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研究成果の概要：全身機能に及ぼす咀嚼器官の重要性に関する事実が明らかにされてきたが、

その認識は十分ではない。その中でもストレスと顎口腔系との関係については、いくつかの報

告があるがいまだ不明な点が多い。本研究では、口腔機能であるパラファンクションであるク

レンチングに着目し、ストレス状態を緩和するそれらの条件を明らかにすることを目的にした。   

ストレス状態の評価に唾液中コルチゾール濃度を分析したところ、 クレンチングはストレス

状態を緩和することが明らかとなった。なかでも、「弱い力のクレンチング」の場合にその効果

は大きいことが明らかになった。 
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１．研究開始当初の背景 
 

近代社会で健康に過ごすために過剰なス
トレスを緩和することは、重要なことである。
これまで、顎口腔系に関して、全身機能に及
ぼす咀嚼器官の重要性に関する事実が明ら
かにされてきたが、その認識は決して十分で
はない。その中でもストレスと顎口腔系との
関連についていくつかの報告があるが、不明
な点が多い。 

 一般にブラキシズムはストレスによる生
体応答のひとつとされ、そのストレスを緩和
することがブラキシズムへの治療となる場
合がある。しかし、ブラキシズムという行為
がストレスを緩和しているという考え方も
ある。 
 また、ブラキシズムに対する臨床的評価は、
口腔内の環境を増悪するものとして位置づ
けされ、その意義はあいまいで統一した見解
はない。 
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 これまで、昼間のクレンチングに着目し、
唾液中コルチゾール濃度を指標として弱い
強度のかみ締めや中等度の強度のかみ締め
がストレス緩和への影響について明らかに
した。しかし、ストレス緩和に効果のあるク
レンチングの強度や持続時間は不明なまま
であり、ストレス状態の評価にも内分泌系の
唾液中コルチゾール濃度の計測しか行われ
ていない。これまでの生体におけるストレス
状態を評価した研究の多くは、その指標とし
て用いた試料採取に関して、侵襲性、複雑性
および経時的変化を反映していないなどと
いう問題点がある。 

また、これまでの研究では、夜間のブラキ
シズムとストレスに関する報告は多数存在
する。しかし、昼間のクレンチングに関する
報告は少ない。また、これまでのクレンチグ
の顎口腔系に及ぼす為害作用が注目されて
きたが、本研究を解明することによってクレ
ンチングによるストレス緩和の効果が明確
となりこれまでにない認識が得られる。 

本研究では、内分泌系のストレス状態の指
標には、簡便かつ非侵襲的に採取可能な全唾
液を用い、ストレスホルモンである唾液中コ
ルチゾール濃度の計測を行う。これらの測定
によりこれまでの問題点が解消される。この
研究により、これまで無意識に行われ意味が
なく、あるいは有害である行為と考えられて
いたクレンチングについてその行為の目的
が明確になり、ストレス緩和に及ぼす影響が
判明する。さらに、ストレス緩和に最も有効
であるクレンチングの程度が明らかになる
ことにより、意義のないクレンチングとの鑑
別が可能になる。 

 
 
 
２．研究の目的 
 
 ブラキシズムの中でもクレンチングに着
目し、はじめにさまざまなクレンチングがス
トレスを緩和することを明らかにする。さら
に、最も緩和効果のあるクレンチングの程度
（強度や持続時間）を明らかにする。ストレ
ス状態の評価として内分泌系の指標には唾
液中のコルチゾール濃度を測定し、自律神経
系の指標には精神性発汗量および皮膚血流
量の計測を行う。また、クレンチングの評価
には筋活動量を計測する。持続時間と強度に
よってクレンチングの程度を設定して、最も
ストレス状態を緩和するクレンチングの条
件を検索することを目的とする。 
 
 
３．研究の方法 
 
（１）ストレス下におけるクレンチングが自

律神経系および内分泌系に及ぼす影響 
 
ブラキシストと非ブラキシストにおいて、

ストレス負荷中におけるクレンチングが自
律神経系および内分泌系の生体応答におよ
ぼす影響を明確にすることを目的として実
験を行った。 
被験者は男性有歯顎者11名（平均年齢24.9

歳）とした。なお被験者には本研究について
説明を行い、同意を得た。これらの被験者に
対し、筋電計（Muscle Tester ME3000P, Mega 
Electronics 社製）を用いて、10 分間の読書
安静時時の両側咬筋筋活動を計測し，非就眠
時ブラキシズムの検知基準により、非就眠時
ブラキシスト 7名と非就眠時ブラキシズムを
認めない 4名の 2群に分けた。実験は、はじ
めに被験者を恒温室内にて 20 分間安静に保
った後、ストレス負荷として暗算を 10 分間
行わせた。その後、20 分間の安静を保ち実験
終了とした。10 分間のストレス負荷の間、各
群おいて、自由にクレンチングを行わせた場
合とクレンチングを禁止した場合の 2条件に
ついて実験を行った。 
自律神経系の反応として、局所発汗量連続記
録装置（Kenz-Perspiro 201 スズケン社製）
を用いて、左手の拇指掌側末節部の精神性発
汗およびレーザードップラー血流計（ALF21 
アドバンス社製）を用いて、左手の示指掌側
指尖部の皮膚血流を実験開始から終了まで
計測した。 
また、内分泌系の反応として、唾液中コルチ
ゾール濃度を計測した．実験開始から 10 分
毎に計 5回、Salivette（SARSTED 社製）を用
いて唾液を 1分間採取した。得られた唾液は
3,000rpm にて 15 分間遠心分離し、上清を
-20 ℃にて凍結保存し、GammaCoatTMCortisol
（DiaSorin 社製）を用いて RIA 法にて唾液中
コルチゾール濃度を計測した。 
 実験中、クレンチングの有無の確認のため
筋電計を用いて，両側咬筋の表面筋電図を導
出した。 
 精神性発汗と皮膚血流は、ストレス負荷前
の安静 10分間とストレス負荷中の 10分間の
総発汗量および平均血流量を求め、さらにそ
れら 2区間の変化率を算出した。 
 唾液中コルチゾール濃度は、ストレス負荷
前からストレス負荷後の変化量の割合を変
化率として算出した。 
 統計処理は、それぞれの群における自由に
クレンチングを行わせた場合とクレンチン
グを禁止した場合の 2条件で、精神性発汗の
総発汗量、皮膚血流の平均血流量および唾液
中コルチゾール濃度の変化率について、それ
ぞれ対応のある t 検定を行った（p＜0.05）。 
 
 
（２）ブラキシストにおけるストレス下のク



 

 

レンチング強度がストレスホルモンに及ぼ
す影響 
 

非就眠時ブラキシストにおいてストレス
負荷中におけるクレンチングの強度が、唾液
中ストレスホルモンに及ぼす影響を明確に
することを目的として実験を行った。 
 被験者は非就眠時ブラキシズムの検知基
準 2)により、非就眠時ブラキシストと診断さ
れた男性有歯顎者 6 名（平均年齢 28.2±2.6
歳) とした。なお被験者には本研究について
説明を行い、同意を得た。実験は、はじめに
被験者をシールドルーム内にて 20 分間安静
に保った後、ストレス負荷として計算問題を
10 分間行わせた。その後、20 分間の安静を
保ち実験を終了とした。10分間のストレス負
荷の間、同一被験者に対してクレンチングを
行わない場合、弱いクレンチングを行った場
合および中等度のクレンチングを行った場
合の 3条件を設定した。クレンチングの強度
は最大噛み締めの 20%、50%としたものをそれ
ぞれ弱い力、中等度の力とした。そして計算
問題 1 問を 30 秒以内で解答させ、その後 3
秒間のクレンチングを指示し、10 分間これら
を繰り返した。クレンチングは、筋電計 
(Muscle Tester ME 3000P，Mega Electronics
社製) を用いて、導出される両側咬筋の表面
筋電図のモニターを見ながらバイオフィー
ドバックした。 
 ストレス状態の評価として HPA系のストレ
スホルモンであるコルチゾールと交感神経
系のストレスホルモンであるクロモグラニ
ン Aを計測した。唾液採取は、実験開始から
10 分毎に、Salivette (SARSTED 社製) を用
いて 1分間行った。唾液中コルチゾール濃度
は GammaCoatTMCortisol (DiaSorin 社製) を
用いて RIA 法にて計測した。また、唾液中ク
ロモグラニンＡ濃度は Human Choromogranin 
A EIA (矢内原研究所製) を用いて EIA 法に
て計測した。これらの濃度についてストレス
負荷直前からストレス負荷終了直後、ストレ
ス負荷終了直後からストレス負荷終了 20 分
後の変化率を算出した。 
 統計処理は、クレンチングなし、弱いおよ
び中等度のクレンチングの 3条件で、唾液中
コルチゾールおよびクロモグラニンＡ濃度
の変化率について、それぞれ反復測定の一元
配 置 分 散 分 析 の 後 に 多 重 比 較
（Bonferroni-test）を行った (p<0.05)。 
 
 
４．研究成果 
 
（１）非就眠時ブラキシスト群では、自由に
クレンチングを行わせた場合はクレンチン
グを禁止した場合と比較して、精神性発汗の
総発汗量と唾液中コルチゾール濃度の変化

率は減少し、皮膚血流の平均血流は増加した。
また、非就眠時ブラキシズムを認めない群に
おいてはこれらに有意差を認めなかった。 
 以上の結果より、非就眠時ブラキシストに
おいて、ストレス下にて行うクレンチングは
交感神経系の活動を抑制し、ストレス状態を
緩和することが示唆された。 
 
 
（２）ストレス負荷直前からストレス負荷終
了直後の唾液中コルチゾール濃度の変化率
は、クレンチングなしにおいて上昇し、弱い
および中等度のクレンチングを行った場合
には減少したが、各条件間に有意差は認めな
かった。唾液中クロモグラニン A濃度の変化
率は、クレンチングなしにおいて減少し、弱
いおよび中等度クレンチングにおいては上
昇する傾向を認めたが、各条件間に有意差を
認めなかった。ストレス負荷終了直後からス
トレス負荷終了 20 分後の唾液中コルチゾー
ル濃度の変化率には、中等度クレンチングに
おいて著しく減少し、クレンチングなしとの
間に有意差を認めた。唾液中クロモグラニン
A 濃度の変化率は、すべての条件で減少した
が、有意差を認めなかった。 
 非就眠時ブラキシストにおいてストレス
負荷下におけるクレンチングの強度が、唾液
中コルチゾール濃度に影響を及ぼすことが
明らかとなった。また、本実験におけるスト
レスおよびクレンチングは内分泌系や交感
神経系に異なる影響を及ぼすことが示唆さ
れた。 
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