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丹羽：顎関節症とは具体的にどのような病気のことを言うのですか？ 

松尾：基本的に、「顎関節」という顎の関節に痛みを感じたり、音が鳴る、開けにくい・閉じ

にくいなどの症状がある病気です。が、顎関節症の症状に隠れて、全身的な様々な病気・

症状がある場合が大多数です。 

単純に咬み合わせの問題だけの場合もありますけれど、多くはかみ合わせも含め、体の

骨格的な歪み、内臓など臓器の歪み、頭蓋骨の歪み、ストレスのような精神的な問題、

栄養学的な問題など様々な要因が絡みまくって「顎関節」に不調が起きている場合が多

いです。 

丹羽：それは顎関節症が起点になってそのように発生するのですか？ 

もしくは他の病気から顎関節症になるのですか？ 

松尾：基本的には上記の様々な問題があって、それが積み重なっていって顎関節に負担が掛

かってきます。 

丹羽：先程の、様々な歪み、精神的な問題などの負担が結果的に顎の方にきて、顎関節症を

発症させるといった感じですか？ 

松尾：複雑に要因が絡んいる場合が多いと私は感じています。 

ただ、単純な場合もあります。よくあるのは、テスト勉強の時に顎が痛くなったといっ

た例です。ストレスから噛みしめて、勉強姿勢が悪い、寝不足などの要因が重なって、

顎の症状を訴えるかたもいらっしゃいます。その場合は、すぐに治りやすいです。 

丹羽：大きく 2種類が有るわけですね。 

かみ合わせに関係した要因からくる人と、他の先程の歪みといったところの負担から

結果的に顎にきて、顎関節症を患っているような。 

そして今の話しで、前者の姿勢が悪い状態などで噛みしめて顎の不調を訴える人の方

が比較的治りは早くなるわけですね。 

松尾：そうですね。前者のケースの場合、一般歯科でも、消炎鎮痛薬の投薬や歯の高さの調

整、マウスピース治療などで改善が図れると思います。当院では姿勢の矯正・指導だ 

けで治ったりすることもあります。 
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丹羽：そういう人は、マウスピースや口の中の調整だけでも治りやすいわけですね。 

松尾：一般的に治りやすいと思います 

丹羽：逆に後者の方は、マウスピースや歯の調整だけでは治り難いわけですか？ 

松尾：顎関節以外の症状が多かったり重かったりしたらなかなか治り難いと思います。 

丹羽：それはどうしてなのですか？ 

松尾：もっと大きな問題が顎以外にあるからです。 

たとえ話をします。家の部屋のドアがギシギシ動かしにくくなったとします。ドアの建

付け部分だけ動くように直しても良い場合もあります。が、もしその家が土台部分から

歪んで、家全体が歪んできているとしたらどうでしょう？家が歪んできているのを改

善しないと、ドアだけ直してもすぐにまたドアの症状が出てくるでしょう。最悪なのは、

そのドアが、つっかえ棒になってドア周辺の壁の支えになっていた場合です。つっかえ

がなくなって壁全体が歪んでくる場合も考えられます。 

体も同じで、かみ合わせだけ理想的に治しても、周りの頭蓋骨、内臓やそれを

支える背骨や骨盤などがゆがんでいたら、問題を解決するのは難しいと考えます。  

二本足で直立するヒトは、足から骨盤。背骨が立ち上がって頭蓋骨を支えて、

下のあごはその頭蓋骨に顎関節を介してぶら下がっている構造をしているのです。  

丹羽：そうしますと、そういった方の場合だと口の中だけを調整しても、結局は骨盤などの

ような土台の歪みによって歪んでいって治りにくかったりまた同じような事の繰り返

しで良くはならず治りにくいわけですね。 
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丹羽：これまで松尾先生のところに来院された顎関節症の患者さんは、どのような悩みや苦

しみを抱えてこられてきましたか？ 

松尾：まず「顎が痛くて食べられない」「顎がなる」「口が開けにくい」などといった面だけ

ではなく、本当に必要な日常生活が人並みに出来ず、具合が悪くて立ち上がれず独りで 

外に出られないといった方もいらっしゃいます。 

たとえば 50 代の女性の例ですが、ある歯科医院での歯の治療がきっかけで独りで外

出できなくなってしまい家族に付き添ってもらってなんとか来院された方もいらっし

ゃいました。 

それはどこの専門の歯科に行っても良くならず、紹介でいらっしゃる場合も居まして、

中途半端になってしまいかなり悪くなってから来る方も中には結構いらっしゃいます。 

丹羽：顎関節症の患者さんにも軽度な方から相当、重度な方がいらっしゃるんですね？ 

松尾：そうですね。 

顎関節の症状以外にもいろいろ症状がある方は、普通の歯医者さんに行けば「当院で

は対応が難しいので大学病院の口腔外科等で診てもらってください」と言われてしま

う方も多いかと思います。 

丹羽：少し一般の歯科からすると手ごわい患者さんで、一般歯科ではどうやって治療を進め

ていいのかわからなかったり、治療リスクが高いような患者さん方もいらっしゃるの

ですね。
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丹羽：現代の病気は顎関節症に関わらず原因の特定が難しいということですが、その辺りの

理由や背景を教えていただいてもよろしいですか？ 

松尾：現代人の様々な病気や不調は、一昔に比べ色々な環境が変わり過ぎた事が大きく影響

していると思います。 

たとえば 10 年や 20 年前の僕達の小さい時と今の環境は全然違って、スマホも無か

ったですし、添加物まみれの物も少なく料理もお母さんが作ってくれた手作りの物を

食べてました。外から遊んで帰ってきておなかがすいたら冷ご飯の握り飯でした。スナ

ック菓子や、加工食品など、化学的な添加物などによって身体に影響の有る物を食べる

事が無かったわけです。ですから、現代は便利になった反面、食べ物も食品添加物など

でとても内臓に負担がかかっている、いわば毒まみれになっている感じですね。 

あとは電磁波的な問題もあります。電磁波は体のバランスをくずします。患者さんに電

磁波の簡単な実験をすると皆とても驚かれます。パソコン、スマホをいじる時間が長く

なり姿勢の問題も有ります。昔に比べ肉体労働も少なくなり肉体は弱くなっています。 

そんなわけで、昔とは生活環境が激変したために、骨格も弱い、筋力も弱い、内臓も化

学物質で疲弊している、ストレス社会で、脳が疲弊し自律神経のバランスが著しく崩れ

ている。 

丹羽：体を悪くする原因が複雑化しているということですか？ 

松尾：そう考えています。なので、昔でしたら、たとえば背骨の歪みをポンと整えるだけで

肩こり腰痛なども治りやすかったのですが、骨の歪み以外の周りの組織、筋肉や内臓が

化学物質など毒素で疲弊し固くなってしまった歪みも大きく影響しているわけです。

なので、骨格の歪み以前に、内臓など他の組織も全体的に整えておく必要があります。

さらにやっかいなのは、、骨格以外の歪みは、画像検査などでは見つからないというこ

とです。 

丹羽：今の医学的な検査法、たとえばレントゲン検査などでは、内臓の歪みは見つけられな

いのですね。松尾先生は、歯科医の中では珍しい検査法で体の検査をされていると聞き

ましたが。 

松尾：はい、キネシオロジー検査で AR（腕長反射）検査という方法で検査しています。人の 
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体は、自分にとって良いもの悪いもの合わないものに接すると、脳神経系の働きのバラ

ンスが崩れて、筋力の低下がおこります。その反応から検査して原因の特定を行ってい

ます。この検査は、物質だけでなくて精神的なもの、たとえば心的ストレスの原因など

も検査することが可能です。 

丹羽：ちなみに、顎関節症となる原因となる事とは、どのようなことがあるのですか？ 

松尾：原因は、言ってしまえば何でもなり得ます。食べ物であったり、職場でのストレス、

友人関係などなど。 

何でもなり得るから特定が難しいというか、これをやったら必ず治るというものは無

いです。 

たとえば人によっては、内臓の下垂によって顎に負荷が掛かっている場合もあります

ので、その調整をしただけで顎が痛くなくなる人もいます。あるいは精神的なストレス

状況によって顎に症状が出る人も居ます。 

顎関節症以外の部分にも症状がある場合、例えば、本人は関係ないと思い込んでいるよ

うな不眠、腰痛、下痢などなど、他の身体の不調もある方は、顎以外からの影響が大き 

いと考えています。 

これは、西洋医学的な例えば画像検査や血液検査では見つけられません。 

丹羽：さまざまな原因が考えられる中で、松尾先生は先ほどのキネシオロジー検査もつかい 

ながらしらべていくのですね。 
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丹羽：次に先生が行われている『健口体バランス調整法』ですが、それについて簡単に教え

てもらっても良いですか？ 

松尾：歯科的な治療、かみ合わせも含めて「口腔」のバランスをとっていきます。「口」だけ

が体ではないですから、体全体を整えて体のバランスを整えながら「口腔」の状態を整

えていきます。 

「口腔」だけ整えても良くなる場合もありますが、「口腔」以外のところがバランスが崩

れていてその崩れが「口腔」に影響している場合は、全身的な調整をしていきます。 

ヒトは２本足で立ちます。足、骨盤、背骨、そして口を含む頭を支えています。たとえ

話ですが、４階建ての建物を想像してみてください。地盤や１階部分が歪むと、その上

の２から４階部分も当然歪みを受けます。体でも同じで、口、頭の下の部分、背骨や骨

盤などが歪めば、口腔だけのバランスをとってもうまくいきません。なので、歯科です

が、全身の歪みもみなければならないのです。 

さらに、骨格だけの問題ではなく、先にお話ししたとおり、環境の悪化で脳や内臓に負 

担がかかりすぎています。骨格が、容器（入れ物）としたら、脳や内臓は内容物です。

内容物の歪みは、容器の歪みとなります。ですから、昔のように、骨格の調整だけでは

治りにくくなっているのです。 

あと、口とは消化管は口から肛門までの１本の管なので、消化器が歪めば口も歪んでき

ますので、口は唯一内臓が目に見える所ですので、口の状態が全て内臓の状態に反映し

ているので口の問題は内臓全てに問題につながっている可能性が有ると言えます。 

丹羽：口が歪んでいると内臓もどこかが歪んでいると。 

ちなみにその内臓の歪みは一般の素人からすると少し分かりにくいのですが、なぜ内

臓歪みは起こるのですか？ 

松尾：内臓の歪みは、環境の影響とご自身の癖です。 

先にお話しした通り、環境が変化したことは大きいですね。たとえば、添加物など食べ 

物の変化があります。添加物など化学物質は味を良くしたり、傷まないようにする便利 

なものですが、体にとってはその化学物質は毒のようなもので、解毒するのに内臓に大

きな負担をかけます。あとは、癖ですね。色々なその人独自のくせが、歪みを作ります。

姿勢や、食事の嗜好、考え方の癖、などなどですかね。癖が体の歪みを作っていきます。 
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丹羽：歪みが体に悪さをしているのですね。 

松尾：その歪みが、本来だれでももっている「自然治癒力」を低下させて、症状や病気を引

き起こします。骨格的な歪み、栄養的な歪み、精神的な歪み、あとは環境的な歪みで

電磁波とかで、そういったもので体のバランスが崩れることで、細胞一つ一つが持っ

ている本来の自然治癒力が失われていきます。 

それらの歪みを、内臓調整や頭蓋調整、かみ合わせ調整、波動療法、栄養療法などを

組み合わせて、整えていって本来の「自然治癒力」をひきだして症状や病気を治して

いきます。 

丹羽：それが先程の、内臓や骨格の歪みを元に戻してあげたりマウスピースで調整してあげ

たりする事によって、今言われた細胞一つ一つが持っている本来の能力を発揮しやす

い環境を作っているわけですか？ 

松尾：そうです。病気を治すのは、「自然治癒力」です。身体本来の自然治癒力、つまり身体

本来、細胞一つ一つの能力を上げるものだと考えていています。 

例えば、手を切ったとしても勝手に治っていきます。生命体には、治していく力が必ず

備わっているもので、それが何かしらでその機能が低下して病気になっているのです

から、その本来の力を引き出してあげることです。 

たとえば外科で手術したとしても、その傷を治すのは人間の身体、細胞です。身体の自

然治癒力、細胞の一個一個が本来の能力を発揮できる状態を本人が取り戻すお手伝い

をしている、それが本来の医療だとも思っています。 

丹羽：先に精神的ストレスの話は出てきましたが、精神の歪みを調整するとは具体的にどう

いうことをされるのですか？ 

松尾：クラニアル治療という頭の調整をするのですが、それで調整できる場合もあります。 

丹羽：あくまでも頭の調整をしながらで、話を聞いて何かをするカウンセリング的な事では

ないということですね。 

松尾：そうですね。心理カウンセリングはしていません。 

患者さんから話を聞き出すのではなく、キネシオロジー検査で、患者さんの潜在意識の

ものも含めて検査しています。過去の患者さん自身のその場でぱっと思い浮かばない

ものが検査で出てくる場合もあります。その記憶やその記憶に近い環境にさらされる 

 



 

9 All Rights Reserved Shingo Matsuo 

 
 

と体がストレス反応を起こしてバランスを崩してしまう繋がりを、かみ合わせや整体

的に分離していきます。 

丹羽：いつぐらいことが起きた事象が、その人の身体の歪みやストレスに発展させてしてし

まっているという事がその検査で分かるのですか？ 

松尾：先日の患者さんで、いろいろな病院を回ったけれども「頭痛と顎が痛くてつらいのが

治らない」と言う人がいらっしゃいました。医科でも異常はないといわれ、一般の歯科 

的な検査でも問題がありませんでした。そこでAR検査をしたら、時期は３年一か月 

前、部位は顔面、口腔と反応がでて、さらにどんな事柄かと聞くと外傷と出てきました。

それで本人にその検査で出た内容を伝えました。すると、本人からも３年前に口にひど

い大怪我をしていたらしいのです。「そうなんです。それから口をケガしたことがちょ

くちょく夢に出てきて怖いのです」と話してくれました。そこで、その精神面の調整を

してあげると、心が楽になられたみたいで、目に涙を浮かべておられました。症状も改

善し、一応マウスピースでかみ合わせ的にも良い状態をアンカリングして症状は取れ

ました。 

丹羽：それぐらい精神面も影響しているわけですね。 
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丹羽：次に、今の話と少し被る部分はありますけれど、松尾先生が診断や治療をする際に大

切にしていることを改めて教えていただいてもよろしいですか？ 

松尾：一番大事にしていることはやはり患者さん本位というか、私が治してやろうとか自分

よがりな治療にならないようにすることだと思っています。あくまで、病気を治すのは

患者さん自身の自然治癒力ですので。患者さんの体に負担をかけ過ぎないように心が

けています。 

丹羽：負担をかけないというのはどういった感じですか？ 

松尾：歪みを整えると、その状態に患者さんがなれるまでにとても体力が必要とするんです。 

患者さんは、様々なところに歪みを抱えた状態で、なんとか現状でバランスと取りなが 

ら生活しています。体を整えていく作業というのは、処置のたびにそのバランスをとっ 

ていた状態を崩してしまうということなんです。 

なので、良かれと思って一気に体を整え過ぎてしまうと、体力がついていかず、患者さ

んが苦しい思いをしてしまうことがあるんです。なので、患者さんの状態を見ながら、

程よい加減で、患者さんの体本位で整えていくのが重要だと考えています。 

丹羽：そうなのですね。あと、歯ぎしりなどは精神的ストレスが大きな要因であると言った 

ことを、健康番組か何かで見たことがあるのですが、そのあたりはどう考えています

か？  

松尾：精神的な問題は、大きな要因になります。歯にまつわる言い回しなどもいろいろあり

ますね。「はぎしりをする」なんてのは、悔しがる様子を描写していたり、似たもので

「切歯扼腕（せっしやくわん）」は歯をくいしばって悔しがることを言います。顎と精

神状態は密接な関係を示しているといえます。 

丹羽：精神的なストレスは、くいしばりや歯ぎしりにも影響するんですね。精神的なストレ

スは、自分自身で解消するしか方法はないのでしょうか？ 

松尾：ため込んだストレスは、病気の源になります。喰いしばりや歯ぎしりを引き起こし、

歯をだめにしたり、顎の関節に異常を起こす要因にもなります。 
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丹羽：現代社会では過剰なストレスを受けていると言いますからね。ストレス問題は、経済 

界でも大きな問題です。先生のところでは、カウンセリングかなにかで解消していくの

ですか？ 

松尾：精神的ストレスも、整体的に解消していく方法がありますし、補助的に栄養療法も取

り入れています。 

丹羽：そんなことができるんですね。 

松尾：患者さんによっては、精神的に解放されたおかげで、顎関節症以外の様々な症状が一

気に解消された方もいらっしゃいます。たとえば、ストレスに関していえば、ストレス

の状況が頭をよぎると、脳が勝手にストレス反応を起こして、神経や内分泌のバランス 

を崩してしまいます。一時的ならいいのですが、その状況が長く続くと何らかの形で症

状や病気を引き起こします。整体的な方法では、そのストレス状況に陥ったときに脳が

反応して体のバランスを崩してしまうという悪い「繋がり」を「分離」していきます。 
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丹羽：あと、松尾先生のところに来られる患者さんで、早く改善する患者さんとなかなか改

善し辛い患者さんの違いは、どのようなことがあるのですか？  

松尾：環境の問題が大きいように感じます。生活環境、家庭環境、職場環境、などなど。最近

多いのは、仕事で一日中パソコン作業をしている人ですね。姿勢もわるい、操作する腕

も使い方も不自然になる、ストレスも多い。本人は仕事をやめるわけにもいかず、様々

な症状を抱えてきてしまう…。 

あと、顎関節症以外の症状、たとえば、肩が上がりにくい、腰痛、頭痛などなど些細な

ものやほかの病気でも、長い期間持っている場合は、改善するまで時間がかかる場合が

あります。 

あとは、本人が病気を「受け入れて」、自身でも改善しようという「素直な」気持ちが

大事だと思います。 

丹羽：素直さですか？ 

松尾：そうですね。症状や病気は、誰のせいでもなくて、自分自身が作り出したものです。

それは、本人の様々な「くせ」から生まれてくるものです。姿勢、食事の嗜好、考え方

などなどの「くせ」が、歪みを引き起こします。悪い「くせ」は、本人がただそうとい

う意識がないと、良くなりにくいし、再発もしやすいです。 
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丹羽：最後に、顎関節症でも色々な症状で軽度から重度なものまであったりすると思うので

すけれども、顎関節症の方の「マツオ歯科クリニック」でのおおよその治療期間と来院

頻度、この辺りについて教えていただいてもよろしいですか？ 

松尾：来院頻度は月に 2～３回ぐらいですね。 

丹羽：月に３回ぐらいに来ていただいて、その中で１回だとどれぐらいの時間ですか？ 

松尾：症状によりますが１回だとだいたい 20分から４５分ぐらいです。 

期間は人それぞれです。1～2回ですぐ終わってしまう方も居ますし、他の症状をいろ

いろ抱えていて、そちらを調整していったりすると、期間は長くなりやすいです。ただ、 

顎関節以外の症状の状態が良くなると自然と顎関節症の状態が良くなる方がほとんど

かと思います。 

丹羽：顎関節症以外の症状とは、たとえば具体的にどういった事ですか？ 

松尾：いろいろ大小問わず何でもですね。腰痛、片頭痛、不眠、下痢、肩が上がりにくい、肩

こりなどからその他、慢性疾患などなど。体の不調はなんでも関係してきます。シェー

グレン症候群のような難病もそうですね。 

丹羽：症状が結構重度な方でも、今までのしんどさや不眠症で寝られなかった事や、おっし

ゃられたような頭痛だとかが「かなりよくなったな」と感じるのはどれぐらい通われて

いくと感じるものなのですか？  

松尾：個人差がありますが、１，２回でかなり効果を感じていただける方も多いです。 

丹羽：最後に、そのように本人が気にならなくなるぐらい良くなった方、あるいは完全によ

くなった方は、どのように通われている方が多いのですか？ 

松尾：あとは健康管理的に自分のペースでこられる人が多いですね。 

「1、２ヶ月に 1回程度」といった人がやはり多いですね。 

丹羽：それは不安だから「今は良いけれど、また悪い状態に戻らないか」とかですか。 
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松尾：そうですね。 

あとはやはり「体が楽な状態」を感じることができるので、「体を楽にしたい」みたい 

な感じです。 

丹羽：体が楽な状態なら、健康な人でも仕事などの効率もあがりますよね。 

それで月 1回の人も居れば 2ヶ月～3ヶ月に 1回の人も居ればという感じですね。 

それは人によって変わるわけですね。 

なるほど、分かりました。 

 

ということで、質問の方は終わりたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

  

初診の予約は 

診療時間    月 火 水 木 金 土 日 祝 

9:30～13:30   ○ ○ ○ × ○ ○ × × 

14:30～18:30  ○ ○ ○ × ○ ★ × × 

★・・・18:00まで  

休診日：木曜・日曜・祝日  

までお願いします。初診料は 10,800円です。 

マツオ歯科クリニック 

〒336-0027  

埼玉県さいたま市南区沼影２丁目９−７ 

☎ 048-783-4555 
9:00～18:00（木・日・祝日を除く） 



 

 

 

マツオ歯科クリニック 
〒336-0027  

埼玉県さいたま市南区沼影２丁目９−７ 

【TEL】048-783-4555 

【URL】www.matsuo-dental.com 


