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カイロプラクティックと歯科の統合治療
－著しい高血圧を有した一治験例における診断と治療ご

阿知波正パン中村昭二ツ斎藤淳子難3

IntegratedApproachesofChiropracticandDentistry!
AClinicalTrialonaPatientwithSignificantHypertension

MasatoACHIWA,ShoiiNAKAMURA,JunkoSAITO

Abstract

Inthefieldofchiropracticanddentistry,variousphysicalsymptomsassociatedwithgeneralmalaisetendtobetreated
successfully.However,theauthorsdonotawareofanydetailedreportsinvolvedwiththeeffectivenessoftheintegrated

approachesofchiropracticanddentistry.Thispaperreportsapatientofessentialhypertensionwithotherphysical
symptomsturnedtoshowagoodresult(systolicbloodpressurechangedfrom215mmHgto124mmHg;diastolicblood
pressurechangedfrom128mmHgto79mmHg)afterthecourseofcooperatedtreatmentsbychiropracticanddentistryonce
everyweekfor24times.Herindefinitesymptomswerealsoimoroved.Fromthisresulttheauthorsconsideredthatthe
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physicaldistortionandmal-occlusionareinfluentialfactorsfortheessentialhypertension.Oncewesawthesuccessful
improvementofherchiefcomplaints,wethentriedthe"NRbio-bite-gaugemethod"andfoundtheimprovementofthe
ROMofcervicalandshoulderjointsaswell,eventhoughthepatientdidn'thavecomplainingintheseareas.Nowthe
authorsrecognizedthenecessityfortheintegratedtreatmentsbymanualtherapy,dentistryandmedicine,aswellasthe
multidisciplinaryresearchontherelationshipbetweenpartsandatotalbody.
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I.はじめに

高血圧の発症原因はさまざまであり、原因が解明

されていなものも少なくない｡それゆえに単に降圧

剤により高血圧の改善を求めることもしばしばである。

しかし､原因不明とされた高血圧が､カイロプラクテ

ィック治療や歯科治療で改善されることもある。し

たがって､生体の歪みも高血圧の発症要因と考える

ことができる｡そこで､症例の一つ一つを大切にし、

治験例を振り返りながら原因と治療法を確立してい

く必要性があろう。

今回は､著しい高血圧やその他のさまざまな不定

愁訴を有している患者に対して､カイロプラクティ

ック治療を中心に歯科治療(中村が提唱するオクル

ーザルパワーゾーン'-3)を主体とした岐合治療;上顎

5の近心から6の近心部)を併用した結果､良好な経過

がみられた｡さらに､その後に中村が頚椎から診た生

体咳合治療のために用いているNRバイオバイトケ

ージ法4)による関節可動域診断にしたがって治療を

行った結果､頚椎および肩関節ROMの改善がみられ

たので報告する、

Ⅱ.症例

患者は43歳の主婦で高血圧を主体とした多くの不

定愁訴を主訴として来院した｡全身症状は

高血圧､喚覚異常､左上唇周囲(上顎神経領域)の知覚

鈍麻､右股関節痛､頭痛､しゃべり難さ､便秘､動1季､腰痛、

肩こり、背中の痛み､易疲労性､差明､めまい､耳鳴り

など多く見られた。

現病歴は平成12年に下顎左側犬歯の治療を1日で

行った直後から､岐合および全身の不調を感じるよ

うになった。

既往歴は高血圧(収縮期圧215mmHg､拡張期圧

128mmHg)、甲状腺機能冗進症(12年前)､鼻茸で､高

血圧は医師から降圧剤が処方されていたが､,患者の

希望により服用はしなかった｡甲状腺機能冗進症は

薬物治療を受け現在は異常所見はみられない｡鼻茸

は過去5回の切除術を受けたが､現在も再発している。

鼻詰まりがあり点鼻薬(ステロイド)を使用している。
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生活歴は特記事項は特にない。

現症の所見は以下の通りである。

1)カイロプラクティック所見

正面および側面頭部X線規格写真所見(図1)では

正面像からC4～6に傾きが見られ､C1-C2間(歯突起

とCI外側塊内側縁との間およびCI下関節嵩とC2上

関節面との間)にも左右のアンバランスが見られた。

また側面像においてもC2-C3過前替が見られた｡こ

れらのX線規格写真は頭部を固定しての撮影のため、

自然な傾きを表していない可能性があるので､リス

ティングの決定はできないものの、これらの部にフ

イクセーションやハイパーモビリティーなど椎間関

節の可動性に何らかの問題があると考えられた。

錘息&溌慰：

図1:頭部X線規格写真正面像および側面像

正面像:C4～6に傾き･CI-2間の左右のアンバランスが見られる
側面像:C2-3に過前脅が見られる

神経学的検査(脳神経検査､鮭反射､筋力テスト等》

では左幅穣運動の減弱がみられた。

オーソペディック・テストは特に異常は認められ

なかった。

ROMでは右股関節の屈曲十内転十内旋で鼠頚部

にひっかかり感が感じられたが､ROMそのものには

異常はみられなかった。

モーション･パルペーシヨンでは上部頚椎(後頭骨

-C1-C2)､下部頚椎～上部胸椎(特にC7～T3)､下

部腰椎(特にL4の後方偏位)､仙腸関節(特に右仙腸関

節下部)､胸郭全体､頭蓋骨の可動性減少(頭蓋仙骨リ

ズムの振幅の減少)がみられ､C3およびC4のP－A方

向への可動‘性増加が見られた。
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筋･靭帯の触診では脊柱起立筋､上部僧帽筋､広背筋、

胸鎖乳突筋､斜角筋､頭および頚板状筋､後頭下筋群、

小胸筋､肋骨間筋､前鋸筋､腸腰筋､腰方形筋､大殿筋、

ハムストリング筋､大腿四頭筋､下腿三頭筋､横隔膜

などの筋および左仙結節靭帯に過緊張がみられた。

圧痛は環椎後頭部､左右の上部僧帽筋､左右の肩甲

間部､左右の広背筋､右腰方形筋､左右の下腿三頭筋、

左右の鼠径部､恥骨結合部､L4疎突起､左仙結節靭帯、

虫垂炎手術創部などの部位に認められた。

AKおよびCMRTのチャレンジでは虫垂炎手術創、

胆管､左右の頚動脈洞の反応が陽性であった。

2)歯科的所見

オルソパノラマX線(図2）所見では､上顎右側7,下

顎右側67．左側56欠損が見られる｡顎関節X線規格写

真(シュラー氏変法)(図3)では､岐頭談合位(中心恢

合位:立位または座位で上下の歯を軽く咳み合わせ

た状態)において両側とも下顎嵩の下顎頭位は前上

図2:オルソパノラマ

上顎右側7,下顎右側67.左側56に欠損が見られる‐

図3:顎関節X線規格写真(シュラー氏変法）
岐頭巌合位において両側とも下顎嵩の下顎頭位は前上方にあり、

左右の形態においても特に異常所見は認められない．
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方にあり､左右の形態においても特に異常所見は認

められなかった．

療法､運動療法などは行わず,また患者の希望によn

降圧剤は服用しなかった。
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図5:カイロプラクティック治療(腰椎に対する治療)および歯科治療

カイロプラクティック治療は,関節の可動性減少

および歪みに対しては持続圧によるアジャストメン卜、

特に仙腸関節においてはSOTを行った(図5。また関

節の可動性増加に対しては正しいと思われる状態に

関節面を合わせ､その位置で関節面を持続的に圧着

させ関節が安定するように図った｡筋緊張や内臓の

機能低下にはAK､CMRTによる軽いマニュピレー

トを行い､また内臓に対しては前述の手技の他に直

接法･間接法･誘導法によるマニュピレーションs'､頭

蓋骨においては間接法で施術を行った｡歯科治療は

10ミクロンのセロファン系咳合紙(バイオ岐合紙;山

八歯材工業K,K.製)を用いて岐合調整(カーボランダ

ム使用)を行った。

治療に要した期間は平成14年12月13日～平成15年

8月29日(255日)で治療回数は24回であった。

治療経過は発症の経緯からするとカイロプラクテ

ィック治療だけでは治療効果の維持は不可能である

と考えられたが､歯科治療を併用したことによって、

口腔内の可動域(岐頭談合位における下顎の前後運動。

側方運動)が大きくなり、同時にカイロプラクティッ

ク治療の効果が持続するようになった｡2回目以降の

治療において順次､次の段階にいけるようになり､全

身の可動域が徐々に回復し､維持できるようになった。

これに伴い筋緊張が緩和され､それに伴い口腔内の

陵合干渉も新たに発現し､そのたびにl～数箇所の陵

合調整が行われた｡この結果、幅広い症状の改善が認

められるようになった。

図4:口腔内所見(術前）

咳合重心:717(パワーゾーンの欠如）
前歯部の過重負担および下顎運動制限岐合干渉

口腔内所見(術後）

口腔内所見(図4)は全身症状と関連する病的岐合

因子5-6)として､オクルーザルパワーゾーンの欠如(岐

合重心:717)､前歯部の過重負担および下顎運動制限、

臼歯部の岐合干渉が見られ､歯列全体において岐合

異常を呈していた。ソフトバイト(軽く岐む)時には

左右のオクルーザルパワーゾーンで軽度の対岐接触

はみられた｡また､セロファン系の岐合紙を二枚重ね

てハードバイト(強く陵む)させ側方に牽引したとき

には岐合紙は抜ける状態にあり、上顎最後方位にあ

る717のみの対岐接触であった｡このことから､重心

岐合が後方にあったことが伺えた｡左側切歯におい

て反対岐合が認められたが､咳合障害にはなってい

なかった｡聴力検査を用いた岨噌バランス診査では

特に異常所見は認められなかった。

総合診断はこれらのことから生体の歪みおよび岐

合異常が関連する陵合関連症候群"の疑いがあると

考えられた。

治療計画はカイロプラクティックにより関節の可

動性の減少､歪み､筋緊張､内臓の機能低下の改善を

行った後に歯科治療(岐合調整)を行い､これを繰り

返し継続的に行うこととした｡尚､治療に際して食事

日本カイロプラクティック徒手医学会誌妙
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調整することにより、下顎骨の三次元的歪みを修正

しつつ|旋合重心バランスの改善をしようとするもの

である。

早期に著しい改善が認められたものは,左上唇周

囲(上顎神経領域)の知覚鈍麻､右股関節痛､頭痛、し

ゃべり難さ､便秘､動‘|季､腰痛､肩こり、背中の痛み､易

疲労性､差明､めまい､耳鳴りなどであった。しかし、

血圧値は増減を繰り返しながら徐々に改善し､正常

値にいたるまでは長期を要し,唄覚異常においては

著しい改善は認められなかった｡患者からの報告で

は治療後には尿の出も良くなり、フワーッとした感

じが消え、さらにイライラもなくなり、顔色が良くな

った.口腔内の状態は歯のギプスが取れたように感じ、

よく咳めるようになり、しゃべりやすくなったと訴

えた。

治療前後における血圧および脈拍数の変化は以下

の表の様になった。
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図6:バイオバイトケージ(山八歯材工業社製』､

本症例では全身症状､口腔内症状､血圧値が改善し

た後にNRバイオバイトゲージ法を試みた｡患者は頚部

肩関節に痛みなどの違和感を特に自覚しておらず、

他覚的にも異常があるとは認められなかったが､立

位にて頚部の屈曲･伸展･側屈･回旋､肩関節の屈曲

外転･回旋を調べた｡その結果､患者自身は左の肩関

節最大屈llll時に軽度の制限を感じ､同時に頚椎の左

回旋でも軽度の制限を感じた｡そこでバイオバイト

ゲージ法を用いると上顎左側第一小臼歯部でゲージ

を1枚I皮ませた状態での岐合感が最も良く、左肩関節

の屈曲および頚椎の回旋のしやすさを訴えた(図7》

ので,バイオバイトゲージ診断に従って､歯科用の修

復材レジンを上顎左側第一小臼歯に約ゲージ1枚分

(0.3mm)弱を添加した(図8)。

表1:治療前後における血圧値および脈拍数の変化

平成15年8月29日の治療終了時以降は､収縮期圧は

120mmHg前後､拡張期圧は80mmlig前後を維持し

ている。

治療後の正面および側面頭部x線規格写真所見で

は初診時と比較し､大きな変化は認められなかった。

歯科領域で中村が行っているバイオバイトゲージ(山

八歯材工業社製)（図6)を用いて頚部･肩関節の可動

域や母指球･前胸部の圧痛などが改善する部位を検

査する関節可動域診断(NRバイオバイトケージ法）

がある｡バイオバイトゲージは厚さ0.3mmのプラス

ティック板で通常義歯作成時に岐合高径を決定する

ためなどに用いられているoNRバイオバイトゲージ

法はこのゲージを左右の上顎第一小臼歯および第二

大臼歯部の4箇所でそれぞれ咳ませ､最も岐合感が良く、

頚椎･肩関節などの可動域や前胸部などの筋圧痛が

改善する岐合部位を検査し､さらにケージの厚みを

一
一

一
一
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図7NRバイオバイトゲージ法

左:検査前､中:バイオバイトゲージ1枚を上顎左側第1小臼歯で咳む
右:歯科用修復材レジンを添加後

左肩関節の屈曲が少しずつ大きくなっている

詫一

収縮期圧(mmHg)

拡張期圧(mmHg)
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図8:歯科用修復材レジンを上顎左側第1小臼歯t:

ゲージ約1枚分(0.3mm)弱を添加

Ⅲ｡考察およびまとめ

本症例で血圧がどのように変化して行ったかを経

時的に図9に示した｡毎回の治療ごとに収縮期圧､拡

張期圧とも増加.減少を繰り返しながら､それぞれの

近似直線が示すように全体としては徐々に減少し、

収縮期圧ではおよそlOmmHg/月､拡張期圧ではお

よそ5,4mmHg/月の割合で減少していくという傾

向が見られた｡血圧の分類(WHO-ISHガイドラインr

では治療前は収縮期圧､拡張期圧とも重症高血圧と

分類されたが､治療後にはそれぞれ正常域を示した。

これらのことから､高血圧の中には､カイロプラクテ

ィックと歯科との統合治療により徐々に一定の比率

で血圧値が改善することがあることがわかった。

収縮期圧 と拡弧期圧の経時的症化および近似直線
250
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図9:収縮期圧･拡張期圧の経時的変化および近似直線

毎回の治療ごとに増減を繰り返しながら、

全体としては徐々に減少し､正常値になった．

また総合診断から､筋骨格および咳合のアンバラ

ンスなどが複雑に絡み合って高血圧など多くの全身

症状が発症した可能性が考えられたので,カイロプ

ラクティックと岐合の統合治療を行うこととした。

治療の第一段階として,歯科治療(岐合調整)により

病的岐合因子である下顎の運動制限､岐合干渉およ
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ぴ岐合重心の改善を行い､その後はカイロプラクテ

ィックを主体に筋･骨格系のアンバランス(骨格系の

歪み･可動性の減少､筋の過緊張等)の改善を目的に

治療を行った。このカイロプラクティック治療と歯

科治療を繰り返すことにより、下顎位と岐合重心の

安定が見られるようになり、また同時に脊柱･骨盤な

どの関節の可動性および筋緊張が改善されてきた。

これらのことから､生体の歪みを口腔内に誘導し改

善することによって､バランスのとれた生体機能が

回復し､その結果高血圧を含む多くの不定愁訴が改

善されたと考えている｡高血圧の治癒経過として､血

圧値は急に下がるのではなく増減を繰り返しながら

経時的に下がっていくという現象が観察された。

これまでのカイロプラクティック治験例として鶏

治療後に血圧が下がったことが報告'0－11)されている。

また､歯科領域においてもラットを用いた実‘験で古

屋'2)は咳合干渉が血圧上昇を発症させる要因の一つ

であることを報告している。さらに歯科臨床では総

義歯のバランス咳合治療だけで著しい高血圧が改善

されたという報告'31もある。

今回の症例においてはカイロプラクティック治療

を主体として歯科の協力を得て根気強く継続的に統

合治療を行ったことにより、収縮期圧･拡張期圧とも

重度と分類された高血圧の患者に対して良好な結果

が得られたと考えている。このことから､逆に生体の

可動性の異常･歪みや岐合障害が大きな要因となり

高血圧を生じる可能性が窺えた。

全身症状の治療として、カイロプラクティックで

は持続圧を主体としたデイバーシファイドを中心に

治療を行った｡単に静的な視点から歪み(位置異常＞

を矯正するのではなく、モーション･パルペーション

により動的な視点から関節の可動性の異常(減少あ

るいは過剰)を検出し､関節可動'性を正常化すること

により関節の生理機能を改善させたことが症状の改

善に繋がったと考えている。また､結果から脊柱･胸郭≦

骨盤の関節可動j性の異常が生体の正常な生理機能を
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阻害していた要因であったと推察することができる。

岐合治療では､中村が提唱するオクルーザルパワー

ゾーン(OcLOC:上顎5から6の近心部)を中心とした

治療であった｡このことから､岐合障害によりオクル

ーザルパワーゾーンでの岐合機能が十分に機能して

いないことが岐合関連症候群を発症させていた要因

であり、逆に言うならばオクルーザルパワーゾーン

は生体の歪みを改善しやすい部位であると考えられた。

つまり、これらの筋骨格のアンバランスがカイロプ

ラクティックにより改善され､それが上行性に微妙

な岐合変化を生じさせ､その岐合インバランスをオ

クルーザルパワーゾーンを主体として岐合修正する。

その両者の繰り返しが生体の有する生理機能回復に

つながったと考えている。また､患者は2年前に下顎

左側犬歯の治療を1日で行った後から､岐合および全

身の不調を感じるようになったと述べていることから、

岐合治療が多くの全身症状を発症させた要因の一つ

として考えられた。

これらのことから不定愁訴などの全身の症状は、

岐合異常に起因する場合､筋骨格など岐合以外の部

位に起因する場合､精神的なものに起因する場合､こ

れら以外の原因に起因する場合､およびこれらの要

因が複雑にからみあっている場合などを考慮する必

要がある。これらのどこに重点をおいてアプローチ

を行うかはケース・バイ・ケースと言えるが､さまざ

まな要因が絡み合って発症していることを否定でき

ない以上､カイロプラクティック､歯科､医科などが

協力してアプローチすることが患者の利益につなが

ると考えている。さらに筋骨格のアンバランスと岐

合のアンバランスがお互いにどのように影響しあっ

ているのかもあわせて研究されるべきであろう。

また､カイロプラクティックと歯科の統合治療に

より良好な結果が得られたにもかかわらず､頚椎か

ら診た生体岐合治療のために中村が考案したNRバ

イオバイトゲージ法による関節可動域診断で肩関節

および頚椎の可動域が改善することがあることがわ

かつた｡これらのことから歯科治療の有無にかかわ

らず頚椎および肩関節の可動域の検査法としてNR

バイオバイトゲージ法の有効性を確認していく必要

を感じる。

以上のことから患者の側に立脚し､早期治療およ

び早期改善､さらに関節可動域をより良い状態にす

ることを目的とした場合､手技療法､歯科､医科など

多くの医療従事者が協力した統合治療を行うことか

重要であると実感させられた症例であった。
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