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緒 言

体 性 感 覚 誘 発 電 位 somatosensory evoked

potentials（SEP）とは末梢感覚神経を刺激し，頭

皮上より記録される電位である。１９４７年に Daw-

son１）が下肢を刺激し Superimposition method を

用いて頭皮上より誘発電位を記録することに成功

して以来，今までに多くの研究者達により電気刺

激２）３），機械刺激４）５），レーザーによる温熱刺激６）７）な

どの刺激方法を用いた様々な研究がなされ，現在

では各感覚系，神経疾患，脳障害等の臨床検査法

として確立されるに至っている８）９）。

三叉神経領域においても SEP は三叉神経にか

かわる疾患の診断補助１０）１１），外科的処置時の鎮痛

効果の判定１２）１３），矯正力に起因する疼痛発現の客

観的評価１４）の手段として，臨床応用が試みられて

いる。三叉神経 SEP の導出には定量的で簡便で

あるという利点から電気刺激が主に用いられてい

るが，生理的とは言い難いこと，被験者に痛みの

不快感を与えること，また，三叉神経の支配領域

は脳波導出部位と接近しており，記録電極には

アーチファクトが混入しやすいという欠点も持ち

合わせている。したがって機械的圧刺激を歯牙に

与え，歯根膜圧受容器由来の SEP を導出する方

法が，特に歯牙移動時に生ずる疼痛の検討方法と

してはより生理的でかつ効果的であると考える。
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抄 録：本研究の目的は，歯根膜圧受容器由来の SEP の特性を明らかにすることである。成人男
子９名を対象とし，機械的圧刺激および電気刺激を上下顎右側側切歯に与えた。そしてＴ３，T
４，Cz から，初期成分と後期成分を導出し，比較検討した。その結果，初期成分では，両刺激方
法，刺激部位とも３峰性の波形パターンを示した。潜時は刺激方法，刺激部位により有意差が認め
られた。振幅は電気刺激では導出部位による有意差を認めた。後期成分では，機械的圧刺激は４峰
性，電気刺激は３峰性の波形パターンを示した。刺激部位による波形パターンの差異はなかった。
刺激部位による潜時の差や導出部位による振幅の差については，ほとんど有意差を認めなかった。
以上より，歯髄電気刺激による SEP と同様，歯根膜圧刺激による SEP は三叉神経体性感覚の求心
路のモニターとして有効であり，歯根膜感覚受容器の客観的検討の手段としての有用性が示唆され
た。
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しかし，これまでに歯根膜圧受容器を刺激して

得られた SEP に関する報告は少ない。田中１５）や

高橋ら１６）は上顎中切歯を刺激して得られた SEP

の初期成分についての検討を行っているが，両者

には波形パターンや潜時，導出部位に意見の相違

がみられ，歯根膜受容器由来の SEP の特性につ

いては意見の一致をみていない。さらに下顎歯牙

からの SEP について検討したものや，後期成分

に関する報告もなく，歯根膜機械的圧刺激による

SEP については判明していないところが多い。

そこで，本研究では歯根膜圧受容器由来の SEP

の特性を明らかにすることを目的に，機械的圧刺

激および電気刺激を上下顎右側側切歯に与え，

SEP の初期成分ならびに後期成分を導出した。

そして，刺激方法による差異，上顎および下顎歯

牙での差異に加えて，導出部位の差異による SEP

の変化について比較検討を行った。

材料及び方法

１．被験者

被験者は，臨床的にみて歯質の欠損のない歯周

組織の良好な健康な成人男子９名（年齢２４～２８歳）

である。被験者には本研究の目的と手順について

説明をし，本人の了解を得た上で測定を行った。

２．SEP の記録方法

１）刺激方法

� 機械的圧刺激

機械的圧刺激には機械刺激装置 DPS－２７０（ダ

イヤメディカルシステム社製）を用い，立ち上が

り１００msec の三角波の機械的圧刺激を１秒に１

回の頻度で加えた。刺激部位は上下顎側切歯とし

た。歯牙の唇面に加振器先端の刺激棒（直径２

mm）を常に約５grf の強さで接触させ，その状態

で歯軸に対し直角に唇舌方向に機械的圧刺激を与

えた。刺激強さはほぼ一定で約６０grf であった。

加振器に力検出器を取り付けることにより（図

１），刺激棒が歯から離れたり，３００grf 以上の圧

が歯牙に加わったりした場合には刺激装置の制御

回路が作動し，刺激が中止されるシステムになっ

ている。刺激の際にはアングルワイダーを用いて

口唇を排除した（図２）。

� 電気刺激

刺激部位は，上下顎右側側切歯を刺激の関電

極，同側の第一小臼歯を刺激の不関電極とし，電

気歯髄診にて生活歯であることを確認した。おの

おのの歯牙に野嶋１４）の考案した固定性のボンド型

刺激電極をもちい，電極中心部に電極ペーストを

介在させて通法に従って歯牙表面にダイレクトボ

ンディング材（３M ユニテック社製）で歯肉に接

触させないように直接接着した。電気刺激には筋

電図用電気刺激装置を用い，０．１msec の矩形波

電気刺激を１Hz で与えた。その際，舌や頬に

リークしないように刺激部位にはコットンロール

図１ 力検出器を取り付けた機械刺激装置の加振器

図２ 圧刺激をうけている被験歯

図３ ボンド型刺激電極を装着した口腔内
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を用いて防湿を施した。電気刺激の強度は閾値の

１．２倍（０．７～１．５mA）とした。なお，閾値の決定

は電流を０mA から徐々にあげていき，最初に刺

激を感じた値を記録し，それを２度繰り返して得

た値を平均した（図３）。

２）SEP の導出方法

誘発電位の導出方法は単極導出法で，電極は銀

－塩化銀皿電極を用い，国際式１０－２０電極配置法

に従い関電極を頭頂部 Cz，刺激の対側側頭部に

あたる T３および刺激の同側側頭部 T４とし，

不関電極を両側の耳朶とした。加算回数は被験者

の心理的要因に左右される後期成分の測定を行う

ことから６４回に設定し，痛みに対する慣れや，被

験者の疲労などの影響が出ないようにした。増幅

器の band pass filter は５Hz～１５００Hz に設定し

た。記録する潜時は５０msec までの初期成分と３００

msec までの後期成分とした。また計測回数は再

現性を確認するため，それぞれ２回以上とした。

被験者にはリラックスした状態で椅子にすわって

もらい，軽く閉眼し瞬目しないこと，唾液の嚥下

などをしないことなどを指示した。SEP の記録

にはシグナルプロセッサ７T１８（日本電気三栄社

製）を用い，誘発電位診断プログラム EVOKED

POTENTIAL ２００で平均加算処理を行った。

３．SEP の解析

SEP の潜時および振幅は２回の測定の平均値

をとり，各被験者のデータとした。また，波形の

振幅は各陰性波および陽性波の peak－to－peak

を測定した。得られた SEP 潜時の統計学的有意

差検定は Mann－Whitney の U 検定 を 使 用 し

た。振幅の有意差検定には多重比較検定 Bonfer-

roni／Dunn 法を使用した。なお，危険率５％以

下を有意差ありとして取り扱った。SEP 成分の

表現形式は各頂点潜時の平均値に基づく方法を

とった１７）。

結 果

１．SEP 波形のパターン，再現性について

１）初期成分

各導出部位から得られる SEP の初期成分波形

の一例を図４に示す。機械的圧刺激，電気刺激と

もにＴ３，Ｔ４，Cz から導出された波形パター

ンは類似しており，刺激開始後，約１８，３０，４０

msec 付近に陽性頂点をもつ３峰性の SEP が得ら

れる。図５は２回の測定でＴ３から導出された

SEP 初期成分波形を重ね合わせ，刺激部位別に

比較した一例である。両刺激方法ともに上顎およ

び下顎歯牙からの SEP 波形パターンは類似して

いる。１０msec 以内の短潜時部分に関しては，機

械的圧刺激では再現性はなく，また，電気刺激で

は刺激開始直後に刺激電流のアーチファクトの影

響を受けている。しかし，１０msec 以降では両刺

激ともに再現性のある波形が得られる。

２）後期成分

図４ 同一被験者からの導出部位の違いによる SEP 初期成分の比較
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図５ 同一被験者からの SEP 初期成分の刺激部位による違いの比較とその再
現性

図６ 同一被験者からの導出部位の違いによる SEP 後期成分の比較

図７ 同一被験者からの SEP 後期成分の刺激部位による違いの比較とその再
現性
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同一被験者の各導出部位から得られる SEP の

後期成分波形の一例を図６に示す。機械的圧刺

激，電気刺激ともにＴ３，Ｔ４，Cz から導出さ

れた波形パターンは類似しているが，Cz から導

出された SEP が最も明瞭で，かつ振幅の大きな

波形が記録される。図７は２回の測定で Cz から

導出された SEP 後期成分波形を重ね合わせ，刺

激部位別に比較した一例である。両刺激方法とも

に上顎および下顎歯牙からの SEP 波形パターン

は類似しており，再現性のある波形が得られてい

る。機械的圧刺激と電気刺激の SEP を比較する

と，１３０msec 以降で波形パターンが異なる。す

なわち，機械的圧刺激は１４０msec 付近の再現性

の高い陽性波と２００msec 付近にやや振幅の小さ

い波を持つ P１４０－N１５５－P２１０－N２３５－P２６０と

いう４峰性の波形を示すのに対し，電気刺激は約

１７０msec と約２５０msec に大きな陽性波を持つ P

１７０－N２００－P２５０という３峰性の波形を示す。

２．潜時と振幅について

１）初期成分

５０msec までの SEP 初期成分の頂点潜時を表１

に示す。刺激部位別に比較すると，両刺激方法と

もに，わずかに下顎に比較し上顎の潜時が短い傾

向がみられ，機械的圧刺激においては P１８，電気

表１ SEP 初期成分の頂点潜時

Peak latencies（msec）

P１８ N２１ P３０ N３７ P４０ N４５

Mechanical
stimulation

upper １８．３９±１．４７ ２２．０５±１．５１ ２９．３９±１．６１ ３６．４１±２．１３ ４１．６９±２．７３ ４６．６４±２．７２

lower １８．５９±０．８４ ２２．０９±１．２３ ２９．８１±２．６３ ３７．１８±２．０５ ４１．６７±２．８９ ４６．２５±２．４８

Electrical
stimulation

upper １６．９９±１．９１ ２０．９５±２．３０ ２６．１１±２．９４ ３５．３９±２．７０ ４０．０１±１．７１ ４４．９６±１．１４

lower １７．３３±２．４５ ２０．６８±２．１６ ２５．８７±１．１２ ３７．６７±１．０３ ４１．９３±０．８５ ４５．３７±０．９２

*p＜０．０５

表２ SEP 初期成分の振幅

Peak－to－peak amplitude（µV）

P１８－N２２ N２２－P３０ P３０－N３７ N３７－P４０ P４０－N４６

Mechanical
stimulation

upper

T３ ２．３７±１．８９ １．７７±１．５９ ２．２５±１．６４ ２．５８±２．５８ ２．５２±１．５４

T４ １．３１±１．０６ １．５７±１．３１ ２．５１±１．６６ １．９０±１．１４ １．８５±１．２７

Cz １．５１±０．９７ １．５０±１．１７ ２．２３±１．６３ ２．２０±１．９４ １．５３±０．９０

lower

T３ ２．０６±１．６４ １．８０±１．２６ ２．７１±２．０７ ２．６２±１．９９ ２．１６±１．２７

T４ １．１６±０．８３ ２．０５±２．０７ ２．３１±１．９１ ２．０８±２．０５ １．８２±１．３３

Cz １．４２±１．１４ １．０６±０．７６ １．７５±１．８４ １．９２±３．１０ １．３６±０．７１

Electrical
stimulation

upper

T３ ２．０４±１．２１ １．１８±０．３５ １．９９±１．６２ ２．６５±２．３６ ２．３８±２．２０

T４ １．１２±０．８７ ０．９２±０．８９ １．０５±０．７８ １．０３±０．６８ ０．９０±０．４５

Cz １．３３±０．６４ １．１４±０．８５ １．２４±０．３９ １．０４±０．４５ １．０７±０．９０

lower

T３ １．４３±０．７８ １．４９±１．１１ １．８１±１．５２ １．８７±１．３３ １．８６±１．２３

T４ １．２６±０．９５ ０．８５±０．５８ １．３２±０．７９ １．２０±０．８７ １．１３±０．７２

Cz ０．７３±０．３８ １．１８±０．９３ ０．９９±０．５６ ０．８１±０．４８ ０．９９±０．７５

*p＜０．０５，＊＊p＜０．０１，＊＊＊p＜０．００１

* *

* * *

*

** ***

*
***

*
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刺激においては N３７と P４０に有意差が認められ

る。刺激方法別の比較においては機械的圧刺激の

方が電気刺激よりも潜時が遅くなる傾向がある

が，有意差は上下顎ともに P３０のみに認められる。

SEP 初期成分の頂点間の振幅を表２に示す。

機械的圧刺激においては，P１８－N２２でＴ３優位

であるものの，それ以降の peak－to－peak には

導出部位による明確な差はなく，上顎および下顎

ともに各 peak－to－peak での導出部位間に有意

差は認められない。また，全 peak－to－peak を

対象とし比較した結果，上顎では導出部位間に有

意差は認められず，下顎ではＴ３－Cz 間のみに

有意差が認められる。一方，電気刺激では各 peak

－to－peak においてＴ３で最大値を示すが，有

意差は認められない。全 peak－to－peak を対象

とし比較した結果，上顎ではＴ３－Ｔ４間，Ｔ３

－Cz 間に有意差が認められ，下顎ではＴ３－Ｔ

４間，Ｔ３－Cz 間，Ｔ４－Cz 間に有意差が認め

表３ SEP 後期成分の頂点潜時

Mechanical
stimulation

Peak latencies（msec）

P９０ N１２０ P１４０ N１５５ P２１０ N２３５ P２６０

upper ９６．４８±７．６０ １２２．３４±５．１０ １４０．１３±６．８５ １５７．７３±７．０３ ２０９．７５±１０．３２ ２３６．８４±５．４４ ２５７．９６±９．３３

lower ９３．０７±４．７０ １２０．３０±２．３４ １４４．０９±５．３６ １６３．８９±６．９６ ２１８．４０±４．９６ ２３９．９０±５．２５ ２６７．４６±５．７８

Electrical
stimulation

Peak latencies（msec）

P９０ N１２０ P１７０ N２００ P２５０

*p＜０．０５，＊＊p＜０．０１

upper ９０．８９±９．１３ １１６．１３±６．８８ １７０．３４±１０．６１ ２００．１４±５．５９ ２５６．７１±７．２２

lower ９０．２５±８．２３ １１４．９１±９．８９ １７９．４７±１３．４７ ２０９．２５±１５．１５２５３．６３±８．５１

表４ SEP 後期成分の振幅

Peak－to－peak amplitude（µV）

P９０－N１２０ N１２０－P１４０ P１４０－N１５５ N１５５－P２１０ P２１０－N２３５ N２３５－P２６０

Mechanical
stimulation

upper

T３ １．８１±０．８３ ２．４６±１．０４ ２．４２±１．１４ １．９７±０．７９ ２．２７±０．９７ ２．４３±１．１８

T４ １．６７±０．７４ １．８５±０．７４ ２．０２±１．１７ １．９５±１．２５ １．７７±１．１５ １．８９±１．２２

Cz １．６６±１．４０ ２．９９±３．８７ ２．７８±２．９５ １．６８±１．０２ １．９３±１．０７ ２．０２±０．９９

lower

T３ １．９６±１．５４ ２．１５±１．２３ １．８７±１．０２ １．５７±０．９３ １．７７±１．１７ １．９５±１．２２

T４ １．４５±０．８８ １．８８±１．０８ １．６５±０．８５ １．４９±１．１７ １．５３±１．０２ １．６５±０．８２

Cz １．７４±０．５３ ２．４４±１．１１ ２．４５±１．２２ １．５７±０．７９ １．７４±０．８７ ２．５２±１．３６

Peak－to－peak amplitude（µV）

P９０－N１２０ N１２０－P１７０ P１７０－N２００ N２００－P２５０

*p＜０．０５，＊＊p＜０．０１

Electrical
stimulation

upper

T３ １．４２±０．８９ １．５８±０．９１ １．７２±０．７２ １．５７±０．８１

T４ １．５１±０．６４ １．４０±０．５５ １．３０±０．６０ １．４４±０．５３

Cz １．８３±０．９６ １．７３±０．７０ １．７９±０．６６ １．７８±０．８１

lower

T３ １．７９±１．３４ １．６５±１．３１ １．６５±０．９６ １．６３±０．９５

T４ １．２５±０．８９ １．２５±０．６８ １．１６±０．５０ １．４２±０．７８

Cz ２．１１±１．６３ ２．０１±１．３９ １．９５±１．０８ １．８２±０．８４

***

*

*
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られる。

２）後期成分

約１００～３００msec に現れた SEP 後期成分の頂点

潜時を表３に示す。刺激部位別に比較すると，機

械的圧刺激による SEP では P１４０以降で，下顎に

比較し上顎の潜時が短い傾向がみられ，P２１０と P

２６０で有意差が認められるが，電気刺激では上顎

と下顎の間では有意差は認められない。

SEP 後期成分の頂点間の振幅を表４に示す。

導出部位別にみると，上顎および下顎ともに機械

的圧刺激では N１２０－P１４０，P１４０－N１５５の振幅

は Cz から最も大きく導出されており，電気刺激

では各 peak－to－peak において Cz で最大値を

示しているが，両刺激方法ともに各 peak－to－

peak では導出部位間に有意差は認められない。

全 peak－to－peak を対象とし有意差が認められ

るのは両刺激方法とも下顎刺激におけるＴ４－

Cz 間のみである。

考 察

１．研究方法について

１）刺激部位

機械的圧刺激による歯牙からの SEP に関する

報告には，上顎切歯を対象とした田中１５），高橋

ら１６），の報告があるが，いままでに下顎の歯牙を

対象に機械的圧刺激を加え SEP を測定した報告

はみられないのが現状である。電気刺激を用いた

研究においても，三叉神経第２枝と第３枝の比較

という点においては，歯肉１８）や口唇１９），２０）を対象と

した報告が多く，歯牙を対象としたものは少な

い。また，初期成分においては歯肉，口唇を刺激

して得られた SEP は必ずしも極性の一致した報

告ばかりではない。したがって，今回の研究にお

いては歯髄および歯根膜由来の SEP の上顎およ

び下顎における波形パターンを確認する目的で，

上下顎側切歯を対象歯に選んだ。

２）誘発電位の記録方法について

� 導出部位

初期成分について，電気刺激を用いた研究では

口腔領域の第１次感覚皮質領野に相当する刺激の

対側側頭部付近から導出した波形の振幅が大きい

という報告が多い１４）２１）。しかし，歯根膜への機械

的圧刺激をもちいた研究では，高橋ら１６）はＦ３，

Ｔ３よりも Cz から導出された波形の振幅が最も

大きいという結果を報告し，一方，田中ら１５）は刺

激と同側の側頭部（Ｔ４）に限局して SEP が得ら

れたと報告しており，見解の一致が見られない。

そこで，今回の研究ではＴ３，Ｔ４，Cz の３カ

所を導出部位とし，比較検討することとした。

� 測定時間

SEP は５０msec 以下の初期成分とそれ以降の後

期成分に便宜上わけられている。潜時が１３msec

前後の成分は三叉神経の第１次感覚皮質由来であ

ると考えられ２２），脳磁図を用いた研究においても

８０～１２０msec に頂点をもつ後期成分は第２次感

覚皮質領野由来であることが確認されている２３）。

そこで今回の研究においては以上のことを踏ま

え，５０msec までの初期成分と，３００msec までの

後期成分を測定し，それぞれの成分における刺激

方法，刺激部位，導出部位による差異について比

較することとした。

２．潜時について

１）初期成分

電気刺激を用いた歯牙の SEP を記録した報告

は多いが，その大部分は後期成分に関するもの

で，初期成分について検討されたものは少ない。

松崎２１）は下顎第１小臼歯を被験歯とし，P１４．１，

N２０，P２６，N３５．２，P４６．３という結果を得，ま

た，野嶋１４）は同じく下顎第１小臼歯を電気刺激

し，N２０，P３１，N３９という頂点潜時をもつ SEP

を記録，報告している。両者とも共通して N２０か

らそれに続く陽性波は特徴的で確実に記録される

SEP 成分であったと述べており，著者が下顎側

切歯を刺激して得た N２２，P２６という成分とほぼ

一致する。

三叉神経第２枝と第３枝由来の SEP 初期成分

の比較検討は口唇２０），歯肉２４）を対象としたものが

いくつか報告されている。Maloney ら１８）は上顎お

よび下顎舌側歯肉を刺激部位とし，どちらからも

N１３，P１８を記録したと報告している。Findler
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ら１９）は上下口唇を別々に刺激し，上下で極性の逆

転した SEP を得ている。関ら２０）は１０msec 以降の

成分に関しては P２０，N２５，P３５と報告し，ま

た，その中で，上顎歯肉を電気刺激し N２０，P

３４，N５１という SEP を得た Bennett ら２４）との報告

と極性が異なったことについて，SEP 導出に用

いた不関電極の位置の相違を理由に挙げている。

今回の SEP の導出の不関電極は耳朶であり，同

じ場所に設定した Bennett ら２４），松崎２１），野嶋１４）

と極性が一致し，Fz を不関電極とした Maloney

ら１８），関ら２０）の結果とは極性の逆転がみられたの

は，そのためであると考えられた。

三叉神経領域の機械的刺激によって得られた

SEP 初期成分については Ishiko ら２５）の舌を対象

とした報告，岡ら２６），Schieppati２７）の顔面皮膚を

刺激した報告，そして上顎中切歯歯根膜機械的刺

激による SEP に関する田中１５），高橋ら１６）の報告が

ある。５０msec 以内の潜時は Ishiko ら２５）は N１３，

P２２，N３２，P４４，岡ら２６）は N１２，P１８，N２８，P３９

であったとし，両者とも２峰性の SEP を記録し

ている。歯根膜機械的圧刺激による SEP につい

て田中１５）は６峰性であったとし，一方，高橋ら１６）

は３峰性の波形を記録し，その潜時は N２３，P

３０，N３４，P４０，P４８であったと報告している。

今回，著者が上顎側切歯を刺激して得た SEP の

潜 時 は P１８，N２２，P２９，N３６，P４１，N４６で，波

形のパターンとしてはほとんどが３峰性のもので

あり，高橋ら１６）の結果と一致するものとなった。

手掌を対象とし機械的刺激および電気刺激を与

え導出された SEP の初期成分を比較すると電気

刺激の方が短く差の検出された報告は多い４）２７）。

これは，機械的刺激の場合，受容器における利用

時の余分な時間を要すること，また，機械的刺激

によって駆動される求心性線維は電気刺激によっ

て動員されるものより最高伝導速度が遅いとい

う，２つの機序によって説明されている２８）。顔面

皮膚を対象とした研究でも，電気刺激の方が潜時

が短くなる傾向は認められているが，有意差はほ

とんど認められておらず，これは三叉神経では求

心路が短く伝導速度の違いによる潜時の差が現れ

にくいためと考えられている２９）。今回の歯牙を用

いた研究においても，刺激方法による潜時を比較

した場合に有意差がほとんど検出されなかったの

は同様の理由によるものと思われた。

２）後期成分

歯牙電気刺激による SEP 後期成分に関して

は，疼痛との関わりをみるために多くの研究が行

われている。近藤３０）は上顎中切歯に刺激を与え P

１０９，N１７３，P２５２の陽－陰－陽の電位がみられた

と 報 告 し て い る。Chen ら４６）も ま た，N６５，P

１２０，N１７５，P２６０，N３４０という後期成分を導出

している。このように歯牙電気刺激による SEP

後期成分に関する報告には１２０msec 以降に陽－

陰－陽の三相性電位を得たとするものが多

く３１）３２），今回著者が得た波形もそのパターンを示

していた。

上顎および下顎での SEP 潜時の比較について

は電気刺激でははっきりとした差がみられなかっ

た。片岡ら３３）は SEP の潜時は５０msec 以内では個

体間変動は小さいが，後期成分，特に２００msec

以降の潜時は個体間変動が大きいという報告を

行っている。今回の結果も個人差により，上顎お

よび下顎間の潜時の差の傾向が不明瞭になったも

のと考えられた。

一方，三叉神経領域に機械的刺激を与えて導出

した SEP 後期成分に関する研究は少なく，波形

パターンも明らかにされていない。柳澤ら３４）は下

唇部皮膚面に触刺激を与えて，５０msec から３００

msec の範囲では，P８０，N１１２，P１３５，N１７４，P

２４２という SEP を導出し，特に P１３５，N１７４，P

２４２の出現率が高かったとしている。また，波形

パターンの特徴として大きな陽性頂点である P

１３５と立ち上がりの鋭い陰性頂点 N１７４をあげてお

り，今回得た再現性の高く立ち上がりの鋭い P

１４０はこれとよく似た波形を示していた。このこ

とから，刺激開始後１４０msec 付近に現れる陽性

頂点は三叉神経領域における機械的刺激からの

SEP 後期成分の特徴であると考えられた。

３．振幅について

１）初期成分
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初期成分の振幅は刺激強度に依存し増減すると

いう性質があり２１），被験者の主観を反映しないた

め客観性に優れるとされている８）。

電気刺激による SEP 初期成分の振幅は刺激の

対側である T３で最も大きい値を示した。これは

松崎２１）の結果と一致する。口唇を対象とした関

ら２０）や，歯齦を対象とした Barker ら３５）の報告に

おいても刺激の対側優位であったとしている。今

回の計測においてもＴ３はＴ４，Cz に比べ有意

に値が大きかったことから，痛覚刺激となる歯髄

電気刺激では刺激と対側の第１次感覚野にあたる

側頭部に限局して SEP 初期成分が導出されるこ

とが示された。

一方，機械的圧刺激による SEP 初期成分の振

幅を導出部位別にみてみるとはっきりとした差は

みられなかった。田中１５）は刺激と同側の側頭部か

らのみ SEP が導出されたとしているが，これは

上顎中切歯を刺激したものであり，上顎中切歯部

の神経支配が左右双方の三叉神経によってなされ

ていることと，歯根膜の固有受容器ニューロンが

数歯にわたって支配していることを考慮すれば，

側切歯を用いた今回の研究では，異なる結果が出

ることは充分考えられる。三叉神経の上行性伝導

路は感覚の種類によって異なる。歯根膜機械受容

器からの由来の一次求心性線維は，三叉神経節あ

るいは三叉神経中脳路核に細胞体をもつニューロ

ンの末梢突起であり，三叉神経節に細胞体をもつ

ニューロンは三叉神経主感覚核および脊髄路核に

存在する二次ニューロンに結合する３６）。一方，痛

覚は三叉神経節から三叉神経脊髄路核を経由し，

反対側の視床へ向かい，中心後回に至る。刺激に

よる SEP の波形パターン，潜時の違いはこのよ

うな体性感覚知覚伝導路の違いによることが考え

られる。また，サルでは圧覚，触覚を伝達する視

床への非交叉性線維の存在も報告されており３７），

反対側のみならず同側の中心後回にも信号が投射

される。よって機械的圧刺激での導出部位による

振幅の差がなかったものと考えられた。

２）後期成分

SEP の後期成分，特に頂点潜時１００msec より

大きな陰性－陽性波は，刺激部位や方法に関わら

ず，Cz に最大振幅を示すといい，この電位は大

脳皮質連合野に特異的な注意機能を反映する電位

と考えられている３３）。Chatrian ら３８）は歯への電気

刺激による SEP を頭皮上の多数の部位より同時

記録し，刺激潜時ごとに mapping している。そ

れによると，刺激後約１００msec から３００msec に

出現する波形は頭皮上のどの部位からも導出する

ことができるが，その最大振幅は Cz での波形に

みられると述べている。近藤３０）や染矢ら３９）も T３，

T４に比べ，Cz による波形は明瞭で振幅が大き

かったと報告している。今回の結果においても，

機械的圧刺激，電気刺激共に Cz 優位の傾向がみ

られたが，有意差はあまり認められなかった。後

期成分の振幅については個体間変動が著しく大き

いとする報告があり３３）４０），そのため有意差が検出

されなかったものと考えられた。

SEP の後期成分ヘ痛み刺激が与えられた場合

にその刺激強度や痛みの強さと振幅の大きさが関

連するという多くの報告があり４１）４３）４５），歯への痛

み刺激による研究も報告されている１３）３２）４５）。ま

た，Bromm ら５）は同一被験者に対し手指に機械

的および電気的刺激を与えて SEP の変化を記録

したところ，５０～８０msec にみられる成分は刺激

方法により変化し，１４０～１６０msec および２８０～

３６０msec の成分は刺激の強度により変化すると

報告している。Chen ら４５）は，刺激の強さは N６５

－P１２０，P１２０－N１７５の振幅と正の相関があった

のに対し，N１７５－P２６０，P２６０－N３４０は被験者の

主観的な感じ方と正の相関があったとしている。

高３２）も N６５－P１００，P１００－N１５０の振幅は刺激電

流強度と強い相関を示し，N１５０－P２４５，P２４５－

N３６０の振幅は主観的疼痛と強い相関を示したと

述べている。このように，後期成分の中でも，よ

り早く出現する成分は刺激強度により変化し，遅

く出現する成分は被験者の主観的感覚を反映する

という性質を持つことが既に報告されている。今

回の研究では，機械的圧刺激においては上顎では

P１３５－N１５０，下 顎 で は P１３５－N１５０，N２４０－P

２６０の振幅が大きいという結果が出たが，電気刺
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激では２００msec 以前とそれ以降の頂点潜時間の

振幅に差はあまりみられなかった。これについて

は，機械的圧刺激では被験者は痛みを感じること

がなく，しかし刺激強さという点においては閾値

をはるかに超える圧を加えられていたため２００

msec より前の成分の振幅が大きくなり，電気刺

激では刺激強さとしては弱い電流を用いたことか

ら，２００msec 以前の成分の振幅は機械的圧刺激

のものより小さくなったと考えられた。

４．臨床的意義

刺激開始後約１０msec 以降の初期成分の発生源

は三叉神経の第１次感覚皮質であると考えられ，

後期成分は第２次感覚皮質，大脳皮質連合野に特

異的な注意機能を反映する電位と考えられてい

る。その性質としては初期成分は外因性要因の強

い波形で外界からの物理的刺激強度に依存し，後

期成分は内因性要因が強く痛みの主観的強度を反

映するといわれている４２）４６）。

初期成分は個体内変動はもとより個体間変動も

小さく３３）被験者の主観的感覚の影響を受けないた

め安定した波形が得られるといわれている４４）。し

かし，振幅は刺激強度に依存し増減をみせるた

め２１），電気刺激などの刺激の定量化が可能な方法

で臨床応用されている。今回，著者が用いた機械

的圧刺激方法では刺激強度の定量化は困難であ

り，疼痛の定量的把握などに初期成分を臨床応用

するには刺激方法にさらなる工夫が必要であると

思われた。

後期成分について，今回，両刺激方法によって

得られた SEP 波形パターンが異なったのは，圧

覚と痛覚という体性感覚の違いから被験者の主観

的感覚が大きく異なったためと考えられた。現在，

歯髄電気刺激による SEP 後期成分は主として局

所麻酔薬や笑気による鎮痛効果の指標として用い

られているが，歯根膜圧刺激による SEP 後期成分

もまた，矯正力に起因する歯の痛みなど歯根膜の

疼痛に関する臨床応用に有効であると思われた。

結 論

歯根膜圧受容器由来の SEP の特性を明らかに

することを目的に，成人男性９名を対象とし，機

械的圧刺激および電気刺激を上下顎右側側切歯に

与え，SEP の初期成分ならびに後期成分を導出

した。そして，刺激方法による差異，上顎および

下顎での差異，導出部位の差異による SEP の変

化について比較，検討し，以下の結果を得た。

１．５０msec までの初期成分のおいては，両刺激

方法とも波形パターンは類似し，刺激開始より約

１８，３０，４０msec 後に陽性波を持つ３峰性の波形

が得られた。上顎および下顎歯牙からの SEP の

波形パターンおよび極性は一致していた。

２．５０～３００msec までの後期成分においては，

刺激方法により波形パターンに違いがみられた。

機械的圧刺激では刺激開始より約１４０msec 後に

大きく立ち上がりの鋭い陽性波を持つ４峰性の波

形を得た。電気刺激では約１７０msec と約２５０msec

に大きな陽性波を持つ３峰性の波形が得られた。

上顎および下顎歯牙からの SEP の波形パターン

および極性は一致していた。

３．初期成分について，潜時は機械的圧刺激と電

気刺激を比較した結果，有意差はほとんど認めら

れなかった。刺激部位別に比較すると，下顎に比

べ上顎の方が潜時が短い傾向がみられ，機械的圧

刺激では P１８，電気刺激では N３７と P４０で有意差

が認められた。振幅は電気刺激では刺激と対側の

T３に有意差をもって大きな振幅がみられたが，

機械的圧刺激では導出部位による差はほとんど認

められなかった。

４．後期成分について，潜時は刺激部位別に比較

すると，機械的圧刺激では P１４０以降で，下顎に

比べ上顎の方が潜時の短くなる傾向があり P２１０

と P２６０で有意差が認められたが，電気刺激では

有意差は認められなかった。振幅は両刺激方法と

もに導出部位による有意差はほとんど認められな

かった。

以上より，機械的圧刺激による歯根膜圧受容器

由来の SEP は歯髄電気刺激による SEP と同様，

三叉神経体性感覚の求心路のモニターとして有効

であり，歯根膜感覚受容器の客観的検討の手段と

しての有用性が示唆された。
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Somatosensory evoked potentials following tooth stimulation：
Early and late components evoked by mechanical and electrical stimulations

Tomoko TORIKAI, Kunihiko NOJIMA, Yasushige ISSHIKI
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The purpose of this study was to elucidate the characteristics of somatosensory evoked potentials

(SEP) originating from baroceptors in the periodontal ligament. SEPs induced by mechanical and elec-

trical stimulations were evaluated clinically in relation to stimulation method, stimulus location and

leading site. The tested teeth were the upper and lower right lateral incisors of nine healthy male adult

volunteers. The leading sites were T 3, T 4 and Cz, and the SEPs were composed of the early compo-

nents with latencies of 50 ms and the late components with latencies of 300 ms.

The early components of SEPs induced by mechanical and electrical stimulations showed the same

waveform patterns. There was no difference in waveform patterns among the different stimulus sites.

In addition, no significant differences were hoted in the latencies and amplitudes among the different

stimulus sites or leading sites. In the late components, there were also no differences in waveform pat-

terns among the stimulus sites, but a difference in waveform patterns was recognized between the two

stimulus methods. There was no difference in the amplitudes among the different leading sites.

These results suggest that the SEPs induced by mechanical stimulation of the periodontal ligament

are clinically available together with the SEPs induced by electrical stimulation of tooth pulp for moni-

toring trigeminalafferent activities, and are also applicable for the objective investigation of sensory

receptors in the periodontal ligament. （The Shikwa Gakuho，１０１：６３５～６４７，２００１）
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