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を及ぼします。ブラキシズ

「ギリギリギリ」「カチ
カチカチ」―。夜中に響

ムによって睡眠中にストレ

く、こんな 怪しい 音を

スを発散させ、脳を休め、

耳にしたことはあリません

身体を守る役割を果たして

か。勘の鋭い人ならもうお

いると考えられているので

分かりかと思い ます。 そ

す。
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＂

う、歯ぎしり（プラキシズ

しかし、ブラキシズムに

ム）です。睡眠中のブラキ

よっては歯の健康に深刻な

シズムは自分では分からな

ダメ ー ジを与える場合があ

いもの。家族から指摘され

ります。食事の時の噛むカ

て初めて自覚する人も少な
くありません。
「プラキシズム」は日本
こう＜う

お口のなかの悪い
”
“クセ に要注意

は数kg ~30kg程度で す
が、睡眠中は制御がきかな
いため50kg~100kg超も

語で口腔悪習癖と訳し、①上下の歯をすり合わせる

の負荷がかかります。過剰なブラキシズムは歯をす

「グラインディング」②上下の歯を噛みしめる「ク
レンチング」③上下の歯をカチカチと噛む「タッピ

り減らすだけでなく、歯の欠けやひびなど歯を傷め
かぶ
ることにもつながります。詰め物や被せ物が壊れた

ング」

り、歯の根や歯を支える骨に損傷を与えることにも

の3つのタイプがあります。睡眠時に起

なりかねません。

こる場合と覚醒時に起こる場合があります。
家族にとっては不快な音ですが、実は最近の脳科

歯科医院では、ブラキシズムが口腔内に悪影響を

学研究で重要な働きをしていることが分かってきま

与えているかどうかをチェックし、症状改善のため

した。それは、噛む行為によるストレス調整機能で

のアドバイスもしています。気になる方は 一度ご相

す。ストレスをため込むと、心や体の健康に悪影響

談ください。

診療

‘

記豆／

先生、手を上げてもいいですか？

「痛みはない」という方も。手を上げる巨安が分から
ず戸惑われている様子の方もいらっしゃいます。
痛みだけでなく治療に対する不安、「 口を開けてい
るのがつらい」「口の中に水分（唾液）がたまってい
る」などなんでも構いません。遠慮なく、合図で意向
を伝えてください。治療中の歯科医師は、お口の中だ

痛みの感じ方は人それぞれ。治療中に「我慢できな

けではなく体・手足の動きなども見ながら診療を進め

い時は手を上げてください」とお声掛けすると、すぐ

るよう気をつけています。無理せずできるだけljラッ

に手を上げる方もいれば、 苦悩の表情をしながら、

クスして治療に臨んでもらいたいと思います。

歯ぎしりの治療法
歯ぎしりから歯を守るには早めの対策が重要
ですが、残念ながら歯ぎしりを完全に止める有
効な治療法は確立していません。歯ぎしりの治
療は、検査と診断の上、患者さんに適した方法
ですすめられます。
∴慕茅部砂肝嬢法
治療法として最もポピュラーなのは、マウス
ピース(スプリント)を使う方法です。歯列全

緒諾諾詩誌謂㌫莞
用には注意が必要です。スプリントがすり減っ
たり、スプリントを外した時の喫み合わせが変
化するおそれがあります。使用方法を守り、治
療が長期になる場合は必ず定期検査を受けるよ
うに心力単ナましょう。

∴塑活轡燭の親睦』を
歯ぎしりを引き起こす生活習慣やクセを見直
すことも大切です。歯ぎしりは浅い眠りの時に

患者さんからのご質問に
お答えします

義∴次のチェック項目に-つでも当てはま
要

ればブラキシズムの可能性があります。

▽歯がすり減って溝がなくなっている

▽歯が欠けたり、ひびが入っていたりする
▽歯と歯肉の境目あたり力積繍こ欠けている

▽軽く口を閉じた時に上下の奥歯が当たっている
▽舌の側面や頬の内側に歯型がついている
▽起床時に顎がだるい

▽気づいたら歯を食いしばっていた
▽耳の下あたりが凝りやすい
▽肩凝りや頭痛がひどい
▽冷たいものが歯にしみる

最近ではスマートフォンのアプリで睡眠中の発
生音を自動で録音できるものがあります。ブラキ
シズムのチェックに活用してみてはいかがでしょ
うが。
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看ブラキシズムをセルフチェツ

〉Q 〃クする方法はありますか?

起きやすいので、眠りの質を上げることがその
-つです。就寝前の飲酒や寝床でのスマホはほ
どほどにし、

l己\身ともにリラックスできる環境

を整えましょう。

そうはいっても、生活習慣やクセを治すこと

は簡単ではありません。そこで用いられるの
は、就寝前のイメージトレーニング。

「歯ぎし

りをしないぞ」と自己暗示をかける方法です。
布団に入るときに、ぐっすり眠っている自分の
姿をイメージしながら繰り返してみてくださ
い。人によって効果は様々ですが、簡単な方法
なので試してみるのも-つです。
予診横怒原困窮金蔵濃
噛み合わせの異常や薬物、他の神経系の疾患
などが歯ぎしりの
原因となっている
場合もあり、それ
ぞれ治療法は異な

時事
イ★-ざ

ります。

いかとほうれん草のソテー

1大分
1与7kcaし

冬のほうれん草と
いかの旨みがピックiI
獲材料(2大分)

するめいか1ぱい、

ほうれん草(サラダほうれ
ん草)

1束、にんにく1片、

オリーブオイル大2、粗挽き胡椒、塩
菓作り方

oするめいかは胴も足も使う。胴は内臓を取り、

1

00の輸切、足は3へ4訓に切っておく。

eほうれん草は洗って、与削くらいに切る。生のま
ま使う。

eにんにくはみじん切りにする。
eフライパンにオリーブオイル、にんにくをいれ、
香りが出るまで弱火で炒める。
eその中にいかを入れ炒め、皮の色が変わったら、
ほうれん草を入れ、さっと炒める。味付けは塩と
粗挽き胡椒をノミ、る。

(管理栄養士・伊藤佳代子)

無呼吸症候群」などとの関連が指摘されます
が、子どもの場合は自然な生理現象であるた
め、治療対象になることはほとんどありませ

の

ごどもの

コーナー

ん。

子どもの歯ぎしり
成長とともに解消
睡眠中の子どもの歯ぎしりを心配する保護
者は少なくありません。
子どもであっても、

「ギリギリ」

「カリカ

リ十と大きな音がするので、やめさせた方が
良いのではないかと心配になります。
実は、子どもの歯ぎしりは与へ10歳の間
によく起こるといわれています。この時期は
乳歯から永久歯に生え変わる時期であり、成
長に伴うかみ合わせの変化に応じるために、
歯をすり合わせていると考えられています。
その多くは、成長とともにしなくなります。
歯が生え始めたばかりの乳児にも歯ぎしりは
あり、こちらも心配はいりません。
大人の歯ぎしりは「ストレス」や「睡眠時

クロスワ■ド
【問題】二重フグの文字を、つないでできる言葉は、なに?

中の絵がヒントです。
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①七五三用の長い飴

⑬青天井ともいいます

⑤○○不思議

⑭平方根

⑦日勤の人と交代で働き

⑬疲れました

□聞
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19

(①禁止したり、注意する

〇・

□塁

の中心となる都市

⑳テロリズムの略語

で

⑪芥川龍之介の子ども向
けの短編小説
①ピンポーンの

⑨まだ少しだけいいかな

(∋説明して自分の意見に

従わせること

③ビンのフタ
♭

‡参霊

⑰昔はこれで蓑や笠を編
みました
⑬人口が多く、経済など

こと

⑲もし…ならばを英語

□

聖
13

歯ぎしりによる歯の損傷が著しい場合に
は、歯を守るためにマウスピース(スプリン
ト)を睡眠時に使う場合があります。

ます

11

12

とはいえ、過度のストレスがかかっている
場合や、睡眠環境の影響から睡眠の質が悪く
なっている場合に歯ぎしりをするケースもあ
るといわれます。その場合は、生活の改善や
睡眠環境を整えることも大切です。

⑪話し方がチクチク刺さ
る

.しまゴ

-

圏==========

④ウソつぼい俗信

⑬酵母…または東

⑤フワフワした甘いお菓

⑬屋外で楽しむ茶の湯

子

⑲1

2色の○○鉛筆

⑥マスクともいいます

eハガキに①解答②医院名③新聞の惑想・意見④住所⑤氏名を
必ず書いて、

〒5ら6-0021大阪市浪速区幸町1-2-33大阪府

歯科保険医協会「医院新聞」係へ。
●正解者50人の方に抽選で「図書カード」を進呈します。
●応募締め切りは2021年12月31日(消印有効)です。
●9-10月号の答えは「イモ二カイ」。

●当選は、大阪市北井千夏横合むら0人でした。

ウェブでも応募が可能になりました。
「大阪府歯科保険医協会医院新聞」で検索
左記QRコードから「応募フォーム」にアク
セスしてください。

値上がり続ける保険料
介護保険制度がスタートし今年で21年目。
介護保険料の引き上げが高齢者の暮らしに重く

が、高齢者の生活を圧迫することになれば、本
末転倒です。

保険料や利用料が高い要因は、介護への国庫

のしかかっています。
政令市や都道府県所在市2021へ23年度の

負担を50%から2う%に引き下げたことにある

65歳以上の人が払う介護保険料は各地で上が

ため、国の責任は重大です。公費負担を増やさ

っています。最も高くなるのは大阪市(基準と

なければ今後も際限なく上がりつづけます。

なる月額保険料が8094円)で、初めて8千円

その〇万で、政府は制度の改悪を繰り返して

台に達しました。介護保険制度が始まった

います。利用者負担の引き上げや給付抑制によ

2〇〇〇年度に比べて2.4倍になっています。

って「保険あって介護なし」が広がっているこ

65

歳以上の保険料基準額の全国平均は、制度が始
まっ た200〇年度の2911円から6014円

とが指摘されています。

国の責任と自治体の努力を合わせた保険料の

減免制度、介護・福祉労働者の労働条件の改

(2021へ23年度)に上昇しています。

介護保険制度は高齢化で介護保険のサービス

善、必要な介護サービスが受けられるようにす

が必要になる人が増えるほど保険料が上がる仕

ることを実現させることが求められています。

組みです。安I心して老後を迎えるための制度

カマやん日本文化の継承者あI)むら漕
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して歯を離す」ことを意識付
けることが重要です。家の壁

口を閉じた時、上下の歯の
間に2へ3ミリの空間があり

食事中でもないの

丁

やテーブルなどに「歯を離

に上下の歯が接触している人

C

す」

は、覚醒中に起きるブラキシ

H

を貼り、自己認識しやすい環
境をつくってください。数カ
月続けて習慣化し、癖を治し
ていきます。

ますか?

ズムの-種である「丁CH
(Tooth

Habit

Contacting

ここ」こ:

歯
列

:歯列接触癖)」かも

しれません。

無意識に上下の歯を接触さ

せ続ける習慣が身についてし
まうと、お口の周りの筋肉が

疲労し、身体のあらゆる箇所
に負荷がかかります。その結
果、口の中のトラブルだけで

誌
壁
に
一〇iヽ

̲̀

用

心

あるほど-股的な習癖です。

上下の歯が接触していない

丁CHを自覚し、

「リラックス

鱒
′:・
ふくノ

丁CHの原因ははっきりと
は分かっていませんが、過度
なストレスも原因の￣つと言
われています。ストレスをた
め込まず、意識的に発散する
ことが大切です。日本人のら
人に1人が丁CHとの報告も

なく、頭痛や肩こりなど様々な

か、いま-度、意識してみて
くださいね。

立方

刈I/

「力を抜く」などのメモ

症状が生じることがあります。

丁CHを改善するには、
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