
100 Dental Magazine

 理学療法 医療者（プロケア） 患者（セルフケア）

・ マッサージ ◎ ◎

・ ストレッチング 〇 ◎

・ 開口訓練 〇（開口器使用） ◎（自力）

・ 顎関節可動化療法 ◎ 〇（軽い力で行う）

・ 押圧療法（圧痛点弛緩技法） ◎ △（習熟者のみ）

・ 徒手的顎関節授動術 ◎（歯科医師のみ） ×

◎：主要療法　　〇：準主要療法　　△：制限療法　　×：禁止療法
【注】療法名は同じでも術者が行えば徒手療法、患者が自分で行えば運動療法（狭義）となる
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はじめに

　第1回目は、理学療法、なかでも中
核をなす術技である“運動指導と手技
療法”の基礎となる知識や概念につい
て説明し、次いでそれらの理解に役立
つ身体運動に関する実践的知識を紹介
いたしました。さらに動画では姿勢是
正と触診解剖についてお届けしました。
　第2回目では、口腔の運動器のトラ
ブルと顎運動のメカニズムについて述
べ、次いでその治療術技について解説
いたしました。そして動画では口腔外
からの触診と筋弛緩療法の実践につい
てお届けしました。
　最終回となる今回は、高齢者のサル
コペニアに絡めて“舌”や“口腔周囲筋”
の機能管理に必要な筋生理知識と機能
訓練について述べ、動画では賦活マッ
サージと押圧療法の基本手技をお見せ
したいと思います。

　また、最後に本シリーズのその1、
その2を読まれた読者の方から質問が
多かった、触診圧やゴム手袋の使用に
ついての説明も追加しておきました。　

1. 歯科における運動療法と
手技療法の使い分け

　歯科では、理学療法の普及が遅れて
いるため運動療法と手技療法の定義に
関しても少し混乱が見られますが、一
般的には運動療法は患者さん自身が行
う管理目的の技法（セルフケア）、手
技療法は徒手療法ともいわれ術者が行
う治療目的の技法（プロフェッショナ
ルケア）です。ただし、手技療法でも
ほとんどの技法は習熟すれば患者さん
自身で行えるようになるため、その境
界はあいまいです（表1）。
　ここで、歯科における診療補助者で
ある歯科衛生士は医科における理学療

法士や整体師、鍼灸師などのように療
術者（セラピスト）としての教育を
受けていないため、手技療法の施術に
は限界があります。マッサージやスト
レッチング、開口訓練のようなセルフ
ケア指導は、保健指導そのものなので
歯科衛生士が行っても問題はないので
すが、診療補助として手技療法を行う
場合には歯科医師の指示に従って行う
ようにしてください。また、顎関節可
動化療法や押圧療法など痛みの伴うも
のは、基本的に歯科医師が行い、歯科
衛生士は患者さんがセルフケアとして
行うための手技をデモするという観点
に立ってできるだけ軽い力で行われる
のが良いでしょう。
　最後に、外科でいうところの徒手的
顎関節授動術は、解剖学的知識が必須
のリスクが高い術技（絶対的医行為）
であるため歯科医師でないと行えませ
ん。

口腔機能管理のための“理学療法活用”マニュアル －3－

“舌”や“口腔周囲筋”の機能管理に
必要な筋生理知識
そして賦活マッサージの実際
スポーツデンタルハイジニスト・健康運動指導士　姫野 かつよ

キーワード：舌位は顎位に影響を与える／触診は知識ではなく技法／
　　　　　　理学療法は効くのか

図1　舌は直接下顎骨につくだけではなく舌骨にも付着
し（赤文字）、舌骨には下顎骨につく筋肉が付着してい
る（青文字）、これにより舌と下顎骨、舌骨はお互いの
位置取りに影響を及ぼすこととなる

表1　各種理学療法と施術者の関わり方のいろいろ
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2.“舌”や“口腔周囲筋”の筋
機能学的知識

　舌や口腔周囲筋は筋肉の起始・停止
が骨についていないため見落とされが
ちですが随意運動を行うため立派な運
動器です。
　以下に必要な筋生理の知識について
お話していきます。

1）舌について
　舌は筋肉の塊ですが、構成要素とし
ての骨を持たないため、内臓器的な性
格を有した特異な運動器と言えます。
そして“口腔内の手”と言われ、顎と
ともに咀嚼や発音機能を作り出す二大
主役です。収縮する機能しかない筋肉
が、舌に見られるような自由自在の動
きができるのは、筋肉繊維が縦横斜め
と3次元的に走行していることにより
ます。これにより、舌の形状を自在に
変化させることができます。
　ただし、前述のように舌は骨を有し
ないため、骨を利用して他動的に動か
すことが難しいことから、自動運動で
あるセルフケアをメインとして機能管
理をしていかなければなりません。こ
こで重要なことは、舌位は顎位に影響
を与えるという点です。これは、舌が
直接下顎骨につくだけではなく舌骨に
も付着し、舌骨には下顎骨につく筋が
付着しているため（図1）、舌と下顎そ
して舌骨がお互いの位置取りに影響を
及ぼしあうことによる運動連鎖なので
す。しかし、意外に軽視されている事

柄です。前回、舌骨の触診で位置確認
のために、舌を動かしていたのを思い
出していただければ、理解できること
と思います。言い忘れていましたが、
呼息同調開口訓練でも舌を後方に位置
させておくと、滑走運動は起こりにく
くなり回転運動が優先されます。

2）口腔周囲筋について
　口腔周囲筋も舌と同じように起始停
止が骨に付着していないことから、運
動器としては見落とされやすく、また
筋肉が薄くて小さいために存在感もあ
まりありません。そのため、図2のよ
うな解剖モデルや解剖図では各筋が明
確に示されていますが、触診で判別す
るのは困難です。
　口腔周囲筋は、字のごとく口腔周囲
を構成するのに重要であり、発音や咀
嚼時の口唇閉鎖や食物保持などいろい
ろな機能に補助的に働きますが、特徴
的な機能として表情を作るというもの
があります。そのため、口腔周囲筋の
硬縮は口腔機能を低下させるだけでは
なく顔貌にも悪影響を与えます。

3）舌と口腔周囲筋のトラブル
　舌と口腔周囲筋のトラブルについて
一番問題になるのは若年期における口
腔習癖ですが、この是正方法について
は筋機能療法（MFT）が詳しいので専
門成書をお読みください。
　ここでは成人期における筋硬縮改善
の押圧療法と高齢期における組織萎縮
回復の賦活マッサージについてお話し
ていきます。

3. 高齢期の筋肉の萎縮

　これまでは、主に成人期に多い顎の過
用や誤用から生じる筋の硬縮や顎関節の
拘縮ついてお話してきましたが、高齢に
なると萎縮が問題になってきます。高齢
者の筋肉などの萎縮は加齢によるものと
廃用によるものがあり、前者は阻止、後
者は回復が目標となります。
　ここで廃用による萎縮について少し述
べておきます。廃用萎縮は、骨折した腕
や足の治癒時に健常側と比較して患側が
細くなっていたり、力がなくなっていた
りするもので、筋肉は筋繊維が細く硬く
なり筋力が低下し、関節は周囲組織が拘
縮し動きが悪くなります。この時、筋力
は1週間に20％の割合で低下しますが、
この20％を回復させるためには1ヵ月か
かるといわれています。このように一度
使わなくなった機能を元に戻すには多大
なエネルギーを要するという点に留意し
ておいてください。
　義歯の不使用でも口腔周囲筋や舌の廃
用性萎縮が問題となります（図3）。これ
は、義歯を入れないことにより口腔容積
の減少がおこり、口腔周囲筋がストレッ
チされず、また舌では動くスペースがな
いことにより萎縮が引きおこされます。
特に、舌は筋の起始、停止が舌から舌で
あるため、前述のように他動運動が行い
難く硬縮がおこりやすいので注意が必要
です。これら口腔諸筋の廃用萎縮は言わ
ば「お口の寝たきり」状態ですね。

図2　口腔周囲の筋肉の解剖モデル（医学モデル工業） 図3　左：長期間義歯不使用による口腔周囲筋の萎縮
　　  右：義歯使用1年後の口腔周囲筋の回復
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4. 舌と口腔周囲筋の運動療法

　舌や口腔周囲筋は関節がないため、他
動運動で元の状態に戻す工夫をする余地
があまりありません（図4）。そのため、
セルフストレッチングとマッサージがメ
インとなります。また、ここでは病態の
改善目標が弛緩であるか賦活であるかに
よって若干技法は異なります。
　舌のセルフストレッチングでは、開口
して前方に大きく舌を伸ばし上下左右に
大きく動かす、また舌を丸めて口蓋の奥
をなぞるように動かしてください。弛緩
の場合は極めてゆっくり、賦活の場合は
リズミカルに行うのがポイントです。ま
た、巧緻性を高めるためには上下歯列を
内側と外側から一本ずつ確かめるように
動かしていくと効果があります。
　口腔周囲筋のセルフストレッチング
は、口の中にためた空気で頰筋や口輪筋
を外方に膨らませたり、舌で押したりす
る以外に方法はありません。ここでは次
の賦活マッサージが役立ちます。

5. 賦活マッサージ

　賦活マッサージは端的に言うと口腔内
外のあらゆる箇所を手指で刺激して筋肉
や軟組織を活性化させることにより、筋
肉の収縮能を回復したり血管や唾液腺の

管径をもとに戻したりして組織を賦活さ
せようというものです。口腔の組織を伸
長刺激するためには、口腔内から外方へ
の力を加えることがもっとも効果的です。
この技法は口腔内の解剖や生理に詳しい
我々歯科医療者だからこそできる手法と
言えなくもありません。ここで重要なの
は力の入れ具合です。アルントシュルツの
法則（図5）に則って軽い力でリズミカルに
行います。詳しくは動画をご覧ください。　

6. 筋硬結部位や圧痛点を直接
攻める押圧療法（筋・筋膜弛
緩技法）

　これまでは筋肉を弛緩させるのに、
運動器全体に対する処置でしたが、今回
は筋肉にトラブルを起こしている患部に
ピンポイントでアタックする療法です。
セラピストが多用する技法なので、最も
手技らしい手技といえます。技法名称と
してはトリガーポイント療法や指圧など
いろいろありますが、要は筋肉の凝り固
まった個所や圧痛点（トリガーポイント）
を指で押して筋肉を弛緩させるというも
のです。詳しくは動画をご覧ください。

【注】トリガーポイント療法や指圧は
複雑な技法で、習熟するにはかなりの
時間を要します。ここで紹介する押圧
療法とは別物だとお考えください。

7. 高齢者の運動指導の難しさ

　これまでは、運動療法の対象として成
人の患者さんを想定してお話を進めてき
ましたが、ここでは高齢の患者さんを対
象とする場合の注意点についてお話させ
ていただきます。

1）高齢者の口腔機能訓練の難しさ
　高齢者の機能訓練は若年者に比べると
格段に難しくなります。
　その理由は図6に示しますように
① 神経系では、その伝達速度が遅くなっ
てくるため、運動認識と運動能力の間に
ズレが生じ、できると思ったことができ
なくなってきます。また神経ネットワー
クの再構築にも時間がかかるようにな
り、訓練に時間を要します。 

② 筋肉系では、速筋繊維の萎縮が早い
ため動作速度が遅くなってきます。
③ 精神系では、集中力の低下や新しい
ものへの興味がなくなるためメンタルト
レーナビリティが低下します。

『口腔外からの賦活マッサージ』
の動画はこちらのQRコードから

『口腔内からの賦活マッサージ』
の動画はこちらのQRコードから

  身体反応

 ① 弱い刺激は生体機能を活性化する

 ② 中等度の刺激は生体機能を亢進する

 ③ 強い刺激は生体機能を抑制する

 ④ さらに強い刺激は生体機能を制止させる

刺激

低

高

図4　舌は骨を有しない
ため、手で把持して他動
的に動かすのが難しい。

図5　アルントシュルツの法則 図6　高齢者の機能訓練が格段に難しくなる理由

『押圧療法』の動画は
こちらのQRコードから
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　以上のことより、高齢者では機能訓練
に期待するよりも、機能低下を遅らせる
方策がベストといえます。

2）高齢者における等尺性トレーニング 

　介護では、口腔ケア時のメニューに
等尺性トレーニングが組み込まれてい
るのをよく見かけます。確かに、等尺
性トレーニングは口腔外科のリハビ
リなどで歯科ではなじみのあるエクサ
サイズであり、動きがないという安全
さ、道具がなくてもできるという簡便
さなど多くの利点を有しています。し
かし、これまで何度も触れてきたよう
に、筋肉を硬化させやすいという欠点
も有しているのです。そのため、筋肉
の柔軟性が低下している高齢者では等
尺性トレーニングを行った後は必ず、
筋肉を弛緩させるケアを行うよう心掛
けてください。

8. 触診圧とゴム手袋について

1）触診圧
　触診圧については、学会の治療指針な
どで筋は1㎏/cm2、顎関節は0.5㎏/cm2

が推奨されているようです。確かに数値
による指示は科学的に見えます。しか
し、ここでよく考えてみてください。
これらの数値はいろいろな被験者の適切
触診圧の平均値をとったものです。とい
うことは、当たり前のことながら適切な

触診圧は別にあるのです。それは被験者
の皮膚の性状や脂肪層の厚さなどの身体
的条件、そして術者の指感覚の鋭敏さな
どにより変わってきます。要するに科学
的という意味では、触診圧は患者さんご
とに対応する方がより正確なのです。
推奨触診圧の数値はあくまで、目安と考
えてください。触診は知識ではなく技法
です。実践で覚えるより方法がないので
す。最初は、触診の上手な人に教わり自
分でその感触を覚えることがベストで
す。身近にそのような人がいない場合、
そこで初めて数値が役立ちます。特に、
押圧療法における押圧は施術する筋肉に
よっても、治療の経過によっても異なっ
てきます。療術状況によりベストな押圧
は異なるのです。これが機能的疾患の難
しさであり、この多様性や変動性をいか
に科学的に扱っていくかが今後の研究課
題だと思います。

2）ゴム手袋
　ゴム手袋については、医科などで触診
する場合、通常ゴム手袋は使用しないよ
うです。その理由としてゴム手袋では皮
膚の熱感や、皮下の微妙な構造を感知す
るのが難しいからです（図7）。では、
歯科ではどうしてゴム手袋をつけるかを
考えてみると、歯科治療では唾液や血液
などの体液が手に付着するため日常的に
ゴム手袋を使用する習慣からきているよ
うに思えます。筆者は、基本的に外皮は

素手、口腔内はゴム手袋を使用していま
す。もし、外皮をゴム手袋で触診される
場合は、口腔内触診にあたってゴム手袋
は交換されたほうが良いでしょう。

9. 理学療法は効くのか

　私がセミナーを行う中でよく聞かれ
る質問の一つに、次のようなものがあ
ります。「聞きにくい質問なのですが、
本当に手技療法は効果があるのでしょう
か？」。いやいや厳しい質問ですが、本
当にそのとおりですね。ここは、正直に
お答えしておきましょう。その効果は不
安定だと理解しておいてください。
　手技療法は、その効果を判定するもの
が薬のように化学反応をベースとした生
理学的なメカニズムに拠るものではな
く、脳の受け取り方に左右される極めて
感覚的なものです。そのため、同じ手技
を施されても好感の持てる人から受けた
場合は心地よく感じ、嫌な人の場合は不
快に感じます。ここが手技療法の最大の
問題点です。セラピストがいろいろ権威
づくりをするのは、患者さんとの間にラ
ポールを作り、より効率良く理学療法の
効果を高めるためです（図8）。要は勉強
と努力次第で、手技療法においては“神
の手”もあれば“ダメな手”もあり得る
ということです。これは、運動療法を含
めて理学療法全体に言えることです。

図7　ゴム手袋では皮膚の熱感や、皮下の微
妙な構造を感知するのが難しい。

図8　理学療法では患者さんとの人間関係が療法の効果に影響します。
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