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我々は様々な食品を消化管の入り口である口腔か
ら摂取する。視覚および嗅覚によって選別された食
物は，口唇部でその形状・温度（触圧覚・温冷覚）が
知覚され，やがて舌表面あるいは口腔内部に移送さ
れる。舌表面や口腔内では，その詳細な物理的（触
圧覚）・化学的性状（味覚）がモニターされる。摂取
した食物の内部性状は，歯牙に加わる外力をモニ
ターする（歯根膜感覚）ことによって認識され，食物
内に歯牙を破壊するような物質や，生体に対する異
物の存在を感知（侵害受容感覚あるいは痛覚）したと
きには，急激な咀嚼行動の停止（侵害性開口反射）が
生じる。このように，口腔内に摂取された食物は，
「感覚」というきわめて鋭敏なセンサーによって常
にモニターされ，その情報は大脳皮質において統合
されることで，食品の安全性を評価し，あるいは食
品の化学的情報に基づく味覚として認知され，また
摂食－咀嚼－嚥下という顎口腔の機能的運動過程が
駆動される。このような口腔内感覚情報は，大脳皮
質においてどのように統合されるのであろうか？あ
るいはその情報統合過程の障害はどのような病態を
もたらすのであろうか？ヒトにおける各体部位にお
ける感覚の鋭敏さは，感覚情報が最初に到達する大
脳皮質一次体性感覚野の体部位再現領域の広さと比
例する。特に口腔内感覚の再現領域は全身の領域の
約３０％を占め，きわめて広い。また口腔内再現領域
には，複数の口腔器官に受容野を持つニューロンの
存在が示唆され，複雑な口腔内の立体認知機能と関
わる事が示されている。加えてこれらの感覚情報は
二次体性感覚野で統合される。しかし，口腔内に幻
覚症を有する患者群では，二次体性感覚野機能に障
害が見いだされている。そこで本総説では，ヒト口
腔内における感覚情報の大脳皮質情報処理過程の研
究成果を示しながら，食や摂食－咀嚼機能のみなら

ず情動表現や社会的コミュニケーション能力の獲得
における口腔機能の重要性を紹介したい。

口腔機能と大脳機能

１６世紀末，シェイクスピアは，その著作「ヴェニ
スの商人」のなかで「教えてちょうだい。浮気心は
どこに宿るの？心（臓）の中，それとも，頭の中？
（Tell me where is fancy bred，or in the heart，or
in the head？）」という一節を残している１）。古代
ギリシャ哲学者をはじめとする先人たちは既に，動
物や人間における行動様式（behavior）を議論してお
り，確かに，アリストテレス（３８４～３２２ B.C.）は，「心
は心臓にある」と述べている。しかしながら，紀元
後，クラウディウス・ガレヌス（１３０～１９９ A.D.）は，
「心は脳に宿る」と述べ，１１世紀には，アヴィケン
ナ（９８０～１０３７ A.D.）が，「感覚は脳機能の一つ」で
あると述べている。従って，古代すでに，人間の行
動様式と脳の関係は推測されており，現在では，脳
は，外界環境に関する情報を得る為の器官であり，
その情報を処理し蓄え，その結果を基に，行動様式
を決定し，出力する器官と定義されている。
このような大脳機能は，口腔機能とどのように関

連するであろうか？「食行動」を例にとれば（図１），
私たちは食事をする際には，まず食品を見ることで
視覚情報を得る。得られた視覚情報に基づき，標的
としての食品に対して，スプーンや箸，あるいは手
指を用いた運動行動によるアプローチを行い，結果
として食品を把持する。続いて，食品を把持したこ
とによる上肢の筋や関節の深部感覚情報を利用し
て，自身の口腔の位置と，食品を把持している部位
（スプーン上の食品）の空間的な相対的位置関係を常
にモニターしながら，食品を口に運び，摂食行動を
引き起こす。口腔内に食品が投入される事によって，
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咀嚼が開始される。咀嚼中には，食品に歯を壊した
り，害を及ぼすような異物が無いか，あるいは毒物
が含まれていないか？を繊細な口腔感覚を用いて常
にモニターしながら，咀嚼を継続し，食品が安全と
判断された後，嚥下が生じる。すなわち，視覚・嗅
覚・味覚をはじめとする特殊感覚情報，また口腔か
らの体性感覚情報は，大脳皮質に送られ，食品の形
や臭い，そしてその立体的な形と食感，味が認知さ
れ，その結果として，食行動としての摂食・咀嚼・
嚥下運動行為が生じることになる（図２）。これを感
覚－運動統合機能と言う２）～５）。また，食品が，今ま
で経験のない形態・臭い・味・食感を持つ新しいも
のであった場合には，その情報は学習され記憶とな
り，次の新たな食行動を誘発することとなる。
一方，これら大脳皮質における感覚－運動統合機

能あるいは学習・記憶過程に機能障害が生じると，
食品の口腔内における感覚認知過程に障害が生じる
結果，口の中の感覚がわからなくなったり味がわか
らなくなったりする事になる。すなわち，大脳皮質
における口腔と関連する機能の障害は，口腔にその
症状を表出させることとなる６）５）。そこで，本稿では，
口腔における触圧覚と関連する大脳皮質機能と，そ
の障害に伴って出現する口腔内症状に関して述べて
いく。

大脳皮質における口腔内体性感覚発現

大脳皮質における体性感覚情報処理の座は，中心
溝の後方で頭頂葉に存在する一次・二次体性感覚野
である（図３）。一次体性感覚野には体部位再現性が
存在し（参考文献５）７）を参照），体の各部位からの感覚
情報は，特定の部位の一次体性感覚野領域に到達す
ることで，体の各部からの感覚情報が処理され，感

覚が認知される。一次体性感覚野には，従って，手
指の感覚再現領域，顔面の感覚再現領域などという
ように，感覚受容部位が大脳皮質表面に再現されて
いる８）。また，これらの各体部位の感覚再現領域面
積を体表面積として模式図化したものを「感覚のコ
ビト」と言い，よく知られている。しかし，一次体
性感覚野に「口腔内感覚再現領域」は存在しない８）。
そこで，一次体性感覚野における口腔内領域を，

電気刺激あるいは純粋な触覚刺激装置を用いて検討
を行うと，一次体性感覚野の口腔内感覚再現領域は，
手指の感覚再現領域から下方に渡って広く存在する
ことが明らかとなった９）～１３）。この口腔内感覚再現領
域を，一次体性感覚野領域全体の高さ（大脳皮質を
側面から観察した場合の大脳縦列部からシルビウス
裂に至る）を１００としたときの相対座標（一次体性感
覚野における最上点（大脳縦列部）を１００，最下点（シ
ルビウス裂部）を０とする）で表すと，口腔内感覚再
現領域は全体として２０－６０の範囲に存在し，各口腔
内器官（上下唇・舌前方後方・口蓋前方中央後方粘
膜および歯髄）の領域が，非常に広い領域をもって
存在し一次体性感覚野の３０－４０％というきわめて広
い領域を有していることが明らかとなった（図
４）９）～１３）。しかしながら，上唇と下唇，あるいは舌
の前方と後方等のように，同一口腔組織における上

図１ 本文を参照。写真は，本学千葉校舎厚生棟一階食堂における名物カレーの食事風景である。

図２ 本文を参照。
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下や前後で，その再現領域を比較すると，各上唇下
唇・舌前方後方・頬粘膜上方下方では，重複した存
在を示した（図４）１３）。
一般的に，大脳皮質における各体部位の再現領域

の広さは，その体部位の感覚の鋭敏さと比例するこ
とが明らかである１）。大脳皮質一次体性感覚野にお
ける口腔内感覚の再現領域の広さは，口腔内が全身
における皮膚粘膜の中で最も感覚が鋭敏である事と
比例する。一方で，我々は上唇と下唇を容易に区別
する事が可能である。この事は上唇と下唇が，各々

独立した感覚再現領域を有している事を示唆してい
る。しかしながら，大脳皮質における個々の口腔内
器官の再現領域（すなわち上唇と下唇など）は，重複
して分布するという矛盾する結果が得られている
（図４）。Toda と Taoka（２００２；２００４年）１４）１５）は，サ
ルにおいて上唇と下唇からの感覚ニューロンが一つ
の大脳皮質ニューロンに投射する事を見出してい
る。この事は大脳皮質における１つのニューロンが
上唇と下唇のように１つ以上の口腔器官を受容野と
する複合受容野を有している事を示している。我々
が示したヒトにおける個々の口腔内感覚再現領域の
重複分布は，サルにおいて見られる大脳皮質の複合
受容野を形成するニューロン機能を反映すると考え
られる。これらの複合受容野ニューロンは，異なる
一つ以上の口腔器官からの感覚情報を一ヶ所の大脳
皮質ニューロンへ投射する事で感覚情報の一元化に
関与するものと考えられ，高度な口腔内の立体認知
能力の獲得と関連していると示唆される１３）～１５）。こ
のような大脳皮質機能に依存する口腔器官からの感
覚情報の統合プロセスは，口腔全体の協調的な立体
認知機能の獲得と関連し，加えて，摂食における食
感（テスクチヤー）構成の神経基盤を成すものと考え
られる。また，このような高度な立体認知機能が摂
食，嚥下，発音などの複雑な口腔運動機能の駆動を
可能にすると考えられる５）７）１３）。

大脳皮質機能異常と口腔症状：口腔内セネストパ
チー

一方で，口腔からの体性感覚情報を司る大脳皮質
機能に異常が生じると，どのような機能的障害ある
いは口腔内症状が現れるであろうか？
一般的に身体の様々な部位の異常感を奇妙な表現

で訴える症例を“セネストパチー”と呼ぶ１６）。セネ
ストパチーは１９０７年に初めて報告され「常に異質で
定義づけられず，痛みと言うより苦しみである」と
されている。本邦には，１９４２年「體内感覚異常」と
して最初に報告され，１９５９年，１９６０年にはセネスト
パチーとして；①症状は上半身，特に口中に関する
ものが多く，②発症前後に他科，特に歯科を受診し
ており抜歯を受けている例が多い事，を特徴として
上げ報告している。また，口腔領域のセネストパチー
の特徴として，歯科口腔外科で侵襲的な治療を受け

図３ 大脳皮質左半球表面を示す。中心溝後方に一次体性
感覚野が存在し，その下方には二次体性感覚野が存在
する。中心溝の前方は，一次「運動」野である。

図４ 一次体性感覚野の断面を示す。Penfield と Boldrey
（１９３７）８）は，一次体性感覚野に各体部位の感覚が入力
することで，感覚野表面に「体部位の再現」が存在す
ることを示した。黒字で書かれているのは，Penfield
と Boldrey が示した感覚再現領域である。口腔「内」
器官は見あたらない。一方で，カラーで示した丸は，
各口腔内器官のそれぞれの感覚再現領域を新たに検討
した物である１３）。一次体性感覚野全体の約３０％を口腔
「内」感覚再現領域が占めている。上唇・下唇，舌前
方・後方，頬粘膜上方・下方では，それぞれの再現領
域が近接していることに注意。
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ている例が多いことが挙げられる（参考文献１６）参
照）。近年においても口腔内セネストパチーの病因
については明らかではない。そこで口腔内セネスト
パチーと診断された被験者より脳機能検査を施行
し，本疾患の成り立ちを解析した６）。
健康被験者では，下顎小臼歯部への電気刺激に

よって生じた感覚情報は，一次体性感覚野・口腔領
域で処理され，次に両半球に存在する二次体性感覚
野に送られ，その感覚情報が統合され過去の記憶と
照合される。一方で，口腔内セネストパチー患者で
は，下顎小臼歯部からの感覚情報が一次体性感覚野
で処理され，次いで片側の二次体性感覚野で処理さ
れるものの，健康被験者とは異なり，刺激と同側の
二次体性感覚野の応答の欠失が認められた。すなわ
ち，口腔セネストパチー患者では，大脳皮質の二次
体性感覚野における機能的な障害が示唆された５）６）。
加えて，口腔内セネストパチー患者では，下顎小臼
歯部への刺激と同側の二次体性感覚野の応答の消失
に伴い，同側一次体性感覚野活動の長期応答が記録
された。すなわち，二次体性感覚野の機能的障害が，
同側の一次体性感覚野によって代償されている事に
なる。一般的に，下顎神経領域の皮膚・口腔粘膜か
らの感覚情報は，感覚性伝導路である三叉神経視床
路を通って，一次体性感覚野・顎顔面口腔領域に到
達する結果，刺激が加えられた位置が認知される。
その感覚情報は，二次体性感覚野で統合され，実際
に生じた感覚を，以前の感覚記憶と比較する事に
よって，加えられた刺激の性質が認知される。
口腔内セネストパチー患者では，下顎神経領域か

らの感覚情報が，健康被験者と同様に三叉神経視床
路を通って，一次体性感覚野・顎顔面口腔領域に到
達し，刺激部位が認知されるものの，二次体性感覚
野に機能障害があるため，感覚情報は統合されない。
このように失われた二次体性感覚野機能は，皮質機
能変化（皮質再構成）によって，その機能が一次体性
感覚野によって代償され，結果として感覚異常が生
じていることが示唆された。このような異常は，感
覚の性質を認知する過程における混乱と誤りを生じ
させると考えられ，その結果，口腔内セネストパチー
が生じることが明らかになった５）６）。

まとめ

口腔内に加えられた，触圧覚刺激は，口腔内にお
ける感覚受容器によって受容される。生じた感覚情
報は，感覚性（上向性）伝導路としての三叉神経視床
路を経由して，一次体性感覚野に到達する。一次体
性感覚野の口腔領域は広く，感覚が鋭敏であり，ま
た高度な感覚弁別能を有する一方で，一つの口腔内
器官における体部位再現領域は重複するパターンを
持つ。このような，一次体性感覚野・口腔領域の特
徴は，口腔における高度な立体認知能力の獲得と関
係すると考えられる。また，口腔内に加えられた刺
激の性質や強度に関する感覚情報は，さらに二次体
性感覚野に送られることで統合される。結果として，
極めて精緻な口腔内感覚の認知が行われると同時
に，摂食においては，食感が構成される。
一方で，大脳皮質二次体性感覚野の機能障害は，

一次体性感覚野の代償性活動を誘発する。これらの
結果は，大脳皮質における感覚情報の統合過程，す
なわち，一次体性感覚野と二次体性感覚野情報ネッ
トワークの障害を招き，結果として，感覚の性質を
認知する過程における混乱と誤りを生じる結果，「口
腔内セネストパチー」が表出すると考えられる。
従って，体性感覚に関わる脳機能は，食行動や口

腔機能を考える上で極めて重要である。一方で，こ
れらの障害は，口腔領域における「感覚異常」を表
出させる事となり，口腔の病態を考える上において
も脳機能の重要性が示される。
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