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研究成果の概要（和文）：計算課題によるストレス負荷を加えた時、手の握りしめ時、および食道内への酸刺激時の両
側咬筋の筋活動量や脳賦活部位について検討し、下記のことを明らかにした。(1)計算課題時と手の握りしめ時は咬筋
の筋活動量は増加した。(2)計算課題時と手の握りしめ時は共通して島皮質や前部帯状回が賦活した。(3)覚醒時、食道
内への酸刺激によって無意識下で咬筋の筋活動量が増加した。
以上の結果と、食道内への酸刺激時は島皮質と帯状回が賦活することが報告されていることから、ストレス負荷時と食
道内酸刺激時の咬筋筋活動の増加（ブラキシズム）は、脳内の島皮質や帯状回が関連し、発現すると考えられた。

研究成果の概要（英文）：In the present study, the below results were derived masseter muscle activity and 
cerebral activation during stress by calculation task, fist clenching, and experimental esophageal acidifi
cation to the healthy adults. (1) Masseter muscle activities during calculation task and fist clenching we
re increased significantly. (2) Cerebral activations were observed during calculation task and fist clench
ing in insula and anterior cingulate cortex. (3) The results of the investigation of the effects of intra-
esophageal infusions of 5 mL acidic solution (0.1 N HCl) or saline suggested that awake bruxism episodes w
ere induced by esophageal acidification.
Both the insula and the anterior cingulate cortex have been also reported to activate during acid stimulat
ion to the esophagus. Therefore, these researches show that the increase of masseter muscle activities (Br
uxism) during stress and esophageal acidification were caused by cerebral activation of insula and anterio
r cingulate cortex.
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様 式 ＣＦＺ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

ブラキシズムは、様々な口腔疾患の危険因

子であるだけでなく、全身的不調和を伴うこ

とも多いとされる。最近、睡眠時ブラキシズ

ムは自律神経活動や嚥下等の生理現象と関連

していることが明らかにされ、また、申請者

らは、睡眠時ブラキシズムと胃食道逆流

（Gastro-esophageal reflux: GER）の関連を

報告してきた。一方、覚醒時のブラキシズム

は身体的・精神的ストレスが原因の一つとさ

れているが、その発現機序は未だ不明である。 

近年、本邦では、ストレスの増加や高齢人

口の増加などにより GER とともに機能性胃腸

症（Functional Dyspepsia: FD）が増加しつ

つある。FD はストレスにより自律神経が抑制

され、食道内の酸への知覚が過敏となること

が主な原因と考えられており、FD 患者の一部

にも GER が認められている。 

また、口腔機能や消化管知覚の病態が fMRI

や PET により、脳機能画像解析から検討され

ている。最近、申請者らが、fMRI を用いて予

備実験を行ったところ、ブラキシズムの動作

形態の一つである噛みしめ時や黙読によるス

トレス負荷時には、ストレスや不快感などの

情動に関連する脳領域だけでなく、内臓感覚

にも関連すると考えられている脳領域が活性

する結果を得た。従って、食道内の酸知覚や

ストレスとブラキシズムの発現とは脳機能を

介する関連が疑われるが、これらの関連性を

調べた報告は皆無である。 

 

２．研究の目的 

ブラキシズムは、口腔疾患の危険因子で全

身的不調和を伴うことが多いとされ、睡眠時

ブラキシズムは生理現象や食道内の酸知覚と

の関連が報告されている。一方、覚醒時ブラ

キシズムはストレスが原因の一つとされてい

るが、その発現機序は不明である。また、消

化器内科領域で注目されている FD は、ストレ

スによる食道内の酸への知覚過敏が原因の一

つとされ、消化管知覚の病態が脳機能画像解

析から検討されつつある。そこで、本研究で

はこれまでの手技に functional magnetic 

resonance imaging (fMRI)を加え、覚醒時ブ

ラキシズムの発現とストレスや食道内の酸知

覚との脳機能を介する関連を検証し、その発

現に関連する脳活性部位の特定と脳機能を介

した発現機序を明らかにする。 

 

３．研究の方法 

まず、覚醒時ブラキシズムの発現と食道内

の酸知覚やストレスとの関連を明らかにする

ために、無意識の噛みしめを想定した手の握

りしめ時や計算課題によるストレス負荷時の

咀嚼筋の筋電図計測や心電図計測を行い、咀

嚼筋の過活動の発現頻度やその程度、および

自律神経活動の変化を調べる。また、内科医

の協力のもと覚醒時に食道内への実験的酸刺

激を与え、咀嚼筋の過活動の発現頻度やその

程度、および自律神経活動の変化を調べる。 

次に、脳機能を介した覚醒時ブラキシズム

とストレスや食道内の酸知覚との関連、およ

び覚醒時ブラキシズムの発現機序を明らかに

するために、随意の噛みしめ、無意識の噛み

しめを想定した計算課題によるストレス負荷

や手の握りしめ、および食道内への実験的酸

刺激を与えると同時に fMRI 検査を行い、それ

ぞれの脳活性部位を調べ、その特徴を抽出す

る。 

 

４．研究成果 

(1) 計算課題によるストレス負荷時と手の握

り時の両側咬筋の非機能時筋活動量の増加 

 健常者に対し、手の握りしめ時や計算課題

による継続したストレス負荷を加えた時の咀

嚼筋の筋電図測定を行った結果、咳、嚥下、

および体動などを除いた両側咬筋の非機能時

筋活動量が安静時の咬筋筋活動量と比べて有

意に増加した（Table 1、学会発表(3)、(8)、

(9)から転載）。また、被験動作中にストレス

を被験者に主観的に評価してもらったVisual 

analog scale も有意に増加していた。 

 



(2) 随意の噛みしめ時や手の握りしめ時、お

よび継時的な計算課題によるストレス負荷時

の脳賦活部位 

fMRI を用いて、随意の噛みしめ時や、無意

識の噛みしめを想定した手の握りしめ時と計

算課題によるストレス負荷時の脳賦活部位を

調べた。脳賦活部位の解析は、計算解析ソフ

トウェアである MATLAB と脳解析ソフトウェ

アである MRIcro と Statical Parametric 

Mapping 8 を使用した。 

随意の噛みしめ時は、過去の報告と一致し

た Sensory motor cortex (SMC)の大脳皮質咀

嚼野などが賦活した（Fig. 1、学会発表(3)、

(8)、(9)から転載）。 

 
 

無意識の噛みしめを想定した手の握りしめ

時と計算課題によるストレス負荷時は共通し

て島皮質や前部帯状回などが賦活していたが、

大脳皮質咀嚼野は賦活していなかった（Fig. 

2、学会発表(3)、(8)、(9)から転載）。また、

同時に前頭前野背外側部や前頭極、縁上回な

どの賦活が認められた。これらの部位の賦活

は嫌悪情動や課題遂行、噛みしめ時の歯の接

触などによるものと考えられた。 

 
 

随意の噛みしめによる脳賦活部位と比較し、

無意識の噛みしめ時には島皮質と前部帯状回

の関連が強いことが示唆された。また、無意

識の噛みしめ時に大脳皮質咀嚼野が賦活しな

かった（Fig. 2、学会発表(3)、(8)、(9)から

転載）のは無意識の噛みしめを想定した手の

握りしめ時と計算課題によるストレス負荷時

には咀嚼筋の筋活動の増加が微量であったた

めであると考えられた。 

 

(3) 覚醒時に実験的食道内酸刺激による咬筋

筋活動の増加 

内科医の立会いのもと、注入口付きカテー

テルを用いて食道内への酸注入（0.1 N HCL; 

pH 1.2）を行い、両側咬筋の筋活動量を測定

したところ、生理食塩水を注入した時の咬筋

筋活動に比べて筋活動が有意に増加していた

（Table 2、雑誌論文(1)から転載）。食道内へ

の酸刺激時は主に脳内の内臓感覚に関与する

とされる島皮質や帯状回が賦活することがこ

れまで報告されていることから、胃食道逆流

などにより食道内に酸刺激が加わると、島皮

質や帯状回が賦活し、咬筋筋活動の増加、い

わゆる覚醒時のブラキシズムを引き起こすと

考えられた。 

 
 

以上の結果から、計算課題などによるスト

レス負荷時や食道内への酸刺激時の咬筋筋活

動の増加（覚醒時のブラキシズム）は、脳内

の島皮質や帯状回が関連し、発現すると考え



られた。 
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