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抄録：本研究の目的は，チューイングやクレンチン

グのストレス緩和の効果をストレス状態の指標であ

る唾液中コルチゾール濃度を用いて明らかにするこ

とである。

１７名の被験者は，はじめにストレス負荷として計

算問題を２０分間行い，その後２つの実験を行った。

１つめのチューイング実験では，チューイング条件

として１０分間の読書しながらのワックスチューイン

グを２回行わせた。コントロールは１０分間の読書と

した。２つめのクレンチング実験では，クレンチン

グ条件として５秒毎のクレンチングと安静の繰り返

しを３分間行い，これを３回行った。コントロール

は安静とした。唾液採取はストレス負荷前，直後，

各条件後に行い，コルチゾール濃度を測定した。

チューイングおよびクレンチングを行った場合

は，コントロールと比較して唾液中コルチゾール濃

度が減少した。したがって，チューイングおよびクレ

ンチングによるストレスの緩和が明らかになった。

緒 言

ブラキシズムは，一般に情動ストレスに対する生

体応答のひとつとされているが１～３），この関係につ

いてはさまざまな報告がある。Rao と Glaros４）は欲

求不満や不安は咬筋の緊張を引き起こすと報告し，

昼間のクレンチングとの関連を示唆している。さら

に Yemm５）は，ヒトにおいて，実験的ストレス下で

は咬筋の筋活動が増加すると報告し，Butler と

Stallard６）はストレス下にある患者は，ストレス下に

ない人に比べて持続的かつ頻繁な歯の接触を示すこ

とを報告している。またラットにも同様の現象が観

察され，ラットにストレスを負荷すると咬筋にブラ

キシズム様の筋活動が認められるという報告７）もあ

る。一方，ブラキシズムの頻度と日々のストレスと

の間には有意差を認めないという報告８）もある。こ

のようにブラキシズムとストレスについては様々な

報告があるが，一致した見解はなく不明な点がある。

ストレスとチューイングの関係について Morita９）

は，生体反応の指標として血中のアドレナリン，ノ

ルアドレナリン，副腎皮質刺激ホルモン，コルチ

ゾール，皮膚電気活動，顔面表面皮膚温度，収縮期

血圧，拡張期血圧，脈拍数，経皮的ヘモグロビン飽

和度および心電図を計測し，グミやガムの咀嚼に

よって精神的ストレスが減少する効果を報告した。

さらに，Ohtsuka１０）らは，脳波を計測しガム咀嚼に

より α 波の出現傾向が増加したと報告している。

これらの報告のように顎口腔系とストレスとの関連

についていくつかの報告があるが，その関係は未だ

明確ではない。

ヒトはストレス下におかれると視床下部－下垂体

－副腎皮質（HPA）系の反応が賦活され，コルチ
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ゾールの分泌が増加する１１）。これまでにも，ストレ

ス状態の指標として唾液中コルチゾールは用いら

れ１２～１４），例えば，被験者に騒音下で計算問題を行わ

せた場合１５），試験１６）および恐怖映画１７）などの急性ス

トレス下においてその濃度が上昇すると報告されて

いる。

そこで，簡便かつ非侵襲的に採取可能な唾液中コ

ルチゾール濃度の計測によりストレス負荷状態で行

うチューイングやクレンチングがリラクゼーション

に及ぼす影響を明らかにすることを目的に本研究を

立案した。

材料および方法

被験者

被験者に自覚的および他覚的にも顎口腔系に異常

を認めない男性の健常有歯顎者１７名（平均年齢２６±

２歳）を対象とした。すべての被験者には，実験に

ついて十分に説明し同意を得た。

実験条件

実験は唾液中コルチゾールのサーカディアンリズ

ムを考慮し，コルチゾール濃度が安定しているとさ

れる１４時から１９時の間に行った。被験者には実験日

前日よりカフェインの摂取，飲酒，さらに実験開始

２時間前より飲食および口腔内清掃を禁止した。ま

た被験者には実験中の体位を一定に保たせ，背伸び

などの体動を禁止した。

チューイング実験およびクレンチング実験の流れ

を図１と２に示す。

チューイング実験

はじめに被験者は実験室にて３０分間安静に保った

後に，１回目の唾液採取（R）を行った。次に，ストレ

ス負荷として計算問題を２０分間行わせ，終了直後に

２回目の唾液採取（S）を行った。その後，被験者は

持参した本を読みながらチューイングを１０分間行っ

た後に３回目の唾液採取（Ch 1）を行った。さら

に，再び読書しながらチューイングを１０分間行った

後に４回目の唾液採取（Ch 2）を行った。これを

チューイング条件とした。コントロールは，チュー

イング条件と唾液採取２回目（S）までは同様で，そ

の後チューイングを行わずに１０分間読書し，唾液採

取３回目（r 1）および４回目（r 2）を行った。

チューイング試料はパラフィンワックス１．０ｇと

し，チューイング前にあらかじめ軟化させ適度な硬

さにした。実験は，それぞれの被験者に対して

チューイング条件とコントロールの２条件について

ランダムに実験日をかえて２日間で行った。

クレンチング実験

チューイング実験と同様に，被験者は３０分間実験

室で安静を保った後に唾液採取１回目（R）を行い，

ストレス負荷として計算問題を２０分間行わせ，終了

直後に２回目の唾液採取（S）を行った。その後，５

秒毎にクレンチングと安静とを繰り返し行う間欠的

なクレンチングを３分間行った。被験者にはクレン

チングの強度については弱い力と指示し，両側咬筋

中央相当部より筋電図を導出しモニタリングした。

この３分間の間欠的なクレンチングを３回繰り返

し，それぞれのクレンチングの終了後に唾液採取

（Cl 1，Cl 2，Cl 3）を行い，合計５回の唾液採取を

行った。コントロールは，クレンチング条件と唾液

採取２回目（S）までは同様で，その後クレンチング

を行わずに３分間の安静を３回繰り返し，それぞれ

安静後に唾液採取（R 1，R 2，R 3）を行った。これ

らの実験もチューイング実験と同様に，それぞれの

被験者に対してクレンチング条件とコントロールの

２条件についてランダムに実験日をかえて２日間で

行った。

図１ チューイング実験の流れ 図２ クレンチング実験の流れ
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計測項目・機器および分析方法

唾液中コルチゾール濃度

唾液採取の器具である Salivette（SARSTED Inc.,

Rommelsdorf FRG）を用い，１分間口腔内に含んだ

コットンロールによって全唾液を採取した。得られ

た唾液は３０００rpm で１５分間遠心分離後，上清を－

２０℃にて凍結保存した。唾液中コルチゾール濃度の

分析には Gamma CoatTM Cortisol（DiaSorin Inc., St-

illwater, USA）を用い，放射免疫測定法にて行った。

筋電図

筋電計は Muscle Tester ME 3000p（Mega Elec-

tronics Ltd., Kuopio, Finland）を使用した。触診に

より被験者の両側咬筋の最大豊隆部を求め，表面電

極（Blue Sensor P-00-S, MEDICOTEST, Olstykke,

Denmark）を電極間距離２０ｍｍとなるように貼付し

た。なお，電極貼付部位の皮膚表面の清掃は Skin

pure（NIHON KOHDEN, Tokyo, Japan）および消毒

用エタノールにて行い，電極間抵抗が８Ω以下とな

るようにした。

被験者は実験前に弱い力という一定のクレンチン

グの強度を保てるように，筋電図のビジュアルバイ

オフィードバックを用いて練習を行った。また，ク

レンチング実験の最後に最大クレンチング（MVC）

を計測した。筋電図の結果は，クレンチング実験に

おける３回のクレンチング条件時の筋活動量を平均

し，それをＭＶＣに対する％で算出した。

統計学的分析

チューイング実験およびクレンチング実験におい

てストレス負荷直後から，それ以降の各唾液採取時

点までの唾液中コルチゾール濃度の変化量を算出

し，チューイング条件またはクレンチング条件とコ

ントロールについて対応のあるｔ検定を行った。有

意水準はそれぞれ０．０５に設定し，統計解析ソフト

ウェア SPSS for Windows11.0Ｊ（SPSS, Illinois, US-

A）を用いて分析を行った。

研究倫理

本研究は東京歯科大学倫理委員会の承認を得て，

すべてヘルシンキ宣言（エジンバラ改訂）を遵守して

行った。

結 果

チューイング実験

被験者１７名のうちストレス負荷直後の唾液中コル

チゾール濃度に上昇が認められなかった５名は除外

し，１２名について統計学的分析を行った。チューイ

ング実験における唾液中コルチゾール濃度の平均値

および標準偏差を図３と４に示す。

２回目の唾液採取（S）と３回目の唾液採取（Ch 1

と r 1）までの唾液中コルチゾール濃度の変化量

は，チューイング条件では１５．４％の減少，コント

ロールでは３．０％の増加を示し，統計学的有意差を

認めた。さらに２回目の唾液採取（S）と４回目の唾

液採取（Ch 2 と r 2）の場合は，チューイング条件お

よびコントロールにおいて２４．６％，７．１％の減少を

それぞれ示し，統計学的有意差を認めた（図５）。

クレンチング実験

被験者１７名のうちストレス負荷直後の唾液中コル

図３ チューイング実験におけるチューイング条件での唾液
中コルチゾール濃度の変化

図４ チューイング実験におけるコントロールでの唾液中コ
ルチゾール濃度の変化
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チゾール濃度に上昇が認められなかった４名は除外

し，１３名について統計学的分析を行った。クレンチ

ング実験における唾液中コルチゾール濃度の平均値

および標準偏差を図６と７に示す。

２回目の唾液採取（S）と３回目の唾液採取（Cl 1

と R 1）までの唾液中コルチゾール濃度の変化量

は，クレンチング条件では１１．２％の減少し，コント

ロールでは２．９％の増加を示し，統計学的有意差を

認めた。さらに２回目の唾液採取（S）と５回目の唾

液採取（Cl 3 と R 3）までの変化量においても統計学

的有意差を認め，クレンチング条件では２３．４％の減

少し，コントロールでは２．７％の増加を示した。し

かし，２回目の唾液採取（S）と４回目の唾液採取

（Cl 2 と R 2）までの場合においては，クレンチング

条件とコントロールに統計学的有意差を認めなかっ

た（図８）。

考 察

これまでの研究では，生体のストレス状態を評価

する方法として様々な方法が用いられてきた。しか

し，血液採取などの侵襲的な方法は被験者にストレ

スを与える可能性があり，実施が困難な場合や得ら

れたデータが適切でない場合も考えられる。一方，

尿の採取は採取時間が制約され，コルチゾール濃度

の変動がデータに反映されない。唾液採取は簡便で

非侵襲的な方法であり，コルチゾール濃度は，血液

中と唾液中では相関が高く１８～２０），血液中から唾液中

への移行は速く５分以内とされ，唾液流量にも影響

を受けない１９，２０）と報告されている。したがって，本

研究の目的に対するストレス状態の評価には唾液中

コルチゾール濃度の計測が適切な方法であった。

本研究において被験者にはストレス負荷として計

算問題を２０分以内終了するように指示し，ストレッ

図５ チューイング実験におけるチューイング条件とコント
ロールでの唾液中コルチゾール濃度の比較

図６ クレンチング実験におけるクレンチング条件での唾液
中コルチゾール濃度の変化

図８ クレンチング実験におけるクレンチング条件とコント
ロールでの唾液中コルチゾール濃度の比較図７ クレンチング実験におけるコントロールでの唾液中コ

ルチゾール濃度の変化
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チなどの体動を禁止した。ストレス負荷直後の唾液

中コルチゾール濃度は，ほとんどの被験者において

増加し有意差を認めたが，被験者１７名のうちチュー

イング実験では５名，クレンチング実験では４名が

上昇しなかった。これらの被験者については，計算

問題の実施についての理解不足，２０分間という制限

時間を考慮せず被験者自身のペースで行った事がス

トレス負荷に反応を示さなかった理由として考えら

れた。

本実験の結果において，チューイング条件やクレ

ンチング条件はそれぞれのコントロールと比較し

て，唾液中コルチゾール濃度の減少量に有意差を認

めた。チューイングについては，Morito９）や，Oht-

suka１０）らの報告と同様にチューイングによるストレ

ス状態の緩和という結果が得られた。チューイング

実験において唾液採取２回目から３回目までの唾液

中コルチゾール濃度の変化量はチューイング条件が

コントロールと比較して減少量が大きく有意差を認

めたが，唾液採取３回目から４回目まででは，有意

差を認めなかった。つまり，チューイングによるス

トレス緩和は，主にストレス負荷後のチューイング

開始から１０分間に引き起こされたことを示唆してい

る。クレンチング実験においても同様の傾向が認め

られ，ストレス負荷後の最初の３分間の間欠的なク

レンチング後の唾液中コルチゾール濃度の変化量に

ついて，コントロールと比較して有意差を示した。

クレンチングの強度は，１１．３％MVC から４５．５％

MVC と被験者間でばらつきがみられた。これは，

被験者には強度について「弱い力」という指示しか

行わなかったので，被験者間でその認識が異なり大

きなばらつきが認められたと思われる。

Piquero と Sakurai２１）は，クレンチングについて

１０分間の読書安静時に咬筋に３秒連続して１０％

MVC 以上の筋活動が認められた場合と定義してい

る。クレンチング実験においては，すべての被験者

は１０％MVC 以上の５秒間持続した咬筋筋活動を認

めた。したがって，本実験で設定した実験的クレン

チングの強度および持続時間は自然のクレンチング

と同等であると考えられる。

ストレス負荷後に行った咀嚼筋による筋活動であ

るチューイングやクレンチングは，大脳の運動野を

刺激して HPA 系の内分泌系の応答を抑制しコルチ

ゾール濃度を減少させたと思われる。また，チュー

イングやクレンチングにより歯根膜受容器，口腔粘

膜および舌などへの刺激が脳に伝達され HPA 系の

反応を抑制したとも考えられる。さらに体動を禁止

したストレス負荷状態からチューイングとクレンチ

ングによる解放が，脳の情動機構を刺激した可能性

もある。つまり，ストレスが負荷された状態のとき

に適度なチューイングやクレンチングという運動刺

激が脳に伝達され，ストレス状態の調節機構が働い

たと思われる。しかし，これらのメカニズムについ

ては明確ではない。

本研究で得られた結果は，臨床において直接患者

に対する治療に有用なものではないかもしれない

が，ブラキシズムの１つである間欠的な弱い力のク

レンチングがストレス緩和に効果的であることが明

らかになった。つまり，間欠的な弱い力のクレンチ

ングはストレスに直接的に関連するオルソファンク

ションであり，リラクゼーションへと導く機能的な

目的を持った活動であるということが示唆された。

結 論

本研究の結果により，チューイングや間欠的な弱

い力のクレンチングは，コルチゾール濃度を減少さ

せ，ストレスを緩和することが明らかとなった。今

後，日常のストレス下においてどのようなクレンチ

ングの強度，持続時間および頻度がリラクゼーショ

ンに影響を及ぼすのかを明らかにする必要がある。

謝 辞

稿を終えるにあたり，本研究に参加していただいたすべて

の被験者に感謝いたします。また，統計学分析にあたり御指

導，御鞭撻を賜りました東京歯科大学数学研究室高際 睦博

士に厚く御礼申し上げます。

文 献
１）Faulkner KD. : Bruxism : a review of the literature.
Part Ⅰ. Aust Dent J,３５：２６６～２７６，１９９０．

２）Faulkner KD. : Bruxism : a review of the literature.
Part Ⅱ. Aust Dent J,３５：３５５～３６１，１９９０．

３）Pingitore G, Chrobak V, Petrie J. : The social and psy-
chologic factors of bruxism. J Prosthet Dent,６５：４４３～
４４６，１９９１．

４）Rao SM, Glaros AG. : Electromyographic correlates of
experimentally induced stress in diurnal bruxists and
normals. J Dent Res,５８：１８７２～１８７８，１９７９．

５）Yemm R. : Variations in the electrical activity of the
human masseter muscle occurring in association with

歯科学報 Vol．１０７，No．６（２００７） ７１３

― 49 ―



emotional stress. Arch Oral Biol,１４：８７３～８７８，１９６９．
６）Butler JH, Stallard RE. : Physiologic stress and tooth
contact. J Periodontal Res, ４：１５２～１５８，１９６９．

７）Rosales VP, Ikeda K, Hizaki K, Naruo T, Nozoe S, Ito
G. : Emotional stress and brux-like activity of the mas-
seter muscle in rats. Eur J Orthod,２４：１０７～１１７，２００２．

８）Pierce CJ, Chrisman K, Bennett ME, Close JM. : Stress,
anticipatory stress, and psychologic measures related to
sleep bruxism. J Orofac Pain, ９：５１～５６，１９９５．

９）Morita T. : Effects of chewing gummi candies and
chewing gum on mental stress. Japanese Society of Psy-
chosomatic Dentistry.１０：４７～５９，１９９５．

１０）Ohtsuka K, Kudo S, Takiguchi T, Ohkuma Y. : The re-
laxing effect of gum chewing. J. Masticat. & Health Soc,
７：１１～１６，１９９７．

１１）Kirschbaum C, Hellhammer DH. : Salivary cortisol in
psychobiological research : an overview. Neuropsychobi-
ology,２２：１５０～１６９，１９８９．

１２）Weibel L, Gabrion I, Aussedat M, Kreutz G. : Work-
related stress in an emergency medical dispatch center.
Ann Emerg Med,４１：５００～５０６，２００３．

１３）Vedhara K, Miles J, Bennett P, Plummer S, Tallon D,
Brooks E, Gale L, Munnoch K, Schreiber-Kounine C,
Fowler C, Lightman S, Sammon A, Rayter Z, Farndon J. :
An investigation into the relationship between salivary
cortisol, stress, anxiety and depression. Biol Psychol,６２：
８９～９６，２００３．

１４）Ng V, Koh D, Chia SE. : Examination stress, salivary
cortisol, and academic performance. Psychol Rep, ９３：
１１３３～１１３４，２００３．

１５）Miki, K, Kawamorita, K, Araga, Y, Musha, T, Sudo, A. :
Urinary and salivary stress hormone levels while per-
forming arithmetic calculation in a noisy environment. In-
dustrial Health,３６：６６～６９，１９９８．

１６）Kirscbaum C, Read GF, Hellhammer DH. : Assessment
of hormones and drugs in saliva in biobehavioral re-
search. Hogrefe & Huber Publishers, Seattle（WA），１９９２．

１７）Hubert W, de Jong-Meyer R. : Emotional stress and sa-
liva cortisol response. J Clin Chem Clin Biochem,２７：２３５
～２３７，１９８９．

１８）Umeda T, Hiramatsu R, Iwaoka T, Shimada T, Miura
F, Sato T. : Use of saliva for monitoring unbound free
cortisol levels in serum. Clin Chim Acta,１１０：２４５～２５３，
１９８１．

１９）Vining RF, McGinley RA, Maksvytis JJ, Ho KY. : Sali-
vary cortisol : a better measure of adrenal cortical func-
tion than serum cortisol. Ann Clin Biochem, ２０：３２９～
３３５，１９８３．

２０）Fukuda S. Morimoto K. : Lifestyle, stress and cortisol
response : Review Ⅰ. Environmental Health and Preven-
tive Medicine, ６：９～１４，２００１．

２１）Piquero K, Sakurai K. : A clinical diagnosis of diurnal
（non-sleep）bruxism in denture wearers. J Oral Rehabil,
２７：４７３～４８２，２０００．

田原，他：チューイングとクレンチングのストレス緩和７１４

― 50 ―


