす患者とその家族に、心あたたかな〈日常の風〉
をお届けしたいと思っているのです。



7� 恒志会会報��2017　��Vol.12

F o r u m
睡 眠 と 口 腔 機 能 1

１．単位人口当たりの医師数が多く年間医療費が
高い自治体ほど健康寿命が短い
2012年6月、厚生労働省から我が国初の健康寿
命のデータが公表された。健康寿命とは、寝たき
り状態や要介護状態となった期間を除く、いわば
自立した生活を維持できる寿命を指す。これに
よれば、我が国の健康寿命は男性が70.4歳、女
性が73.7歳である。平均寿命はそれぞれ78.8歳、
85.8歳であるから、人生最後の部分で男性では
平均8.4年、女性では平均12.1年、寝たきりない
し要介護の期間が続くことになる。
都道府県別にみると、筆者の勤務先である茨城
県の健康寿命は73.0歳（男性71.3歳、女性73.6歳）
で上位4位に食い込んでいる。「人口10万当たり
の医師数�Nが全国でも下から2番目と深刻な医師
不足が指摘されている県にしては健闘しているで
はないか！　茨城県は気候、水、海の幸、山の幸
に恵まれているし、特に名産品の梅と納豆、蕎麦
とお茶が健康維持に役立っているのかも。」と最
初は軽く受けとめていた。しかし、それと同時に、
医師確保を茨城県の医療の最優先課題のひとつと
考えていた筆者の心には、何か引っ掛かるものが
あった。
健康寿命が上位の県には、静岡県、千葉県など
医師不足が指摘されている県が散見される。そこ
で、厚労省のデータにもとづき、Nと健康寿命、
平均寿命、寝たきり・要介護期間（＝平均寿命－
健康寿命）との相関を調べてみた。するとどうだ

ろう。健康寿命はNと統計的に有意な負の相関を
示していたのである（図1a；r=－0.43,�p�<�0.01）。
健康寿命と一人当たり年間医療費との相関を見る
と、より強い負の相関となっている（図1b；r�=�
－0.47）。男女別にみても、同じ結果だ。つまり、
人口10万当たりの医師数が多く、国民一人当た
り年間医療費の高い自治体ほど健康寿命が短いの
である。一方、平均寿命に眼を移すと、統計的に
有意ではないが、Nと正の相関（図1c；r�=�0.19）
を、一人当たり年間医療費と負の相関（図1d;r=
－0.17）を示している。医師が多く一人当たり
年間医療費が高い所ほど、健康寿命が短い分、寝
たきり・要介護期間は長い。「医師が多く医療に
かける費用が高い自治体ほど健康寿命が短い」と
は，筆者にとって予想外の事実であった。これは
一体何を意味するのであろうか？
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71.5

72

72.5

73

73.5

74

100 150 200 250 300 350

健
康
寿
命

10万人当たり医師数

r= - 0.43茨城県

図1a  人口当たりの医師数が多い自治体ほど健康寿命は短い

病は夜つくられる
－睡眠医学と歯科医科連携－

� 茨城県立こころの医療センター　病院長
Nagafumi  Doi

土 井  永 史
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図1b  一人当たり国民医療費が高い自治体ほど健康寿命は短い
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図1c  人口当たりの医師数が多い自治体ほど平均寿命は長い傾向
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図1d  一人当たり国民医療費が高い自治体ほど平均寿命は短い傾向
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�２．茨城県の健康寿命が長いのは、医師が少な
く医療にかける費用が少ないためか？
もちろん、ここで見たものは因果関係ではなく、
相関関係に過ぎない。「健康寿命が長いので医師
が少なく医療費も少なくて済む」のか、「医師が
少なく医療費も少ないから健康寿命が長くなる」
のか、あるいは「医師数・医療費とは直接関連し
ない他の�confounding�factorsが絡んでいる」の
かは、これだけではわからない。そこでまず、い
くつかのconfounding�factorsの候補を検討して
みた。気候、水系、名産品、環境汚染、原子力発

電所の有無、一人当たりの年間塩分摂取量、アル
コール消費量…。しかし、いずれも健康寿命の地
域差を説明しない。また、歴史的に見て「健康な
人が多い地域では医療に対する需要が少ないため
に医師が増えず医療過疎のまま残された」という
ような事実もない。医療過疎地域はいずれも昔か
ら「深刻な医師不足」が叫ばれてはいても「医師
数は充足傾向にある」と評価されたことなど未だ
かつてないからである。したがって、「医師が少
なく医療費も少ないから健康寿命が長くなる」と
いう解釈が最も妥当であると言わざるを得ない。
以上から、皮肉にも「茨城県の健康寿命が長い
のは、むしろ医師が少なく医療にかける費用も少
ないから」と考えられるのである。闇雲に医師確
保に奔走して医療費を増大させた挙句、県民の健
康寿命を縮めたというのでは、シャレにもならな
い。医師の偏在は早急に是正されるべきであるが、
同時に医療の中身を問う必要がある。
我々は「医療は国民の健康を護るはず」との前提

を無批判に受け入れてきた。しかし、その前提はも
はや崩れ去ったと言わざるを得ないのである。少な
くとも一部の医療（救急・リハビリテーションなど）
が健康寿命と平均寿命の向上に貢献しているのは確
かであろう。また、上記のデータが示すように「寝た
きり・要介護の状態になった後の延命に医療は貢献
している」というのも事実であろう。しかし、上記のデー
タは、個々の医療行為は目の前の健康問題に対処す
るものであっても「現在の医療の平均的効果を長い
眼で見た場合、却って国民の健康を損ねている」と
いう可能性を示す。そして実際、その可能性は大い
にあり得ることなのである。

３．ありふれた病、隠れた病、そして「万病の素」
となる病

一 般 に、
慢性疾患Aに
対して、その
上流にあって
Aの原因とな
るか、または
近隣にあって
Aに合併しや
すい疾患Xを

疾患Ｂ
の治療

疾患A
疾患D

上流隣接
疾患D

寝たきり・要介護状態

生活習慣C疾患 X

図2．疾患Aの上流ないし近隣にある
疾患Xを見落としたままAを治療する
ことは、疾患Dを促進し、寝たきり・
要介護状態に繋がりかねない
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見落としたままAに対処しても、長い目でみればその
医療行為はあまり有益なものとはならない。このとき、
たまたま生じた別のありふれた病Bに対処する治療
やよくある生活習慣ＣがＸを悪化させるものであ
るとしたら、どうなるであろうか？��Aが解決し
ないどころか、疾患Xからさらに別の疾患Dが派
生してしまうであろう（図2）。そしてもしDが寝
たきり状態や要介護状態に直結する疾患であった
としたら？…そう、疾患Xを見落としたままAに
対処することは、安易にBに対処することや生活
習慣Cを通してDを促進し、健康寿命を縮める有
害無益な医療行為となってしまうのである。

ここでＡ＝高
血圧、糖尿病、
心筋梗塞、心
房細動、うつ病
等の精神疾患、
または逆流性
食道炎、B=不
眠、C=飲 酒、
D=脳卒中（脳

出血・脳梗塞）の場合を考えよう（図3）。いずれ
も我が国ではありふれた病ないし生活習慣であり、
特にDは寝たきり状態や要介護状態に直結する病
である。このときXに相当する疾患は存在するだ
ろうか？�もしそのような疾患が存在し、それがあ
りふれた病であり，かつよく見落とされるもので
あるとすれば、「医療の複数の領域において、それ
と気づかれないままに、要介護状態を早めてしま
う有害無益な医療行為がなされる」状況が生じ得
ることは容易に理解される。そして疾患Xは確か
に存在する。しかも稀ならず。それは睡眠時無呼
吸症候群－眠っている間にそれと自覚されること
もなく様々な健康問題を引き起こすありふれた病
－である。
４．睡眠時無呼吸症候群（SAS）とは何か？
睡眠時無呼吸症候群SASとは、睡眠中に10秒以
上の無呼吸や血中酸素濃度低下を伴う浅呼吸（こ
れらを睡眠呼吸障害エピソードSDBと呼ぶ）が頻
回に生じる病態を言う。睡眠1時間当たりに生じ
るSDBの回数を無呼吸低呼吸指数AHIと呼ぶが、
AHI=5をSAS診断のcut�off値とするとき、SASの
有病率は成人男性25%、成人女性9%で、ありふ

れた病である。
SASの頻度は加齢とともに増加する。40歳台ま
では圧倒的に男性に多いが、閉経後の女性では頻
度が急激に増加し、男性と同程度になることが知
られている。
SASでは、SDBのために酸素不足の状態が頻回
に生じる。このために、一般に眠りは浅く途切れ
がちとなり、昼間眠気を催しがちとなる。仮に眠
気が目立たなくても注意集中力・気力は低下し、
気だるさを自覚する。最近、居眠り運転などの事
故との関連でSASがマスコミに取り上げられるよ
うになったのは周知の通りである。
しかし、SASがもたらす問題は昼間の気だるさ
だけではない。頻回のSDBは低酸素血症を招き、
多血症（赤血球数・ヘモグロビン値・ヘマトクリッ
ト値の増加）や血液凝固能亢進など血液の性状変
化を招く。同時に交感神経系の活動を亢進させ血
圧と脈拍数を上昇させる。このため、SASは高血
圧、脳卒中（脳出血・脳梗塞）、心血管疾患を引

き起こしやす
い。さらに、
脳血栓の原因
ともなる心房
細動や逆流性
食道炎を引き
起こす。因果
関係は必ずし
も明らかでな

いものの高率にSASを合併する疾患は多い（図4）。
このようにして、SASが上記のありふれた疾患
群A・Dの上流ないし近隣に位置することがわか
る。SASを正しく診断し治療すれば、その下流に
ある疾患の大部分（高血圧、多血症、不整脈、逆
流性食道炎など）はよくなるが、これを見落とし
たまま下流ないし近隣の疾患群だけを治療するこ
とは、長い目でみると無益であるどころか、飲酒
や安易な睡眠薬内服（いずれも舌根を沈下させ呼
吸を抑制するためSASを悪化させる）を通して脳
卒中を招き、要介護状態を早めることになりかね
ないのである。

５．SASは肥満に限定されない
チャールズ・ディケンズの小説「ピックウィック

睡眠薬
内　服

高血圧、糖尿病、心筋梗塞
心房細動、逆流性食道炎

精神疾患

脳卒中
上流隣接

脳卒中

寝たきり・要介護状態

飲　酒疾患 X

図3．ありふれた病の上流ないし近
隣に位置し、飲酒・睡眠薬内服で
悪化し脳卒中をきたす病

図4．高血圧・狭心症・脳卒中など
におけるSAS合併率

高血圧 （Sjostrom,2002）

薬剤耐性高血圧

狭心症
（Logan,2003）

（Sanner,2001）

心不全 （Javaheri,1998）

脳卒中

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

（Parra,2000）
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ペーパーズ」に登場する太っちょで赤ら顔の少年腹
ペコのジョーは、仕事の最中にも居眠りをする人物
として描かれている。これが重症SASの亜型である
ピックウィック症候群の名の由来である。この印象
があまりに鮮明なためか、現在でも医療者の一部
にSASは肥満の一種であるかのように思い込んでい
る人がいるのは由 し々い事態である。
SASをきたす第一の要因は上気道狭窄（小顎症、
下顎後退などの先天性の形態因子や扁桃腺肥大な
ど）であり、肥満は二次的要因、ないし増悪因子
に過ぎない。実際、我が国のSAS患者の40%には
肥満がないことが知られている。したがって、肥
満がないことを理由にSASを疑わずにいると重大
な誤診に繋りかねないのである。

６．SASは「5疾病5事業」時代の我が国の最大
の医療課題である
　SASは「ありふれた病」、「隠れた病」、そし
て「万病の素となる病」である。しかし、SASに
対する関心はいまだ十分とはいえず、しばしば見
落とされているのが現状である。
厚生労働省の掲げる「5疾患」のうち「癌」を
除く4疾患「糖尿病」「脳卒中」「急性心筋梗塞」「精
神疾患」はすべてSASの下流に位置する疾患（脳
卒中、急性心筋梗塞）、ないしSASに隣接する疾
患（糖尿病、精神疾患）であることは注目に値する。
筆者の専門である精神科領域でも、SASが見落と
され「アルツハイマー型認知症」「うつ病の遷延化」
「統合失調症の重症化」と誤診されて無益な治療
が行われていた事例が散見される。実際、筆者の
勤務する茨城県立こころの医療センターで8年前
に行った調査では、1年以上にわたって入院して
いる重症の慢性統合失調症患者の95%にSAS合併
が確認された。しかも、60%が中等症ないし重症
であった。これらの患者に適切なSAS治療がなさ
れたときに昼間の無為・自閉（重症統合失調症に
伴うとされる症状）が改善する場合があることを
知る必要がある。
以上から、SASの早期発見と早期治療こそが「5
疾病5事業」時代の我が国の最大の医療課題であ
り、睡眠医学は医療のほぼ全域で必須の分野であ
ると筆者は考える。超高齢化社会を迎えた日本に
おいて、医療の目標は健康寿命を延伸し元気な高

齢化社会の実現を後押しすることであろう。医療
計画を策定する際には、この現状を考慮しSASの
診断・治療体制を全国的に整備することこそが急
務である。
　
７．予防医学と歯科－医科連携
このとき、睡眠医学の専門家を増やす必要があ
ることは否定しないものの、むしろ「今ある人と
物とを最大限に活かす」体制を整えることが現実
的である。まずは、上記のありふれた疾患を扱う
医療者にSASの重要性を認識していただき、SAS
が疑わしいときに簡易型ポリグラフを用いてスク
リーニングを行い、適宜終夜睡眠ポリグラフを有
する医療機関に紹介していただくよう啓蒙するこ
とが必要である。

しかし、最
も効果的で現
実的な方 法
は、「予防医学
的な観点を取
り入れた歯科
－医科連携体
制」（図5）を
整えることで

はないだろうか？
�歯科医療の現場は、単に虫歯の治療を行うだけ
の場ではない。SASの下流に位置する疾患が顕在
化し重症化する以前の段階でSASの疑わしい事例
に遭遇し、早期発見に繋げることのできる唯一の
臨床現場なのである。何しろ、年少者から高齢者
まであらゆる年代の、しかも上記疾患を必ずしも
合併していない人の口腔内をじっくり観察し、下
顎後退の有無、軟口蓋・舌の高さなど上気道の状
態を評価できる場なのであるから。しかも、スリー
プスプリント（マウスピース）作成、歯列拡大矯
正などを通して、その治療を提供する場でもある。
したがって、図5に示すような歯科－医科連携が
実現されれば、SASの早期発見と早期治療を通し
て一般医療の質が向上し、ひいては我が国の健康
寿命の向上と膨らみ続ける医療費の抑制に貢献す
ることが期待できるであろう。
「病は夜つくられる。」　医療関係者なら誰もが
念頭に置くべき言葉である。

図5．予防医学的観点を取り入れた
歯科－医科連携

歯科

医科

SAS の早期発見
マウスピース治療
歯列拡大矯正

SASの診断
合併症・基礎疾患治療
CPAPまたはBiPAP治療
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土井　永史（どい・ながふみ）　茨城県立こころの医療センター病院長

1955年２月群馬県桐生市に生まれる。熊本市立白川小学校・出水中学校、ラサー
ル学園高等学校を経て、1981年東京大学医学部医学科卒業。1991年医学博士。
東京都立松沢病院・府中病院・大久保病院・荏原病院、東京大学医学部付属病
院を経て、2007年４月より現職。専門は精神医学。趣味：①料理：洋風オリジ
ナルお好み焼きは娘たちから高い評価を受けてきた。②数学を教えること：娘た
ちから煙たがられてきた。③葉巻とパイプ：娘たちから今なお嫌われている。
2012年６月これまでに蓄積された膨大な疫学データに確率論と集団遺伝学的手
法を適用し、統合失調症の原因遺伝子座はミトコンドリアゲノム上に存在すると
いう仮説を提唱した。夢は、この仮説を証明し、統合失調症の分子遺伝学の歴
史を戯曲風にまとめること。原稿は完成に近づきつつあるが、仮説の証明は困
難を極めそう。「少年老い易く学成り難し」を実感する今日この頃である。

【 略 歴 】
brief  summary

片山歯科医院

　片山歯科医院の増改築したこの建物は、「約10年前に分院予定地とし
て東豊中地区に用意していた土地を、隣地に数年前歯科医院が出来た
為処分し、研究所内に研修者の為の設備を主目的として僅かの宿舎も含
め増改築したもので､場所がら防震防音防塵に特に留意した。
　施工は㈱あめりか屋がこれに当たった。なにぶん20数坪の敷地であり、
建物のための出入り、材料搬人口は２米少々、材料置場等一切なく、そ
の上診療を続けながらの工事であった為に種々の困難にたえ竣工できた
事は、近隣のご好意もさることながら施工者には心から尊敬と感謝の意
を表すべきものと思う」としている。
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はじめに
　私は、2012年日本睡眠歯科学会理事長を拝命
致しました。初代理事長は、恒志会会員の故菊池
哲先生です。菊池先生から、片山恒夫先生のこと
を“歯科界における巨人”といつも拝聴しておりま
した。今回、恒志会で講演させていただき、その
会報に寄稿させていただくことは、菊池先生への
恩返しも含めて大変ありがたいことで、この機会
をいただいた理事長の土居元良先生、理事の沖　
淳先生をはじめ、関係各位に感謝申し上げます。
　私は、菊池先生から睡眠歯科学会を引き継ぐ時
に、“睡眠歯科医療を広げることでこれからの歯
科界が発展する”と教えられました。なぜなら睡
眠医療は、顎口腔機能の健康を増進することで成
り立つもので、歯科医療の持つ様々な特性がその
睡眠関連呼吸障害の治療に大変有効だからであり
ます。
　これは片山恒夫先生の教えにも通じ、恒志会の
皆様方に受け継がれている精神にも準ずるものと
確信しております。
　今回、ヒトの生命維持にとって重要な睡眠とそ
れにまつわる睡眠関連呼吸障害、および歯科との
関わりを解説致します。
１．睡眠とは
1　睡眠の定義
　睡眠は、人間や動物の生理的な要求から発生す

る脳活動および意識水準の低下現象である。しか
し、必ず覚醒可能、すなわち起きることが大前提
で、麻酔・昏睡・冬眠はこれに含まない。特にヒ
トにとって睡眠は生命維持に不可欠なもので身体
を休息させ回復する働きを持ち、身体および精神
の発達、安静に不可欠なものである。
2　睡眠相について
　ヒトの睡眠には、その様相からレム（rapid�
eye�movement：REM）睡眠とノンレム（non-
rapid�eye�movement：Non-REM）睡眠がある。
このREM睡眠は約30分、Non-REM睡眠が約90
分続き、これを1クールとして、１晩で３、４回
繰り返す。このREM�睡眠は睡眠中に急速な眼球
運動が発生し、大脳活動は覚醒に近い状態である。
これは浅い睡眠で、夢を見ている状態であり、記
憶の固定、情報整理などを行い、脳活動があがる
反面、身体が寝ているので筋が弛緩し、上気道閉
塞を起こしやすい。一方、Non-REM�睡眠は、頭
が寝て、体は起きている状態で、浅いまどろみ
状態の�stage1から、熟睡したstage ３に区分され
る。REM以外の睡眠という意で、Nonが使われる。
主に、組織修復、抗加齢要素、成長発育に関与す
るといわれ、いわゆる安らかな眠りの状態である。
　
　ヒトは通常１日に6.5 ～ 7.5時間程度の睡眠を
取ることが適正と言われており、睡眠不足は眠気

閉塞性睡眠時無呼吸 obstructive sleep 
apnea : OSAに対する歯科の役割
ストップ  ジ  イビキ！
—特に口腔容積と舌の問題についてー

F o r u m
睡 眠 と 口 腔 機 能

日本睡眠歯科学会理事長・日本大学歯学部口腔外科学講座
Morio Tonogi

外 木  守 雄

2
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の増強や作業エラーを起こしやすくなることが知
られている。なお、睡眠時間は少なくても多くても
生命予後に関係することが示唆されている。
２．睡眠障害とは
　睡眠が何らかの原因で妨げられる睡眠障害は、
様々な脳活動の不調や身体的失調などから発生す
る中枢性のものと、問題となる局所器官が原因で
睡眠呼吸が妨げられ発生する末梢性のもの、およ
び、それらが混在するものがある。また、睡眠不
調和に随伴する症状、病態などがある。
睡眠障害国際分類ICDS-第３版では、睡眠障害を、
不眠症、睡眠関連呼吸障害、中枢性過眠症、概日
リズム睡眠障害、睡眠関連運動障害、睡眠時随伴
症の６つに分けている。
このうち歯科が関連するものは睡眠関連呼吸障
害である。これは、睡眠中に無呼吸および低呼
吸を生じる疾患で、閉塞型睡眠時無呼吸（障害）
（OSA）、中枢型睡眠時無呼吸症（CSA）、チェーン・
ストークス呼吸症候群（CSBS）、睡眠時低換気症
候群（SHVS）、上気道抵抗症候群（UARS）に分
類される。
1　OSAの定義
　OSAは、1976年、米国Stanford大学のChristian�
Guilleminaultが、「10秒以上続く無呼吸状態が、
一晩（7時間）に30回以上、または一時間あたり
に5回以上みられるもの」として定義した後、そ
の病態に併せて、『完全な呼吸の停止だけでなく、
低呼吸（換気量が10秒以上低下し、動脈血酸素
飽和度（SpO2）の３％以上の低下を伴うものを
いう）といった換気障害や、それに伴う覚醒反
応による病態生理学的問題』を、閉塞性睡眠時
無呼吸低呼吸症候群（Obstructive�Sleep�Apnea�
hyponea�Syndrome;�以下OSAHS）としたこと
から始まる。2014年、最新の睡眠障害国際分類
第３版The�International�Classification�of�Sleep�
Disorders,�Third�Editionによるとこの病名は、
閉塞性睡眠時無呼吸症（障害）と改められた。こ
れは、睡眠時の閉塞性呼吸障害の病態の研究が進
み、その診断、治療が体系化され、症候群から、
症と変更されたものである。
2　OSAの危険性
　OSAの病態は、舌および気道周囲の軟組織が
弛緩して、気道を狭窄するため低呼吸＝イビキ、

閉塞して無呼吸＝呼吸停止、が発生すると考えら
れている。他覚症状としてはイビキを指摘され、
本人よりも周囲から受診をすすめられることが多
い。自覚症状としては十分、寝ているはずでも癒
えない疲労感、日中の傾眠、強い眠気と活動量の
低下などがある。この過度な日中傾眠や活動の低
下がこの病気の主たる問題である。このように
OSAの初発症状はイビキであり、最も重要な所
見であると言っても過言ではない。ゆえに“ストッ
プ�ジ�イビキ”これを診て、診断、治療すること
が大切である（図１）。

3　OSA�の歯科的治療の大前提
　OSAの閉塞性要因のひとつである舌は口腔容
積の大部分を占める。この舌が就寝時後下垂して
イビキと関連する。この舌および咽頭周囲の軟組
織を拡大することが治療の大前提となっている。
歯科的な治療法には、舌／下顎を前方に誘導する
口腔内装置（Oral�appliance�:OA）顎顔面を拡
大する外科的矯正手術（MMA+GA）などがあり、
これらはいずれも口腔容積と舌との関係を改善す
ることで上気道を拡大して、OSA治療の根拠と
なっている。
4　OAによる治療
⑴　OAの種類と適応
　OAには下顎を前方へ移動させ保持する下顎前
方位装置(Mandibular�Advancement�Device�:�
MAD)と舌を前方へ保持する舌保持装置（Tongue�
Retention�Device�:�TRD）の大きく分けて２つ
が存在する（図２）。OA（MAD）の効果は、睡
眠中に開口し後退する下顎を前方位に保持するこ
とで、下顎に付着する舌を前方へ牽引し、舌根部
気道のみならず軟口蓋部気道も拡大し、睡眠呼吸
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障害を改善する（図２）。TRDではその効果に対

する報告が少ないこともあり多くの施設では
MADが用いられている。このMADにも一体型と
分離型の２種類が存在する（図３）。一体型は上

下顎が任意の位置に固定され開口することはでき
ない。一方、分離型は装着後もある程度は開口可
能で、咬合（閉口）することで下顎が前方位にな
るものである。利点として一体型は装着すれば安
定した下顎の前方保持が可能である。それに対し
て分離型は装着後も開口、会話や飲水ができ、顎
関節に対する負担や顎が固定される。ストレスは
一体型に比較し少ないとされ、使いやすさも含め
て有効性が高いとされている。適応選択には、一
体型は睡眠中に開口する症例で、分離型は、睡眠
中に開口しない症例に向いている。また鼻閉があ
るとOAは適応しづらい。鼻閉がある症例にMAD
を装着すれば鼻—口呼吸双方ともが困難となるた
め使用できず、分離型では開口した状態で使用す
ることとなりその効果を失う。そのためOA作製
の際に、鼻閉のある症例は耳鼻咽喉科と連携して
精査を行った上で適応することが推奨される。ま

た、歯の欠損状態や動揺度、顎関節の状態、開口
量、咬合状態などを考慮しOAが適応可能か判断
することも重要となる。
　OAの適応診断には睡眠検査が必須で、PSG
検査では無呼吸低呼吸指数（Apnea�Hyponea�
Index：AHI�=�無呼吸と低呼吸の１時間あたりの平
均回数）、簡易検査では呼吸障害指数（Respiration�
Disturbance�Index�:�RDI）により評価され、
AHI（RDI）で５以上のすべての症例でOAの
適応となる。我が国の保険医療制度ではOSAの
治療方針はこのAHIの重症度により決定され、
AHIが20以上で経鼻的持続陽圧呼吸療法�(nasal�
continuous�positive�airway�pressure：N-CPAP)
の適応となる。
⑵　OAの副症状
　副症状としては装置の違和感、歯の動揺、咬合
の違和感や変化、顎関節痛、顎関節障害、咀嚼筋
痛、唾液過多等があり、OA治療を行う際に、十
分な説明と同意を得ておく必要がある（表１）。
⑶　OA（MAD）の下顎位置の決定法
　下顎を前方位にする代表的な位置決定の方法を
紹介する。
①下顎の最大前方位の60 ～ 70％の位置で固定す
る方法
　この方法は、Okawara�Y,�Tsuiki�S,�et�al:�Oral�
appliance� titration�and�nasal� resistance� in�
nonapneic�subjects.�Am�J�Orthod�Dentofacial�
Orthop�26(5):�620-622,�2004．によると、下顎
を前方移動させると、咽頭気道は、最大前方位の
67％の位置から有意に気道拡大を示し、また最
大前方位と67％の前方位ではその広がりに差は
なく、下顎前方位にすることで鼻腔抵抗値も減少

耐用できない

装置の不快感

歯の不快感
歯の動揺

起床時の咬筋圧痛
起床時の歯の違和感
起床時の咬合の違和感

顎関節痛

唾液過多

内　容 論　文

•Petri,  2008

•Aarab,  2011

•Lam,  2007
•Petri,  2008

•Aarab,  2011
•Aarab,  2011
•Aarab,  2011

•Petri,  2008

•Blanco,  2005

（頻度等）

（2/27例）

（10/27例）

（33％）
（1/27例）

（2/21例）
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すると報告していることを根拠としている。実際
に計測した最大前方移動量（中心位から最大前方
位までの距離）が12mmである場合には、その
70％である8.4mmを前方移動量の基準として位
置を決定する（図４）。しかし、すべての症例で

最大前方60 ～ 70％の位置が良いわけではなく、
副症状に留意し下顎位を決定する必要がある。
②イビキ音テスト法
　これは、江崎和久：いびき音テストについて.�
睡眠医療8⑶:�347-352,�2014.が提唱した方法で、
覚醒時の患者に仰臥位でイビキをかかせ徐々に下
顎を前方位にし、イビキ消失時の位置を下顎位と
するものである。この方法は勘弁で特殊な装置を
必要とせず、かつ患者の理解やモチベーションの
維持も良いことが利点と言える。
③内視鏡を用いて効果を予測する方法
　これは、Sasao�Y,Nohara�K,et�al:�Videoendoscopic�
diagnosis� for�predicting� the�response� to�oral�
appliance�therapy� in�severe�obstructive�sleep�
apnea.�Sleep�Breath�18⑷：809-815,�2014によ
り発表された方法で、経鼻的内視鏡を用いて、下
顎を前方移動させた際の軟口蓋の広がりを観察し
下顎位を決定するものである。MADで効果が得
られる症例は軟口蓋部気道が前後または全周性に
拡大するタイプであることが記述されている。
　以上、下顎の位置決定方法は様々存在するが、
あくまで位置決定法の１つであり、どれが最も効
果が良いというものではない。その症例の重症度
や口腔内環境に合わせて位置を決定することが望
ましくAHI5以下の単純イビキ症では閉口させる
目的で下顎前方移動量が少ない単純に咬合挙上
させるだけのOAを作製するだけでも効果があり、

症例により特徴を把握して顎位置を決定すること
が望ましい。
４）歯列／顎顔面成育治療方法
　近年、OSAの新たな治療として、小児期からの、
歯列／顎顔面成育治療が注目されている。
これの背景には、まず、①小児期の睡眠時呼吸障
害では、その原因が、上気道抵抗にあったとして
も、呼吸が止まることは稀であること、②これが、
中高年になると、さまざまな要因が付随して、呼
吸の減衰もしくは停止がおこること。③この低呼
吸・無呼吸の習慣が付くと完治は難しいと考えら
れているが、そうなる前に、成長期に顎骨を適切
に発育させ、良好な顎顔面形態を構築することで、
睡眠呼吸障害の発生を未然に防ぐという考え方か
らである。この体系は、1993年．C.Gulleminault
らがOSAに類似する疾患として上気道抵抗症候
群（Upper�Airway�resistance�syndrome:以 下
UARSと略する）という概念を紹介したことから
始まる。UARSは、睡眠中の上気道抵抗に伴う呼
吸努力により、たびたび、覚醒し、その結果よく
寝られないことから、日中傾眠を誘発するもので、
就寝時、上気道抵抗の増大に伴ういびきなどがあ
るものの、OSAに特有な無呼吸までには至らず、
顕著なSpO2の低下なども見られない病態をいい、
若年層に多く見られるとしている。このUARSの
原因には、小児では、鼻内疾患、扁桃肥大、およ
び小下顎症などの顎顔面要因があり、上気道の通
気性が、解剖学的、生理機能的な要因から阻害さ
れることでその病態が発生している。
　これらの治療法として、現状では、顎骨を拡大
して、口腔容積を拡げること、扁桃切除、鼻内疾
患の治療などで通気性を阻害する抵抗源を改善す
ることなどが行われているが、この顎の発育と呼
吸、摂食嚥下などの生理的な要因が密接に関連す
ることは、発達歯学の分野では古くから提唱され
ていたことで、多くの歯科医師にとって、咬合の
安定性には、適切な口腔生理機能が不可欠である
と認識していた事実でもある。
⑴　上顎拡大法（Rapid�maxillar�Expansion:RME）
狭窄する上顎歯列弓に対して口蓋を拡大して下顎
歯列との幅計を調整する治療法として古くから用
いられていた治療法で、上顎歯列に拡大装置を固
定して行う急速拡大、床型の装置を用いる緩徐拡
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大がある。必要に応じて上顎骨皮質骨きり術を併
用することもある。現在では、口蓋部が広がるこ
とから鼻腔底も広がり、通鼻性が改善することが
期待でき、UARSの治療法として期待されている。
　2004年に睡眠研究の世界的権威である米国
Stanford大学睡眠センターのC.Gilleminault教
授らがSASの子供31人（男19人、女12人）達に
RMEを行いAHIの改善を見た画期的な論文が発
表された。これによると、被験者達は平均年齢8.7
歳、術前の平均AHIは12.2/hr、平均SPO2は78.8
±8.2%、扁桃肥大、アデノイドもない症例群であっ
た。これらに対して口蓋を平均で4.3mm拡大し
たところAHIは全例で１以下、鼻腔抵抗は減少し、
平均最低SPO2は95.3±1.7%と改善したと報告し
ている。この論文の発表当時、SAS及びUARSに
対する根本的な治療法が開発されたと大きな衝撃
を持って迎え入れられた。しかし、この論文は、
臨床論文のためか、研究デザインの問題があり、
全体のOSAの子供が何人いて、どのような基準
をもって上顎劣成長と狭い口蓋としたか？どのよ
うな基準を持って対象を抽出したか？対照群のう
ち何人が同意して行ったか？拡大の方向と距離お
よびその方法の記載がない、などの点から誰も追
試ができず、データの良いものばかりを集めたと
言われても仕方がないような状態であった。こ
れに対して、2014年にTsuikiらはletter�to�editor�
としてRMEの論文の多くが信用される治療にな
り得ないと論じている。
　その後、C.Gilleminault教授らは、2008年ア
デノイド−扁桃切除術とRMEとの効果を比較した
論文を発表しようとしたが、Stanford大学内で、
そのAuthorshipの問題で、これを一旦取り下げ
ているが、これを日本では、2004年論文を取り
下げたと誤報として広がり、RMEに関する論争
が生じている。
　この論文は、2011年sleep�breathigにAdeno-
tonsillectomy�and�rapid�maxillary�distraction�
in�pre-pubertal�children,�a�pilot�studyChristian�
Guilleminault�&� Pierre-Jean�Monteyrol�&�
Nelly�T.�Huynh�&�Paola�Pirelli�&�Stacey�Quo�
&�Kasey�Li�Sleep�Breath（2011）�15:173–177
として発表され、パイロットスタディではあるが
アデノイド切除とRMEはほぼ同等の効果があっ

たと報告している。
論文の要点は
•経過観察を継続して、RME治療後の初回評価
と最終観察評価の期間の平均は12.3年間の術後
安定性について調査している。
•アデノイド・扁桃に問題のない、6～ 12歳の
狭窄した口蓋を持つ子供たち31人（19人は男児）
を対象としているが、このうち8人が転居などで
脱落。
•評価は終夜睡眠ポリグラフ（polysomnography:PSG
検査を用いている：治療後（31人）AHI�0.4±1.1�
Nadir�SpO2�95.3±1.7
最終観察評価（23人）AHI�0.3±0.9�Nadir�SpO2�
97.2±1.5�であった。
　この論文は、約20歳までの治療安定性を提示
しているが、観察研究であり、3割近くが脱落し
ていることには配慮が必要であろう。また、個々
のデータ提示したほうが、今後のデータの利用価
値としては良かったと考えられた。概して、この
論文のみでRMEの安定性があるのかどうか、議
論をすることは有益でない。
　また、RMEに関する論文のシステマチックレ
ビューが2016年Macario�Camacho� よりRapid�
Maxillary�Expansion�for�Pediatric�Obstructive�
Sleep�Apnea:�A�Systemic�Review�and�Meta-
AnalysisがThe�laryngoscopeに掲載されたので
その内容を紹介する。
論文の要点は
•丁寧にまとめられたシステマチックレビューで
ある。
•研究の質の評価はNICEのツールを使用してい
る。妥当性あり
•対象は314名、平均年齢7.6歳のメタ解析を行っ
ている。
•3年以内の観察期間での結果を出している。
　治療前AHI�8.9±7.0　治療後�AHI�2.7±3.3　
　AHIの差に関しては-4.84�(95%CI=-8.47�to�
-1.21)
　Lowest�SpO2（191例）治療前87.0±9.1、治
療後96.0±2.7として一定の効果を提示している。
•３年を超える観察期間での結果（52例）もあり、
治療前AHI�7.1±5.7　治療後�AHI�1.5±1.8と効
果を提示している。　
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　この論文は、短期的には確かにRMEは効果が
あることを提示している。しかし、臨床研究の論
文の多くが、どのような症例を対象としているの
か記載が難しいこと。一定の基準で全てを数値化
できる結果が得られないこと。などから、RMEが、
本当に治療効果があると判断できるかは、難しい
と言わざるを得ない。この論文でも、考察でラン
ダム化比較試験と中年期（これは私の解釈）まで
を観察した長期データが今後は必要であると記載
されていた。
　また、歯科臨床家の中には、上顎狭窄は治療と
して拡大できない、効果が安定しない、などの
理由から、安易にRMEを行うことに反論をもつ
グループもあり、矯正歯科治療として行われた
RMEの非奏功例の問題は存在する。また日本歯
科矯正専門医学会が作成した「上顎前歯が前突し
た小児に対する早期矯正治療に関する診療ガイド
ライン」で早期矯正治療を行わないことを強く推
奨するとした（GRADE�1C：強い推奨/エビデン
スの質「低」）内容も存在するが、これらはOSA
を対象としたものでなく、RMEが対象とする上
顎後退、歯列狭窄の症例とは反するものであり、
矯正歯科治療上での問題でもある。
　私見であるが、このRMEは可能性を持った治
療法であると考える。なぜなら、顎発育時期に適
切に顎顔面が発育していれば、その後の顎変形症
手術など大きな侵襲を伴う手術を受けなくてもす
み患者の利益は計り知れない。新たな試みや治療
法が始まると必ずその拮抗勢力が現れるが、ただ
単に根拠なく否定するのではなく、我々歯科医学
に携わるものは、自然科学的な論述性を持って的
確な論戦を行うべきであると考える。適正な顎顔
面発育治療の普及が望まれる。
5　睡眠医療における医科歯科連携
　最後に、睡眠歯科医療（歯科医師）は、睡眠医
療（医師）と密接に連携しなくては成り立たない。
しかし、これは医科から歯科へ一方向で成り立つ
ものでなく相互の協力なくしては成立しないもの
である。今後は多くの歯科医師が睡眠医療に興味
を持ち、学会や講習会等に参加し知識を得ること
が求められ、このような社会活動が日常に潜む睡
眠障害の早期発見、早期治療につながることが望
まれる。関連する学会を提示する。

関連学会
日本睡眠歯科学会：http://www.jadsm.jp/
日本睡眠学会 :�http://www.jssr.jp/
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【 略 歴 】
brief  summary
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14．最新臨床睡眠学−睡眠障害の基礎と臨床–Ⅳ睡眠障害の治療法、非薬物療
法：睡眠呼吸障害に体する顎顔面手術（睡眠外科手術）の効果−特に鼻腔通気
性の改善を目的として、71(5)：256−261、日本臨床、東京、2013．
15．睡眠無呼吸症　―広がるSASの診療―　9章　9.7口腔外科手術；189-
192、朝倉出版、東京、2013.
16．睡眠時無呼吸症候群と歯科の関わり－睡眠歯科医学のあゆみ－58（2）
71-72,日本大学歯学部同窓会誌2013．
17．ザ・クインテッセンス　特集2　完全理解！歯科医師に必要な睡眠と呼吸の
基礎知識　32⑿：94-119　クインテッセンス出版株式会社,東京2013．
18．ストップ・ザ・イビキ　－そのイビキ、歯科で治るかもしれません74(4):　
65-75　歯科医学評論,東京2013．
19．睡眠時無呼吸症候群に対する歯科の役割　特に顎骨の移動に伴う気道容
積の変化に関する研究(解説)，日大歯学 88（2）：77-80, 2014．
20．外木守雄、分担：臨床睡眠検査マニュアル改訂第２版 日本睡眠学会/編
P105-108ライフサイエンス社　東京　2016.　
21．睡眠のトリビア２　第１版１刷 宮崎総一郎，北浜邦夫，堀　忠雄/編P111
～114　中外医学者2016.
22．臨床睡眠検査マニュアル改訂第２版　日本睡眠学会/編　P105 ～108　
ライフサイエンス社　東京　2016. 
23．より良い睡眠歯科医療を目指して！－睡眠呼吸障害における医科・歯科の
医療連携のあり方を考える，東京都歯科医師会雑誌 63⑽:441－447.2015.
24．閉塞性睡眠時無呼吸を歯科医師としてどう診るか？～そのイビキ歯科で治
るかもしれません～、日本歯科医師会雑誌vol.69 No.12.33-40.2017.

サンスター金田博夫社長との対談

当時サンスターでは各界一流と言われる人物100人との対談の企画が行われており、
片山先生もその一人であった。
その中で、片山先生は口腔衛生の草分け的存在として関わってきたあらましを説明し、

「歯科の病気は『文明生活由来性疾患』であることから、生活の在り方そのものが原因
である。従って（歯磨きの方法も含め）生活そのものを変えていくべきである」、そして「歯
科治療の本当の目的は、虫歯であれば、長持ちする包帯で癒えたようにすることであり、
歯周病であれば、自分の力で癒していくための力をつけてやることだ」とも言っている。
「正しい食生活。すなわち正しい食物を正しく食べることが大切であり、その指導者
として最もふさわしいのが歯科医師であることを、歯科医師自身が認知することが最も
重要」と語っている。
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かつての歯科はむし歯からの歯そのものの修理
であるとか、歯周病から欠損ができて、その歯列
の回復などの片顎内の問題が主流であった。その
歯科診療の中にあって、近年『噛み合わせは大切
ですよね！』と上下顎の噛み合わせの在り方を患
者からも言葉に出してきた。
しかし、噛み合わせという言葉の多くは物を食
べこなすときの噛み合わせ、すなわち、まな板と
包丁としての咀嚼機能が取りざたされ、研究対象
としても、ほとんどは食事とのかかわりの中でし
か捉えられていないようである。
そのように歯科では摂食・咀嚼を主として捉え
て、食事が快適にできるように咬合を構築するの
が仕事であり、その他のことには関心を示さな
かった。
それを臨床現場でみていると、噛めるように修
理・治療を完成させると、噛めるものだからよく
噛んで食事をしてしまっている。そのため、噛み
すぎて思ったよりも短期間に問題を再発させてし
まう。そしてまた、よく噛めるようにと治療を要
求してくる。その繰り返しが歯科治療であるかの
ようになってしまっていた。
しかし患者の気づいている『噛み合わせは大切
ですよ！』の在り方は食事が快適にできるように
なるだけではなく、心身生理に調和した咬合のこ
とである。そのことを患者自身が身をもって感じ
とれているからこそ『噛み合わせは大切です』と
口にも出して言い始めてきたのである。

そして、日中だけでなく、夜間睡眠時にも心身
生理に調和した噛み合わせであるようにと要求し
ているのである。
ところが、上下顎は物を噛むという摂食・咀嚼
のとき以外は、安静位空隙の関係の中にあり、歯
を噛み合わせてはいない。普段は噛み合わせては
いけないのである。その普段は噛み合ってはいな
いことこそが生理現象であり正しいのである。
それでは『大切な噛み合わせ』はいつ成り立つ
のかといえば、それは無意識に起こる唾液嚥下時
の飲み込もうとする瞬間のごくごく短時間のこと
である。その時、上下顎の歯を接触させて、唇が
わを閉塞させるのと同時に下顎の位置を安定さ
せ、ゴクンと顎舌骨筋群の働きにより呑み込みが
成立する。この飲み込もうとする瞬間のごくごく
短時間の上下顎の歯の接触こそが『噛み合わせは
歯科の中で最も大切なこと』になるわけである。

【唾液飲み込みの自律神経系への影響の研究】

生きている人であれば誰でも、数秒から数分に
１回は無意識に唾液を飲み込んでいる。これは生
理現象である。そして、睡眠中でも起こる間隔は、
少し長くはなるが唾液嚥下をしている。この現象
が心身にいかに大きく影響しているかについて研究
して、2015年５月のブラジル�サンパウロでの13th�
International�Symposium�on� the�Bi－Digital�
O－Ring�Testで発表した抄録をここに載せる。

睡眠中の歯科の正常化は
なぜ必要か

F o r u m
睡 眠 と 口 腔 機 能

�パストラル歯科
Fujimaki Goro

藤 卷  五 朗

3
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唾液飲み込みの自律神経系への影響
Effect of Saliva Swallowing on Autonomic Nervous System

パストラル歯科　藤卷　五朗

【はじめに】人は誰でも、数秒から数分に１回は
無意識に唾液を飲み込んでいる。そして、飲み込
むときには必ず口は閉じ、ごく短時間ではあるが
上下の歯を接触させる。
上下の歯の意識的な噛み合わせについてBi－
Digital�O－Ring�Test（以下BDORT）で診査す
ると、二分され、BDORT適合者は咬合させるこ
とで副交感神経系が優位になり、不適合者だと交
感神経系が優位となる。それが口腔内だけでなく、
心身の各部にくまなく影響することはすでに報告
してきた。

【目的】無意識での唾液飲み込み（安静時唾液嚥下）
が自律神経系にどのように影響するのか検証する。

【方法】
１．�被験者の上下の歯の接触についてBDORTで
診査して、BDORT適合者か不適合者の二群に
分ける。このときBDORT例外応用で、胸腺を
指摘しての筋力最弱化での確認をすること。�
２．�ORT生命科学研究所製作の定量濃度試料
（RCS）の自律神経系作動物質Acetylcholine
（Ach）とNor�epinephrine（Nor�ad）を用いて、
被験者の前頭部・海馬などの頭部、胸腺などの
臓器、症状発現部位、不定愁訴部位をBDORT
により術前の定量測定をする。
３．被験者は10分間、普段の安楽な状態で過ごす。
この10分間での唾液飲み込み回数をかぞえる。
４．10分後、定量測定をして、術前のデータと
比較する。

【結果】10分間の安楽な状態での無意識下の唾液
飲み込み回数は、かなりのバラツキがあり10 ～
40回であった。10分後の定量測定ではBDORT
適合者でAchは２倍に増加し、Nor�adは1/2に減
少した。しかし不適合者でのAchは減少し、Nor�
adは増加するという全く逆の増減であった。

【考察】今回の被験者たちの無意識下の唾液飲み
込みは15秒～１分に１回していて、ファンタム�エ
フェクト内の生理活動であった。それは１日では
1000回～ 4000回以上の生理的飲み込み行動をし

ていることになる。一方、飲み込み回数とは別の
問題として、10分間後の定量測定では、被験者
の噛み合わせ条件がBDORTに適合していたかど
うかで、自律神経に対して全く逆の増減を示して
おり、それが口腔内だけでなく、心身の各部にく
まなく影響することが、より重要な意味を持つ。
それはBDORT適合者であれば普段の生活をする
中で、無意識下の唾液飲み込みが自律神経の副交
感神経を優位に好転させるだけでなく、ファンタ
ム�エフェクト内での好循環を回転させ続けること
で、心身を安定させるだけでなく、健康回復・増
進を推し進めることになる。それは、さりげない
生活をしているそのことで、すでに心身の健全化
が得られることを示唆している。
しかし、BDORT咬合不適合者であると、交感
神経を優位にさせるだけでなく、ファンタム�エフェ
クト内での悪循環をさせ続け、心身への影響とし
ては悪化させる傾向を示す。これは現代病である
うつ・認知症・発がんを増悪させ続けることにな
る。それだけでなく、すでに何らかの疾病に罹患
しているのであれば、それを一層不安定にさせ、
悪化傾向を推し進めることを示唆している。
以上から、BDORT咬合不適合者は安定した心
身の健全化のためにも、噛み合わせの条件を改善
して、BDORT的に咬合を適合させておくことは
重要である。

【結語】誰もが１日に1000 ～ 2000回はしている
無意識下での唾液飲み込み（安静時唾液嚥下）は
自律神経系と強く関わり、心身の各部にくまなく影
響し、嚥下時の上下の歯の接触が、BDORT咬合
適合者では副交感神経系が優位になり、心身を安
定させ、健康回復・増進をすることになる。しかし
不適合者だと交感神経系が優位となり、心身を悪
化させる。� ―以上―

【氣の存在を理解するための研究】
―こころの問題をかかえている患者を理解し、対
応するために―
この、研究の概要の一部は、2017年7月29日
東京大学山上会館で催された第26回日本バイ・
ディジタルO-リングテスト医学会にて、「氣のお
きどころは海馬や胸腺にどのように影響するの
か」と題して発表した。
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うつや認知症だけでなく、統合失調症のような
こころの問題をかかえる患者に対応するとき、主
訴の身体的症状だけに対処するのでは治療の成功
はない。
その原因が歯科からなのであれば歯科医師が担
当することになるが、こころの問題をかかえてい
る患者はこころまでを病んでいるのである。故に
診療の中で歯科治療と同時にこころへのカウンセ
リングをしていかなければならない。そのとき、
できることならば、自分自身に目を向けてもらい、
自らも健康になろうとする意欲を患者自身が持て
るようにカウンセリングを進める必要がある。
そのためには自身の内にある“氣”に気づかせる
ことである。
“氣はこころ”という言葉があるのだから、ここ
ろに問題があるということは氣の問題である。
しかし“氣”は見えない・とらえどころがないこ
となので、どうにか“氣”なるものを確かなことと
して理解していく必要がある。氣の存在を実感と
してとらえることの一つとして、氣を数値化して
とらえることができれば、氣の存在を理解しやす
くなる。そのために氣の在り方を海馬と胸腺組織
細胞のテロメア量におきかえて研究を試みた。

��この、氣の数値化表現には、最近話題のいのち
の回数券とか、健康度のものさしと言われるテ
ロメアを用いた。テロメアはORT生命科学研究
所製作の定量濃度測定試料（RCS）を用いてBi－
Digital�O－Ring�Test（Omura,Y.1977－2017）
法により、頭部の海馬や体幹部の胸腺を、次の氣
のおきどころを変えた①～⑥の各段階で測定し、
数値化する。
①　氣を意識していない普段の状態で測定する
②　氣を意識した状態で測定する（氣を頭に置く）
③　肛門をしめて、氣を臍下丹田に集中させた状
態で測定する（座禅の姿勢、中村天風のクンバ
ハカの姿勢など、一般的に氣を集中させるとこ
ろで、力を入れることができ、りきめるところ）
④　肛門をしめて、氣・こころを臍下の一点に静
めた状態で測定する（藤平光一の心身統一合氣
道での氣を静める一点で、臍下丹田よりかなり
下方であり、力を入れようとしても力の入らな
いところで、臍下約12cmのりきめない一点）
⑤　歯科との関係を調べるため、④の状態に咬合
させて測定する
⑥　咀嚼嚥下との関係を調べるため、④の状態に
５分間ガム噛みをさせて測定する

　　　　　　　条件
患者

0:初診時
①：氣を意識
せず普段どおり

②：氣を頭に意
識する（考える）

③：肛門しめ
臍下丹田に氣
を集中させる

④：肛門しめ
臍下の一点に
氣を静める

⑤：④に咬
合する

⑥：④に５分
間ガム噛する

１．健常者男性
85歳　生理咬合者

60 海馬　80 90 100 150 300 1200

120 胸腺　160 180 200 300 600 2400

２．重度歯周病者男性
73歳　非生理咬合者
病変部の歯科処置後
顎位誘導義歯の装着
で生理咬合を獲得

30 海馬　70 85 100 150 ▼100 ▼70

60 胸腺　140 155 170 215 ▼170 ▼140

義歯装着
直後

海馬　200 咬合して500 ④1000 1500

胸腺　240 800 1600 2300

１週間後
海馬　500 600 700 1400 ２週後①1000 臍下一点2000

胸腺　900 1000 1100 2200 2000

３．総義歯患者女性
72歳 うつ認知症傾向
 非生理咬合者
修正義歯装着で生理
咬合獲得

10 海馬　50 60 70 100 200 800

30 胸腺　100 120 140 200 400 1600

睡眠中装着
１ヶ月後

海馬　200 250 300 400 800 3200

胸腺　400 450 500 600 1200 4800

４．統合失調症男性
32歳　非生理咬合者
処置＋装置にて生理
咬合を獲得

10 海馬　20 30 40 60
疲れたといい測定不可能

30 胸腺　40 60 80 120

一週間後
海馬　35 ④へ105 ⑥へ420 三週間後の

４回目測定
①200,400 ⑤600,1000

胸腺　70 210 840 ④300,500 ⑥2400,4000

【結果（表）】 テロメア値はすべて ～ ng BDORT unit である
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【結果（表）と氣の治療経過】 �
患者により様々であった。対照として健常者と
思われる患者のデータを示す。
患者１．85歳男性。BDORT適合生理咬合者で
いかにも健康そうな方である。氣を頭で意識する
ことと、肛門をしめて臍下丹田に氣を集中させた
ことで、テロメア量は海馬10（胸腺20）ngの同
率の増加であったが、藤平の言う臍下の一点に氣
を静めることでは50（100）と急増した。また咬
合がBDORT適合の生理咬合であるため、上下顎
を噛み合わせることで２倍の増加。５分間のガム
噛みで４倍のテロメアの増加を測定した。この状
況なので快適な日常性を送れている。

【氣の研究の考察】
現代医療では免疫力低下の問題として感染症・
発がんのことと、脳の機能低下の問題としての認
知症が話題である。その対策として免疫力は胸腺
の、認知症は海馬組織の細胞生理機能の正常性の
維持で可能となるはずである。
大村によれば正常細胞のテロメア量の健康指標
としては350ng（BDORT�unit）以上になってい
ることである。そこでは細胞代謝が活発となり、
生命力が充実し、病気にかかりにくい状態になる
という。また、テロメア量が50 ～ 150ngなので
あれば、可もなく不可もない平均的な健康レベル
であり、1ng以下ではすでに病気を抱えているか、
病気にかかる直前の状態であるという。
また、テロメアはある量以下になると細胞とし
ての働きができなくなり、不安定となりガン化し
やくなる。そして、動脈硬化、心筋梗塞、糖尿病、
認知症など多くの疾病とも関係してくるとのこと
である。
今回の患者１の健常と思えた者でも初診時60

（120）ngが歯科診療後80（160）となり可もな
く不可もない状態になったが、他の３者は初診時
が50ng以下の病人であった。そこで歯科診療を
施術したあとでのテロメア量は少しく増加するも
のの150ngにも達してはない。
臨床経験から歯科での治療をしただけでは心
身の正常細胞のテロメア量を健康指標としての
350ng以上にさせることはほとんどできない。
しかし、適正な歯科処置に加えて、咬合を
BDORT適合の生理咬合に改善させた上で、肛門

をしめて臍下の一点に氣を静めての日常生活をす
ること、とくにこの姿勢を維持しての食生活はテ
ロメア量を高く維持・安定させられるので、持続
性のある健康人になるための重要な条件となる。

【氣のおきどころ研究のまとめ】
１．氣は頭に意識しただけでテロメア量を海馬で
10ng、胸腺で10～ 20ng増加させた。
２．気功で一般的な肛門をしめて氣を臍下丹田に
集中させても頭に意識しただけと同じである。
３．藤平光一のいう肛門をしめて臍下の一点に氣
を静めると海馬で50ng、胸腺で100ngの増加で
ある。故に氣のおきどころとしては肛門をしめ
て臍下の一点に氣を静めることが最善である。
４．BDORT適合の生理咬合者では安静時唾液嚥下
時に臍下の一点に氣を静めていれば倍増し、そ
の上同姿勢での食生活であれば４倍増加した。
５．海馬や胸腺のテロメアを日常的に増加させ、
正常化と安定化のためには日常食生活を応用す
ることが最も確実で効率的である。そして、健
康維持のためには咬合を日中・夜間睡眠時とも
にBDORT適合の生理咬合に確立させ、テロメ
ア量の健康指標を350ng（BDORT�unit）以上
に維持することである。
６．この研究から免疫力強化のための胸腺と、脳
の機能低下の対策として海馬組織の細胞生理機
能の回復と正常性の維持のためには歯科での生
理的咬合の確立と、その上での日常食生活習慣
が重要な役割を果たしているかが明らかとなった。�����

【この氣の研究での参考書】
１）大村恵昭、「手の刺激」健康・長寿術、㈱マ
キノ出版、2015
２）南方哲也編著、天風会監修、中村天風の教え
で幸福になる、㈱講談社2009
３）藤平光一、「氣」で病を癒す、㈱サンマーク出版、
1993

【睡眠中に起こる歯科疾患の原因について】
ほとんど多くの患者は仰臥位睡眠中に、下顎骨
体は安静位空隙のなかでごくわずかであるが、重
力により下（後）方に偏位する。このごくわずか
に偏位した位置から、無意識の中での唾液嚥下時
の上下歯の接触がμ単位でもずれると、非生理咬
合となるために自律神経系やテロメア量に影響し
て、細胞の寿命や組織としての機能を大きく左右
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させることが判った。その連続は健康を阻害して、
口腔諸組織の疾患と破壊を生じさせてしまう。

【睡眠中に歯科が正常化されると心身に何が起こるか】
これまでの目に見える形態的修理としての歯科
から、目には映りにくい心身の問題がいかに歯科
に関わっているか、しかも睡眠中での歯科の問題
が正常化されたときに心身に何が起こるかを症例
を提示しながら解説する。
A．ブラキシズムの原因と対策について�
B．ストレスの心身への定着とそれへの対策
C．うつや認知症の総義歯患者はなぜ睡眠中でも
義歯を装着していなければならないのか
D．こころの問題（統合失調症）と歯科との関係

【A．ブラキシズムの原因と対策について・患者
２を例にして】
睡眠とかかわる歯科での問題といえば、睡眠中
の異常筋活動で起こるブラキシズムである。
原因は起床活動時の咬合が生理的であったと
しても、仰臥位睡眠姿勢では安静位空隙の中で、
重力により下顎はわずかに沈下してしまう。このご
くわずかに偏位した位置からの安静時唾液嚥下を
するとき、閉口時の瞬間的上下顎歯列の接触がμ
単位のずれでも非生理となるため、咀嚼筋群の異
常筋活動として起こる不利な現象である。
そこで対策としては、睡眠中の上下歯の接触の
ずれを、生理的下顎位に誘導する滑走板のついた
装置（ORT.P.S.F）を用いると解決する。
この装置では、安静位での上下歯列の離開中に
起こる下顎偏位からの閉口過程で、滑走板に接触
させ、そのまま滑走して終末位にくる。その下顎
の滑走終末位こそが全咀嚼筋群の生理性を獲得で
きる位置になるため、異常な咬合力の発生を停止
させ、過剰咬合力を阻止することができる。
すなわち、ブラキシズムを生理的に停止させる
ことができる。そこで歯牙・歯列・筋肉群・口腔
諸組織の安定を得ることができる。
患者２．下顎後退のBDORT不適合咬合で重度
の歯周病罹患者73歳のブラキサー男性。歯周病
罹患部を一応の落ち着いた状況に改善させてから
この研究に参加した。
氣の置き所を変えることで、テロメアは15ng
ごと増加したが、臍下の一点に氣を静めて50
（100）と急増したものの、非生理咬合の状況の

ままで噛み合わせたため、それまでとは逆の同量
減少となり、さらに、５分間のガム噛みでは測定
開始前の元のテロメア量に戻ってしまった。
そこで、生理咬合になる様に構築し、顎位誘導
義歯を装着させたところ瞬時に増量し、その上、
咬合させてテロメアは500（800）ngに、ついで、
一点に氣を静めることで1000（1600）と急増した。
そして夜間睡眠時は装置（ORT.P.S.F）を使う
ことで、咬合を正常化させることができたので、
歯ぎしりもなくなり、自律神経系やテロメア量も
確実にコントロールできた。その上、氣の置き所
に注意して食生活・日常生活を送ることで、テロ
メア量も高い値で安定した。現在は歯周病罹患部
も一層の改善を観察できて、さらに良好な体調を
感じての生活ができていると喜んでおられる。

上記症例のように、『BDORT不適合の非生理
咬合者では、昼夜無意識に行う唾液嚥下時の瞬間
的な歯の接触だけでなく、日常食事をするそのこ
とで自律神経系は交感神経優位となり、テロメア
量は減少する。その連続は健康を害し確実に心身
を悪化させる。この無意識下で行われている現象
こそが、今までの歯科では気付いていない重大な
問題であり、非生理咬合のままでは、いずれ必ず
心身を病むことになる。』

【Ｂ．ストレスの心身への定着とそれへの対策】
ストレスほど心身すべてに退化現象を引き起こ
す原因はない。そして、このストレスは睡眠中に
脳裡に深く刻み込まれ、心身に定着して、テロメ
ア量を減少させ、ストレス関連病を生じさせてし
まう不利な現象である。
�対策として、ストレスを睡眠中に脳裡に定着さ
せないようにすることである。そのためには、副
交感神経を優位にして、負のストレス情報には反
応せず平静なるこころを作るセロトニンの分泌
を、またこころの積極性を生理的に活性化させる
ドーパミンの分泌を促し増加させなければならな
い。そして、脳内生理が交感神経優位のときに分
泌される心理的不安誘発物質であるノルアドレナ
リンを少なくすることである。このように自律神
経系を睡眠中の脳内生理として、副交感神経優位
に安定させる必要がある。そのためにこそ、睡眠
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中にBDORT適合の生理咬合への誘導が必要とな
る。そのようにするためには、安静時唾液嚥下閉
口時の瞬間的上下顎歯列の接触を、誘導装置を使
用してでも制御して、咀嚼筋群の筋活動を生理下
におくことで、副交感神経を優位にさせることが
必要となる。
2006年に発表したストレスの心身内経路と咬
合との関係図を掲載する。
重要なことは、日中普段の咬合がBDORT検索
で適合していれば、生理的咬合なので、負のスト
レスには反応しない。しかし、睡眠時、重力によ
り下顎が下（後）方に偏位すると、無意識下の唾
液嚥下活動で瞬間的に、交感神経優位に変わって
しまい、自律神経を失調させ、心理的不安を誘発
させてしまう。それと同時にテロメア量を減少さ
せるので、心身の組織活動を不安定にして、細胞
寿命を短くしてしまう。その継続は、負のストレ
スを定着させて、確実に多くのストレス関連病を
引き起こす。
しかし、たとえどんなに咬合が悪い条件であっ
たとしても、また、仰臥位睡眠時に下顎の偏位が
起こる状況であっても、生理咬合への誘導装置
ORT.P.S.Fを使用することで、副交感神経優位の
生理的咬合を獲得できるので、良質な睡眠を得る
ことができるようになる。そして、またどのよう
なストレスの渦の中であっても、負のストレスに
は反応しない強靭な精神状態を得ることができる
ようになる。このことも睡眠中での歯科が正常化
されて始めて可能になる健康作りである。

【Ｃ．総義歯はなぜ睡眠中でも装着していなけれ
ばならないか・患者３を 提示して説明する】
患者3.�不適合総義歯を装着して、随所に潰瘍

を起こし食事不能になり、幾つかの歯科医院で何
回も義歯を制作しても、なお同じような結果に不
満でうつとなり、痛みからか訳のわからない状況
にもなって、周囲から認知症になっているとして
来院した72歳女性総義歯患者。旧義歯では非生
理咬合者
自宅にはもっとあるがとして、３組持参した旧
総義歯の一組を適正義歯に改修して、咬合も整え
た上で、この研究に参加した。氣の置き所に従っ
て、順にテロメアは増加してきて、帰宅時はそれ
なりに高いテロメア量になったが、次の来院時に

は測定前の低い数値50（100）に戻っていた。な
ぜテロメア量が元に戻ってしまうのかを調べるな
かで、今までのどこの歯科医師も睡眠時は義歯を
外すようにとの指導を受けていたし、痛みから外
して寝る習慣になってしまっていたとのことで
あった。そこで日中も装着できるほどの適合性と
なり粘膜面も落ち着いてきたので、安心して夜間
睡眠時にも義歯を装着するように指導した。二日
ほどは不安の中での義歯装着睡眠だったが、三日
目からは安心してよく眠れるようになったとのこ
とであった。
どうにか、昼夜ともに無意識下での唾液嚥下時
の下顎位を、生理的に安定して保つことができる
ようになって自律神経系の落ち着きと、テロメア
の安定性が得られるようになり、３週間後の来院
時には海馬200（400）と増加安定した数値になっ
た。現在は、より一層の改善傾向を示して、うつ
や認知症症状はなくなり、笑いのある健康的な日
常を送っているとのことで家族の方も喜んでいる。
この症例のように夜間睡眠時の義歯なしでは、
唾液嚥下時の下顎の生理的位置安定が得られない
ために、自律神経系の交感神経優位状態となり、
不安が助長され、精神的不安定化が定着する。加
えて、テロメアの減少を引き起こして粘膜組織の
弱体化が促進し、傷を作りやすくなる。さらに、
胸腺機能に影響して、免疫力・組織抵抗力を低下
させる。このような不利な現象を引き起こさせな
いためには、夜間睡眠時に生理的咬合の確立した
総義歯を装着することが必要である。

【Ｄ．こころの問題（統合失調症）と歯科との関係、
そして睡眠中の歯科のコントロールの重要性】
患者4.の症例�統合失調症患者�32歳男性�強い
ブラキサーである
ダラダラとよだれを流し、ブルブルと両手をた
えず震わせながら来院した。この統合失調症は完
治しないと主治医に宣告を受けているとのこと。
初診時のテロメア量は海馬で10ng、胸腺で30ng
であった。要求された歯科治療と咬合調整をして
BDORT適合の生理咬合を確立させた。加えて睡
眠時にも安定したBDORT生理咬合を確立させる
装置（ORT.P.S.F）を作成して、家庭では睡眠時
に限らず装着するように指導した上で、この研究
に参加させた。
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藤卷　五朗（ふじまき・ごろう）
1944年 八丈島  生まれ
1969年 日本歯科大学 卒業
1973年 　　  同 大学院（薬理学） 修了
1973年 エンパイア歯科 （新宿区）  勤務　　　 
1977年 パストラル歯科 （千代田区神田） 開設
2009年 パストラル歯科 （台東区上野）移転 開設
 現在に至る

【 略 歴 】
brief  summary

歯科治療と咬合調整をしてBDORT適合の生理
咬合を確立させた後でも、普段20（40）だった
のは装置を毎晩は装着しなかったためである。
テロメア量を増加させるために日中は日常的に
肛門をしめ、藤平の言う臍下の一点に氣を静める
姿勢こそが重要であることと生理咬合を意識して
唾液嚥下することをカウンセリングのたびごとに
丁寧に訓練して、テロメア量の測定を行い、数値
的増量を実感してもらい、３回目のカウンセリン
グのときにはよだれは止まっており、４回目には
手の震えもほとんどなくなってきた。
定期的にカウンセリングを行うようになってか
らは、もちろん装置（ORTP.S.F）は毎晩装着し
ての睡眠であるとの報告を受けている。それが功
を奏しているからこそ、来院時のテロメア量は安
定して増加傾向を示している。最近では素行・会
話なども正常人に近くなったのかと思えるほどに
回復してきている。そして、本人からの笑いが出
るほどになり、完治はしないとの宣告から脱皮し
ていこうとの意欲を感じさせてくれている。

【総括】
歯科疾患にどのような処置を行ったとしても、
それは口腔内組織の改善・修理をしたにすぎない。
その歯科治療は心身が健康に向かえる準備をした
ことだけである。患者が医療にそれなりの若さと
健康を求めるのであれば、それを具現化する指標
をもって診療にあたる必要がある。
現在のところではガン・感染症（歯周病など）
の免疫系にたいしては胸腺の、認知症など脳の問
題には海馬の組織細胞の染色体のテロメア量を指
標にするのが適切である。そして正常細胞のテ
ロメア量が、病気にかかりにくい状態としての

350ng（BDORT�unit）以上に安定し続けること
が望ましい。そのためには、日中のみならず夜間
睡眠時も生理咬合が確立していることが絶対に必
要であり、それなくしては自律神経系とテロメア
量の安定した生理的日常性は不可能である。この
目標は医療に修理作業だけでない歯科診療が参加
すればこそ達成できることなので、そのような指
標を導入して心身の健康を判定していく医療行為
は意味があり、価値のあることだと思っている。
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30年の米国生活を経て、つくづく日本はユニーク
なところだと感じています。数年前50歳過ぎにして
初めてピアノの独習を始めたのですが、米国の電子
ピアノ市場は日本の５社でほぼ独占されているのに
気がつきました。その他にもいろいろなことがある
と思いますが、私としては片山方式の歯周病対策も
また日本独特のものであると感じています。当然、
そうでは困るのですが。

私は1982年まだ日本にいるとき、22歳にして歯
周病で歯を一本失いました。残念なことにこの時の
歯科医は歯周病のことに全く触れずにただ歯を抜
き、ブリッジを入れただけでした。当時の私は歯
周病について全く無知だったのです。その後1987
年に他の歯科医がさらに歯を二本抜き、ことの重
大さを強く警告してくれました。丁度この頃、朝日
新聞に片山先生の治療法が連載されていることを
家族から聞き、初めて歯周病の恐ろしさに目覚めた
のです。

そして同年、転職を機に妻とニューヨーク近郊
へ移り住みました。未知の土地で、誰も真に頼れ
る歯科医はいませんでした。朝日新聞の連載をまと
めた「患者のための歯科のすべて」を持参し、そ
れが私の歯周病対策の事実上唯一の支えとなりま
した。しかしながら、すぐに片山方式を身につける
ことができたとは言えません。その後数年の間にさ
らに４本、計７本の歯を歯周病のために失うことに
なったのです。

アメリカでの歯周病患者
体験記＋生活雑感

駒  形  直  伸

1960年東京生まれ。
1987年より米国在住。
技術職、教職を経て、
2005年偶然の長女出
生をきっかけに、家事
とボランティアに専念。
2008年に大腿骨骨折
を経験後、真剣に瞑想
を始めるも、依然迷走
中。

【 略 歴 】
brief  history
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幸い、1992年に一時帰国したときに片山先生の
「歯槽膿漏・抜かずに治す」を見つけ持ち帰りまし
た。もうこれ以上このペースで歯を失うことは出来
ないという覚悟を踏まえ、この本が私のバイブルに
なりました。その後もすべて一人で実行してきたので、
片山方式を完全にマスターできたとは思えません
が、歯、歯ぐき、そして全身の健康に留意した記述
と多くの挿し絵が大変な助けとなりました。そして、
その後数年の間に見かけの症状はほぼおさまりま
した。安定してからは、1999年から2001年の間に
インプラントを四か所とブリッジを一本入れました。
いずれも現在まで問題なく使えています。というこ
とで、今は一応全歯列が復元されている状況です。
もし、片山方式に出合わなかったら、今頃は総入
れ歯になっていたのではないかとぞっとします。

私は米国で５人の歯周病専門歯科医と９人の一
般・矯正歯科医にかかってきました。どの歯科医も
またどの歯科衛生士も私のホームケアが良いと言い
ます。ただし、誰一人として実際どうやって、どのく
らいの時間をかけてブラッシングをしているかとい
うことに興味を示したり聞いたりしないのです。こ
れでは歯周病の真の治療はできないなと感じまし
た。

一度、ある歯周病専門歯科医にポケットの深いと
ころがあるから手術をしないといけないと言われた
ことがあります。確かに、その頃多忙なためブラッ
シングを怠っていたと思います。しかし、片山先生
の本を読んでいたので、手術は改善とは無関係と
確信していました。そこで、その歯科医に３か月ホー
ムケアをして良くならなかったら手術をしてもいいと
言ってその場をしのぎました。そして３か月後、しっ
かりブラッシングをしてから検診した時にはその歯
科医も改善を認め、手術はせずにすみました。そ
れでも、その歯科医は実際にどういうホームケアを
していたのかということには興味を示しませんでし
た。

当初は米国での歯周病治療の定石に従い、３か
月おきに歯周病専門歯科医と一般歯科医とを交互
に訪れていたのですが、段々必要性を感じなくなり
ました。今では一年に一回かせいぜい二回訪問す

る程度になってきました。確かに、米国でのインプ
ラントや矯正技術はかなり確立しているかもしれま
せん。しかしながら、片山方式に対抗できるような
歯周病対策は全く存在しないと思います。そのよう
なわけで、何年も前からどうにか片山方式を英語で
紹介できないかと思っていました。最初は小冊子を
作ろうとさえ計画していたのですが、なかなかでき
ずにいました。それでも、やはり今すぐ何か書かな
ければいけないと思い、今年になって、やっと12ペー
ジほどのエッセイ（添付リンク１）として自分のウェ
ブサイトに載せました。このことを恒志会に報告し
たところ松田様がすぐに反応してくれました。それ
をきっかけに、この寄稿をすることになった次第で
す。

私はもうかなり長いこと専門分野や一般分野の
書き物を自分のウェブサイトに載せてきました。数
年前には「愛着と無愛着」という心理学と仏教の
接点のようなエッセイも書き（これは日本語版もあり
ます：添付リンク２）、ウェブサーチを通してかなり
多くの人に読まれているようです。片山方式を紹介
したエッセイもたとえ少しの人でもウェブサーチを通
して見出し、読んでくれればと思う次第です。ただ
残念ながら、どこでも専門家の多くは新しい方式に
は拒絶反応を起こす傾向があるので、米国の専門
家が興味を示すとは期待していないのですが。そ
れでも、いずれは真実が浸透することになると期待
しています。

ちなみに、米国で強く感じることの一つに、多く
の人が専門家や特別な道具に過剰に頼って、自分
自身の知識・力で最良の「路」を切り開いていくと
いう姿勢が少ないということです。例えば、ピアノ
を弾きたいと思えば、みんなレッスンをとらなけれ
ばいけないと思うようです。私は、そういった風潮
に反抗する意味もあり、数年前から全く自習でピア
ノの練習を始めました。当然進歩は遅いし、悪い
癖がつくかもしれません。それでも、ピアニストに
なるわけでもないし、一人で楽しめれば良いわけだ
し、自習ならではの利点も多々あるものです。また、
病気・ケガをすれば、多くの人は医師、その他の
専門家に頼りっきりになり、自分で出来ること・す
べきことに対する自覚が極めて弱いと言わざるを得
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ません。同時に、一般的に病院での対応といえば、
遠藤周作ボランティアグループの提唱する人間らし
い取り扱いとは程遠いものなのが現状です。これら
のことは、歯周病の療養についても言えることで、
米国で、専門家だけに頼っていたらみんな歯を失っ
てしまうのではないかと思います。

そして、最も残念なことは、米国の一般的な教
育状況がこのような他人任せの風潮を作り上げて
いるということです。私たちの娘は地元の中学校
に通っているのですが、学習その他ありとあらゆる
ことについてこうしろ・ああしろという指図ばかり
されるのです。そして、それをコントロールするた
めに頻繁に賞罰が使われるのです。これでは自主
的な子供が育つわけがないなと感じます（どうやっ
て、この風潮に対抗するかは私たちの大きな課題
です）。こうして育った子供たちが大人になった時に
どんな大統領を選ぶか皆さま想像がつくでしょう。

以上、米国の悪口ばかりになってしまいましたが、
当然いいところもたくさんあります。先に述べた、「愛
着と無愛着」のエッセイですが、アイデアはこちら

で容易にアクセス出来る各種の書き物からとられて
います。この国は、世界各地から様々な人々が来て
いるので、注意さえしていれば、多くの新しい、革
新的な思想（当然、少数派なのですが）に巡り合
う機会が多いと思います。私が、片山方式のエッセ
イを書いたのも、そういった風潮にのっとり、日本
独特のアイデアを紹介したいという気持からです。

去年でしたか、ウェブサーチを通して初めて恒志
会のことを知った時は、やはり片山先生の方式とそ
の信念は受け継がれているのだと確信し感激しまし
た。今後も、恒志会、そして遠藤周作ボランティア
グループ等関連の団体が輪になってすべての人々の
健全な生活を支え続けてほしいと切望するもので
す。

添付リンク
１．片山方式（英語）
http://nobo.komagata.net/pub/Komagata17-Perio.
html または http://nobo.komagata.net/pub/Komagata17-
Perio.pdf
２．愛着と無愛着（日本語）
http://nobo.komagata.net/pub/Komagata10J-Xtachment.
pdf

1990年片山恒夫先生80歳の時に初版が出て
から、2004年９刷を最後に絶版になっていた
この書籍を、歯肉のカラー写真を添付し、新
たに発刊することになりました。
歯だけを診る歯科医療とは違う、全人的医療
に立ち向かってきた50余年の体験から獲得し
た片山歯科医療の真髄を余すことなく収めた
名著です。
患者さんだけでなく、片山医療に触れたことの
ない若い先生方にもぜひ読んでいただきたい
一冊です。

片山恒夫の言葉
怠けることなく養生に励み、初めの４ヶ月の間に抜けなければ、医患の共同
作業によってぐらついた歯もまず救える。…というのが、私の築いた治療法の
真髄です。

「
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【はじめに】
ここ数年、再び口腔内写真が注目されているよ
うです。
スマホやタブレットが身近になり、画像処理ア
プリも多種多様なものが開発されています。無料
アプリのクォリティーも上がり、今や電話もアプ
リの一つという時代。
写真撮影や画像処理が、10年前とは比較にな
らない程一般化し、手軽になりました。
歯科界でも学会発表や雑誌投稿、あるいはスタ
ディーグループのプレゼンで、「美しい画像」「見
栄えのするスライド」が求められているのでしょ
う。
美しく仕上げられた補綴物を装着した状態、歯
冠表面の微妙なアンジュレーションと色調表現
等々、「魅せる写真」の作り方が大人気です。
30年近く前、Macintosh�IIciでPhotoshop1.0

をやっと動かしていた時代から比べると、隔世の
感が有ります。

しかし、本稿では、これらの事柄には一切触れ
ません。
見栄えのする写真を作りたい人にとっては全く
役に立たないので、これ以上読み進めても無駄で
す。
何故なら、片山式歯科臨床における口腔内写真
には、見栄えやキラビヤカさではなく、口腔内の
状態、とりわけ歯肉の状態を忠実に記録し再現す
ることが求められているからなのです。

【片山式歯科臨床における口腔内写真】
片山式の歯科臨床には、口腔内写真は必須であ
る。
この恒志会会報を手にしている皆様にとっては
当然至極、釈迦に説法ですね。
歯肉は暮らしと心身を写す鏡。
歯周治療において、時々刻々変化する歯肉の様
子を生活改善指導に役立てることが、片山式歯科
臨床の特徴の一つ。
「ナンチャッテ片山式」レベルの私の臨床でも、
これは当然のこと。
しかしながら、日常的に口腔内写真を撮影して
毎回患者さんに見てもらう、という臨床スタイル
を採っている医院は極々僅かです。
そもそも、口腔内写真を撮影することすら、ほ
とんど行われていないのが実情の様です。
カメラもデジタル化し、「撮る」「見る」が簡単
になったというのに…。

一体何故でしょうか？

数年来「口腔内写真の簡単撮影法と生活改善指
導への活用」をテーマに勉強会活動を続けてきて
気づいた事が有ります。
写真を始めようにも
「カメラセットが高い」「何を買ったら良いかわ
からない」「設定が難しそう」でつまずき、
なんとか始めたはいいが、
「撮り方が難しい」「時間がかかる」「撮った写

「口腔内写真道場」
―片山式歯科臨床における口腔内写真の活かし方―

群馬県みどり市開業　臨床歯科医師
M i c h i h i r o   M o m i y a m a
籾山　道弘
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真はそのまま放置」「写真を見る機会がない」等々
……etc。色々思い当たります。
しかし、そもそも「口腔内写真を生活改善指導
に役立てよう」という発想がないことが一番の要
因のようです。
勉強会では、撮影法、カメラやフラッシュ＆ミ
ラーや口角鉤等に関する質問を頻繁に受けます
が、臨床活用法について聞かれることは皆無です。
何のために口腔内写真を撮るのか？が明確に
なっていなければ、撮っても無駄。患者さんを痛
めつけるだけの野蛮な行為です。

そんなわけで、本稿では、片山式歯科臨床にお
ける「生活改善指導に役立つ口腔内写真」を始め
るための情報を、簡単にお伝えしようと思います。
限られた紙面では、入り口の話だけで、不充分
とは思いますが、一歩踏み出す切っ掛けになれば
幸いです。
撮るだけなら簡単です。機材なんて何でも良い
でしょう。
規格的に、且つ、歯や歯肉の変化を正確に把握
出来る写真には、少々コツが要ると同時に、歯肉
の状態や変化を忠実に再現することを阻む要素が
隠れています。

【私が口腔内写真に取り組んだ理由】
私は、人とコミュニケーションをとることが苦
手です。大嫌いです。
高校生の頃、進路選択の際に、医療系で患者と
話さなくても良いのは「麻酔で寝ている」外科か
「治療中口を開けている」歯科の２択で、血を見
なくて済むから歯科。
冗談のような話ですが、私は至って真面目でし
た。
ところが、臨床現場に出てみると、各診療科の
中で、最もコミュニケーション能力が求められる
診療科であることに気付かされます。老若男女、
ありとあらゆるタイプ方々が来院されます。
心と身体と生活の在り方が、歯周病やパラファ
ンクションと切り離せないことに気付きます。
そんな私に光を見せてくれたのが「片山セミ
ナー」でした。
1984年春、大学卒業直後で歯科医師免許が手

元に届く前のこと。勤務した医院の院長先生の計
らいで、大磯で開催された片山セミナーに参加す
ることが出来ました。
重症歯周病の長期保存症例の経過を、口腔内写
真の変化を詳細に見ながら、患者さんの生活改善、
心と体の変化、生活環境や人間関係の変化等々が
歯肉の写真に明瞭に表現されていました。
素人同然の知識しか持たない新米歯科医でも、
片山先生の短い解説だけでスーッと腑に落ちまし
た。こんな崇高なセミナーを受講して、新米歯科
医は決意を新たにしました。
口腔内写真があれば「患者さんと話さなくても
何とかなる！」
「言葉に頼らない生活改善指導」がスタートし
ます。

【口腔内写真・臨床でどう活かす？】
以下、クドいようですが、あくまでも「片山式
歯科臨床のなかでの口腔内写真」という視点で話
を進めます。
⑴　何のために撮るの？
そもそも、口腔内写真は何のために撮るので
しょうか？
口腔内写真は、症例をカッコ良く見せたり、自
慢するためのものではありません。
口腔内の状態を示す「臨床検査データ」です。
検査データに「飾り」や「アレンジ」は不要。
現状を「ありのままに」記録すること。
そして、毎回同一条件で記録し、再現、比較で
きることが求められます。
何よりも、「写真は患者さん自身のもの」とい
うことを忘れないでください。
来院ごとの口腔内状況を毎回記録して、局所の
状態、全身の状態、食生活を始めとする生活習慣
の状況等の情報を統合し、治療に、健康維持増進
に役立てていくためのものです。
必要ならば、一回の来院で2回、3回と撮影し、
その日の変化を写真で確認します。
片山先生が現役当時、デジタルカメラがあった
ならば、歯科における生活改善指導は広範囲、多
岐にわたり効果的に進められるようになっていた
事でしょう。
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⑵　正常値
口腔内写真は臨床検査データであると記しました。
血液検査や尿検査では、検査データと正常値が
併記されていて、直ぐに比較が出来ます。
とすると、写真にも正常値が必要です。
とは言っても、写真は数値化出来るものではあ
りませんので、「正常像」で代用します。
いずれは、ウェアラブルセンシングや画像デー
タから諸々の情報をピックアップして炎症症状や
骨吸収状態等を数値化できる時代が来ると思いま
すが、現状は肉眼での比較となります。
以前、この恒志会会報に「男女別各年代の健康
歯肉例」の一端を掲載しましたが、再掲します。
モノクロですが、雰囲気はつかめると思います。

〈正常値としての健康歯肉アルバム〉

　右段の２番目からも同様です。

例えば「60代歯周病で来院・糖尿病で通院中」
という男性患者さんに、教科書的な20代女性の
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健康歯肉を見せて何になるでしょうか？
また、「他人の写真を見せて、意味があるの？」
と聞かれることがあります。
「正常値＝健康歯肉」の発想が無いが故に発せ
られる言葉です。

さて、これから、チェアーサイドでの活用法の
本題に入っていきますが、その前に、撮影器具機
材、PC＆ソフトウェア、撮影法とPC操作につい
て先述します。
チェアーサイドで患者さんとともに写真を見な
がら話を進める前に、とにかく撮って、PCに入
力しなければなりませんので。

【撮影機材】
私達の勉強会で紹介している、入門用のカメラ
セット、周辺機材、PC、ソフトウェアについて
ご紹介します。
勉強会では,ここで「写真とカメラの基礎」と
して、カメラの構造・一眼レフとミラーレス機・
レンズ構造・フルサイズ機とAPS-C機・ｆ値・
SS・ISO感度・WB・アスペクト比・記録画質（画
像サイズ）・色空間・ピクチャースタイル・測光モー
ド・SDカード選択法等の基礎を一通りお話する
のですが、本稿では省略します。
写真とカメラの基礎は、どこかで学んでおいて
下さい。AT限定免許でも車は走りますが、クル
マの機構不理解ゆえのトラブルも耳にする今日こ
のごろです。

そして、「デジタルカメラがフィルムカメラよ
り優れている」と思われている方が大多数と思い
ますが、ここでも知っておいていただきたいこと
があります。
撮影後即見られることや、加工修正出来ること

（片山式では不要）はフィルムカメラでは不可能、
もしくは困難なことです。
しかし、写真の画質、忠実さと言った点、例え
ば画素数について見てみると、デジタルはリバー
サルフィルムの足元にも及びません。
最近のデジタル1眼レフでは、3630万画素なん
ていう機種も出てきています。
ところが、リバーサルフィルムのベルビア100の

高コントラスト現像は8800万画素に相当します。
更には、フィルムは全面が受光面ですが、デジ
カメのセンサー（撮像素子）には受光面の他に信
号伝達装置が配置されています。そして画素数が
増えれば増えるほど、伝達装置も増加し、結果受
光面の比率は減少します。
画質を重視したプロ用のデジタル1眼のスペッ
クを調べてみて下さい。1600万～ 1800万画素程
度の製品が多いはずです。
デジカメの目指すゴールはフィルムカメラなの
です。

⑴　入門用カメラセット

▪ボディー
キヤノン EOS Kiss X7

（APS-C デジタル 1 眼）
▪レンズ：タムロン SP 
AF90mmF/2.8
Di Model272E
▪リングフラッシュ
株式会社 IHS
http://ihs3.com/goods.
html
・ミニリング Merge

（LED 補助ライト付）
・ミニリング Mark- ２

（LED 補助ライトし）

ボディーは、デジタル１眼レフの中で最小・最
軽量。女性スタッフにも持ちやすいモデルです。
実際に手にとってみて、持ちやすいと感じる同ク
ラスのエントリーモデルを選択すれば良いと思い
ます。
但し、このカメラセットでも、マクロレンズの
先端に小型とは言えリングフラッシュがつき、上
部に電源Boxが載っている状態では、前重心とな
り、カメラの保持には独特のコツが必要です。
レンズは、2004年発売のタムロン伝統の
90mmマクロレンズ、モデル272E。手ブレ補正
も無く、防塵防滴機構もない代わりに、軽量です。
2016年に,、同じ90mｍマクロの最新のモデル
F017が発売され、防塵防滴、防汚コートに高速
AF、手ブレ補正と高機能になりますが、モデル
チェンジではなく、両モデル併売です。
即ち、モデル272Eが、それだけ基本性能の良
さが広く認められているレンズといえます。
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▪オリンパス
OM-DE-M10
純正グリップ
▪ M.ZUIKO DIGITAL
ED 60mm F2.8
Macro レンズ
▪株式会社 IHS 製ミニリン
グ

⑵　基本設定
EOS�Kiss�X7ベースでの設定の目安を列挙して
おきます。
あくまでも目安であり、製品の個体差、合わせ
る写真の色や明るさ等を勘案して、微調整が必要
となります。

撮影モード：マニュアルモード（上面ダイヤルM）
リングフラッシュ発光光量：１/２
（低倍率撮影で被写体との距離が離れる時：Full発光）
SS：1/160
F値：20
ISO感度：400
（SSとF値、ISO感度は、実際に撮影してみて、撮影
画像の明るさを見て決めますので、一つの目安です。）
ホワイトバランス：ストロボ
WB色補正：B4～1、G3～2程度を目安に微調整。
（今までの写真の色や機種の個体差、PCモニター
の性格により随時変更します。
マニュアルホワイトバランスのやり方は省略します。）
アスペクト比：３：２
（アスペクト比はフィルムサイズやフルサイズ1眼のセ
ンサーサイズと同じにします。
４：３等の横長にすると、センサーの上下をカットし
た小面積で撮影することになります。）
色空間：sRGB
ピクチャースタイル：ニュートラル
記録画質：JPeg�S1スムースかS2（RAWや大きな
記録サイズの設定は避ける）
ストロボ発光：する
測光モード：評価測光

もっとも、口腔内写真撮影の設定では手ブレ補
正は不要で、水浸しや石膏まみれの手で撮影する
ことなど無いでしょう。歯科には不要な機能。重
量も400ｇ：600ｇと軽量です。
鏡筒が前後するタイプのため、規格撮影に必要
な撮影倍率をレンズ鏡筒に記入しておくことが出
来ます。

この組み合わせのカメラセットは、入手も容易
で、価格もトータルで¥100,000 ～ 150,000くら
いの価格帯で導入可能です。
また、女性スタッフの皆さんで費用を分担し
て1セット購入することも可能なレベルと思いま
す。
コンパクトデジタルカメラやコンデジベースの
歯科専用機は、歯肉の色調を詳細に、丁寧に観察
することは不可能です。価格と性能の点からだけ
でなく、写真を観察する目を養うという点からも
導入は避けるべきでしょう。
よりコンパクトなカメラセットを求める声もあ
るため、私達はかねてよりミラーレス一眼での口
腔内写真撮影にも取り組んでいます。
オリンパスのマイクロフォーザーズ機ベース
で、下図のようなセットも組んでいますが、価格
や操作性、コスパの面から、入門機としてお勧め
はしません。カメラ慣れしてからの方が良さそう
ですが、倍率設定をワンタッチでセットできたり、
ファインダー内に十字線や方眼、水準器を入れた
り、その他便利機能を多数備えています。
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その他の設定は、口腔内写真撮影では無関係な
ので、ここでは省きます。
趣味の写真撮影を楽しむための設定では、色々
組み込むといいでしょう。画像もRAWやRAW＋
Jpegで記録して、思い通りに仕上げるのも楽しいも
のです。
「魅せる写真」「見栄えのするスライド」はこの加
工テクニックを使います。

【撮影倍率】
X7はAPS−C機なので、フィルムカメラ及びフィル
ムカメラと同サイズのイメージセンサーを持つフルサ
イズ機よりセンサーサイズが小さくなっています。
その比率をクロップ係数と言い、X7は1.61になり
ますが、同じキヤノンでも機種によって微妙に異な
ります。
大まかにですが、キヤノンは1.6、他社製品は1.5
と設定して良いでしょう。
これは、レンズに記載された焦点距離や撮影倍
率がフルサイズ標記であるため、APS-C機の場合
には、変換する際に必要になります。
ex）タムロン90mmマクロレンズはX7では、フル
サイズ換算すると90ｘ1.6＝144mmレンズ相当とな
ります。
また撮影倍率は、フルサイズの1:1は、X7では1:1.6
となります。
実際に口腔内写真撮影で必要となる撮影倍率
は、フルサイズで1:1（等倍）、1:1.2�、1:2がメインで、
必要に応じて、1:1.5、1:2.5あたりが用いられます。
これらをX7換算すると1:1→1:1.6、1:1.2→1:1.92、
1:2→1:3.2、1:1.5→1:2.4、1:2.5→1:4となり、これ
をレンズの鏡筒にマーキングしていきます。
写真の白いテープは、テプラPro用テープ9mm
幅を2本貼付しています。

⑶　ミラー、口角鉤
私達は、口腔内写真撮影に際し、出来る限り患
者さんの負担を軽減しようという想いから、トゥ
ルースミラーという、ロジウムメッキ加工のメタ
ル両面ミラーの撮影用ミラーを開発しています。

アングルワイダー

（滅菌法）

（ミラーの曇りどめ対策）

温湯 火炎 保温庫
（培養器）
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【撮影の実際】
⑴　撮影時の心得
口腔内写真には実像やミラー、口角鉤等が一切
写り込んではいけない、と言われています。
確かに、余計なものが写っていないほうがキレ
イです。
そして、そういった「100点満点の写真を撮影
しなければいけない」と指南書にも書かれている
し、セミナーでもその様に教えられています。
しかし、初心者がいきなり100点満点の写真を
撮影できるわけがありません。
実際の臨床現場で、患者さん相手に100点写真
の練習をしている場面をよく目にしました。
たかだか5枚の写真を撮影するだけで、5分も
10分も掛け、やっと撮れても患者さんに何も
フィードバックが無い。
「歯医者満足＆患者大迷惑」の極みです。
患者さんの為、生活改善指導の為の写真上達の
コツは、
１：患者さんに負担をかけない（痛めつけない）
２：撮ったら即見る・見せる
の2点です。
スタッフ間で撮影練習をすることは大切です
し、短時間で上達してほしいものですが、
何よりも大切なのは、とにかく即フィードバッ
クすることです。即見る、見せることです。
今の口腔内の状態が直ぐに分かる、前回・前々
回との比較がすぐ出来る事。
デジタルならではのメリットで、片山恒夫先生
が現役のときには不可能だった利点です。
患者さんに「写真を撮られた」と感じさせない。
そして、見ること、比較することで得られる情報
の価値、生活改善への導きが得られることが大切
です。
こんな言い方をすると、色々反論があろうかと
は思いますが、実像やミラー、口角鉤は写真の周
辺に映り込むだけです。
実際の指導のポイントは画角の中央部付近にあ
りますので、患者指導にはほぼ無関係です。
いずれ上達して、100点に近づければ良いで
しょう。
「100点写真が撮れるようになってから臨床で
撮影しよう」というのは、若葉マークのドライバー

が「佐藤琢磨より運転が上達してから公道に出よ
う」といっているようなもの。
14枚撮影の予定で、モタモタして時間がかかっ
てしまったら、その日は5枚で止めても、患者さ
んに見てもらう時間を確保して下さい。

⑵　撮影法
よく採用されているのは1/2倍による５枚法で
すね。口腔内全体の概要、歯列や補綴物の全体像
を把握するには良い方法です。
しかし、辺縁歯肉の状況を中心に歯周疾患の状
態を詳細に診るには不向きです。
そこで、1/1.2倍による9枚法で詳細に歯肉の
状態、歯牙の位置移動や形態等を観察します。
この両者を合わせた14枚法を基本とします。
私たちは毎回14枚法で撮影しますが、不慣れ
な場合には、初診時や再評価時等節目で14枚、
アクティブな歯周治療では9枚法を頻回に撮影、
というパターンでも良いでしょう。
9枚法なら45秒、14枚法でも1分で撮影してい
ます。
参考までに、勉強会でお渡ししている撮影法マ
ニュアルを掲載しておきます。
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患者さんにとって写真撮影は苦痛以外の何物で
もありません。
故に、極く短時間で痛くなく、苦労を強いずに
撮影することが大切です。

【PCとソフトウェア】
さて、以降は、口腔内写真撮影の指南書や関連
文献には一切書かれていないことですが、「歯周
治療と口腔内写真」「片山式歯科臨床における口
腔内写真」という観点からは、非常に重要な部分
なので、読みにくいとは思いますが、あえて記し
ます。
そして、文章のみで詳細を記すことは不可能で
あり、本稿では、図や画像の量にも制限があるた
め、要点のみを記すこととします。

⑴　MacかWinか？ iPadは？
撮影した写真は、PCに保存・整理し、患者さ
んに見てもらいます。
その際にも、いくつか注意点があります。
本稿の底流に有る「片山式歯科臨床における口
腔内写真」という歯肉の色調変化の正確な再現、
という点からPC、モニター、ソフトウェア等に
ついてお話します。
最近、「iPadを使ってチェアーサイドで手軽に
写真を見せたい」という話をよく聞きます。
Retinaディスプレイになって、非常にキレイな
画面ですね。
前述のごとく、私はApple歴30年近くになるリ
ンゴ派です。動画からプレゼン資料作り、音楽、
画像処理、原稿作成等々、多くの仕事をAppleの
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PCでこなしています。
現在我が家には、iMac27inch、Macbook�Pro�
13inch� Late2016、Macbook12� Late2016、
Macbook�Pro13inch�2012の４台の実働Mac（そ
の他、オブジェMac多数）がありますが、いず
れのマシーンも、口腔内写真管理、患者プレゼン
には使えません。
口腔内写真に関しては、自作のWinマシーンを
使用しています。
この理由は次項で述べますが、結論として、「歯
肉見るならAppleは避けよ」です。
炎症性歯肉も健康歯肉に見えてしまう程、歯肉
の「赤」の変化を比較、観察するには不向きなの
です。

⑵　なぜWinか？
PCからモニターに映像を出力するには、GPU

（Graphics�Processing�Unit）というICチップが
必要になります。
皆さんがPCを選ぶ時に注目するのは、CPU

（Central�Processing�Unit）性能やHD・SSDの
容量や速度、メインメモリのサイズなどのスペッ
クで決めていると思います。
ゲーマーや映像編集者でもない限り、おそらく
GPUに注目することはないでしょう。
CPUはPC全体を制御する役割。
GPUは画面の描画を専門に処理する役割を持
ちます。
そして、GPUの処理能力は、「映像や画像を速
く美しく動かすこと」を数値化して判断します。
最近の高性能グラフィックは、ゲーム業界が
引っ張ってきたと言われ、クッキリ、ハッキリ、
メリハリの有る映像が速くスムーズに動きます。
口腔内写真は静止画なので、問題ないだろうと思
われるかもしれませんが、ここに落とし穴があります。
①内蔵型と外付型
GPUは、分かりやすく云うと、内蔵GPUと外
付けGPUの２種類に分けられます。
内蔵GPUは、CPUとGPUが統合されたもので、
メモリをCPUに依存します。外付けGPUはCPU
とは完全に独立して画像を制御します。
内蔵GPUは、文字通りCPUに相乗りしている
ので、省スペース、省消費電力化が目的です。

②メーカーによるチューニングの違い
現在のMacは12＆13インチノートやデスク
トップエントリー機種ではIntelの内蔵GPUです。
Retinaディスプレイと相まって、非常にクリアで
見栄えのする画作りになりました。
15inchノート上位機種やデスクトップのハイエン
ド機では、AMD社Radeoの外付けGPUとなって
いますが、拡張性は非常に低くなっています。
しかし、前述の如く、画作りは「派手」な方向
で、歯肉の発赤・腫脹が徐々に改善してくる様子
を上手く表現出来ません。術後の歯肉のほうが術
前より悪く見える事がよく有るほどです。
GPUメーカーは、Nvidia社GeforceとAMD社
Radeonが双璧ですが、各々特徴があります。
Radeonのほうがメリハリ有るVividで派手な
画作りです。一方のGeforceはより自然に近い発
色のため、ゲーマーからは地味、暗目と評価され
ているようです。
上記の、Intel内蔵GPU、AMD�Radeon、Nvidia�
Geforceの各GPUの特性を比較してみると、最
も自然の色調を再現できているのがNvidia社
GeforceのGPUという傾向にあります。
PCメーカー其々に、画作りに対する姿勢が異
なりますので、一概にGPUのみで判断すること
は出来ませんが、上記傾向は参考になるでしょう。
PCを選ぶ際には、こんな点にも注目するとい
いでしょう。
「Appleで歯肉の炎症症状の変化を記録できて
いる」という方は、もしかするとご自身のGPU
に問題が有るのかもしれませんね。
PC本体のスペックは、ハイエンドなものは必
要ありません。エントリー機やノートでは、上
記問題がありますので、注意して選んで下さい。
Midクラス・タワー・Win機の平均的なスペック
で十分でしょう。チェアー台数やスタッフ数の多
い大型医院では、サーバー PCを１台決めておき
ましょう。またカメラも複数台必要でしょうが、
その際の各カメラ間の設定は、実際の撮影画像を
同じPC＆モニター上で比較しながら微調整して
下さい。

⑶　ソフトウェア
撮影した写真の保存、管理、閲覧のためには使
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い勝手の良いソフトウェアが必要です。
ソフトウェアは、Apple用も含めて、各種、多
数テストしてみました。
検査表や見積書作成、その他豊富な各種資料作
成機能を持つソフトも沢山あります。
しかし、私達が唯一無二でお勧めするのは
「歯撮くんPlus」（アクアシステム）です。（http://
www.hattorikun.com/htdocs/plus/）
簡便・シンプル・分かり易く入力・整理できて、
患者さんに見てもらう際の表現力が非常に優れて
います。各種資料作成も可能ですが、私はそういっ
た機能はほぼ用いず、「見せる」「比較する」こと
に特化しています。

患者画面

比較画面

症例画面

症例画面・各年代の健康歯肉

⑷　PCモニターの駆動方式とキャリブレーション
PCモニターの性格も、色表現に差を生じる場
合があります。
液晶パネルの駆動方式は、TN（Twisted�Nematic）
方 式、VA（Vertical�Alignment） 方 式、IPS（In-
Plane-Switching）方式の3種類に大別出来ます。
低コストの順にTN方式→VA方式→IPS方式。
PCで静止画表示に用いるのなら、高画質の順に
IPS方式→VA方式→TN方式でしょう。
PLS、AH-IPS、IPS方式辺りであれば、問題な
く使えることと思います。
メーカーとしては、IiyamaやDiatoneなどが無
難でしょうが、LGやASUS、DELL、HP等の普及
版でも、入門機としては十分です。チョット奮発
してEIZOにしておく事も、予算的に可能であれ
ばお薦めです。サイズは、24inch ～ 27inch位が
使いやすいと思います。
ここでは述べませんが、モニターのキャリブ
レーションの知識は持って下さい。
市販のモニターは、可能であればキャリブレー
ションを定期的に行いたいものである。
モニターの色温度や輝度は経時的に変化しま
す。また、市販のモニターには個体差があります。
意外と見落としがちな点ですが、こんなことか
ら、定期的にモニターのキャリブレーションをお
こなうことが望ましいのです。
実際の方法には触れませんが、こんな事実も
知っておいて下さい。

口腔内写真関連の記事でも、ほぼ記載のないマ
ニアックなことも一部記載しました。
これは、「魅せる写真作り」では無関係なこと
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かも知れませんが、忠実な色調再現には必要なこ
と。そして、デジタル画像をうまく活用するため
には、知っておいて下さい。

【生活改善指導の入り口】
⑴　悪いところ探しを止める
私たち歯科医療従事者は、患者さんの口腔内を
診査すると、悪いところを事細かにピックアップ
します。
「ここが悪い、あそこはもっと悪い」
もちろん病態を把握することは必須です。
しかし、患者さんに悪いところだけを伝えてい
ませんか？
「またか…」「何度も言われているから…」
現状を伝えると同時に、将来の姿を思い描いて
もらう事、歯科治療を通じて健康を獲得出来るこ
と、歯や歯肉を意識することのない毎日とは？
等々
ゴールをイメージしてもらうために、口腔内写
真を上手く使ってほしいのです。
この辺り「臨床のコツ」の入り口の話をしてみ
ましょう。
片山恒夫先生は、セミナーで必ず「どんなに重
症の歯周病患者さんでも、口腔内の何処かに正常
に近いところは有る。」「良いところ探しから始め
よ。」とお話しされました。
口蓋はその典型ですね。
そして、同じ世代、似たような病態の方が、歯
科治療、歯周治療を通じて健康を回復・獲得し、
更に健康度を増していく姿を知ってもらうこと
で、患者さんご自身の励み、目標にしてもらいま
す。そのための口腔内写真活用術です。
患者会などができれば良いのでしょうが、私には
不可能ですので、もっぱら写真に語ってもらいます。

⑵　１回のアポイントで出来ること
初診、再評価、補綴、メインテナンスといった
区切りの場面の写真記録はよく行われます。
しかし、ここでは一日、１アポイントでできる
ことの一つの例をお話してみます。
例えば、有る患者さんの来院日、1回のアポイ
ントで、①来院時、②患者さん自身のブラッシン
グ後、③プロによる口腔清掃＆歯肉血行改善処置

後の3回を撮影して、見比べます。
そうすると、口腔内至るところに大きな変化が
記録されます。歯肉だけでなく、口蓋や舌、頬粘
膜、時に口唇にまで、写真素人の患者さんでもひ
と目で分かる変化が現れます。
どうすれば、この結果が得られるか？の体感です。
②と③を逆にしても良いのです。そうすると、
患者さんに「あなたの方が上手になったね」といっ
てあげられます。色々作戦を練りましょう。
言葉は少なくても良いのです。色々アレンジし
ていけば良いこと。
また、健康歯肉アルバムや多くの改善例サンプ
ルが無くても、とにかく記録、見る・見せるを続
けることで、「歯撮くん」の症例コーナーが充実
していきます。
資料不足を感じたなら、「開業歯科医の想いⅡ�
片山恒夫セミナースライド写真集」に豊富な改善
例、長期経過例、健康像が掲載されていますので、
これを用いることです。
自分の口腔内は悪い所だらけではない事を知ら
せる。悪いところもすぐ変化する、良くなる体験
をしてもらう。

1回のアポイント（1日3回撮影）

1 分間の血行改善ブラッシングと歯肉の変化
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3 回分の比較

こんなことから始めてみると良いでしょう。言
葉は少なくても良いわけですから、臨床導入はス
ムースと思います。

【まとめ】
私達臨床家は、日々写真記録を重ね、長期経過
記録を積み上げていくことも大切な責務です。
「口腔内写真は、過去の記録の集積・アーカイ
ブでしかない」といわれていますが、積み上げた
過去の記録を詳細に見て、臨床にフィードバック

していくことで、今は「患者」である人々を、健
康な姿へと導くことが出来るのです。
新しい研究、新薬や治療法の開発、日本人なら
ではの健康維持増進策等々、未来の歯科医療も、
過去の記録集積があって初めて成されることで
す。
すべての患者さんへの口腔内写真撮影と比較確
認が、どの歯科医院でも当たり前のように行われ
る様になれば、歯科治療への理解と協力、更には、
生活改善指導が広く、一般化することと思います。
100年も前から言われていることですが、口腔
と全身の緊密な関係が、最近になってやっと注目
を集めるようになりました。
歯科からの情報発信という意味からも、豊富な
画像情報は価値あるものと考えます。
再度記しますが、本稿は、口腔内写真を生活改
善指導に役立てるための入門編として、必要なこ
と、他では言われていないことを記載しています。
？？？なことも多々あろうかと思いますが、と
にかく気軽に撮影してドンドン見る・見せること
から始めていただきたいと思います。

片山先生の論文の作成方法

①最初に、口述される内容を平井さんが書き取り、次に反古紙に大き
な字で書き写します。
②それを巻物のように貼り継ぎ、畳1畳ほどの工事用の板に順番にピン
で留めていきます（板を何枚も用意します）。
③全体を把握できるように、遠くから眺めて、入れ替えたり、不足を
書き足したり、削除したり、切ったり貼ったりして、何度も校正を繰
り返します。
④最終的に、仕上がった文章を清書します。

　こうしてスタッフ総出で作り上げた文章が、私たちが目にする、あの
緻密で難解で、吟味され尽くした論文です。



43� 恒志会会報��2017　��Vol.12

「開業歯科医の想い  ―片山恒夫論文集―」より

片　山　恒　夫
大阪府豊中市開業

町の開業医は、日ごろ仕事でいろんな多くの人と
知り合う。特に歯科の臨床は、長いお付き合いが多い。
仕事は実に緻密、繊細な手仕事で、そのうえ一

度冒された組織は自然回復しないので、その修復の
ためには、機能に根ざす全生命体的、動的な、だか
らこそ美的センスが要求される。したがって、おの
ずと手工芸作品に対して興味をもつ、というよりも、
共感する場合がしばしばである。
アントニオ・ガウディ（1852～1926）という建
築家とその作品を知ったのは、12、３年前、医院改
築の設計の相談相手が、セザール・マルチネール著
1967年発行のA4版�523頁のスペイン語版『Gaudi
の理論と作品ーその生涯について』をみせてくれた
ことに始まる。

奇怪なほどの曲線
構成の建物、なかに
は床面以外すべて曲
面で構成されている
建物すらあったし、
すでに100年にもな
ろうとする継続建設
中の大聖堂、サクラ
ダ・ファミリア、そ
れこそなにに譬える
こともできないよう
な尖塔の写真もあっ
た。

それら作品のほとんどすべてが、スペインの地中
海に面したカタルニヤ地方の中心地、その昔、イサ
ベラ女王の庇護の下、コロンブスが船出した港町、
ピカソ、ダリ、ミロを生み出したバルセロナにだけ
残っていることを知った。
その本をみせてくれた建築家は、それのどの部分

を、どう設計に取り入れられ、どう施行できるかな
どは全く論外で、完全に不可能事と問題にしていな
かった。しかし、私には諦めきれないものが、そこに、
はっきり現されていた。それは、私の望みを満たし
てくれない近ごろの建物の不満な点、水平と垂直に
囲まれた平面構造を打ち破り、現実のものにしてい
る点であった。

私自身、日常の仕事、したがってすべての時間を
取り巻き流れている感覚、人間の歯の半透明の美し
さ、曲線の機能美、それがために私はアール・ヌー
ヴォーのガラス工芸をこよなく愛していた。

それには、また別の理由もあった。
西欧と東洋との美感覚の融合である。
ガラス工芸を美術にまで高めたのは、アール・ヌー

ヴォーの作家たち（1890～1905）であった。
日本の自然科学者、山林植物学者、高島得三（北
海）、その人の文人画としての教養でもあったことをサクラダ・ファミリア外観

私のなかのガウディ
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忘れてはならない。
中世からの工業・文化の中心フランス北東部、ア
ルザス・ロレーヌ地方の中心ナンシーの学芸のなか
で、全欧最高の農林学校に日本政府より派遣留学中
（1885～1888）の高島北海は、植物学者としての
観察、スケッチも抜群であったが、少年時代からの
教養として身につけた自然観察、心のまとめとして
の南画の素養が花卉の表現の点でガレ、ドームをは
じめ多くのナンシー地方の工芸家に驚異をもって受
けつがれ、ガラス工芸に文字どおり花を咲かせたそ
の事実である。
東洋的美感覚、自然存在の曲線での認識、ガウディ

の作品に私はそれをみた。いまから12、３年前のこ
とである。

私は、ものごころついた子供のころから、音楽好
きだが、特に激しい喜びや悲しみは、すべて熱情的
な音に結びつく。フラメンコギターやあのサパテアー
ドの激しい音に……�なぜなのだろうか。フラメンコ
の詠嘆ラメンテーションは東洋のものであるからに
ちがいないと思う。
昭和40年ごろにみたカルメン・アマーヤとサラ・

レサーナ共演の映画「バルセロナ物語」は、いまだ
に脳裏にやきついて消えない。
10年前、約100坪ほどの増改築を手がけ、思いど
おりにならないために、あれにもこれにも悩まされ、
苦り切ったり、ふさぎ込んだりしているとき、突然、
バルセロナ物語の主演女優サラ・レサーナが当時日
本公演での相手役ミゲル・サンドバールをつれて、
治療を求めてやってきた。
闘牛を除けば、なんでも好きなスペインが、サラ

とミゲルを通して一挙に身近なものになり、聞きた
いこと、知りたいことのあれこれが吹き出るほどに
熱っぽく、増改築中の騒音と雑用のなかで話し合わ
れた。もちろん、話のなかには増築の目的や、完成
後の外観や機能についても、したがって設計施行の
不満についても話し合ったのであった。（日本公演を
終えて帰国し、再来のとき、２人が自分たちで機内
荷物としてもち運んでくれたランタンが、今も一番
高い窓に灯されている。）
なんとしてもこの設計に最も不満な点、不可能で

あった点といえば、水平と垂直に囲まれた平面構造
を打ち破れなかったことである。すべて諦めたよう
な建築が、ほとんどできあがろうとしているとき、
この建物の外観を決定するたった一つの窓のあり方
が決まらず、最後まで決定を引きのばしながらスペ
イン旅行を決行し、その３週間のある日に電話で決
定することとして飛び出した。
そしてバルセロナ、夜明けとともに起き出してガ

ウディの建物の前に近づくとき、たった一人の誰に
もみせない、初めての異国での興奮�!!
そして夜は、カタルニヤ広場から始まるランブラ
ス（遊歩道）、100年前に建てられたコロンブスの高
さ60ｍの記念塔が建っている海岸広場に続くランブ
ラスを歩き、塔のみえるあたりから左に入るレアル
広場のタブラオ、ロス・タラントス（カルメン・ア
マーヤとサラ・レサーナ共演の映画「バルセロナ物語」
の原題はロス・タラントス）。
おそらく、このタブラオから映画名はつけられた

と思うが、そのタブラオヘフラメンコを見に、聞きに、
60歳の私は、数年一気に年をとるほどの疲労のなか
にありながら、十数年も若がえるほどの感激を受け
た。
その後、数年してもまたバルセロナヘ、そしてガ

ウディの作品へ、２度とも宿はアベニダ・パレス。　
ホテルを出て角をまがると、パセオ・デ・グラシア
にカサ・ミラとカサ・バトロが斜めに向かい合って
建てられている。両者とも約70年前に完成した。こ
の通りはガウディ以前の最高の建築家数名の作品が
建ちならぶ代表的目抜通り、そこから歩いて30分ほ
どのところに聖家族教会がそびえ立っている。

カサ・ミラ外観

user
ハイライト表示

user
ハイライト表示
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カサ・ミラ、カサ・バトロの居住空間は、四角四
面のところがどこにもなく、すべて“いびつ”であり、
曲線とラセン、そして色彩はアラブ・タイルをちり
ばめたポリクロミー（多色彩装飾）、材質は鍛鉄づく
りの扉、部屋飾り、砂岩・礫岩・大理石・オニックス・
コンクリートとセラミックス、手に触れ、肌になじむ
建物部分と家具調度の木質、それらがガウディに協
力する職人たちのまるで一つの意志、一つの手であ
るかのように行われて、そこにいまもある。
曲線の形づくるすべての意味、バロック、アール・

ヌーヴォーではなく、それらすべてをまとめ、乗り
越えた力と動きと均衡、それらのもつすべての意味

と、それをまとめた静けさと安らぎがそこにはいま
もある。
そして現代機械文明の贖罪のためにと、これから

も数十年、百年近くも続けられるであろう聖家族教
会の建築が、なお静かに進められている。
私は今も、またもう一度ガウディの最晩年の作、
バルセロナの郊外約20キロのところにあるコロニア・
グエルのクリプタ（労働者コロニーのための礼拝堂
1908～1916）に憩いの旅をと考えている。

� （歯界展望：第56巻　第３号・昭和56年９月）

コロニア・グエルのクリプタ外観 コロニア・グエルのクリプタの礼拝所

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA MANCHA

マドリッドの目抜き通り、グラン・ビアの終点に位置するスペイン広場には、文豪セル
バンテスの像と、ドン・キホーテ、従者のサンチョのモニュメントが建立されている。
ドン・キホーテをこよなく愛した片山先生は、これらを背景に写真を撮りたいと思い、
旅行に同行した中浦さんに撮影依頼をしましたが、肝心の片山先生は写真枠から外れ
てしまいました。帰国後、そのことが判明し、大変悔しがりました。

その後もドン・キホーテに関わる書籍やレリーフ、イラストなどを求めました。
そのうちの１つ。ある書籍の中から見つけられ、75㎝×105㎝の大きさの壁掛け用に
拡大され、15部ほど作成されました。
治療室と居宅の取り合わせの壁に長らく掛けていました。今でも壁にその痕跡が残っ
ています。
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・アメリカ在住の駒形氏との偶然の出会いは、私たちにとって「嬉しい
驚き」であった。彼が発信した英文文書は、新たな可能性を感じ
させる。

・片山先生の主張した口腔内写真撮影の必要性を、独自の工夫を施
し、現代にリメイクした「口腔内写真道場」は、歯科医師にさらな
る奮起を促すに違いない。続編を期待したい。 

・私たちNPO恒志会は、私たちの想いを超えて、様 な々方々に支えら
れていることを実感。Mediumに掲載した森田先生の記事は、毎月
100 〜 200人もの購読者がいる。

・最近の医学・歯学の論文内容がますます限定的・狭小化・細分化し
ているような状況の中、今回のフォーラムのテーマは、医師・歯科
医師連携の要になるだろう。

・免疫力の衰えた身体は、次 と々起こる環境の変化に対応できずに
いる。変調してしまった心と身体に私たちは一体何ができるだろう。
奇跡は起こるだろうか。そっと寄り添って、少しだけ背中を押してあ
げること。祈ること。



「抜くか抜かないか」「どういう時に抜くか」の議論は、

不要で不毛です。

「抜かずに救うにはどうするか」が、

歯科医には大事です。

朝日新聞社発行　片山恒夫著　歯槽膿漏―抜かずに治す  より抜粋

歯だけの問題ととらえたのでは歯は良くならない。
歯は健康の窓であり、しるしであり、入り口である。
と同時に健康の前ぶれであり、また総決算書でも
あるからである。
口腔諸機能の健康獲得が、多くの健康運動の出発
点であり、また健康保持のゴールでもある。

歯だけの問題ではなく、心も身体も健康で、人間として生き、
価値あるすばらしい人生を送っていただくことが、

 歯科医師の願いです。

（愛媛県歯科医師会発刊「歯科予防読本」から引用）

石井正仁写真集「命輝く」知床・釧路湿原　発売中
美しくも厳しい大自然の中で生き抜くヒグマ、エゾシカ、天然記念物のオオワシ、オジロワシ、
更に絶滅危惧種で日本に140羽生存するシマフクロウの生態を捕らえた感動の写真集。
全国20公立図書館で収納
全国有名書店で発売中。ネット販売 :「命輝く」検索
石井まで直接注文  ishii.masahito@gmail.com ¥2500

11月始め、紅葉目的で毎年訪れている上高地、乗鞍高原の状況が思わしくなく
野麦峠方面に車を走らせてみた。谷を挟んだ南斜面に目の醒めるような錦秋が
広がっていた。あまり期待しない山間部でお宝に出会った喜び、これだから風景
写真はやめられない。
石井 正仁　横浜在住　歯科医師
写真歴 1992年 富士山を中心としたネイチャーフォト開始
 2003年 銀座「富士フォトサロン」個展
  富士フイルム本社イメージサロン個展
  桐蔭学園ホール　他にて個展
  アマテラスの会　特別招待作家
  以後 AMA写真年鑑掲載
  写真誌「フォトコン」個人特集記事掲載
 2015年 写真誌「日本カメラ」巻頭掲載
  写真誌「フォトコン」巻頭掲載
  知床・釧路湿原の写真集「命輝く」発刊

「 秋彩 」   撮影地／長野県奈川村　撮影日／2016. 11. 2
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