
　池脇　馬場先生、あまり歯科の領域
の話をいただくことはないのですけれ
ども、まずは歯ぎしりの基本的なとこ
ろから教えてください。
　馬場　グリグリ、グリグリ、寝てい
る間に音がするということで、皆さん
ご存じだと思いますけれども、必ずし
も音がする歯ぎしりばかりではなくて、
例えばぐっと食いしばる。かむだけで、
あごが動かなければ音はしませんので、
そういった場合はなかなか検出は難し
いのが実情です。いずれにせよ、あご
を中心として非常に大きな力がかかり
ますので、例えば首筋に朝起きたとき
に凝りがあったりだとか、口が開かな
くなったりだとか、あごに疲労感があ
ったりだとか、よくあることは、朝 
「寝違えたのかな」というふうに患者
さんが思われて、そういうことが続く。
実はそれは歯ぎしりだったということ

がよくあります。
　池脇　寝ている間のことであれば、
なかなか自分自身で気づくということ
はないわけですね。歯ぎしりには種類
があって、音がするのとしないのがあ
るとなると、歯ぎしりかどうかの診断
はけっこうたいへんですね。
　馬場　まず歯ぎしりがあるかないか
ということをしっかりと診断できない
と、その後の対応もできないわけです。
逆に、歯ぎしりではないのに、歯ぎし
りのせいにしてオーバートリートメン
トになることもいけませんけれども、
どちらかというと見過ごされることが
多いです。
　音がするものはグラインディングと
僕たちは呼んでいるのですけれども、
グリグリ、グリグリ、音を出しながら
あごを動かすタイプのものです。音が
しない、ぐっとかみしめるようなタイ

歯ぎしりの原因と治療

昭和大学歯科補綴学教授
馬　場　一　美

（聞き手　池脇克則）

　歯ぎしりの原因と治療についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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プのものはクレンチング、かみしめと
も言いますけれども、大きく分けると
その２種類がありまして、今先生がお
っしゃったように、わかりにくいのは
クレンチングというほうで、僕たちが
それを診断するうえでは、頼りにでき
るのは朝起きたときの症状です。朝起
きたときの凝りだとか、歯の痛みだと
か、口が開かないとかいうことがよく
認められる症状です。
　池脇　どういう睡眠のときに起こり
やすいかということもわかっているの
ですか。
　馬場　かなり睡眠生理学的な研究は
進んでいまして、私どもの研究室でも
睡眠実験室を設定して日夜研究してい
るのですけれども、ほとんどの歯ぎし
りが睡眠が浅くなるときに起こるとい
うことがわかっています。したがって、
熟睡して、しっかり寝られているとき
は、逆にいうと、歯ぎしりは起こりに
くいということが、私どもの研究室だ
けではなくて、多くの研究室から報告
がされています。
　池脇　今先生がおっしゃったことか
ら考えると、不眠症の方に多いといっ
てもいいのでしょうか。
　馬場　不眠症と歯ぎしりの関連性は
指摘されています。それ以外にも、例
えば飲酒量と歯ぎしりの関係というの
も指摘されていまして、お酒というの
は勘違いされやすいのですけれども、
入眠は早いですが、睡眠の質は悪くな

りますので、そういったことも関係あ
るのでしょうし、そのほかにもストレ
スがあると睡眠が浅くなりますので、
歯ぎしりが起こるチャンスが増えると
思います。
　ただ、これはすべての方に当てはま
るのではなくて、全くそういったこと
に関係なく歯ぎしりされる方もありま
す。歯ぎしりのレベルが常に一定の場
合、遺伝的な規定を受けていると考え
られます。歯ぎしりは多因性ですので、
十把一からげにできないところが難し
いところではあります。
　池脇　歯ぎしりの中でも、先生が言
われたクレンチングというタイプはだ
いぶ力が入っていますので、それによ
って歯が損傷するということもあるわ
けですね。
　馬場　もちろんあります。例えば、
こんな実験があります。徳島大学のグ
ループが行った研究ですけれども、特
殊な装置を使って、睡眠中、かみしめ
る力を測るのです。起きているときに
思いっきりぐっとかんだときの力とい
うのは、人間ですと、だいたい自分の
体重ぐらいの力が出ますが、寝ている
間にそれ以上の力が出る人がいるので
す。それはすべての方ではないのです
けれども、そういう方が数％の割合で
いたということが報告されています。
　そこまでの大きな力がかかりますと、
歯が欠けたりだとか、歯の根っこが折
れたりします。歯の根っこが折れると、
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その歯は抜くしかないので、これは歯
科的にはけっこう大きな問題になりま
す。
　池脇　先生方の外来の歯ぎしりの患
者さん、どういうきっかけで行くのか
なと考えますと、一つは音がして、家
の方からの訴えで受診するきっかけに
なることもあるのでしょうけれども、
もう一つのパターンは、今言われた歯
が損傷することによって、歯科医から
の紹介で先生方のところにという、そ
ういうルートもあるのでしょうか。
　馬場　それはかなり多いです。未然
にわかればいいのですけれども、先ほ
ど申し上げましたように、朝起きたと
きにあごがだるいとか、歯が欠けたり
するということを一般の方が歯ぎしり
と結びつけることはなかなかありませ
ん。例えば今審美修復といいまして、
セラミックを使った治療がかなり広く
行われています。残念ながら、そうい
ったセラミックスを使った治療は脆性
材料といいまして力に弱いのです。歯
に力がかかったときに欠けたりとか、
もろいので、何回やり直しても欠けた
りするということで歯科医師が気づく
こともまれではないです。
　池脇　あるいは、こういう症例はあ
まりないと思いますけれども、それこ
そ肩の凝りですとか、あごの疲れとい
うのを、内科医を含めて外来で診てい
て、それをきっかけにして歯ぎしりで
受診するケースはどうでしょうか。

　馬場　これはたまたまなのですけれ
ども、僕の経験からいいますと、産業
医の方に歯ぎしりについてお話しさせ
ていただいたことがあるのです。そこ
でご理解いただきまして、朝起きたと
きの肩凝りがあるとか、あごの疲れが
あるという方を会社の健診でピックア
ップされまして、僕らの大学に送って
いただいた経験は数例あります。
　池脇　それで来院された場合、どう
やって歯ぎしりを診断するのでしょう
か。
　馬場　先ほど申し上げましたけれど
も、まずは一番確かなのは、音がグリ
グリ鳴っていれば、間違いなくグライ
ンディングタイプの歯ぎしりをしてい
ます。もう一つの、ぐっとかみしめる
タイプについては、今明確なマーカー
がないので、実際には朝起きたときの
症状を患者さんにうかがうしかないの
です。朝起きたときにあごが痛いとか、
口が開かないということであれば、寝
ている間に何かが起こっているわけで
すので、そういったときには歯ぎしり
が疑われるということです。
　池脇　それに対してどういうふうに
対処するのでしょう。
　馬場　僕たちがまずやることは、睡
眠習慣を改善するということと、あと
は先ほど申し上げましたけれども、浅
い睡眠のときに起きやすいので、睡眠
の質を改善するということが助けにな
る可能性があります。
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　それだけではなくて、関連する疾患
も幾つかピックアップされていまして、
例えば睡眠時無呼吸であるとか逆流性
食道炎といったものが関連するといわ
れています。睡眠時無呼吸は当然、無
呼吸が起こった後に睡眠が浅くなりま
す。逆流性食道炎もそうなのです。で
すので、そういったことに関しては医
師に対診します。
　あと、指導で、例えばストレスコー
ピングであるとか、お酒の飲み過ぎに
注意しなさい、そういった睡眠に関連
した生活習慣についての指導をします。
それはすべて歯科医師の範囲内で行い
ますが、患者さんにとっては健康のた
めにいいことばかりですので、ぜひ行
っていただく。
　それでも残るケースがあるのです。
僕たちが考えているのは、遺伝的に規
定されて、小さいころからずっとやり
続けているようなケースなのだろうと
思います。そういったものに関しては、
マウスピースを製作しまして使ってい
ただきます。マウスピースは短期的に
は歯ぎしりのレベルを下げる効果があ
るといわれています。しかしながら、
一定時間、例えば２週間以上使ってい
ますと、慣れてしまいまして、その上
でもゴリゴリ、ゴリゴリ、歯ぎしりを
するようになるということが論文的に
は明らかになっています。そういった

場合には、残念ながら歯ぎしりは止め
られませんけれども、歯を守るという
意味でいえば、歯だとか顎口腔系を歯
ぎしりの力から守るということでいえ
ば役に立ちますので、そういった治療
をします。
　池脇　睡眠を含めた生活習慣を改善
することによる効果があるのでしょう
か。
　馬場　例えば、歯ぎしりが辛くてい
らっしゃって、うかがってみれば逆流
性食道炎だということで、内科に行っ
ていただいて、プロトンポンプインヒ
ビターという薬を服用されたら楽にな
ったという患者さんもいらっしゃいま
すし、無呼吸の患者さんで、無呼吸の
治療をして治ったという方もいらっし
ゃいます。それが奏効することは多々
あります。ただ、すべてではないとい
うことです。
　池脇　先生のお話を聞いて、歯ぎし
りというのは口の中だけの問題ではな
くて、いろいろな意味で、睡眠も絡む、
あるいは肩凝り、筋肉痛、様々な内科
的な疾患にも関係しているという意味
では、常に我々もそういったものを念
頭に置いて患者さんを診ていく必要が
ありますね。
　馬場　はい。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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