年から義務つ

日本歯科大学からは、
米国では

連載 睡眠時無呼吸症候群をとりまく病気

「いびき症 三兄弟」

睡眠時無呼吸症候群を発

原因は「顎の骨格」「肥満」、それと「低位舌」

今月号からは、特殊な

センターを初め、新潟大

日本歯科大学いびき診療

下の病院から多くの先生

この研究会には新潟県

臨港病院の三病院しかあ

科大と西新潟中央病院と

の認定医療機関は日本歯

新潟県の日本睡眠学会

ての口演がありました。

パップ治療の成績につい

西新潟中央病院からはシー

吸症候群に関する口演、

科より小児の睡眠時無呼

歯学総合病院の耳鼻咽喉

す。こ

できま

ことが

触れる

動きを

膚から

で動きます。耳の前の皮

の関節で、口の開け閉め

前あたりにある左右一対

関節です。顎関節は耳の

まずは下顎の関節、顎

侵されると、まずは気道

査をしました。顎関節が

リウマチセンター）で調

門の瀬波温泉病院（ 現県立

かつて関節リウマチ専

病します。

学医歯学総合病院の内科

りませんが、このような

の関節

原因を説明します。

と耳鼻咽喉科、西新潟中

研究会から多くの病院が

には顎

にて第七回新潟睡眠呼吸障害研究会が開催されました。

びき症と閉塞

性睡眠時無呼

に正確な診断結果を患者さんにお示しで

運動）で口を開けても気

さらに特殊な動き（滑走

し中枢性睡眠時無呼吸症

椎が頭蓋内の延髄を圧迫

の環軸関節が脱臼して軸

方が参加します。今年は、

吸症候群が発

症し、その後

に頸椎が後彎

すると気道が

一時的に拡大

きる時代がやって来ました。

道がふさがらないように

並びが悪い方向け特殊なシーパップマス

ウスピースの開発、②前歯が無い方や歯

それ以外にも、①ナノ技術を応用したマ

及ぶと写真のように顎関

が、この病気が顎関節に

関節が侵される病気です

関節リウマチは体中の

病気は関節リウマチ以外

け多様な無呼吸を見せる

一つの病気で、これだ

候群と様変わりしていき

クの開発に着手するつもりです。より透

節が潰れて、気道が狭窄

にありません。

する役目もあります。

明度の高いマウスピース、より空気漏れ

してしまい、いびき症や

河

心肺停止となるのです。

ます。そしてある日突然 、

の少ない鼻マスクをご期待ください。河

来年もこの啓もう活動を継続しますが、

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

つっかい棒の役目があり、 らに時間が経つと、頸椎

（症状が軽くなる）、さ

気道が数ミリに狭窄

十一月十三日（土曜日）日本歯科大学のアイヴィホール

央病院や臨港病院、とき

専門医療機関に認定され

が狭窄してい

めきハートクリニックか

が下がらないようにする

その他には、新潟大学医

ような口演を行いました。

方に理解していただける

基準について多くの先生

けられている新しい診断

08

ることを期待します。河

しております。今年は、米国に追いつけ
追い越せと、米国で義務つけられている
新しい診断基準を導入し、その成果をま
とめて、いくつもの学会や研究会の報告
や啓もうに励みました。その甲斐もあっ
て、日本睡眠学会の認定施設も新しい診
断基準を採用し始め、いよいよ米国並み

顎関節リウマチ

学会報告

〒951-8580
新潟市中央区浜浦町1-8
日本歯科大学新潟病院
いびき診療センター内
電話025-267-1500
内線258
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らの口演がありました。

センター長 河野正己

「ゆく年、くる年」

日本歯科大 アイヴィーホール

平成 年もあっという間に過ぎようと
22
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今年も、新たに仲間になった人、
、シーパップの人、マウスピースの人、
シーパップを卒業された人、大病なさって生還された人、

師走

惜しまれながら長逝なされた人、いろいろな人々がセンターに集いました、

ホルモン）の原料が含まれ
てますし、ラベンダーやカ
モミールなどのハーブには

会員の声

くさんです。そこで、美味

年末は美味しい誘惑がた
マグネシウムを含む食材は

ん汁が良いですね。そして

そして豆腐を使ったけんち

会員の声を募集中

「ぐっすりーぷ」へ

のご意見やご要望を

お寄せください。

郵送をご希望の方は切手を貼って宛名を

安眠効果があります。最近

しいお料理を楽しんで、さ
玄米、じゃこをまぶした玄

ンスを枕につけたり、シー 性別不詳）／事務局でご要
パップを使用している方は 望のような診療手帳（たぶ
シーパップのマスクやフィ ん有料）を作成できないか
ルターにしみ込ませてもい 検討してみます。もうしば

すりーぷ」は病院にて無料で配布します。

は身近なスーパーにもハー ・治療の流れをまとめた説
ブティーを見かけますので、 明書があったらよいと思い

らに快眠できたら最高です

てきましたね。コーヒー、

自分がリラックスできる香 ます。自分が、今、どの位
りを探してみてください。 置にいて、完治するために

ね。今回は快眠を誘う食べ

米ご飯を添えれば完璧です。 ハーブの香りだけでも効 はなにをすればよいか知り
果がありますので、エッセ たいと思います。（年齢・
食後や就寝前には温かい

イライラやストレスを感じ
紅茶、緑茶などを飲みたく

良い睡眠を取るためには、 飲みものが欲しい季節になっ
ずに、リラックスすること
なりますが、これらはカフェ

Many thanks to all our sponsors

物を紹介します。

が大切ですね。では、どう

編集後記

村竹辰之

中央区古町通５
025-224-7771

の方なら誰でも会員です。会報の「ぐっ

年はたくさんの人たちと

恩田 晃

柏崎市東本町１
0257-21-6788

すればリラックスでき

起床は目覚め効果の で、当面はそれを代用して
あるミント香が流れ ください。須

今

河野美砂子

中央区西堀通５
025-226-6050

いかもしれません。 らくしましたら、ぐっすりー
入眠はラベンダー香、 ぷを製本して販売しますの

足の解消。カルシウム

ると快適じゃないで

インを含んでおり、興奮作

心療内科・精神科

純いびき症や上気道抵抗症候群でお悩み

分の未来を決めるのは

クリニック

心療内科・精神科

るのでしょうか？

やマグネシウムを補う

すか？

用を持っています。それで

誰でも会員

出会い、色んなところへ
消や血行促進などの （ 代・男性）／公正取引
様々な効能があり、ゆっく 法遵守ならびに個人情報の 行き、刺激的な経験も大切な
りと効果がでますので、漢 厳密な管理のために、点検 思い出もでき、私にとって充実
方薬に近いかもしれません。 の時期は、従来のような業 した年でした。

に申し出てください。熊

クリニック

歯科・口腔外科

まずはカルシウム不

ことはイライラを解消

んと食事をしても、必要量

・最近、シーパップの定期

してリラックスに繋が

ハーブは殺菌作用 点検の案内が来ませんが、
や美肌効果、肥満解 ど う し た ら い い で す か ？

ります。しかし、これ

を摂取することが難しく普

も寝る前に温かい飲み物で

自

もしかしたら体内時計の調 者からの連絡ではなくて、
整にも効果があったりして・・・。 病院から直接、来院の際に

50

自身の気持ちと行動だ
さあ皆さんも、好みに合っ お知らせすることになりま
た香りと使い方を探してく した。なお、不定期の点検 と信じております。私にとって
ださい。気分も体もリラッ や破損部品の交換は常に行 も新しく迎える年がどんな年
・
・
、どうかより良い
クスして、気持ちよく新し いますのでセンターの窓口 になるか・
年になりますように。 捧
い年を迎えましょう。捧

古町心療

恩田

らの栄養素は毎日きち

段から意識して摂取するこ

ほっとしたい！という時に
は、ホットミルクやハーブ

とが大切です。
カルシウムを多く含むこ

蜂蜜を加えれば効果も高ま

とで有名なのが乳製品です。 ティーがおすすめ。さらに
にぼし、干しえび、ひじき

ります。
ミルクにはトリプトファ

にも多く含まれます。
寒い季節には、イワシの

つみれを使ったお鍋や汁物、 ンというメラトニン（睡眠

こうの
歯科

睡眠時無呼吸症候群やその予備軍の単

メールでの連絡は
totoya3@po.next.ne.jp

書いた封筒をご用意ください。
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