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約

歯科臨床を行ううえで，ブラキシズムの対応に悩ま

はじめに

される機会は少なくない。本稿では咀嚼筋筋電図を用

ブラキシズムは顎関節症の発症因子，歯周疾患の増

いたバイオフィードバックトレーニングによるブラキ

悪因子であるとともに，歯の咬耗，アブフラクショ

シズムのコントロールを概説する。本バイオフィード

ン，歯根破折，補綴装置の破損，インプラント適応の

バックトレーニングは，ブラキシズム減少を本人に自

制限などに影響し，歯科治療を行う上で障害となるこ

覚させることにより，セルフコントロールを行うこと
を目標とする行動療法である。開発した装置，抑制効
果，効果の持続性，今後の課題について述べる。

とが多い１）。このような弊害が広く知られているにも
かかわらず，その治療法には未だ有効な手段がないの
が現状である。歯科の二大疾患とされる「う蝕」や「歯
周疾患」の原因が，それぞれの原因菌による「感染
症」であることから，感染に対する対策である「イン
フェクションコントロール」として治療法，予防法が
進んでいる一方，
「フォース（力）コントロール」が
必要とされるブラキシズムは，その発症原因，増悪因

キーワード

ブラキシズム／バイオフィードバック／
筋電図

子，持続因子もいまだに解明されていない点が多い２）。
ブラキシズムには，大きく分けて日中のくいしばり
（クレンチング）に代表される覚醒時ブラキシズム

６

●

1218

日本歯科医師会雑誌 Vol．
６５ No．
１０ ２０１３−１

と，睡眠時の歯ぎしり（グラインディング）に代表さ
れる睡眠時ブラキシズムがある。睡眠時ブラキシズム
は，睡眠状態との関わりが大きく，中枢の関与が示唆
されている。このことは睡眠中の筋電図や脳波をはじ
めとする複数の生体現象パラメータを測定したポリソ
ムノグラムによる研究で明らかにされてきた３）。しか
しながら，このようなセンサーを多数装着する検査
を，日常生活環境のなかで日中に行うことには無理が
あり，覚醒時ブラキシズムを客観的に評価する場合の
障壁となっている。
しかしながら，覚醒時ブラキシズムは，睡眠時ブラ
キシズムと同程度，場合によってはそれ以上に顎関節
図１

バイオフィードバックトレーニン
グの例
脳波を利用したリラクゼーション
トレーニング。

症に及ぼす影響が大きいという認識があり，たとえ上
下顎歯が軽度に咬合接触するだけでも為害作用を及ぼ
すことが知られている４）。したがって，ある程度の強
さを持続したクレンチングが顎口腔系に及ぼす影響は
大きなものとなることは想像に難くない。その対策を
講じるため，職場や学校などの日常生活環境下で日中

はある程度の効果が認められたが，装置をはずすと元

の咀嚼筋筋電図を測定し，治療に結びつくシステムが

の状態に戻り，学習効果とも言うべきトレーニング効

必要と考える。

果が得られなかったことがあげられる。もう一点は，
睡眠中にブザーが鳴るため，覚醒させられるといった

１．バイオフィードバックとは

ことも臨床応用の点では障害となった。その後も睡眠
時ブラキシズムへのバイオフィードバックトレーニン

血圧が高い人は，血圧測定の結果，検査値が正常範

グ方法の改良が試みられたが６），普及するには至って

囲を超えて高いことを知る。このように，自分自身の

いない。やはり，情報を意識的に認識しにくい睡眠中

ことではあるが，数値化して初めて状態を把握できる

のバイオフィードバックトレーニングを実施すること

生体現象が多い。そこで，センサー，検査機器という

は困難であると考えられる。

工学的手法を通して生体情報を認知し，知り得た情報

日中のバイオフィードバックトレーニングとして

をもとにセルフコントロールにより生体を調節しよう

は，ストレスが関与している顎関節症患者に対して，

という手法がバイオフィードバックである。脳波を指

筋電図バイオフィードバックトレーニングが治療の一

標にリラックスすることなどが一例としてあげられる

助になること７），筋弛緩トレーニング効果には自律神

（図１）
。

経との関連があること８）などを報告してきたが，いず

ブラキシズム制御に対するバイオフィードバック応

れも診療室ないしは研究室に設置した装置を使用した

用の試みは４０年ほど前に遡る。表面電極を咬筋に貼付

ものであった。これらの目的が咀嚼筋の筋弛緩トレー

し，一定の筋活動を感知した際にブザーが鳴ることで

ニングであったことから，最も咀嚼筋に負担のかかる

自覚を促し，ブラキシズムを止めさせる，というもの

非機能運動であるクレンチングを測定し，セルフコン

５）

である 。しかしながら，睡眠時ブラキシズムを対象

トロールする手段が必要と考え，携帯型筋電計による

としたこの方法は，期待したような効果が得られたと

筋電図バイオフィードバック装置を開発するに至っ

は言い難かった。

た。

一つには，バイオフィードバックトレーニング期間
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ら，運転時に使用できず，職場や学校での使用も制限

２．携帯型筋電計による
バイオフィードバック装置

されるであろうことから，携帯電話程度の大きさに改
良した１０）。本体をポケットに入れ，振動でフィード
バックする，いわゆる携帯電話のマナーモードを想定

日常生活環境下で咀嚼筋の筋電図を測定するために

したシステムであった。その後，さらに小型化を図り

は，まず小型であること，長時間使用し患者自身で操

現在のシステムは本体の重量が１６g（電池を含む）の

作するため安全性が確保されることが必要である。研

補聴器型となっている１１）。

究者の立場としては，詳細な情報を得たいという気持

このシステムの利点として，電極と本体間の距離が

ちは隠せないが，操作が煩雑になることや故障・メイ

短く，電極部に内蔵されたバッファーアンプの効果１２）

ンテナンスを考慮し，シンプルな構造にすることとし

と相俟ってノイズが混入しにくいこと，さらには頭髪

た。もし詳細な検査が必要であれば，簡便な方法でス

により装置を隠せるため，装置を装着していることが

クリーニングを行った後に検査室で詳細に測定すれば

周囲に気づかれないことが挙げられる（図２）
。
このようにして，筋電計としては，安全で小型かつ

良いであろうという発想である。
最初の試作機は携帯型オーディオ装置を想定したも

使用者自身の操作が可能という点を解決した。クレン

ので，筋電図の情報がヘッドフォンから聴覚フィード

チングを知らせるバイオフィードバック信号として

９）

バックされる，というものであった 。しかしなが

は，ブザー音による聴覚フィードバックを選択した。
耳掛け式であることから，周囲に気づかれずに本人の
みが可聴な音量とすることで，日常生活に支障をきた
すことがない。
日常生活でバイオフィードバック装置として使用す
るためには，フィードバック信号を発生させる際のト
リガーとなる閾値設定が問題となる。クレンチング以
外にも筋電図として記録される現象は多く，咀嚼，嚥
下，発話，表情の変化などの動作も当然ながら筋活動
として記録される。さらに側頭筋を対象とした場合に
は瞬きも大きな問題となりうる。

図２

携帯型筋電図バイオフィードバック装置
装置は耳掛け式で側頭筋から筋電図の導出を行う
（図左）。髪でおおわれると本装置は外観に触れないよ
うになる（図右）。

記録されたデータからは一見してブラキシズムとそ
の他の信号を見分けることは容易ではないように思わ
れる（図３）
。しかし，日中のクレンチング時の筋電
図波形の特徴として，咀嚼時等
の機能運動と比較して，持続時
間が長くなっている点が挙げら
れる（図４）
。そこ で，筋 電 図
波形の振幅（咬みしめ強さ）と
持続時間（咬みしめ持続）の組
み合わせによりクレンチングと
咀嚼を識別することが確認でき
た１３）。しかしながら，個人ごと

図３

８

●

記録した筋電図波形
全波整流，実効値変換した波形を表示している。
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のクレンチング時における筋電
図の振幅や持続時間の様相が異

図４

機能運動と非機能運動の筋電図波形の違い（文献１３を改変）
クレンチング時は一定の筋活動量を保ったまま筋活動が持続している
（図左）のに対し，機能運動では筋活動量は大きいものの，持続時間が
短いバーストであることが分かる（図右）。この場合は，２０％MVC で
４秒間に設定した閾値が有効となる。

なることから，バイオフィードバックトレーニング時
には，個人ごとにトレーニング閾値を設定しなければ
ならないことも併せて判明した。
以上のことから，被験者個々にトレーニング閾値を
設定した日常生活環境下におけるバイオフィードバッ
クトレーニングを行うことが可能となった。

３．バイオフィードバックによる
ブラキシズムの制御
１）日中のクレンチング習癖者に対する
バイオフィードバックトレーニング
日中のクレンチング習癖を自覚する２０名に対し，４

図５

バイオフィードバックトレーニング結果（文献１４を
改変）

BF 群で４日目にクレンチング回数が減少した。

日間連続で日中の筋電図を測定した。このうち１０名は
バイオフィードバックトレーニングを行い（BF 群）
，
。BF 群で
残る１０名は筋電図測定のみ行った（CO 群）

効果の影響を受けず，バイオフィードバックトレーニ

は２日目および３日目にバイオフィードバックトレー

ングがクレンチング抑制効果を発揮したことが分か

ニングを行い，クレンチング発生回数を比較した。

る１４）。

CO 群では４日間を通してクレンチング回数に変化が
認められなかったが，BF 群ではクレンチング回数の
減少が認められ，トレーニング後の４日目でも効果が
確認された（図５）
。
この結果より，装置を装着することによるプラセボ

２）バイオフィードバックトレーニング
効果の持続性
このように，バイオフィードバックトレーニングの
効果を確認できたが，果たしてその効果にどの程度持
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１２名の BF 群と，１０名の CO 群に対し，前述のバイ
オフィードバックトレーニングと同様に行い，さらに
Numerical Rating Scale（NS）を 用 い て 被 験 者 の 疼
痛レベルの評価を行った。NS は，疼痛の主観的評価
として Visual Analogue Scale と並び広く用いられて
おり，０（無痛）〜１０（最大の疼痛）の１１段階の数値
で評価を行うものである。
今 回 の 検 討 で は，NS が１〜３を mild，４〜６を
moderate，７以上を severe と分類し検討を行った。
図６

バイオフィードバックトレーニング１日目と比較し
た，４日目および１ヵ月後のクレンチング回数
バイオフィードバックトレーニング後に減少したク
レンチング回数が１ヵ月後も持続している。

severe が１名のみであったことから，検討から除外
し，クレンチング回数が３０％以上減少した人数の比較
を行ったところ，moderate が mild と比較してイベ
ントの減少率が高かった１６）。
このことから，疼痛レベルの高い方がバイオフィー
ドバック訓練によるクレンチング抑制効果が高くなる

続性があるのか，という点が次の関心となる。そこ

可能性が示唆された。一方で severe のデータの分析

で，バイオフィードバックトレーニング後の持続性に

が今後の検討課題として残った。

ついて検討を行うため，前述のスケジュールでバイオ
フィードバックトレーニングを行い，さらにバイオ
フィードバックトレーニング１ヵ月後の筋電図を測定

４）トレーニング閾値の設定法について
クレンチングの検出力を高めるには，筋電図波形の
振幅をより低い値に，また，持続時間をより短くする

した。
１日目，および４日目のクレンチング回数と１ヵ月

ことで感度を上げることができる。しかしながら，そ

後におけるクレンチング回数を比較したところ，バイ

の場合咀嚼や会話などの機能運動中の筋電図も包含す

オフィードバックトレーニング１ヵ月後のクレンチン

ることとなり，特異度が低下する。臨床的な観点から

グ回数はトレーニングの１日目と比べ有意に少なく，

は，誤動作しないよう特異度を高く設定する必要があ

トレーニング後の４日目と同じレベルを保っていた

る。したがって，特異度が１００％となる振幅と持続時

（図６）
。このことより，バイオフィードバックトレー

間の組み 合 わ せ の 中 で，最 も 感 度 が 高 く な る よ う

ニング１ヵ月後においても学習効果が持続しているこ

フィードバック信号を発生させるトレーニング閾値を

１５）

とが確認された 。

１つ設定する１７）。しかしながら，トレーニング効果が

以上のことから，日中のクレンチングを対象とした

さほど高くなかったケースも少数ながら認められた。

バイオフィードバックトレーニングにより，クレンチ

そこで，トレーニング閾値を複数設定することでト

ングの抑制，さらには学習効果が得られることが示さ

レーニング効果を改善できるかという点を検証した。

れた。

その結果，クレンチングを自覚する２０名中１８名におい
て効果的な閾値を２種類まで設定することが可能であ

３）バイオフィードバックトレーニングと
疼痛レベルの関連性
クレンチングを自覚し，咀嚼筋痛がある，といって

り，３種類以上設定可能なケースはなかった。このよ
うに複数の閾値を設定することにより，クレンチング
８％向上する（図７）
。
の検出率は２５．

も疼痛レベルにはばらつきがある。そこで，疼痛レベ

このことから，患者によっては複数の閾値を設定す

ルの違いがトレーニング効果に与える影響を検討し

ることにより，より高いトレーニング効果が得られる

た。

可能性が示された１８）。

１０

●
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図７

バイオフィードバックトレーニングに適する閾値

（文献１８を改変）

トレーニング閾値を複数設定することで，クレンチ
８％向上する。
ングの検出率が２５．
図８

日中と夜間のブラキシズムイベントの関係（文献１９

を改変）

５）日中のクレンチングと夜間のブラキシ
ズムの関連性

ブラキシズムの自覚がある者では日中のクレンチン
グと夜間のブラキシズムに高い相関関係があることが
認められた。

日常生活環境下において，日中と夜間睡眠時に咀嚼
筋筋電図を測定し，日中のクレンチングと夜間のブラ
キシズムの関連を調べた。
連続しない７日間の日中と就寝中の筋電図を測定
し，前述の方法により，筋電図波形上でそれぞれの回
数を測定した。その結果，ブラキシズムの自覚がある
場合，日中のクレンチングと夜間のブラキシズムとの
間に高い相関関係が認められた（図８）
。一方，ブラ
キシズムの自覚がない場合は相関関係は認められな
かった１９）。クレンチング習癖の自覚がある者は日中の
クレンチングと夜間のブラキシズムに相関関係がある
ことが示唆されたことから，日中のクレンチングを対
象としたバイオフィードバック訓練が夜間のブラキシ
ズムを抑制する可能性が考えられる（図９）
。現在こ
の点の臨床応用に向けた検討を加えており，この仮説
を支持する結果が得られつつある２０）。

４．今後の展望

図９

日中クレンチングの抑制による夜間ブラキシズムコ
ントロールの可能性
現在までの知見より，夜間ブラキシズムコントロー
ルの可能性が示され，臨床応用に向けての検討を行っ
ている。

メカニズムが明らかにされつつある現在，ブラキシズ
冒頭で述べたように，ブラキシズムは歯科の臨床に

ムのコントロールにより，歯科臨床の守備範囲が拡大

とって制約を課す大きな因子である。徐々にその発生

されることが期待される。その結果，顎関節症の治療
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１１

devices in the treatment of bruxism. J. South Calif. Dent.
Assoc.，４０：８５２〜８５３，１９７２．
６）Nishigawa, K., Kondo, K., Takeuchi, H. and Clark, G. T. :
Contingent electrical lip stimulation for sleep bruxism. J.
Prosthet. Dent.，８９：４１２〜４１７，２００３．
７）土門宏樹，深澤太賀男，森岡範之，藤澤政紀，本田富美子，
菊池
バイオフィードバック
トレーニング

賢：前頭筋バイオフィードバックによる咬筋の弛緩訓練効

果 と 心 理 特 性 と の 関 連 に つ い て．岩 医 大 歯 誌，１０：７１〜７７，

垂直性骨欠損
力のコントロール

１９８５．
８）沖野憲司：前頭筋 EMG バイオフィードバックがストレス反応

垂直性骨欠損の改善

に及ぼす影響について−頭頸部筋群筋活動および自律反応による
評価−．日歯心身，７：１６６〜１７７，１９９２．
９）小川

有，藤澤政紀，石橋寛二：携帯型 EMG バイオフィード

バック装置の開発．日歯心身，１６：３１〜３５，２００１．
１０）Gohdo,

Y.

and

Fujisawa,

M. : Determination

of

electro-

myogram biofeedback threshold for patients with clenching
behavior. Prosthodont Res. Pract.，３：４６〜５４，２００４．
１１）石橋寛二，藤澤政紀：バイオフィードバック．よくわかる顎口

図１０ バイオフィードバックトレーニングによる歯周疾患
の改善
バイオフィードバックトレーニングによる力のコン
トロールにより，歯周疾患改善へのアプローチが可能
となる。

腔機能学，１０３〜１０５，日本顎口腔機能学会編，医歯薬出版，東
京，２００５．
１２）Fujisawa, M., Uchida, K., Yamada, Y. and Ishibashi, K. :
Surface electromyographic electrode pair with built-in bufferamplifiers. J. Prosthet. Dent.，６３：３５０〜３５２，１９９０．
１３）渡邉

明，藤澤政紀，金村清孝，田邉憲昌，石橋寛 二，岩 瀬

直樹，飯塚知明，佐藤雅介：ブラキシズム現象の可視化．可視化
情報，３０：１５１〜１５６，２０１０．

のみならず，インプラントを含む補綴装置の適応拡

１４）Watanabe, A., Kanemura, K., Tanabe, N. and Fujisawa, M. :

大，歯根破折，歯の咬耗の減少，そして歯周疾患の改

Effect of electromyogram biofeedback on daytime clenching

。さらには，
善にも寄与することが考えられる（図１０）
ストレスマネージメントや心身医学的アプローチの面

behavior in subjects with masticatory muscle pain. J. Prosthodont. Res.，５５：７５〜８１，２０１１．
１５）渡邉

明，佐藤雅介，飯塚知明，金村清孝，田邉憲 昌，藤 澤

政紀：咀嚼筋筋電図バイオフィードバック訓練による日中のクレ

からも興味深いものと思われる２１）。

ンチング抑制効果の持続性について．第２５回一般社団法人日本顎

今回紹介したバイオフィードバックトレーニング
は，副作用のないアプローチであることから，リスク

関節学会学術大会抄録集，１３７，２０１２．
１６）渡邉

明，藤澤政紀，飯塚知明，佐藤雅介，岩瀬直 樹，川 邉

崇史，岡本和彦，島野偉礎轄，金村清孝，田邉憲昌，遠藤

寛，

の少ない治療法としての確立を目指し，さらにこの臨

石橋寛二：日中のクレ ン チ ン グ に 対 す る 咀 嚼 筋 筋 電 図 バ イ オ

床研究を推進したいと考える。

フィードバック訓練効果と疼痛レベルの関連性．日歯心身（印刷
中）
．
１７）小川

有：クレンチングに対する筋電図バイオフィードバック

の閾値設定に関する検討．補綴誌，４７：３１６〜３２５，２００３．
１８）Watanabe, A., Fujisawa, M., Iizuka, T., Sato, M., Kanemura,
K., Tanabe, N. and Ishibashi, K. : Determination of applicable
multiple thresholds of EMG biofeedback training for daytime
clenching behavior. J. Meikai Dent. Med.，４１：１〜５，２０１２．
１９）飯塚知明，佐藤雅介，渡邉
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