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下顎の開閉口運動による前頭前野の活動状況
佐久間 重光
⚑．はじめに
下顎の運動は、
上顎に対して下顎が上下左右に移動することによって営まれ、
口腔機能運動である咀嚼・嚥下、発音・発声だけでなく表情をも作り出す。こ
の際には、手や足と同じ骨格筋である様々な筋群が働く。開口運動時に活動す
る筋群は、外側翼突筋（下頭）
、顎二腹筋、顎舌骨筋およびオトガイ舌骨筋であ
り、外側翼突筋は左右および前方運動を、顎二腹筋、顎舌骨筋、オトガイ舌骨
筋は主に回転運動を担っている。また、閉口運動時に活動する筋群は、咬筋、
側頭筋、内側翼突筋および外側翼突筋（上頭）であり、咬筋は下顎の挙上運動
を、側頭筋は下顎の挙上および後退運動を、内側翼突筋は下顎の挙上および左
右運動を、外側翼突筋は下顎の挙上だけでなく左右および前方運動を担ってお
り、主に三叉神経や顔面神経が支配している。したがって、ただ単に口を開け
閉めするだけであっても、複雑な神経伝達のもとに各筋が協調してはじめて開
閉口運動が成り立つことが分かる。
この開口運動は、各種障害の機能訓練としても採用されている。その一つと
して、摂食嚥下障害に対する基礎訓練法が挙げられ、脳血管疾患や高齢者全般
等で舌骨挙上不全や食道入口部開大不全を呈した意思疎通が可能な患者に対し
て、舌骨上筋の筋力トレーニングを行うことで舌骨の挙上や食道入口部開大を
改善することを目的として行われる⚑。また、口を開こうとすると顎関節や咀
嚼筋が痛む、あるいは大きく口を開けられないといった症状を呈する顎関節症
患者に対して、関節可動域を拡大し疼痛を軽減させること目的とした顎関節に
対する関節可動化訓練としても行われる⚒。
歯科領域では、ポジトロン断層法（PET）あるいは機能的核磁気共鳴画像法
（fMRI）等の脳機能イメージング法を用いた下顎の運動時における脳活動の
観察により、一次感覚運動野、補足運動野、島、小脳、あるいは、視床に活動
に伴う血流の局所的な増加が確認されている3,4。しかし、認知・実行機能⚕や
情動・動機づけ機能⚖などを担っている前頭前野の活動状況については未だ不
明な点が多い。著者は、脳神経外科や精神科あるいはリハビリテーション医学
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分野で活用されている機能的近赤外線分光法（fNIRS)⚗に着目し、顎口腔系の
機能運動をベースとした脳機能向上のための運動法の確立に向けて検討を重ね
ている8,9。今回はその一環として開閉口運動時の前頭前野における活動状況
について検討したのでその概要について報告する。
⚒．研究方法
被験者は、研究への参加に同意の得られた右利きの顎口腔機能に異常を認め
ない健常有歯顎者13名（男性⚙名、女性⚔名、平均年齢33.4±7.4歳）とした。
なお、いずれの被験者も第⚓大臼歯以外に歯の欠損を認めない者。無痛最大開
口域（上下顎中切歯の切縁間距離）が40mm 以上を示し、開閉口運動により顎
関節および咀嚼筋に疼痛を自覚しない者。神経学的または精神障害の既往がな
い者とした。また、本研究は愛知学院大学歯学部倫理委員会の承認を得て実施
した。
本研究での課題運動は下顎の開閉口運動とした。開口時の開口域は40mm 以
上となるように事前に練習させた上で、0.5Hz（⚒秒間に⚑回の開閉口運動）
および⚑Hz（⚑秒間に⚑回の開閉口運動）の周期で開閉口運動を行わせた。ま
た、その際の運動周期の規制にはメトロノームを用いた。
脳活動に伴い変化する酸素化ヘモグロビン（oxy-Hb）の測定には、⚒つの近
赤外光の波長（695nm および830nm）を用いた多チャンネル fNIRS 測定システ
ム（ETG-4000：Hitachi Medical Corporation, Tokyo, Japan）と、これに付属す
る22チャンネルのプローブを用いた。測定用のプローブは、照射部と検出部の
距離が⚓cm、配列は3×5のものを使用した。プローブは前頭前野領域を対象
として、プローブ最下列が脳波測定時に利用されている T3-Fpz-T4（国際
10-20システム基準点)10のラインと一致するように設置した。なお、各プロー
ブに対する解剖学的脳部位は、上前頭回（Ch2、Ch3、Ch7、Ch12、Ch16、Ch21）
、
中前頭回（Ch1、Ch4、Ch5、Ch6、Ch8、Ch9、Ch10、Ch11、Ch13、Ch15、Ch17、
Ch20、Ch22）および下前頭回（Ch14、Ch18、Ch19）となる（図⚑）
。
計測のタイムスケジュールは、課題とした0.5Hz あるいは⚑Hz 開閉口運動
をそれぞれ⚑分間、⚑回ずつ⚕分間の安静を挟みランダムに行わせた。また、
本研究では前頭前野に位置する22チャンネルからサンプリングタイム0.1秒に
て得られた oxy-Hb（単位：mM･mm)11をデータとした。
開閉口運動により前頭前野がどのような活動を示すのか把握するために、
oxy-Hb の変化様相を観察した。また、運動条件の違いによる前頭前野の活動
状況の差異を把握するため、チャンネルごとに運動を行う直前の安静時および
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図⚑ fNIRS 測定システムおよびプローブの配置

運動時のそれぞれ⚑分間から得られた oxy-Hb データの平均値（oxy-Hb 値）
を求め、各開閉口運動時の oxy-Hb 値からその直前の安静時 oxy-Hb 値を減じ
て oxy-Hb 変化量を算出し、Paired t-test により比較した。なお、統計学的有
意性は、有意水準5% 未満で判定した。
⚓．下顎の開閉口運動に伴う前頭前野の活動
開閉口運動に伴う oxy-Hb の変化様相については、0.5Hz 課題では運動開始
後に前頭前野ほぼすべての領域で oxy-Hb は減少した。また、⚑Hz 課題では
運動開始後に左側を中心に oxy-Hb は減少したものの右側では減少を認めな
かった。
運動条件の違いによる活動の差異については、0.5Hz 課題と⚑Hz 課題の
oxy-Hb 変化量を比較したところ、左側上前頭回における oxy-Hb 変化量は⚑
Hz 課題において有意に増加した（図⚒）
。
⚔．運動条件の違いは前頭前野の活動にどのような影響を及ぼすのか
顎関節症は疼痛を伴う開口障害を主症状とするだけでなく、関節円板の転位
や変形、顎関節内癒着などを合併し複雑な病態を呈することが多い12,13。その
ため、第一選択とする具体的な治療法が定まっていないのが現状ではあるが、
現時点において顎関節症に対する保存的治療法としての運動療法は、臨床効果
も含め注目されつつある14。中でも口を開閉させる顎関節可動化療法は、施術
直後から下顎の可動域を拡大して疼痛を軽減させることにより、患者の苦痛を
早期に改善する15,16。そこで本研究では、口腔機能運動としての開閉口運動だ
けでなく、顎関節症等の治療として開閉口訓練を行った際の前頭前野における
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図⚒ 開閉口運動に伴う oxy-Hb の変化様相

活動状況の基礎的なデータにもなると考え、本研究を行うこととした。
前頭前野の活動状況については、0.5Hz 開閉口運動を行った際には、ほぼす
べての領域において oxy-Hb の減少を示した。また、⚑Hz 開閉口運動時にお
いても oxy-Hb は左側を中心に減少した。この現症は、ガム咀嚼運動を行った
際の活動と類似した状況を呈している17。これには脳血流循環における自動調
節作用が関与していると考えられる。大脳動脈の一つである中大脳動脈は、四
肢の運動だけでなく顎口腔系の運動にも関連する運動野や体性感覚野および中
前頭回や下前頭回の外側部に分枝する。そして、自動調節作用は咀嚼運動にお
いても維持される。したがって開閉口運動を行う際にもこの作用が働き、運動
開始に伴い運動野に分枝している中大脳動脈に流入する血流が増加し、その結
果として代償的に上前頭回あるいは中前頭回に分枝する前大脳動脈に流入する
血流が減少して前頭前野での oxy-Hb の減少に繋がったのではないかと推察す
る。
開閉口運動を行った際の oxy-Hb 変化量については、⚑Hz での開閉口運動
時に上前頭回での変化量が有意な増加を示した。これは、⚑Hz の周期で開閉
口運動を行うことにより同部が活性化したことを意味する。上前頭回は上前頭
溝の上方に位置する。この後部には錐体外路系の運動中枢である運動前野があ
り、体性感覚情報が頭頂連合野から伝達され統合される領域である。体性感覚
情報は自己身体情報をもとに、自己の空間・運動知覚、対象物と自己との相互
関係などの情報処理が行われる。また、この部位は背外側前頭前野（Brodmann area 9）に相当し、学習、記憶、ワーキングメモリーを司るだけでなく、
目的とする行動を遂行するためのプログラミングあるいは適切な行動の選択な
ど高次の行動制御が必要な場合に活動を示す脳部位である5。リズミカルに大
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開口し閉口することを繰り返すためには、目的とする行動を制御して実行する
必要がある。その結果として、近接する上前頭回が活動して oxy-Hb が増加を
示したものと推察する。
⚕．まとめ
開閉口運動の周期を0.5Hz および⚑Hz に設定した際の前頭前野における活
動状況について検討した結果、運動周期を⚑Hz に速めることにより、体性感
覚および高次脳機能に関連する上前頭回に活動の増加を認めた。今後は、被験
者数を増すと同時に、他の口腔機能運動と比較することにより各口腔機能運動
時における前頭前野活動の特徴を明確にし、脳機能の向上あるいは顎関節症患
者の診査・診断の指標として役立てたい。
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