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緒 言

ブラキシズムは顎口腔系において最も注目を集

めている習癖であり，特にブラキシズムと顎関節

症との関係を明確にするために様々な研究が行わ

れてきた１～５）。ブラキシズムは，昼間あるいは夜

間に起きる目的のない常習的なグラインディン

グ，クレンチング３，４，６，７，８，９），クリッキングあるいは

ナッシング１０）であると定義されている。Olkinuora

の理論によると１１）非緊張性ブラキシストは，夜間

にグラインディングを行い，緊張性ブラキシスト

は日常のストレスに反応し，昼間に主にクレンチ

ングを行うと考えられている。

Rugh と Solberg１２）は，初めて携帯式筋電計を

用いてブラキシストにおける筋活動を測定し，患

者の日常生活におけるブラキシズム活動の記録を

可能にした。さらにこの携帯式筋電計を使用する

ことによって，自然な環境における夜間ブラキシ

ズムの解明に役立った８，９，１３，１４，１５）。

クレンチングが頻繁にあるいは長時間行われる

と歯，歯周組織，咀嚼筋，顎関節といった顎口腔

系に影響を及ぼす。また顔面痛，過度の咬耗，歯

周病，歯牙の動揺，咀嚼筋痛，疲労感，筋肥大，

顎関節痛など，様々な症状が引き起こされ

る３，６，７）。これらの症状はブラキシズムの程度と頻

度に関係しているといわれている１６）。

ブラキシズムを行っているかどうかは，ほとん
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抄 録：本研究は，筋電計を用いて非就眠時のブラキシズムを検知する方法を見出し，その特徴を
分析することを目的とした。被験者は，非就眠時のブラキシズムが疑われる患者７名（Ｂ群）とブラ
キシズムをほとんど行わないと思われる患者５名（Ｃ群）とした。計測部位は両側咬筋中央部および
両側側頭筋前部とし，計測項目は，１０分間の黙読，中心咬合位における軽いタッピング，側方運
動，８秒間の最大クレンチング，グミゼーリ１個の咀嚼および１０ml の水の嚥下とした。タッピン
グ時，側方運動時，咀嚼および嚥下時におけるB群と C群の筋活動を比較すると有意差は認めら
れなかった（Ｐ＞０．０５）。１０分間の読書時の筋活動を比較すると，咬筋の場合にはＢ群の方が有意に
筋活動量は大きかった（Ｐ＜０．０５）。結論として，非就眠時のブラキシズムの診断のために１０分間の
読書時における咬筋筋活動を記録することの有効性が示唆された。
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どの場合には患者はもとより術者も気が付かない

ことが多く，明確な症状や徴候が存在しないため

に，その診断は困難である。ブラキシズムの診断

には現在さまざまな方法やクライティリアが使用

されている９，１５）。しかし，いずれも就眠時に関す

るものであり，非就眠時のものは未だ確立されて

いない。臨床において，総義歯や遊離端義歯装着

者の中には，義歯の維持，安定，適合状態などが

適切でも床下粘膜の疼痛を主訴として頻繁に調整

に来院する症例がある。これらの主訴の原因は非

就眠時のブラキシズム，特にクレンチングが考え

られる。そこで，本研究はこのような習癖が疑わ

れる総義歯あるいは遊離端義歯装着者に対して，

筋電計を用いてその習癖を検知する方法を見出

し，その特徴を調査することを目的とした。

方 法

１．被験者

東京歯科大学の水道橋病院に来院した患者の中

から被検者として１２名を選択した。ブラキシズム

の疑われる群（午前中には床下粘膜の疼痛はない

が，夕方になると咀嚼していなくても疼痛が生じ

る患者群；以下Ｂ群とする）として女性３名と男

性４名を，コントロール群（前者のような症状が

ない群：以下C群とする）として女性２名と男性

３名を選択した（５１～８２歳，平均年齢：６７．６歳）。

被験者に研究の内容を説明し，同意を得た。全て

の被験者は総義歯あるいは遊離端義歯を装着して

から２ヶ月以上経過し，維持，安定，適合などに

問題はなかった。

すべての被験者について，問診によるブラキシ

ズムの自覚や痛みの有無など調査し，また咀嚼

筋，頭頸部の筋の圧痛や，顎関節の雑音などの有

無を調査した。装着した義歯の維持，安定，適合

性，咬合状態および咬合高径を確認した。

２．測定装置

本研究では診療室で使用可能な小型で高性能の

筋電計を使用した。使用した筋電計はMega Elec-

tronics 社製のMuscle Tester Me３０００P Profes-

sional System で，プリアンプを不関電極に直接

接続するので雑音が発生しない特徴がある。この

プリアンプの感度は±１µV。ME３０００P筋電計シ
ステムでは，内蔵されたマイクロコンピュータに

筋活動を記録し，保存した。つぎに，記録された

データを光ケーブルでパーソナルコンピュータに

転送し，専用解析ソフトウェアーを用いて分析し

た。本研究では，左右の咬筋と側頭筋の筋活動を

同時に測定するため，４チャンネルを使用し，サ

ンプリング周波数は１０００Hz，信号処理はアベ

レージモード，サンプリング時間は０．１秒，皮膚

抵抗は８Ω以下とした。使用した筋電計の精度
を確認するために予備実験として筋活動を測定し

ながら，頭や首を動かした場合および電磁波（テ

レビ，電話，蛍光灯など）による影響を調べ，実

験に影響を及ぼさないことを確認した。

３．計測手順

筋活動を測定するには表面電極を使用し，計測

対象を左右側の咬筋中央部および側頭筋前部筋束

とし，不関電極は耳介後方部に配置した。計測部

位の基準点は，咬筋の場合，耳垂切痕と口角とを

結ぶ直線と外眼角と下顎角とを結ぶ直線との交点

とした。側頭筋の場合には，耳垂切痕と外眼角と

を結ぶ直線上で外眼角より後方約２cmの点より

垂直に約３cm上方の点とした。電極間距離は

２．５cmとした。皮膚抵抗は電極を貼付するとき

に確認した。電極を貼付する前に皮膚を専用クレ

ンシングジェルにて洗浄した。

実験時に全ての被験者を安静な状態で診療台に

座らせ，以下の計測項目を行わせた。

１）１０分間の黙読：自分の興味のある新聞，雑

誌，本などを持ってくるように指示し，黙読を

指示した。

２）中心咬合位におけるタッピング：約１回／秒

のタッピングを１０回行うように指示した。

３）側方運動：５回に行わせた。

４）最大クレンチング：全ての被験者にできるだ

け強く８秒間のクレンチングを行うように指示

し，これを３回行なった。この場合にクレンチ

ングとクレンチングの間に３０秒間の安静をとっ

た。
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５）咀嚼：グミゼーリ１個の咀嚼から嚥下までを

１回行った。

６）嚥下：１０ml の水の嚥下を２回行った。

４．分析方法

被験者間の筋活動を比較するために，各筋活動

を各々の被験者の最大クレンチングに対するパー

セント（％MVC）で表すことにした。統計的な分

析にはMann－Whitney U－test を使用した。本研

究で使用した有意水準は５％である。

最大クレンチング時のデータは，３回のうちの

最大値を使用した。また，読書時の筋活動は１分

間ごとに算出し，１０分間の筋活動の平均を求め

た。中心咬合位におけるタッピング時のデータは

１０回の平均を，側方運動時のデータは５回の筋活

動の平均を，咀嚼時のデータは咀嚼開始から嚥下

までの筋活動を，水の嚥下のデータは２回の筋活

動の平均を求めた。

筋活動の分析には池田ら１５）のブラキシズム判定

基準を参考にした。この判定基準は，筋放電と筋

放電の間隔が，４秒以内のものをひとつ筋活動と

した場合に，筋活動が３秒以上連続し，最大クレ

ンチングの１０％以上になった場合にブラキシズム

とするものである。

なお，本研究はすべてヘルシンキ宣言を遵守し

て行った。

結 果

表１に両群の調査結果を示した。Ｂ群とＣ群に

おける咬筋と側頭筋の最大クレンチング時の結果

を表２に示した。前述したように，すべてのデー

タを最大クレンチング（MVC）に対するパーセン

トで表した。

中心咬合位におけるタッピング時，側方運動

時，咀嚼時あるいは嚥下時におけるＢ群とＣ群と

の筋活動を比較すると咬筋，側頭筋ともに両群間

に有意差は認められなかった（表３）。読書時の筋

活動の場合にＣ群では，咬筋にほとんど筋活動が

認められなかったが，側頭筋には筋活動が認めら

れた。Ｂ群では両筋ともに筋活動が認められた。

読書時におけるＢ群とＣ群の筋活動を比較する

と，咬筋の場合には有意差が認められたが，側頭

筋の場合には有意差は認められなかった（表３）。

表１ 各被験者の調査結果

コントロール ブラキシスト

被験者数 ５名 ７名
女性／男性 ２／３名 ３／４名
平均年齢 ７３歳 ６１歳
補綴装置

上下顎総義歯装着者 ４名 ４名
上下顎遊離端義歯装着者 ０名 １名
上顎総義歯，下顎遊離端義歯装着者 １名 ０名
上顎遊離端義歯，下顎総義歯装着者 ０名 １名
上顎総義歯，下顎天然歯列 ０名 １名

各診査所見
床下粘膜の疼痛 ０名 ７名
触診時の筋痛 ２名 ２名
顎関節の雑音 ０名 １名
開口時の下顎偏位 ０名 ０名
頭痛 ０名 ２名
肩こり ０名 ０名
ブラキシズムの自覚 ０名 ４名
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表２ 各被験者の最大クレンチング時における筋活動電位を示す。
Ｃはコントロール群を，Ｂはブラキシスト群を表し，各値は平
均±SDを示す

被 験 者
右 側 咬 筋 左 側 咬 筋 右側側頭筋 左側側頭筋
（µV） （µV） （µV） （µV）

Ｃ１ ６５±２５ ７８±２７ ２６±１３ １１±６
Ｃ２ ２５±１２ ３０±１１ ３５±１２ ３３±１２
Ｃ３ ８７±３２ ７０±２６ ４２±２１ ３５±１３
Ｃ４ ２３±１０ ２５±１１ ６４±２３ ５９±２０
Ｃ５ ７４±２２ ８５±２２ ５４±１９ ２２±１０
Ｂ１ ５６±２５ ９７±３３ ８７±３４ ７０±３２
Ｂ２ ５５±１６ ４９±１５ ３２±９ ３７±１１
Ｂ３ ８１±１８ １０９±２５ ４９±１１ ５３±１４
Ｂ４ ４０±１３ ３６±１１ ５５±１９ ４８±１６
Ｂ５ １５０±４３ １２５±４１ ２１５±６５ ２１９±４２
Ｂ６ ４３±２１ ５１±３４ ３０±２０ ３９±２１
Ｂ７ ２１１±５８ １１７±６５ １３３±３５ １３８±４５

表３ 各計測項目における筋活動電位を最大クレンチングに対するパーセントで表示した。括弧内は
データの範囲を示す

計 測 項 目 計測対象 コントロール群ｎ＝５ ブラキシスト群ｎ＝７ Ｐ値

中心咬合位におけるタッピング
咬 筋 ２２±１６．９

［７－４３］
３８±２８．９
［１０－９２］

０．３７

側頭筋 ２７±８．８
［１７－４１］

３０±２２．３
［８－７２］

０．９３

側方運動
咬 筋 ２３±１７．８

［２－５０］
２４±１９．０
［５－６０］

０．８７

側頭筋 ２６±１５．５
［６－４７］

２２±１１．８
［１３－４６］

０．３７

グミ咀嚼
咬 筋 ４９±２１．５

［２８－８１］
５９±１１．６
［４８－７８］

０．３７

側頭筋 ５７±２０．１
［４２－９２］

５０±１１．３
［３３－６４］

０．６２

水嚥下
咬 筋 １７±８．５

［７－３０］
３３±２６．７
［６－８４］

０．３２

側頭筋 ２７±１０．３
［１２－３８］

２７±１９．０
［６－２４］

０．６２

１０分間の黙読
咬 筋 ０±．４４

［０－１］
５±３．６
［１－９］

０．０１４＊

側頭筋 ３±３．２
［０－８］

６±４．０
［１－１３］

０．３２
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そこで，読書時における咬筋筋活動に着目し，ブ

ラキシズムについて前述したブラキシズム判定基

準を用いて，詳しく分析を行った。この結果，Ｃ

群にはブラキシズムは全く存在しなかったが，Ｂ

群では１０分間の読書時に平均６回（２～１０回）のブ

ラキシズムが存在した。ブラキシズムイベント持

続時間，総持続時間および筋活動量の結果を表４

と図３に示した。

表４ ブラキシズムの判定基準を使用して分析した結果

B１ B２ B３ B４ B５ B６ B７

ブラキシズムイベント
の頻度 ４ ９ ６ １０ ９ ２ ３

ブラキシズムイベント
持続時間

６５．０±３２．０

［３６．９‐１１０．６］

２０．３±２０．７

［３．４‐５５．６］

３２．７±２６．７

［５．８‐８０．６］

７．１±６．４

［３．５‐２４．２］

５．３±１．７

［３．７‐８．７］

１７．８±１６．８

［５．９‐２９．７］

７．３±１．８

［６．２‐９．４］

ブラキシズムの総持続
時間（秒） ２６０．１ １８２．８ １９６．７ ７１．２ ４７．５ ３５．６ ２１．８

ブラキシズムの筋活動
電位（％MVC）

１２±３ １９±７．３ １５±３．５ ４１±９．３ １５±４．４ １３±７．８ １１±１．６

図１ 各被験者の最大クレンチング時の各筋筋活動電位

咬 筋 側頭筋

図２ 最大クレンチングに対する読書時の両群筋活動の比較

咬筋 Pvalue＝．０１４ 側頭筋 Pvalue＝．３２９
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考 察

昼間に生じるブラキシズムについての研究の数

は少ない。おそらく自然な環境下で筋活動を記録

することが困難であること，また患者はもとより

術者も非就眠時のブラキシズムに気がつかないこ

とが原因として考えられる。

また臨床において，義歯装着者の床下の疼痛の

原因を明らかにすることが困難な場合があり，そ

の原因がパラファンクションにあったとしても，

それを評価する臨床的な方法を欠いている。我々

は，床下粘膜にかかる負担という観点から，床下

粘膜の疼痛の原因の一つとして考えられる非就眠

時におけるブラキシズムに着目し，義歯装着者に

おける非就眠時のブラキシズムの検知方法を確立

するための研究を計画した。

本 研 究 で は，Kampe ら４），Rutrick６）お よ び

Hudzinski１０）らの報告をもとに，ブラキシストの

筋活動は安静時において非ブラキシストよりも高

いという仮説を設定した。また Sheikholeslam

ら１７）が，口腔顔面痛や顎機能障害を有している患

者の筋活動は，健康なヒトよりも高いことを筋電

図によって解明したことも考慮した。

合目的な運動，例えば咀嚼，嚥下，あくびある

いは夜間ブラキシズムなどの不随運動における咀

嚼筋の筋活動の調査に筋電計が使用され

る９，１２～１５，１８，１９）。本研究では，ブラキシストの筋活動

電位の値は非ブラキシストよりも高いということ

に基づいて４，６，１０，１７），筋活動をタッピング，側方運

動，咀嚼，嚥下の状況下で記録し，比較した。し

かしながら，両群間にこれらの運動における咬筋

および側頭筋の筋活動には有意差が認められな

かった（表３）。しかし，１０分間の黙読時の咬筋筋

活動においてＢ群はＣ群よりも高いことが判明し

た（表３，図１，２）。被験者は１０分間の黙読以外

は指示された運動を意識的に行ったが，黙読の場

合には特定の指示をしてなかったため，無意識下

でのブラキシズムが発生したものと考えられる。

計測はすべての被験者に測定日を変えて２回行っ

たが，同様の結果が得られたことから偶然ではな

いことが解る。

本研究の結果では黙読における側頭筋の筋活動

は両群に持続的な活動が認められて，両群間に有

意差が認められなかった。この結果は以前に行わ

れている研究の結果と一致している２０，２１）。側頭筋

は下顎位の変化に敏感であり，また，下顎位の安

定の維持に関係している。本研究では黙読時にで

きるだけ自然な環境で筋活動を記録するために，

頭の位置を固定しなかったが，この場合に下顎は

前方または側方に位置していた可能性があり，こ

のために側頭筋には持続的な筋活動が認められた

と考えられる。

前述したように，両群の黙読時における咬筋筋

活動を比較すると有意差が認められた。そこで，

頻
度

被
験
者

持続時間（秒）

頻
度

被
験
者

イベントの筋活動電位（MVC％）

図３ 読書時におけるブラキシズム群のブラキシズム
頻度，持続時間および筋活動電位

ピケロ，他：義歯装着者における非就眠時ブラキシズムの診断９１０

― 58 ―



非就眠時のブラキシズムであるかどうかを確かめ

るために，ブラキシズムの判定基準を用いてさら

に筋電図の分析を行った。

ブラキシズムの判定には様々な基準がある

が５，１２，１５，１９），本研究では池田らによって発表された

夜間ブラキシズムの判定基準を参考にした１５）。こ

の判定基準は筋電図だけではなく，心電図および

脳波も同時測定し，多くの因子により分析されて

設定されたものであり，信憑性が高いと判断し

た。ブラキシズムの研究の多くは，咀嚼筋の筋活

動を µVで表しているが，ヒトによって最大クレ
ンチングにおける筋放電量は異なるため，ブラキ

シズムの判定基準の一つである筋放電量に関して

は，µVよりもそれぞれの被験者の最大クレンチ
ングに対するパーセントで表した方が正確である

と考え，本研究ではMVCを用いた。夜間のブラ

キシズムと非就眠時のブラキシズムの原因は異

なっているために，それぞれを別々の習癖として

扱う研究者もいる１，４，２２）。しかし，我々は原因が異

なったとしても夜間のブラキシズムと非就眠時の

ブラキシズムとで，筋活動そのものは差がないと

考えた。

ブラキシズムの判定基準を使用し，今回のデー

タを分析するとコントロール群にはブラキシズム

イベントがなく，ブラキシスト群にはブラキシズ

ムイベントがすべて存在した。また図３に示すよ

うに非就眠時のブラキシズムにはヒトによってブ

ラキシズムのパターンが異なることが解かった。

そのパタ－ンは，�筋活動電位が高く，持続時間
は短いが，頻度が多いもの（被験者Ｂ４）。�筋活
動電位が低く，持続時間は長いが，頻度が少ない

もの（被験者Ｂ１）。�筋活動電位が中等度で，持
続時間が長く，頻度が多いもの（被験者Ｂ２とＢ

３）。�筋活動電位が中等度で，持続時間は短
く，頻度が多いもの（被験者Ｂ５）。�筋活動電位
が中等度で，持続時間は短く，頻度が少ないもの

（被験者Ｂ６）が存在した。

今までは，ブラキシズムのパターンは，筋活動

電位と筋活動の持続時間を考慮して，律動的で咀

嚼様の空口運動のものと持続的な等張収縮を行う

ものの二つに定義されていた９，１５）。ブラキシズム

のパターンを定義する単語は，クレンチング，グ

ラインディング，ナッシング，ブレイシング，

タッピングなど様々である。しかし，筋電図を観

察するだけでこれらのタイプを区別することは困

難である。本研究ではあえて観察されたブラキシ

ズムのパターンに従来からの名を付けることに拘

らず，それぞれのパターンに関係している三つの

因子（筋活動の持続時間，筋活動電位と筋活動の

頻度）について分析することがブラキシズムの特

徴を分析するために重要であると考えた。

本研究の被検者においては，頻繁に生じる床下

粘膜の疼痛の原因が非就眠時におけるブラキシズ

ムであるという仮説が支持された。床下粘膜に圧

力をかけることによって細胞的な変化が認められ

ていることがいくつかの研究で報告されてい

る２３，２４）。骨吸収，上皮組織と粘膜固有層圧縮，炎

症性変化，釘脚の変形と短化などの変化は，圧力

の持続時間と力に関連している。持続時間の長い

ブラキシズムや，頻度が多く強いブラキシズム

は，床下粘膜へのストレスの結果として床下粘膜

の疼痛が生じると考えられる。

診療計画を立てる前に患者がブラキシズムの習

癖を有意しているかを確認することは必須なこと

であり，特に義歯装着者の場合に，非就眠時にお

けるブラキシズムの診断を行うことは診療の成功

の鍵となろう。
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