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プロジェクト６：
口腔内感覚の脳内認知機構の解明とその臨床医
学的展開

ヒト大脳皮質体性感覚機能の特殊性
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緒 言：ヒト大脳皮質一次体性感覚野のマッピング
は，ペンフィールドらによって初めて報告され（Pen-
field and Boldrey１９３７），“体性感覚の小人（ホムン
クルス）”と名付けられた。彼らの報告から，口腔
領域の皮質再現領域は，四肢および体幹と比較して
体性感覚野の中で大きな割合を占めることが明らか
になっている（Penfield and Boldrey１９３７；Penfield
and Rasmussen１９５０）。以来，多くの研究者が様々
な非侵襲的ニューロイメージングツールを使用し，
より詳細な体性感覚野のマッピングを報告してい
る。口腔・顔面領域の体性感覚刺激に対する大脳皮
質への入力は非常に早く，最も早い皮質活動を反映
した応答（初期応答）の潜時は約１５ms と報告されて
い る（Shöhr and Petruch. １９７９；Hashimoto et al.,
１９８８；Baumgartner et al., １９９２；McCarthy et al.,
１９９３）。そのため，応答の記録と活動源の推定には，
高時間解像度と高空間解像度を有する magneten-
cephalography（MEG）が有用であり，多くの研究者
が MEG を使用し一次体性感覚野における口腔粘膜
再現領域のマッピング研究を報告している。MEG
研究では，皮質における初期応答成分の電流源は前
向 き の 電 流 源 で 同 定 さ れ る（Nagamatsu et al.,

２０００；Bessho et al.,２００７）。しかしながら多くの研
究では初期応答の記録が困難であり，また，後ろ向
き電流源を有する二次応答成分を解析し，大脳皮質
活動源を推定している。これまで口腔粘膜刺激によ
る初期応答の前向き電流源を同定し，皮質再現領域
を推定した報告は口唇（Nagamatsu et al.,２０００），口
蓋（Bessho et al., ２００７），歯髄（Kubo et al., ２００８）の
みである。さらには，MEG を用いて口腔粘膜の
個々における皮質再現領域は推定されているが，口
腔粘膜全体における体性感覚野皮質再現領域の機能
的配列は明らかにされていない。

また口腔・顔面領域の体性感覚刺激は両側性の皮
質活動を誘発すると報告されている（Nevalainen et
al.,２００６）。ペンフィールドらは片側の大脳皮質を直
接刺激することで，両側性の感覚が誘発されたこと
を報告している（Penfield and Boldrey １９３７）。そし
てそれは三叉神経領域のみに認められる特徴であっ
た。また臨床的にも，片側の三叉神経領域の大脳皮
質体性感覚野を損傷しても，重大な障害が残りにく
いことが報告されており（Penfield and Rasmussen,
１９５０；Lehman et al.,１９９４），これらのことから 三 叉
神経領域の感覚は両側性に大脳皮質体性感覚野へ投
射されることが推測されている。しかしながら， 刺
激同側半球への上行性伝導路・投射様式は未だ解明
されていない。本研究は，詳細な口腔粘膜全体にお
ける体性感覚野皮質再現領域の機能的配列，および
口腔・顔面領域体性感覚情報の一次体性感覚野への
両側性投射様式明らかにすることを目的とした。
方法と対象：
・被験者および記録手技

実験に先立ち，全被験者には実験の内容について
詳細な説明を行い同意を得た。また，本実験はヘル
シンキ条約に基づく本学倫理委員会の審査を受け許
可を受けている。

被験者は右利き健康成人男性１０名とした。平均年
齢は２８歳であった。刺激部位は右側の頬粘膜上方・
下方部，舌粘膜前方・後方部，上唇・下唇粘膜およ
び示指掌面とした。触圧覚刺激は，今回我々が新た
に開発したピエゾ駆動触覚刺激装置を用いて刺激を
行った。触圧覚刺激はピンピッチ２．４mm の８本の
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触知ピンをストローク０．７mm，押圧力１９．０gf で駆
動し，駆動時間は１０ms とした。解析時間は刺激前
－１００ms から刺激後４００ms までの５００ms とした。
また電気刺激を右手正中神経に与え，コントロール
とした。４００回の刺激を加算平均し得られた SEFs
波形から一次応答ピーク潜時（１Ｍ）における電流源

（Equivalent current dipoles：ECD）局在を３Ｄで推
定し，ECD 局在の位置を比較した。
・MEG 記録

３０６チャネルの SQUID（超伝導量子干渉素子）全頭
型脳磁計（Neuromag 社，Vectorview）を用いて，
頭蓋上の１０２点から全磁場およびこの磁場の２方向
の直交する方向（頭部の径度及び緯度方向）の１次微
分成分を記録した。記録に先立ち，頭蓋上の解剖学
的指標となる部位３点（鼻根点および左右耳珠前点）
と，左右の外耳道後方の乳様突起および前額外側部
にそれぞれ貼付した４個の頭位置検出装置（Head
position indicator, HPI）のコイルの位置を３次元デ
イジタイザー（座標計測装置）で決定した。また，HPI
コイルへの通流によって作られる磁場を検出し，上
記の３点の解剖学的部位を基準とした座標軸に対す
る HPI コイルの位置を記録し，頭部に対する SQ-
UID センサーの位置及び方向を決定した。MEG
は，１０００Hz でディジタル化して，提示した刺激を
基準にして on-line で加算平均した。

磁場の isocontour map（２０fT step）は，加算平均
によって得られた磁場分布に基づいて，ノルム最小
化法（minimum-norm estimate）により，全頭部に
出現した磁場のピークの時点について描き，電流源
の位置・強度・方向を，時間変動性複数双極子解析
法（time-varying multidipole analysis）で検索した。
ついで，この双極子の位置を，HPI コイルと解剖学
的指標との３次元的位置関係から，同一被験者の
MRI 画像上で決定した。
結 果：口腔粘膜触覚刺激による１Ｍは約１５ms で
両側性に同定された。１Ｍ潜時は，両側半球間にお
いて有意差は認められなかった。１Ｍの ECD は一
次体性感覚野に両側性に前向きの電流源で局在し
た。１Ｍの電流源強度は刺激対側半球が刺激同側半
球より大きい傾向であったが，有意差は認められな
かった。示指触圧覚刺激による１Ｍは３０ms であ
り，その ECD は正中神経の ECD と近接した位置

に存在した。触圧覚刺激による ECD 局在は，上方
より示指，口唇粘膜，舌粘膜，頬粘膜の順に中心溝
後壁に推定された。口腔粘膜の ECD 局在は，示指
触覚刺激時の ECD 局在と比較して有意に前下外方
に位置した。口唇粘膜の ECD 局在は頬粘膜，舌粘
膜と比較し有意に上方に位置していたが，頬粘膜，
舌粘膜の ECD 局在の位置関係に有意差は認められ
なかった。また，同一器官（頬粘膜上方・下方，舌
粘膜前方・後方，上下口唇粘膜）の ECD 局在にお
いても，それぞれ位置関係に有意差は認められな
かった。しかしながら，口腔粘膜再現領域は一次体
性感覚野において３０％もの範囲を占めることが明ら
かになった。
考 察：ヒト三叉神経領域刺激による SEF の記録
は１）解剖学的部位が SQUID センサーに近接する
ことにより，刺激ノイズが混入しやすいこと２）口
腔粘膜は常に湿潤環境下にあり，電気刺激では目標
刺激部位外への漏電を惹起し，純粋な応答記録が
困難であること３）舌への電気刺激は電気味覚を
誘発する可能性があること（Bujas et al.,１９７９；
Yamamoto et al., ２００３），これらの理由から困難と
されてきた。しかし，今回我々が新たに開発したピ
エゾ駆動触覚刺激装置を使用することにより，純粋
な触覚刺激による SEF と，大脳皮質における初期
応答を記録することが可能であった。そして大脳皮
質の初期応答の電流源は，大脳皮質体性感覚野に両
側性に前向きの電流源で同定された。末梢からの両
側大脳皮質への投射経路として以下の経路が考えら
れる。１）刺激対側に投射された応答の脳梁を経由
した刺激同側への投射２）視床からの両側皮質への
投射３）刺激同側皮質へ直上する経路の存在。しか
しながら１）の経路については，刺激対側・同側の
初期応答潜時に有意差が認められないことから否定
的である。２），３）の経路が考えられるが，サルの
皮質投射経路には２）の経路は存在しないことが報
告 さ れ て お り（Jones et al.,１９８６；Rausell and
Jones,１９９１，Manger et al.,１９９６），このことから
３）の経路の存在が示唆された。

今回の結果から，ヒト大脳皮質体性感覚野におけ
る口腔器官再現領域の機能的配列も明らかにした。
同研究所からの過去の報告（Kubo et al.,２００８）と，
今回の我々の結果を合わせると，口腔器官の機能的
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配列は上方より，口唇，歯髄，舌，頬粘膜となる。
この結果はペンフィールドらの報告と良く一致し

（Penfield and Rasmussen,１９５０），ペンフィールド
のホムンクルスに新たに頬粘膜を加えた。

しかしながら，各口腔粘膜 ECD 局在の位置関係，
および同一器官内の ECD 局在の位置関係（頬粘膜
上方・下方，舌粘膜前方・後方，上・下口唇粘膜）に有
意差は認められなかった。サルの大脳皮質ニューロ
ンは上下口唇に受容野を持つ，上下顎ニューロンの
存在が報告されており（Lin et al.,１９９４；Toda and
Taoka,２００２），それ以外にも口唇と舌，口蓋と口唇
など複数器官に受容野を持つニューロンの存在が報
告されている（Toda and Taoka,２００４）。今回我々の
報告において，ECD 局在に有意差が認められな
かった理由として，これらのニューロンがヒト大脳
皮質にも存在すると考えられた。これらのニューロ
ンが存在することで摂食，発音，嚥下などの複雑な
口腔内の立体認知機構を可能にしていると推測され
た。
結 語：今回，我々は新たに開発したピエゾ駆動触
覚刺激装置と MEG を使用することにより，口腔粘
膜触圧覚刺激後の約１５ms のピーク潜時の応答と，
両側性に前向き電流の ECD を推定することが可能
であった。加えて，三叉神経領域からの感覚の大脳
皮質投射経路が両側性に存在し，刺激対側半球が優
位であることが示唆された。また本研究の結果か
ら，詳細な口腔粘膜領域の再現領域の機能的配列が
明らかとなり，口腔粘膜再現領域は大脳皮質体性感
覚野の約３０％もの範囲を占めていることが明らかに
なった（Tamura et al,２００８）。
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