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若年層を中心に患者数が増えているという顎関節症。それには咬合（噛み合わせ）が大きく関係

していると言われている。時として全身疾患を引き起こす可能性もある、顎関節症。ここでは咬合

と顎関節症の関係性について考えてみましょう。 

 

 

キーワードを調べよう 

 

オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。 

顎関節症、顎関節症候群、顎機能不全症候群、変形性顎関節症、歯並び、不正咬合、正常咬合、 

慢性頭痛、治療法、噛み合わせ、矯正 

 

言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を手がかりに百科事典、用語事典を引

いてみましょう。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵の百科事典、用語辞典（一例）》 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

日本歯科医学会学術用語集 497/Ni 楠元参考（禁帯出） 

歯科矯正学専門用語集 497.6/303 楠元参考（禁帯出） 

歯科補綴学専門用語集 第 2版 497.5/598 楠元参考（禁帯出） 

今日の診療 WEB 学内データベース 

Web版 ステッドマン医学大辞典 学内データベース 

ジャパンナレッジ Lib 学内データベース 

 

 図書を探そう 

 テーマの棚に行って探してみよう 

 図書には 1冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでいます。

書架で図書を探してみましょう。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター歯科学関係分類表より（NDC新訂 9版を基に追加）》 

497.1 
歯の解剖・生理・病理 歯冠、 

エナメル質、象牙質、歯髄、歯根 
497.3 歯科外科学、口腔外科 

497.6 歯科矯正学   

 

 OPAC で調べてみよう 

 オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有無、

配架場所、請求記号がわかります。 

 

 

「咬合と顎関節症の関係性」 
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《歯学・薬学図書館情報センター所蔵のテーマに関する図書（一例）》 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

『顎関節症で困ったら : 専門医がおしえるセルフケア』 

木野孔司,杉崎正志,和気裕之著/砂書房 
497.3/12 楠元開架 

『歯科医自らが克服した病気･顎関節症の原因は潜在意識と心と

歯にあった』 

 疋田渉著/現代書林 

497.3/Hi 楠元開架 

『噛み合わせが人生を変える』 

 日本顎咬合学会著/小学館 
497.6/Ni 楠元開架 

『かみ合わせと健康 : あごのずれが病気の原因』 

 丸山剛郎著/JDC 
497.6/219 楠元開架 

『歯の噛み合わせがすべての原因だった : 簡単Ｑ＆Ａ』 

 山田唯勝著 ; 弓さくらマンガ/噛み合わせ出版 
497.6/221 楠元開架 

『健康長寿とかみ合わせ』 

  尾澤文貞著/幻冬舎メディアコンサルティング 
497.6/Oz 楠元開架 

『歯並び･噛み合わせ矯正ガイドブック』 

  荻原和彦監修/海苑社 
497.6/Og 楠元開架 

『咬むことと脳の働き  : 咬合,咀嚼と脳の関係』 

  上田実著/デンタル フォーラム 
497.1/312 末盛開架 

👉本学に所蔵がない場合は、 

南山大学・中部大学（CAN加盟館）の蔵書を調べる 

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/can.html 

👉 CAN加盟館にも所蔵がない場合は、 

    学外の図書館の所蔵を探す（国内機関の所蔵を調べる） 

http://ci.nii.ac.jp/books/ 

  雑誌・雑誌記事・論文を探そう 

 雑誌記事・論文の探し方 

 「CiNii」、「医中誌 Web（同時アクセス 10）」、「PubMed」、「magazineplus」、「NDL-OPAC （国

立国会図書館蔵書検索）」などを利用して、学術協会発行の雑誌や、大学等で発行された研

究紀要を検索し、テーマに関する記事や論文を探しましょう。 

《データベースでこんな記事や論文が検索できます》 

記事情報 

医中誌 Web №2017337993 

【自宅でできるリハビリテーションのレシピ】顎運動障害とリハビリテーション（解説/特集） 

Author : 伊藤裕之  

Source : 耳鼻咽喉科・頭頸部外科（0914-3491）89巻 9号 Page706-713(2017.08) 

医中誌 Web №2016150960 

咬合違和感を訴える患者が来院したら その原因と対処法についての提案（解説） 

Author : 木野孔司  

Source : 歯界展望（0011-8702） 127巻 2号 Page370-383(2016.02) 

医中誌 Web №2014107689 

【いま、顎関節症にどう取り組むべきか】顎関節症の治療をどう行うべきか（解説/特集） 

Author : 小見山道  

Source : 日本歯科評論（0289-0909） 74巻 1号 Page67-74(2014.01) 

 

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/can.html
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://ci.nii.ac.jp/
http://login.jamas.or.jp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?otool=ijpagunlib
http://web.nichigai.co.jp/
https://ndlopac.ndl.go.jp/
https://ndlopac.ndl.go.jp/
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 雑誌の探し方 

 オンライン目録（OPAC）で本学図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有

無、配架場所がわかります。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵の雑誌（一例）》 

資料情報（書誌情報） 所蔵状況 配架場所 

『日本全身咬合学会雑誌』 

日本全身咬合学会 
1995-2017（継続中） 楠元 

『日本顎咬合学会誌：咬み合わせの科学』 

日本顎咬合学会 
2001-2017（継続中） 楠元 

   

新聞記事を探そう 

 新聞記事の探し方 

 探しているテーマの新聞記事を、本学データベース上から調べられます。 

《歯学・薬学図書館情報センターで利用できる主なデータベース》 

記事情報   

中日新聞・東京新聞記事データベース 中日新聞・東京新聞 
中日新聞：1987年 4月～、東京

新聞：1997年 4月～ 

朝日新聞オンライン記事データベース

（聞蔵 IIビジュアル） 
朝日新聞 創刊号：1879年～ 

日経テレコン 21 日本経済新聞 
見出しと抄録：1975年 4月～、 

全文収録：1981年 10月～ 

 

《こんな新聞記事が検索できます》 

記事情報 

紙上診察室 小木博美さん 顎がカクンカクン、口の開き悪い、マウスピースで動き楽に 

2017年 4月 25日 中日新聞 朝刊健康 18頁 

中日病院だより （３４） 顎関節症（歯科口腔外科） 開口量４センチ以下は障害 

2016年 11月 8日 中日新聞 朝刊県内総合 17頁 

身につけよう、よくかむ習慣、正しい姿勢で、時間かけて――ストレスを軽減、固すぎる物に注

意（健康生活） 

日経プラスワン 7ページ 

かみしめる癖、歯並び悪く、岡山大調査。 

日経産業新聞 10ページ 

 

 

もっと詳しく調べよう 

更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑などの情報源が役立ちます。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵 テーマの統計（一例）》 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

新編 咬合学事典 497.5/471 楠元参考（禁帯出） 

臨床咬合学事典 497.5/453 楠元参考（禁帯出） 



愛知学院大学 歯学・薬学図書館情報センター 

2018.3 

  4/4 

 

AV 資料を探そう 

ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。 

 

《歯学・薬学図書館情報センター所蔵 テーマの AV資料（一例）》 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配置場所 

最新顎関節症治療 DV49/24/7 楠元 AV 

 

テーマに関する Web サイト 

 関連サイトの紹介 

「テーマパーク 8020」http://www.jda.or.jp/park/ 

 日本歯科医師会による、歯と口の総合サイト。 

 

 「一般社団法人 顎関節学会」http://kokuhoken.net/jstmj/ 

  「顎関節症とは？」のページに詳しい記述あり。 

 

 「顎関節症ナビ」http://www.gakukansetu.com/ 

  顎関節症の基礎的な知識や治療法などがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歯学・薬学図書館情報センターにない資料を入手するには？ 

 CAN加盟館から蔵書を借りるには？ 

 

申込方法（文献複写/相互貸借/購入依頼）等、気軽に図書館に聞いてみ

ましょう！ 

 

（歯学・薬学図書館情報センター レファレンス・カウンター）  

http://www.jda.or.jp/park/
http://kokuhoken.net/jstmj/
http://www.gakukansetu.com/

