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抄録：本研究の目的はチューイングによるストレス
緩和に対するパーソナリティーの影響を検討するこ
とである。
被験者にストレス負荷として３０分間の計算問題を

行わせた後に，１０分間チューイングを行わせ，その
後２０分間安静にさせた。唾液採取はストレス負荷直
後，チューイング後，安静後に行い，ストレス状態
の評価として唾液中コルチゾール濃度を計測した。
パーソナリティーはEysenck の方法にて内向性・
外向性および情緒安定・不安定因子に関する要因に
ついて調査した。チューイングによるストレス緩和
とパーソナリティーの各要因との関連についてロジ
スティック回帰分析を行った。
その結果，活動性－不活動性（オッズ比：０．３９）お

よび情動表出性－感情抑制（オッズ比：３．３６）が
チューイングによるストレス緩和と関連を示した。
以上から不活動性および情動表出性が高い場合にお
いてチューイングによるストレス緩和効果が得られ
やすいことが明らかとなった。

緒 言

これまで咀嚼によるストレス緩和効果についての
様々な報告がある。鈴木ら１）はストレスホルモンで
ある血中のアドレナリン，ノルアドレナリンおよび
副腎皮質刺激ホルモンの濃度の変動を計測し，ガム
咀嚼によりそれらの分泌が抑制されたことを報告し

ている。森田２）は生体反応の指標として血中のスト
レスホルモンに加えて，生体の生理的反応を計測
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。また，大塚ら３）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。
咀嚼運動は中枢のパターンジェネレーターにより

制御されており４），同一食品を咀嚼した際のリズム
を決定する因子である咀嚼回数５，６），咀嚼速度７），開
閉口距離８），運動パターン８）は，個人によって異なる
ことが明らかにされている。その中で咀嚼回数につ
いてUeda ら９）はパーソナリティーと咀嚼リズムが
関与すると報告しており，顎口腔系の機能である咀
嚼と個々の特徴であるパーソナリティーとの関係を
明らかにした。一方でストレスは物理化学的，生物
学的，あるいは社会的な様々な刺激により引き起こ
され，生体の免疫系，消化器系および循環器系など
へ機能変化をもたらす１０）。また，その反応は個人の
身体的，精神的および環境的１１）な状態によって異な
る。さらに個人の特性であるパーソナリティーにお
いてもストレスによる生体反応は異なり，パーソナ
リティーとストレス応答は関連すると報告されてい
る１２）。また，パーソナリティーは内分泌系のストレ
ス反応である視床下部－下垂体－副腎皮質（HPA）
系に影響を与えることが明らかにされている１３）。こ
れまでわれわれは，簡便で非侵襲的に計測可能な
HPA系のストレスホルモンである唾液中コルチ
ゾールを用いて，チューイングによるストレス緩和
効果を明らかにした１４）。
本研究ではチューイングによるストレス緩和に対

するパーソナリティーの影響について明らかにする
ことを目的とした。
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対象および方法

１．被験者
被験者は自覚的および他覚的にも顎口腔系に異常

を認めない健常有歯顎者男性３３名（平均年齢２５±２
歳）とした。本研究は東京歯科大学倫理委員会（０９９）
にて承認され，被験者には実験内容について十分に
説明し，文書による同意を得た。なお本実験は，ヘ
ルシンキ宣言を遵守して行った。
２．実験手順
実験は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１４時から１９
時１５）の間に行った。被験者には実験開始２時間前よ
り飲食１６）および運動１７）を禁止した。図１に示すよう
に被験者には実験室にて３０分間安静に保った後に，
ストレス負荷として１～４桁の加減乗除の暗算問題
行わせた。暗算問題はパーソナルコンピューターの
モニターにて連続表示し，３０秒以内で解答させた。
３０秒以内で解答できなければ，自動的に次の問題に
移るように設定した。その終了直後に１回目の唾液
採取（S１）を行い，その後，１０分間のガムチューイ
ングを行わせた後に，２回目の唾液採取（S２）を
行った。チューイング試料には無味ガム１．０ｇ（ロッ
テ社製）を使用した。チューイング終了後２０分間安
静を保った後に，３回目の唾液採取（SB）を行っ
た。さらに，後日にパーソナリティー調査を行い，
実験を終了とした。
３．計測および調査項目
１）唾液中コルチゾール濃度
ストレス状態の評価の指標として唾液中コルチ

ゾール濃度を計測した。唾液採取には Salivette
（SARSTED社製）を使用し，コットンロールを口
腔内に１分間留置し，全唾液を採取した。得られた
唾液の上清を－２０℃にて凍結保存した。唾液中コル
チゾール濃度（μg/dl）の計測にはGamma CoatTM

Cortisol（DiaSorin 社製）を用い，放射免疫測定法に

て行った。
２）パーソナリティー調査
パーソナリティーは，Eysenck が著した自分自

身のパーソナリティーを自分で調べる自己発見の方
法１８）により，質問紙法にて調査した。調査項目は内
向性・外向性および情緒安定・不安定因子に関し
て，それぞれ７つずつの要因について調査した
（表１）。各要因の質問数は１５問で構成され，計２１０
問について調査し各要因をそれぞれ０～３０点で評価
した。また，各要因の得点を７段階に分類した。
３）統計学的分析
本実験において唾液中コルチゾール濃度の安静時

の基準値は，ストレス負荷が終了し，十分に時間が
経過し安静状態にあると判断した SBの値を用い
た。唾液中コルチゾール濃度の値が S１よりも SB
の方が高かった場合は，ストレスが負荷されていな
いと判断し，その被験者を統計学的分析から除外し
た。
チューイング終了時の唾液中コルチゾール濃度

（S２）がストレス負荷終了時（S１）より減少した場
合をチューイングによるストレス緩和あり群とし，
増加した場合はなし群とした。また，唾液中コルチ
ゾール濃度の変化率を算出し，チューイングによる
ストレス緩和あり群となし群について Student’s t
検定を行った。
チューイングによるストレス緩和とパーソナリ

ティーとの関連について，ロジスティック回帰分析
（ステップワイズ法）を行った。チューイングによる
ストレス緩和の有無を従属変数とし，パーソナリ
ティーを表す１４要因（７段階）を独立変数とした。有
意水準は０．０５に設定し，統計解析ソフトウェア
SPSS for Windows１１．０J（SPSS 社製）を用いて分析
した。

表１ 内向性・外向性および情緒安定・不安定因子

外向性・内向性因子 情緒不安定・情緒安定因子

・活動性－不活動性 ・劣等感－自尊心
・社交性－非社交性 ・抑鬱性－幸福感
・冒険性－用心深さ ・不安－のんき
・衝動性－統制心 ・強迫観念－気まぐれ
・情動表出性－感情抑制 ・依存性－自律性
・実際性－内省傾向 ・心気症－壮健感
・無責任－責任感 ・罪悪感－罪悪感欠如図１ 実験の流れ
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結 果

S１の唾液中コルチゾール濃度の値が SBより低
かった１名の被験者は除外し，３２名について統計学
的分析を行った。本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２に示す。
チューイングによるストレス緩和が認められた者は
２０名で全体の６２．５％であった。S１から S２の唾液
中コルチゾール濃度の変化率の平均値はストレス緩
和あり群では－１８．７３±１３．６６％，ストレス緩和なし
群では９．６８±８．７２％であり，２群間で統計学的有意
差が認められた（Ｐ＜０．０１）。
パーソナリティー調査における内向性・外向性因

子，情緒安定・不安定因子の結果を図３，４に示
す。
ロジスティック回帰分析において，内向性・外向

性の因子である活動性－不活動性（Ｐ＝０．０２１，オッ
ズ比：０．３９，９５％信頼区間：０．１７６～０．８６８）および
情動表出性－感情抑制（Ｐ＝０．００７，オッズ比：

３．３６，９５％信頼区間：１．３９４～８．１１９）がチューイン
グによるストレス緩和と統計学的に有意な関連を示
した。その他の因子には統計学的に有意な関連は認
められなかった。

考 察

パーソナリティー調査における内向性・外向性因
子では，チューイングによるストレス緩和ありとな
しの被験者の各要因ごとに分けた７段階の得点分布
が異なり，チューイングによりストレスが緩和しな
い群は，緩和する群より内向的傾向が強いことがわ
かる（図３）。すなわち内向的な被験者は，チューイ
ングによるストレス緩和が得にくいと思われる。一
方，情緒安定・不安定因子ではチューイングによる
ストレス緩和ありとなしの被験者の７段階の得点に
同様の傾向が認められた（図４）。
ロジスティック回帰分析の結果より，オッズ比が

活動性－不活動性では０．３９と情動表出性－感情抑制
では３．３６であることから，パーソナリティーが
チューイングによるストレス緩和に影響を及ぼすこ
とが明らかとなり，その内で内向性・外向性因子で
ある活動性－不活動性および情動表出性－感情抑制
について関連が認められた。つまり活動性が高いと
チューイングによるストレス緩和が得られ難く，情
動表出性が高いとその効果が得られ易いことが明ら
かとなった。また情緒安定・不安定因子，例えば不
安－のん気の要因などは予想を反して関連が認めら
れなかった。
チューイングによるストレス緩和効果については

様々な研究があるが１，２，３，１４），これまで本研究のよう

図２ 唾液中コルチゾール濃度の変化

図３ 外向性－内向性因子のパーソナリティー調査結果 図４ 情緒不安定－情緒安定因子のパーソナリティー調査結果
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にパーソナリティーを考慮し，検討した研究はみら
れない。Tahara ら１４）はストレス負荷後にチューイ
ングを行う条件は安静にする条件（対照群）と比較し
て唾液中コルチゾール濃度の変化量を減少させるこ
とを明らかにした。本研究ではTahara ら１４）の報告
を基とし，ストレス負荷後のチューイングにより唾
液中コルチゾール濃度が減少する者をストレスが緩
和する群，上昇もしくは変化しない者を緩和しない
群の２群に分けた。
Bassett ら１９）および三木ら２０）は，唾液中コルチ

ゾール濃度はストレスを与えられるという予期的な
心理状況によって，ストレス負荷前に上昇すること
を示唆している。本実験では計算問題を行うという
ストレス負荷が事前に知らされているので，ストレ
ス負荷前に唾液中コルチゾール濃度が上昇すること
も考えられた。よって本実験では，ストレス負荷後
最も時間が経過し，被験者が安静状態にあると想定
した SBの唾液中コルチゾール濃度を基準値とし
た。本実験では被験者３３名のうち S１の唾液中コル
チゾール濃度が基準値より低かった１名を分析から
除外した。
本研究において，チューイングについて規制を一

切せずに自由チューイングを指示した。これまで
Ueda ら９）は咀嚼回数の決定にはパーソナリティー
の情緒安定・不安定因子の自尊心および気まぐれが
関与していることを明らかにしている。また，
Tasaka ら２１）はチューイング速度の増減に伴う，咀
嚼回数がストレス緩和に影響を及ぼしていることを
示唆している。したがって，これらを考慮すると，
パーソナリティーによる咀嚼回数の増減がチューイ
ングによるストレス緩和効果に影響を及ぼしている
可能性が考えられる。しかし，ストレスへの感受性
はパーソナリティーによって異なるので，チューイ
ング，パーソナリティーおよびストレス緩和の関係
についてさらに検討する必要がある。
本研究で用いたEysenck の質問紙法などによる

パーソナリティーの調査によって，個人の性格的お
よび心理学的特徴の解析が可能となった。そして分
析結果は，臨床や研究の場においてブラキシズムや
顎関節症のリスク因子の検討や病態の理解などに用
いられ２２～２７），顎口腔組織との関係が明らかにされて
いる。本研究結果より，パーソナリティーの調査を

行った上で，ストレスを緩和する方法として，ガム
のチューイングが有効であることを説明することが
可能となった。

結 論

パーソナリティーはチューイングによるストレス
緩和に影響を及ぼし，不活動性および情動表出性が
高い場合においてチューイングによるストレス緩和
効果が得られやすいことが明らかとなった。

本論文の要旨は，第１７回日本全身咬合学会学術大会（２００７
年１１月２４日，浦添市）において発表した。
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Influence of Personality on Stress Release by Chewing
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The purpose of this study was to investigate the influence of personality on stress release by chew-
ing．
Subjects were given an arithmetic calculation to perform for 30min as stress loading，and then re-

quired to chew a tasteless gum base for１０min，and rest for 20min． Saliva specimens were collected im-
mediately after stress loading，chewing and rest． Salivary cortisol levels were measured as an evalu-
ation of stress condition． A personality survey was carried out by questionnaire according to Eysenck on
factors of extraversion-introversion and emotional instability-adjustment． Relationship between stress re-
lease by chewing and personality factors was analyzed by logistic regression analysis．
The results showed that items related to activity-inactivity（odds ratio : 0.39）and items related to

expressiveness-inhibition（odds ratio : 3.36）were correlated with stress release by chewing． It was clear
that the effect of stress release by chewing was greater in cases of a high score on inactivity and expres-
siveness． （The Shikwa Gakuho，１０９：２８３～２８７，2009）
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