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研究成果の概要（和文）：QOLの向上のため、口唇では口唇閉鎖力を調節して発揮する機能が重要であり、その特性を
明らかにすることが必要である。本研究では、構築した口唇随意運動評価システムによって、口唇随意運動の調節能力
を評価することができた。このシステムを用いて高齢者の口唇閉鎖力調節能力を調べた。また、口唇による運動調節時
の脳血流を測定した。本研究の結果、高齢者では口唇随意運動機能に力の方向および性別は必ずしも影響を与える因子
とならず、男性における調節能力の減退が大きかった。口唇随意運動時には大脳皮質の大きな活動が関与していること
が示唆された。高齢者において口唇随意運動調節機能を維持することの重要性が示された。

研究成果の概要（英文）：Voluntary control movement of the lips is important as a lip-function to enhance 
the QOL, and it is necessary to clarify the property of voluntary control movement of the lips. In this 
study, we can estimate lip-control ability by a system using a visual feedback which we constructed for 
this study. We investigated the lip-control ability in the elderly and the brain blood flow during 
voluntary control movement of the lips. From our results, in the elderly the lip-control ability was not 
influenced by directions of lip-force or gender. In older males the lip-control ability was lower than 
that in younger males. The cortical activity of a large area was involved in the voluntary control 
movement of the lips. It is suggested the importance of maintaining voluntary lip-control ability in the 
elderly.

研究分野： 口腔生理学

キーワード： 口唇　高齢者　脳血流　多方位口唇閉鎖力　ビジュアルフィードバック
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１．研究開始当初の背景 
口唇は咀嚼や発音などの口腔の機能的な働
きに重要な役割を担っていることはよく知
られている。しかし、高齢者における口唇機
能を調べた研究は国内外を含めて極めて少
ない。口腔ケアの必要な入院患者さんの聞き
取り調査で、嚥下能力と口唇の力に相関が認
められるとの報告（Ono T et al. 2004）や
虚弱高齢者では力の発揮が弱くなっている
との報告があるのみである。加齢に伴うもの
ではないが、中枢神経系の障害で口唇が発揮
する力が弱くなる（Thompson EC et al. 1995, 
Wood LM et al. 1992）あるいは調節しにく
くなる（Barlow SM and Burton MK 1990）と
の報告や、健常者においても、表面麻酔によ
り口唇感覚を末梢性に障害すると口唇閉鎖
力が弱くなる（Nakatsuka K et al. 2011b）
ことが見出されている。しかし、このような
力の低下が口唇機能にどのように影響する
かは不明である。 
一方、口唇の機能に関しては、非侵襲的イメ
ージング法で口唇からの感覚を受ける領域
の同定が行われているが、口唇運動と脳機能
に関しての報告はほとんどなかった。さらに、
口唇機能が正常に営まれることは顎顔面頭
蓋、歯列および舌などの口腔器官の形態的特
徴と深い関係があると考えられている。口唇
の発揮する力に関しては、歯列不正と関係が
深いことが調べられている（Jung MH et al. 
2003, Hodge JJ et al. 1997, Thuer U and 
Ingervall B 1986）。高齢者に見られる歯の
欠損や義歯装着が口唇閉鎖機能に関係があ
るかどうかは過去に調べられておらず、申請
者らが、健常高齢者の口唇閉鎖力をフィール
ド研究で調べた結果から、義歯装着が口唇閉
鎖力に影響することを示唆したのみである。 
超高齢社会を迎え、QOL の向上に摂食行動や
会話などの機能を健康に維持することが重
要であると言われている。このような機能の
遂行のために、日常的に営まれる口唇運動は
複雑な運動である。いままでの評価法では、
最大努力時の口唇閉鎖力であったが、自らが
口唇閉鎖力を調節して発揮する口唇随意運
動機能の特性を明らかにすることが重要で
あると考えられる。しかし、口唇随意運動機
能の加齢による変化や脳機能との関わりな
どは明らかにされていないので、口唇随意運
動機能の特性を明らかにする必要がある。 
 
２．研究の目的 
(1)申請者らが開発した多方位口唇閉鎖力測
定の特徴を発展させて、ビジュアルフィード
バックによる口唇運動調節能力を利用した
口唇随意運動機能の評価法を構築する。 
(2)口唇随意運動機能について性差を明らか
にする。 
(3)口唇随意運動機能について、成人と高齢
者での相違を明らかにする。 
(4)口唇随意運動時の大脳皮質の活動を明ら
かにする。 

 
３．研究の方法 
(1)口唇随意運動
評価システムの構
築 
 
多方位口唇閉鎖力
測定装置は、8方向
からの力を測定す
ることができる
（図１）。この装置

を利用して、口唇
随意運動評価シス
テムを構築した。
口唇閉鎖力を測定
する被験者の前に、
各方向からの力を
8 方向のスケール
にて、リアルタイ
ムで表示できるよ
うにした。ディス
プレイのイメージ
図を図２に示す。
つまり、そのとき
口唇が出力してい
る力を目で見て確
認することができ
るようする。その
スケールに目標と
なるターゲットを
表示し、被験者に
はVisual feedback
により、目標値の
力を持続するよう
に指示する。実際に出力した値が設定時間の
うち、ターゲット内に維持できた時間の割合
を算出する。この値を運動の正確性の指標と
し、評価した。健常成人 10 名を対象として、
ターゲットの大きさを目標値±３、5、8、10、
15％としたときに、正確率に与える影響を調
べた。さらに、方向特異性について検討した。 
(2)口唇随意運動機能について性差 
健常若年成人男性 20 名、女性 20 名を対象と
して、口唇随意運動機能を評価し、性差につ
いて調べた。 
(3) 高齢者の口唇随意運動機能について 
健常高齢者男性 13 名、女性 18 名を対象とし
て、口唇随意運動機能を評価し、健常若年成
人と比較して、加齢の影響を調べた。 
(4) 口唇随意運動時の大脳皮質活動 
健常若年成人 8名を対象に、さまざまな口唇
随意運動を行わせたときの脳血流変化を調
べた。本研究に先立ち、口唇随意運動を、1
方向を調節するように指示された場合と2方
向を同時に調節するように指示された場合
に正確率が異なるかどうかを検討した。脳血
流 動 態 を 近 赤 外 光 イ メ ー ジ ン グ 装 置 
FOIRE-3000 (島津製作所製、日本) を用い酸
素化ヘモグロビン濃度の変化として測定し
た。プロｰベを装着するホルダーはフレキシ

図１ 多方位口唇閉鎖力測定
装置 

図２ 被験者前方のディスプ
レイの模式図 
この例では、８方向のうち、右
上と左上にグレーのバーが発
揮している口唇力を示し、四角
で示すターゲットに一致する
ように調節する。 



ブルホルダー（島津製作所製） を使用し 9
のプローブを 3X3 の正方形格子（投光受光間
距離 3cm）に交互配列させ、左右の頭部に国
際 10-20 法の T3-C3-Cz の曲線上に設置した。
左右それぞれの配置から、各 12 箇所での測
定を行う。①口唇 ②左手手指 にて圧力測
定装置のプローブを保持させ、事前に得た 3
回の口唇閉鎖の最大努力時の変化量の平均
値の 50%の値をモニターに表記し、その値を
維持するように指示した。①口唇②左手手指
によるそれぞれのタスクは、座標軸のみ2秒、
ターゲット表記 6 秒（運動期間）、ブラック
アウト 2 秒を 2 回施行し、合計 20 秒とした 
(図３)。１セットを前レスト 20 秒、タスク
20 秒、後レスト 20 秒で行い、左手手指、口
唇の順の合計 120 秒とした。 

 
記録を行った全 24CH のデータから得られた
酸素化ヘモグロビン濃度は、サンプリングレ
ート100msで得られた波形からトレンド成分
を除去し、移動平均を 59 点行い、これを 7
回施行した。再構築を行った oxy-Hb のそれ
ぞれのデータを平均が０で標準偏差が１と
なるように標準得点化を行い、被験者 8名分
の加算平均を求めた。 
 
４．研究成果 
(1) 口唇随意運動評価システムの構築と性
差ならびに加齢による影響 
 口唇随意運動評価システムによって、口唇
随意運動の調節能力を評価することができ
た。ターゲットの大きさを目標値±3、5、8、
10、15％と変化させて分析すると、目標値±
10、15％では、100％に近い値となり、目標
値±３、5％では正確率が高くなる方向にお
いても 50％程度の正確率となり、評価が難し
いことが分かった。この後の結果においては、
目標値±8％における正確率を用いた。 
口唇随意運動の方向特異性を調べると、健常
若年成人における結果から、方向により正確
率が異なり、上下方向の正確率がその他の斜
め方向の物より有意に高いことが明らかと
なった。また、性差を調べると、調べられた
6 方向のうち、５つの方向において、男性の
方が女性よりも有意に高かった。一方、高齢
者の結果では、方向別の正確率の相違が認め
られなくなった。さらに、高齢者では性差も
認められなかった。若年成人と高齢者を比較
すると、男性では 6方向中 4方向で、高齢者
の方が、正確率が有意に低いことが明らかと
なった（図４）。女性では加齢による変化は

認められなかった。以上の結果から、高齢者
における最大口唇閉鎖力は、成人と変化は無
いにも関わらず、口唇閉鎖力調節能力は加齢
により低下した。加齢による口唇機能の低下
は、筋力の低下と考えるよりも、調節に関わ
る情報処理や運動出力などの神経系の機能
低下に起因する可能性が示された。 
(2) 口唇随意運動時の大脳皮質活動 
ビジュアルフィードバックを用いた方向別
口唇閉鎖力調節の難易度は、①1 方向課題よ
りも 2方向課題で難しい。②方向特異性が存
在する。③２方向課題では組み合わせの複雑
さにより相違する。④個人の特徴によって、
難易度が変化する。ことが明らかとなった。
そこで、脳血流測定時のタスクとして、ラン
ダムな 2方向にターゲットが出現して 2方向
を調節する課題を用いた。 

 
ビジュアルフィードバックを用いた口唇に
よる運動調節は、左手指による調節よりも正
確率が低かった。つまり口唇随意運動の調節
は困難であった。図６、７にそれぞれ左手指
タスク、口唇タスクを行った時の脳血流の変
化を皮質マッピングとして表した。左手指に
よる調節時は、右頭頂葉上部を中心とした
oxy-Hb の増加が認められた。口唇による運動
調節時は、右頭頂葉下部を中心とした oxy-Hb
の増加が認められた。口唇による運動調節時
は、左手指の調節時よりも頭頂葉上部より下
部でより有意に大きな oxy-Hb の増加が認め
られた。すなわちより大きく賦活化させる傾
向を示した。 

図３ 脳血流測定時のタスク 

図４ 世代間での正確率の相違 

図５ 左手手指と口唇での正確率の相違 



 

 
口唇随意運動を繰り返し行う時に、脳の活性
する領域が広くなることから、高齢者に対し
て、脳を賦活化させるいわゆる“脳トレ”に、
ビジュアルフィードバックを併用した多方
位口唇閉鎖力測定装置を用いることでの反
復的な口唇運動の有効性が示唆された。 
 
 本研究の結果、力の方向、性別、年齢が口
唇随意運動に影響を与える因子であること
が明らかとなった。しかし、高齢者では力の
方向および性別は必ずしも影響を与える因
子とならず、男性における調節能力の減退が
大きいことが示唆された。口唇随意運動時に
は大脳皮質の大きな活動が関与しているこ
とが示唆された。高齢者において口唇随意運
動調節機能を維持することの重要性が示さ
れた。 
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