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緒 言

聴性脳幹反応（Auditory Brainstem Response：

以下 ABR と略す）は，１９７０年に Jewett ら１）によ

り報告され，非観血的に短時間で誘導記録でき，

脳幹の反応を反映することにより，脳の発達や障

害の診断に有用であり，また麻酔剤や睡眠深度の

影響を受けることなく安定した反応であることか

ら，他覚的聴力測定，聴神経腫瘍，脳幹障害，意

識障害，幼児神経疾患，幼少時発達障害，脳外科

手術のモニターなど広範囲にわたって臨床応用さ

れている２）。ABR は，音刺激によって誘発される

蝸牛，末梢感覚器，蝸牛神経および脳幹の聴覚路

の活動電位を頭皮上から誘導した７つのピークを

持つ波形である（図１）。�～�波のうち，�波お

よび�波は聴神経～蝸牛神経核，�波は交叉後の

上オリーブ核，�波および�波は外側毛帯～下丘

が関与しているといわれており，ABR 波形に異

常が現れた場合，各波形出現までのピーク潜時の

延長を観察することにより異常の局在診断に役立

つとして耳鼻咽喉科などの一般臨床で用いられて

いる３，４）。著者らは，これまで顎口腔系の状態と全

身状態との関連を明らかにする事を目的とした研

究の一つとして，顎口腔系の状態変化と耳症状と

の関連に着目し，耳鼻咽喉科などの一般臨床にお

いて用いられている ABR を応用しこれらの関連
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抄 録：聴性脳幹反応（Auditory Brainstem Response：以下 ABR と略す）は，音刺激によって誘
発される蝸牛・末梢感覚器，蝸牛神経および脳幹の聴覚路の活動電位を，頭皮上から誘導した７つ
のピークを持つ波形である。ABR 波形に異常が現れた場合，各波形出現までのピーク潜時やピー
ク波間潜時の延長を観察することにより異常の局在診断に役立つといわれ，耳鼻咽喉科などの一般
臨床において用いられている。

今回，顎関節特に下顎頭の形態に着目し，ABR 波形において安定性が高いといわれている�
波・�波および�波ピーク潜時との関連について検討を行い以下の知見を得た。

健常者の�波，�波および�波ピーク潜時に対する顎関節症患者の値の分布は健常者の平均値±
１SD 範囲外の値を示した。また，顎関節症患者の左右側について，聴性脳幹反応が健常者の平均
値±１SD 範囲内の側に比較して範囲外の側において変化のある下顎頭がしめる割合が高かった。

以上のことより下顎頭における形態変化は，顎関節にとどまらず聴覚系にまで影響を及ぼしてい
る可能性が示唆された。
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３２７

― 15 ―



について検討を行っている５～７）。今回は顎関節，

特に下顎頭の形態に着目し，ABR 波形において

安定性があるといわれている�波，�波および�
波ピーク潜時との関連について検討を行つた。

研 究 方 法

１．被験者

１）顎関節症患者

顎関節症患者は，歯科病院に顎口腔系の不調和

を訴え来院した患者のうち，著者らの用いている

プロトコール８）により顎関節症と診断された２０～

６０歳代（平均３４．７歳）の男女３０名（男５名，女２５名）

を用いた。

２）健常者

健常者は教職員および学生より，本実験の主旨

を理解し，同意を得た全身的に健康で口腔内，顎

関節および頭頸諸筋群に自覚的，他覚的に異常を

認めない２０～４０歳代（平均２８．９歳）の男女６５名（男

４０名，女２５名）を用いた。

２．ABR 測定装置および測定条件

測定装置は日本光電杜製誘発検査装置 MEB－

７１２０を用い，測定条件は一連の報告５～７）と同様と

し（表１），音発生装置による音刺激を被験者の外

耳に与え，音刺激後１０msec 以内の聴覚路からの

活動電位を頭頂部（脳波電極配置法１０／２０法）に置

いた導出電極と両側の耳架の基準電極より導出し

た。人の脳幹反応はきわめて小さく，脳幹反応が

背景脳波に隠れてしまうこと，音刺激に対する同

期性がきわめてよいことから加算処理により明朗

な反応として記録する一連の報告同様，２，０００回

加算を行った。なお測定前１０分間は安静とし，測

定は左右それぞれ２回ずつ行った。顎関節症患者

については治療開始前に測定を行った。

３．下顎頭の形態について

下顎頭の形態については，関節単純断層撮影を

用い，表２に示す条件下にて被験者を規定し撮影

を行った。下顎頭の形態の判定については，本田

ら９）の報告を参考に粗造性骨変化，扁平化，辺縁

部骨増生および変形の認められたものを変化あ

り，認められないものを変化なしとして分類を

図１ ABR の起源
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行った（図２）。

４．解析法

１）健常者６５名�波，�波および�波ピーク潜時

の平均値±１SD 範囲に対する顎関節症患者３０名

による測定値分布および平均値の差の検定を行っ

た。

２）健常者６５名，１３０側における�波，�波およ

び�波ピーク潜時平均値±１SD 範囲内および範

囲外に分け，それぞれの中で変化のある下顎頭が

占める割合についての比較とした。

成 績

１）健常者６５名�波，�波および�波ピーク潜時

の平均値±１SD 範囲に対する顎関節症患者３０名

の分布を示す（図３，４および５）。顎関節症患者

において，３０名６０側中，�波３０側，�波２４側，�
波２５側で平均値±１SD 範囲外の値を示した。ま

た，平均値の差に検定の結果，�・�波において

健常者との間に有意差が認められた（図６）。

２）健常者６５名，１３０側の�波，�波および�波

ピーク潜時の平均値±１SD 範囲内と外における

顎関節症患者の変化がある下顎頭の占める割合を

示す（表３）。変化のある割合は�波，�波および

�波において，健常者の平均値±１SD 範囲内で

は４３．３％，４７．２％および５１．４％，範囲外では７０．０

％，７５．０％および６８．０％であった。

表１ 神経学的検査としての ABR 記録条件

刺激
刺激極性
刺激強度
刺激間隔
加算回数
解析時間
フィルター

クリック
交互
８０dBHTL
１００msec
２０００回
１０msec
５０～３０００Hz

表２ 顎関節単純断層撮影条件

断層撮影装置 POLYTOME-U（PHILIPS 社製）
軌道：Hypocycloidal

照射角（ふり角）：４８度
照射時間：５秒
焦点－断層面間距離：１１００mm

管電圧：７４kVp～７６kVp可変
管電流：１００mA

正常像 骨造性像

下顎骨頭頂部の骨吸収 変形

図２ 下顎骨形態の例
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考 察

１．研究方法について

１）ABR について

ABR は脳幹聴覚路の機能変化がわかることか

ら，波形発生の起源を知ることにより局在診断に

も応用できるとされている１１）。しかし，脳幹の伝

導路は複雑であり，刺激と同側，反対側の上行

路，交連線維，下降路などにもその注意が払われ

ることが必要であるとともに，伝音系や内耳の障

害が高度である場合は信頼性が落ちるため，過信

しすぎないようにすべきであると１２）と言われてい

る。今回の顎関節症患者および健常者には，耳鼻

科・整形外科的に異常は認められず，また伝音系

や内耳の障害は，認められなかった。

２）装置および方法について

ABR の測定に用いた装置および測定条件は一

連の報告５～７）同様である。すなわち，刺激音はク

リックで，その強度は８０dBHTL とし，トーンビッ

ブ，トーンバーストなどの音刺激に比べ立ち上が

り時間と持続時問がきわめて短く，もっとも明瞭

な反応が得られるため４）である。

２．成績について

近年噛み合わせと全身症状を関連づけるマスメ

ディアなどの影響もあり，耳鼻科的な症状をはじ

表３ 下顎頭に変化のある割合

Ⅰ波ピーク潜時 下顎頭に変化あり
±１S. D. 範囲内 ３０側 １３側（４３．３％）
±１S. D. 範囲外 ３０側 ２１側（７０．０％）

Ⅲ波ピーク潜時
±１S. D. 範囲内 ３６側 １７側（４７．２％）
±１S. D. 範囲外 ２４側 １８側（７５．０％）

Ⅴ波ピーク潜時
±１S. D. 範囲内 ３５側 １８側（５１．４％）
±１S. D. 範囲外 ２５側 １７側（６８．０％）

図３ �波ピーク潜時 図４ �波ピーク潜時

図５ �波ピーク潜時 ＊：５％危険率にて有意差あり

図６ 健常者と顎関節症患者のピーク潜時

３３０ 島田，他：聴性脳幹反応と下顎頭形態との関連

― 18 ―



めとした全身的症状，不定愁訴を訴え，しかも耳

鼻科，整形外科などにおいて異常が発見されず，

歯科を訪れる患者も多く見られ１３），このような患

者に対しての検査の結果，顎関節症状のいずれか

を有することを臨床上経験する事が少なくないと

思われる。宮島ら１４）は，臨床統計学研究におい

て，肩こりや痛み，頭痛，眼痛，耳痛などの随伴

症状の症状側は顎関節症の三大症状の症状側と極

めて高い確率で一致し，三大症状の消失と並行し

て身体他部の症状の消失が示されたとしている。

これまでの研究では，顎関節症状および耳症状に

ついて客観的な評価を行った研究は少ない１５，１６）。

Ciancaglini ら１７）は，顎関節病変重症度と，耳，鼻

および咽喉（ENT）症状との関連について理学検

査で関節原一性の TMD 症候を有する患者８１５名

に対して問診および臨床評価を行い，顎関節の重

症度と聴力低下に関連が見られることを報告して

いる。しかし ENT 症状について客観的評価は行

われていない。近年，佐々木ら１８）は，耳鼻咽喉科

との共同研究により耳症状について聴力検査，聴

性脳幹反応および平衡機能検査などを行い顎関節

症状と比較することで，顎関節症の耳症状の特徴

と治療効果について報告している。著者らも顎関

節症状のみでなく，他の症状についても，医科に

おける客観的評価が必要であるとの考えから，こ

れまで重心動揺計９），眼振図１９），指尖容積脈波２０）な

どを用いた報告を行ってきた。その中で特にABR

については，実験的咬合の変化および顎関節症が

ABR に影響を及ぼすことを報告５～７）している。そ

こで今回は，ABR を用い健常者の値をもとに，

顎関節症患者における�波，�波および�波ピー

ク潜時の分布を調べた。顎関節症患者３０名６０関節

中，�波，�波および�波でそれぞれ３０側，２４側

および２５側で健常者の平均±１SD 範囲外であっ

た。これは特に顎関節が，蝸牛，耳小骨などの聴

性感覚器および聴覚伝導器と発生学的２１，２２），解剖

学的，神経学的２３～２６）に関連が深く，顎関節症など

咀嚼系の異常が聴覚系に影響を与えていることが

推測される。また森山２４），顎関節症における耳症

状発現のメカニズムとして，顎関節の障害により

下顎神経が刺激されて鼓膜張筋が収縮し，鼓膜の

内陥が起こり，耳管は開放気味となり，耳閉感や

軽い伝音難聴が起こるとともに，咀嚼筋の緊張や

痛みにより，顔面筋が刺激を受け，反射的にアブ

ミ骨筋が収縮し耳鳴が出現するのではないかとし

ている。また耳痛についても耳介側頭神経などの

顎関節および周囲組織に分布する知覚枝が強く刺

激されることで知覚枝と交通したり，神経節を同

じくする神経が興奮を受け痛みとして感ずること

により起きるとしている。坂上ら２５）は，近接する

上頸部交換神経節が，顎運動の異常により刺激さ

れ，頸部交感神経活動の左右差が生じた場合，内

耳および脳幹などの血流に左右差が生じ，聴覚系

に影響を及ぼすとしており，神経を介しての２次

的な影響が考えられる。一方，顎口腔系と脳幹の

関連について，武田２６）は，咬合干渉が歯根膜，咀

嚼筋，顎関節などの顎口腔領域における各感覚器

を刺激し，これが網様体，視床下部，大脳辺縁

系，扁桃核を刺激することによりブラキシズムを

誘発されるとしている。二木２７）は，脳幹における

三叉神経核と前庭神経核が近接しているため，顎

口腔系からの異常なインパルスが脳幹全体の機能

を低下させると推測している。武田ら７）も，ABR

の�波および�波にピークの延長が見られたこと

より顎関節や咀嚼筋群に生ずる異常が脳幹を障害

する可能性について示唆している。さらに，機能

的な影響として迷路骨包の微少骨折に咀嚼運動が

関与している２８）など，以上のことより，顎関節症

患者において，健常者の平均値±１SD 範囲を越

えるものが認められたと考えられる。

さらに，顎関節症患者において ABR のピーク

潜時に何が影響を及ぼしているのか詳細に検討す

るため，下顎頭の形態について注目したところ，

ABR�波，�波および�波ピーク潜時の値が健

常者の平均値±１SD を越え，下顎頭に変化が見

られるものの割合は高い値を示した。下顎頭の形

態変化は，病的変化か，適応変化かの判断は困難

であるが，骨形態変化は顎関節内症の進行過程末

期の像であるとの報告９）もあり，少なくとも形態

変化を起こすような負担が生じていた可能性は高

歯科学報 Vol．１０３，No．５（２００３） ３３１
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いものと思われる。

本田ら９）は，顎関節円板の穿孔に関する研究の

中で，円板の穿孔と下顎窩の形態異常が病態の進

行から来るものであり，さらに病態が進行すれば

下顎窩にまで異常が波及することが推測されると

している。また，武田ら６）は，臨床症状が強い患

側のピーク潜時が延長する傾向が見られたことよ

り，その障害の程度が ABR に与える影響の程度

に関係があるのではないかとしている。すなわち

長期に渡る顎関節への負担も ABR ピーク潜時に

影響を与える要因の一つとして考えられる事を示

唆するものと思われる。

結 論

顎関節特に下顎頭に着目し，ABR の�波，�
波および�波のピーク潜時について検討し以下の

知見を得た。

１．健常者６５名の�波，�波および�波ピーク潜

時の平均値±１SD 範囲に対する顎関節症患者３０

名６０側中では，�波３０側，�波２４側，�波が２５側

で健常者の平均値±１SD 範囲外の値を示した。

２．顎関節症患者の聴性脳幹反応では，健常者の

平均値±１SD 範囲外において，変化のある下顎

頭の占める割合が高かった。

以上のことより顎関節症患者は，健常者よりも

ABR�波，�波および�波において大きな値を

示すものが見られ，これは下顎頭の形態変化と関

連があることが示唆された。すなわち顎関節症患

者における下顎頭の形態変化が，顎関節にとどま

らず聴覚系にまで影響を及ぼしている可能性が示

唆された。

本論文の要旨は，第１２回日本顎関節学会（１９９９年７月
２２，２３日，京都）および第１３回日本顎関節学会（２０００年
６月２９，３０日，福岡）において発表した。
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Relation between Auditory Brainstem Response and condyle form
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The auditory brainstem response（ABR）is sound stimulation wave form with seven peaks induced

from the scalp. ABR measures action potential response of the auditory pathway from the reflex of tip

sense organs,cochlearis nerve, or the brainstem. It is useful for the localization of abnormalities when audi-

tory examination reveals delayed waves. Therefore, ABR is useful in clinic otorhinolaryngology.

In this report, the relations among wave one, wave three and wave five in the latency was investi-

gated. The ABR waves are stable in patients with normal temporomandibular joints. The distribution of

the peak latency value in TMD patients compared to normal subjects indicated that the mean value in

patients ranged over one standard deviation above normal subjects for each wave. At the bilateral joints

in TMD patients, it was higher than that the normal range of mean value±1 S.D.and when patients had

a damp condyle,the rate of latency was delayed only on the TMD side.

These findings suggested that the change in form of the condyle,influences not only the movement

of the joint but also the auditory system. （The Shikwa Gakuho，１０３：３２７～３３４，２００３）
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