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顎関節症既往者と反対唆合者の緊張性頚反射と

卿宙運動の筋電図学的検討*

中川路　健　司　　村　田　達　男　　一　色　泰　成

東京歯科大学矯正学講座

(指導:瀬席正之教授)

年9月1日受付)

年9月7日受理)

Electromyographical Examination of the Strained Neck Reflex and Masticatory

Movements in Subjects with Temporomandibular Joint

Dysfunction and Reversed Occlusion

Ken]l NAKAKAWAJI, Tatsuo MURATA and Yasushige IssHIKI

Department of Orthodontics, Tokyo I)ental College

(Director : Prof. Masayuki Sebata)

緒　　　　　言

近年成人矯正患者の増加と共に,顎関節症と不正唆倉

との関連性が疑われる症例が多く,矯正治療開始時の診

断はもとより,治癒後にみられる顎関節症と矯正治療術

式や不正唆合との関連性といった予後の問題が臨床上の

憂要課題となっているo

顎関節症状については,多くは筋緊張性のもので,手

術を必要とするほどの機寛的な症例は少なく,治療はス

プリント療法で喧嘩筋のリラクゼーションによって,筋

緊張を解除する方法が行われる｡

不正唆合の矯正診断では,上下顎の唆合関係と矯正

治療後の唆合の安定性を調査する上で,下顎位に関し

て,中心唆合位あるいは唆頭族合位

と*JL､位　　　　　　　　　　　が一致

するか,大きい差がみられるかが重要視される｡また同

じく,下顎安静位　　　　　　は唄噛運動の機能障害

を審査する上で,顎運動の　　　　　　　　　として重

要な意味を持っている｡顎運動の神経筋機構では,下顎

*本論文の要旨は第17回日本脳波筋電図学会学術大会
(昭和62年11月　　　臼,京都)において発表した｡

が安静位にあるときも姐噛筋は一定の筋緊張を保って,

身体各部が姿勢を保つのと同じ反射機構によって下顎位

が調整されている｡それは,動物が反射的に頭を前屈さ

せると前肢が弛緩して後肢が伸展し,反対に頭位を後方

に屈曲させると前肢が伸展し,後肢が弛緩属曲すること

が知られ,このことから,頭位の変化に伴って唄噛筋の

筋緊張が変化するこの現象は,緊張性迷路反射や緊張性

頭反射に基づくものであり,唄噴筋も四肢筋と同様に緊

張性頚反射の影響を受けていることが船越35)らによって

報吾されている｡最近この緊張性頚反射を利用して,姐

噴筋の緊張元進が歯牙の早期接触,唆頭干渉などの唆合

異常に由来するものであることを唆合調整前後の筋電図

法によって実証し,また,筋緊張性顎関節症の診断と治

廃に応用されている｡

これらに応用されている臨床筋電図法は,唄噛機能を

客観的に記録する方法として　　　　をはじめ,本邦

では三浦　　　　　　　等の報吾以来,姐噛筋の神

経筋系の異常を間接的に表現し待る検査法として不正唆

倉の原因究明の面からの研究にも広く応用されている｡

そして,顎関節症や反対唆合では唆合位が禾安定になる

ために,唄噛運動時の反射性活動電位の発現状態が不良
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になることが指摘されていることから,著者らは,筋緊

張と唆合障害を定室的に把麗し,臨床診断に役立てる目

的で,顎関節症の既往をもつ不正唆合者と反対唆合者に

ついて,緊張性義反射筋電図および唄噛筋電図を正常嘆

合者と比較検討した｡このことは,顎関節症に関連する

不正唆合の機能的診断と予後の判定の検査法として役立

つものと考える｡

方　　　　　法

1.被験者

対象疾患はいずれも東京歯科大学矯正科外来患者で,

骨格性園子を含む反対唆倉者6例(反対唆合群),および

不正唆合者で関節娃音,開口障害,唄噛筋の違和感等を

訴える(既往症を含む)いわゆる顎関節症　　　群) 7例

で,対照として寛口腔系にとくに異常のない禾正唆合を

有するもの10例(正常嘆合群)について緊張性頭反射およ

び姐噴機能筋電図を記録したo (表1 )

2.測定法

2. 1被検筋および測定装　図1)

被検筋は左右唆筋,側頭筋,顎二腹筋の6筋とし表面

電極による6ch同時誘導とした｡誘導法は図1に示す

通り6 mmの　　　円板電極二個を　　　間隔に固定

した双極電極を用い各筋の走行に平行に貼布した｡この

さい規格型紙(表面唄噛筋　　　を用意し電極貼布位置

の統-に留意した｡

筋電図の記録は　　　　　　　装置(日本光電社製

を用い

記録と同時に　　　　　　　　　　社製　　　　に収

録した｡　　　　の設定は　　　　　　　〝

〃　　　姐噛筋電図)の一定条件

で検査した｡

2. 2　筋電図誘導法

測定は坐位で被検者のフランクフルト平面が床と平行

となる姿勢で下記の運動を行わせたo

表1　被験者

被 験 者 性 年 齢

反対唆合者群
男 2名 21y 2 m
女 4名 (18y 6 m ～22 y 7 m )

顎関節症者群
男 2名 24y 0 m
女 5名 (17y 2 m ～31y 6 m )

正常唆合者群
男 6名 18y 5 m
女 4名 (16y10m ～20y 4 m )
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頚反射　　　　　　　　図2)

頭位の前屈,後屈,左右回転時,および下顎安静時の

筋放電室を記録した｡

唄噴運動

チュウインガムを姐噛欧化させた後,リズムを塊達せ

ず習慣性唄噴側で自由にかませ　　　　　記録した｡

タッビング運勤　)

メトロノームで税制したリズム(90回　　　で中等度

の強さの　　　　運動を行わせた.

2. 3　分折方法

2. 3. 1　Reflex EMG

では頭位の変化に対応した筋放電が記録

されるo後屈時に側頭筋が,前屈時に唆筋,顎二腹筋

が,回転時には各々回転側の各筋に優勢な活動電位が見

られる.この電位を客観的に示すため放電振幅を指標と

953

して4段階に区分し表示した(図3)｡

2. 3. 2　ChewingEMG

比)の平均値および標準

偏差｡

の変動係数　　　｡

2. 3. 3　TapplngEMG

1 ) silent period duration(S P D)

出現例数　　　　　中,一度もSPの

欠落がなく全部S Pの認められる例)を計測した｡

結　　　　　果

表2)

正常唆合者の定型例を図4に示す.下顎安静位におい

て,各筋とも　　以下の下顎位維持のための放小放電

しか認められない｡各項位の変化時では,上記に述べた

Score Amplitude

0　　10月V以下

≒葦帯空手主音芋羊貫干

2　　30-　　　　　　　`鹿.二'

〃Ⅴ以上

図3　反射筋電図の定量化

前　屈

図2　頚反射記録時の各項位
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表2　各酷の反射筋電図　　　　　　　による異

常放電数

正常嘆倉者群 反対嘆舎者群 顎瞳 百症者群

異 常 放 電 例 0 / 10 4 / 6 6 / 7

別個数

安 静 仕 0 2 * 5 **

前 .後屈位 0 2 6

回 転 時 0 4 3

*側頭筋に放電
♯*顎二腹筋に放電
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安静位　　　後屈　　　　前屈　　　右･回転

左つ則頭筋　　定高密碑桓糎

右･側頭筋

害喜三三二二　芸芸→

匝哩嘩佃匝声明--｢誓佃

左･嘆筋　　　　長三言主〔÷圭嘉呈圭::宣旨≠:与害毒亘競紫衰　昔呈;Iヰ中辛等

右･嘆筋 匝画痢撮　揃癖鞭

左･顎二腹筋　両軸-音二-紫軸轟碑　{-現

右･顎二腹筋　　♯魂短≠≠≒≠ 〕三i_三二三五三÷ 梱佃画

｣
0.5sec

左･回垂云

暴'ts彊由宗豊

声鱒･:声｢荒よ蒜昔:薫

融刷

_-詣霊長｢肯童芋

前幅師

図4　正常例の豪反射筋電図
安静時では異常な筋緊張がみられず,後屈時に側頭筋,前屈時に唆筋,顎二腹筋の筋放電がみられる

筋群にのみ,通常の反射性筋放電が認められ,その放電

振幅も一定電位　　　　　以下にとどまっている｡その

他の筋啓には異常な筋活動は見られない｡正常唆合者は

全例同様の　　　　を示した｡

TMJ症例の一例を図5に示す　　　　　　　におい

て下顎安静位および各項位で筋群に,通常の反射性電位

以外の筋活動が見られ全体的に放電振幅も高い値を示

す｡

異常放電を認める例は正常群　　　反対唆合群4/

君羊6/7例で,この不正唆合疾患群での異常放

電には,とくに定型　　　　はないが,下顎安静位,

各頭位変化時,何れにも異常放電を認める例が多い｡特

に差を見出すと反対唆合啓では頭位回転時の反対側の筋

に筋活動をみる例が多く　　　　群では下顎安静位にお

いて顎二腹筋に異常放電を認める例が多い｡

表3)

正常唆合例とTMJ症例の定型例を図6に示す｡ D/

の各計測値は正常群,反対唆合群　　　　群

の順に延長するが正常との差は少なく　　　　は正常値

の範囲にある例が多く,唄噴リズムが安定し,運動の切

り替えが明酷であるo

表4)
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正常唆舎例とTMJ症例の定型例を図7に示す｡ S P

Dの各計測値は正常群,反対唆合葬　　　　群の　に延

長するが正常との差が少なく　　　　は正常値の範囲

にある例が多い｡　　　　　出現例は正常　　　であ

り,反対唆合　　　　　　　　　と差がみられ

が禾明瞭あるいは,欠落が観察されるものがあ

る｡

値と反射性電位スコア値

測定3群の典型的特徴を示すため姐噛筋電図の

値(左右唆筋,側頭筋)と　　　　　　の放電

室のスコア値(側頭筋)を指標とした疾患別グラフを図8

示す｡

値は,正常群では4筋とも約　　　　で唆

筋･側頭筋および作業側･非作業側聞の差がない｡反対

唆合群は左右で差が見られ作業側が延長する　　　　群

は被検筋が全体的に延長する｡　　　　　　については

すでに1項で記述した通りである｡

これらの結果から　　　　　　　とDE噛筋電図の対応

を見ると反射性電位の元進の認められない例では唄噴筋

電図も正常像である｡異常放電を認める例では姐噛筋電

図にも何等かの障害を見る例が多い｡今回の検査例では

反対唆舎群は異常放電を示す例は多いが旭噴筋電図の成
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安静位　　　後屈　　　前屈　　右･回転　　　左･回転
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左･側頭筋

右･側頭筋

左･嘆筋

ナ二　　手蕪Ll 養遠蓮養　嘉画鍵

紳サ佃叫　畜索紫蘭擁　轟轟童量牌程
l

軸歯歯{ ㈱　廟画

右･嘆筋　　　廟桓梱　減示

左･顎二腹筋　堀中車軸

亘轟轟轟葦　短嘉密嘉嘉嘉

声字.芋. ;音岩　　音

右`顎二腹筋W鞭壷減車酔鱒殖車｣
0.5sec

図5　顎関節症者の頚反射電図例
下顎安静位および各頭位で,通常の反射性筋放電がみられる筋以外の筋群に筋活動が認められるo

表3　左右側頭筋のFB噛筋電図

による唄噴リズム

正常 唆倉 報 羊 反 対 嘆合 着群 顎 関節 症 者 群

D / S ( % ) 3 2 . 5 3 6 . 1 4 0 . 2

D . C V ( % ) 2 . 5 4 . 3 3 . 6

S . C Ⅴ ( % ) 6 . 9 8 . 4 1 0 . 2

放電持続時間

･　　岨噴周期
×　　　　変動係数

図

表4　各群におけるタッビング運動の

出項数

正常唆合 音群 反対唆合音群 顎関節症 者群

S P I) (m SeC) l上g 12. 7 13.3

出現数 10/ 10 4/ 6 3/ 7

から筋活

勤が始まるまでの抑制された持続時間

t-0.8sec

TMJ症例

1

1

t-0.8sec

図7　T叩Pi11
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正常嘆金 反対嘆倉

側　嘆　　　側　嘆　　　　側　嘆　　　側　嘆

作業側　　非作業側　　　作業側　　非作業側

筋放電室(側頭筋)

Score

安静位　前･後　回転時　　安静位　前･後　回転時　　安静位　前･後　回転時

図8　唄噴筋電図と反射筋電図の相関図

図9　神経筋機構と唄噴(顎)機能異常

絵は全体的に低下の程度は少ない｡しかしS P欠落を示

す例は多い｡ TMJ群は異常放電を認める例はほぼ全例

で唄噛筋電図の成績の平均値は反対唆合群より低

下している｡しかし症例により正常　　　　を示す例

もあり必ずしも1 : 1で対応する結果は待られていな

い｡

考　　　　　巴

1.研究方法

唆合異常の-つの考え方として唄噛筋活動の神経筋機

構との関係を重視する報吾がある　　了｡すなわち図

9に示すごとく,唆合異常は歯根膜等の末梢からの求心

性インパルス異常が生じ,唄噴筋の緊張を増大させ連鎖

的に寛機能障害を引き起こすとするもので　　唆合異

常と唄噛筋機能元進との相関が大きいとする考え方であ

る｡またこの唄噛筋緊張元進はγ系が関与する筋の張力

反射活動に関係するとする説もある13)｡

これら唄噴筋の活動性を測定する方法は筋電図がもっ

とも一般的であり筋緊張と関連した報吾も多く,唆合

38-
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安定位での機能元進,唄噛運動時のリズL,あるいは

等について報害している

一方,硯噛筋の緊張性頚反射時の筋電図を記録しTM J

症例について検索し,この方法により姐噛筋の緊張元進

を客観的に見出し治療に反映し待るとした報吾がある34)

35)｡　　　　　　とは体軸にたいする頭位変化時の関

節,筋等の感覚刺激からの姿勢反射によって引き起こさ

れる姐噴筋緊張を記録しようとする試みであり,この

はγ系の異常をある程度反映すると考えら

れる｡この両者を結びっけた報吾はまだ少ないのでこの

両測定法を応用して症例について検盃した｡

測定法は硯噛筋電図については当教室の継続的研究19)

24)の一席である坂本26)による口蓋裂患者の筋電図学的研

究の結果を踏まえて,姐噴障害の程度を定量的に反映す

るとした　　　　　　　　　　　　　　　　　出現例の

検査項目を選択し検索した｡

は船越35)の測定法を敢襲し,同時に独自

の4段階表示法を設定し反射性筋活動の定量化を図り唄

噴筋筋電図と対応した｡

2.研究結果

の検査結果を見るとTM J症例のほぼ全

例に姐噴筋緊張が存在することが判明したが,これはす

でに諸家が報吾している通りであり,いわゆるTMJ症

例が関節,筋の病みを主訴とする疾患であり当然の帰結

といえる｡しかし頭位変化時の異常電位は当然として,

下顎安静位で顎二腹筋に放電が見られるものがTM J症

例に限って多いのは,顎関節に関して顎関節のⅩ線写貢

と対比した　　　　　　　の報吾,組織学的な検索を

行った　　　　の述べる顎関節の器質的障害あるいは巽

常を反映するものか,今回の筋電図検査のみでは定かで

はないが単なる精神的因子による筋緊張だけではないと

推測できる｡

反射性異常放電が認められないと鳴噛筋電図が正常で

あることは正常群の成績から明らかとなったが,この逆

は必ずしも貢ではないo　これはある程度の異常放電を認

める例でも生体の適応によって唆合不調和は修復される

ためと考えられる｡しかし姐噴筋電図と対応して症例の

成績を見ると両者の問には高い相関が見出される｡すな

わち異常放電の出現する例数(反対唆合

と対比して姐噴筋電図各検査項冒の平均値が低下

する傾向が見られる｡すでに述べたように両者の対応は

症例により異なるが,個々の症例を観察すると異常放電

のスコア値の高いものは明らかにSP欠落,鳴噛リズム

の乱れ　　　　　の延長等大きな唄噴障害が認められ

93, No. 10 (1993) 957

る｡

値と放電室スコア値においてスコア値の対

象筋として側頭筋を選んだが,この緊張性頚反射の筋電

図に関して藤田34)はPE噴筋に対する頭反射の影響は側頭

筋にもっとも頻繁に現れると報吾している｡また硯噛筋

の機能的役割として当教室の北総21)は等尺性筋収縮で唆

筋に比べ側頭筋がより調節的に機能するとしている｡今

回の検査では被検各筋に反射性活動電位が記録され,早

斯接触　外傷性唆金等で　　　　が判然としない症例

の際でも,他の筋に比べ側頭筋にもっとも明瞭な記録が

待られている0

両検査法を比較すると　　　　　　はかなり

であり,さきの藤田も述べている通り左右差が判然とし

ているかスコア値が大きいかを指標として筋緊張の有無

を見極める必要があると考える｡この点に留意すれば筋

緊張の程度を客観的に示す姐噴筋電図の成績とも相関が

高いことが判明した.唄噛筋電図ではその発現機序37)

および諸家の報吾例等から　　　　　群でもっとも多

いと見られたSP欠如は反対唆合群がより多く,むしろ

五on値　　　がTMJ群でもっとも延長し,筋

緊張と相関の程度が高いと推測される成績を待た｡もち

ろんこれはTMJ症例の型により異なると考えられ,い

わゆるTMJ疾患の全部に当てはまるものでないことは

当然である｡

この4筋の　　　　値とスコア値との対応から群別

の特徴を示したが,正常像では問題ないが疾患群の像は

ここに述べた通りあくまでも限定した(今回検査した)症

患例についてである｡

成人矯正治療が盛んになった昨今,不正唆合と顎関節

症との因果関係が問われ,また矯正治療後に発病した顎

関節症は矯正治療が引き起こすとまで考えるものがあ

り,筋緊張性不正唆合を矯正治療後に筋緊張性顎関節症

に引き継がせないための予防対策として,不正唆合の矯

正治療前後に検査するとき緊張性頭反射筋電図のもつ意

義は大きいと考えられた｡

総　　　　　論

顎運動機能障害例における筋緊張と唄噛障害との関連

を調査するEj的で,同一人について鳴噛筋電図および緊

張性頚反射薪電図を記録した.対象疾患は反対唆合者お

よびTMJ症群とし,対照として正常唆合群と対比して

検索した｡

両筋電図検査の結果,疾患群では　　　　　　で宴

常放電が多数例に認められ,唄噴筋電図の成績も反対唆
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合　　　　群の順に低下する値が拙走された｡この分析

から筋緊張の程度と唄噛障害との間には高い相関を示す

ことが判明した｡

これらの事から潜在的唆合其常に対する早期治療

療法)-の応用を含め,特に矯正治療後

のDE噴運勤と顎関節機能の安定性や安全性を診査する方

法として臨床的価値が高いと考える｡

稿を終わるにあたり,櫛校閲をいただいた本学矯正学教室,

瀬端正之教授に深く感謝の意を表しますO　また本研究に際し,

御助言,櫛協力をいただいた東嘉大学医学部牽形外科学教室,

青木昭-郎技官ならびに本学矯正学教室,座崎守弘講師に謹ん

で感謝の意を表すと共に,種々のa]協力をいただいた本学矯正

学教室貢各位に対し謝意を表します｡
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The use of electromyography to investlgate maSticatory movement is becoming Increasingly

important to orthodontic treatment･ In animals, a forward incline of the head causes a reflexive

relaxing of the front leg and extension of the hind leg･ Similarly, a reaward inclination of the

head sets up a reflex that extends the front leg and bends the hind leg. Making use of this

reaction, which is referred to as the strained neck reflex, the present study reports on mastica-

tory-electromyographical comparisons between a group of subjects with temporomandibular

dysfunction, a second group with reversed occlusion and a normal occlusion groupI

.猫､日日　ヽ､､州ら　＼聴　　　一　　日　　､主　上叫円-上　　世-ト･出目l日日lLlご両t

ricus･ Myotonic discharges were simultaneously obtained by means of the surface electrodes

EMG system with bipolar leads when the head is bent forward, bent backward, rotated right

and left, and it engaged in mastication with the mandible at rest and during tapplng mOtion･

-41 -



960 中川路,他:緊張性亮反射と唄噴運動の筋電図学的検討

In the normalocclusion group, the regular reflex myotony was observable only ln m･

masseter and m･digastricus when the head was bent forward, in m. temporalis when the head

was bent r･earward, and in each same side muscles when the head was rotated. No unusual

action was observed in other muscle groups. In many lnStanCeS Of reversed occlusion, however,

irregular muscular myotony was observable duringal1 alterations of head position and when

the mandible was at rest･ Masticatory EMGs revealed myotony values to decrease more in the

temporomandibular-arthrosis group than in the reversed occlusion groups. EMGs made

during the tapplng motion showed that the silent period fails to occur in some cases of

reversed occlusion.

These analyses indicate highcorrelation between the degree of muscle strain and the

masticatory disorder and malocclusion･ The results of the investlgation, therefore,are helpful

in devising guidelines for therapy, including early treatment (Biofeedback treatment) of latent

occlusal disorder.

-42　一


