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抄録：本実験は咀嚼運動時の頭位と頭部の揺れを観
察し，被験食品の硬さによる影響について検討を行
い，咀嚼運動時における頭部の役割を明確にするこ
とを目的とした。
被験者は健常有歯顎者７名とした。体位は垂直座

位とし，被験食品として硬さの違う３種類のガムを
咀嚼させた。計測装置には３次元６自由度顎運動測
定装置（Gnatho-HexagraphⅡ JM-２０００）を使用した。
基準平面は重力線と垂直な水平面とし，計測平面は
FH平面とした。咀嚼運動時の FH平面の傾き（頭
位）の分布と，咀嚼サイクル時の頭部の角度変化量
（頭部の揺れ）の解析を行い，被験食品の硬さとの関
連性について検討を行った。
被験食品の硬さの増加により頭部の揺れは増加を

示し，被験食品の硬さと頭部の揺れの間に関連性が
認められた。被験食品の硬さと頭位との間に明瞭な
示唆は得られなかった。

緒 言

咀嚼運動は食品の破砕から嚥下までを頭頚部筋群
の筋活動により行う一連の運動である。生理的な咀
嚼運動を保つことは，歯科治療の重要な目標であ
る。咀嚼運動に影響を与える因子は様々な報告がな
されている。その中で，顎口腔機能と頭部との関連
性についての報告が散見され，体幹に対する頭部の
動きが生理的な咀嚼運動を行う上で重要な関わりを

有していることが解明されてきている。頭部に関す
る報告は頭位と頭部の揺れについて検討されてい
る。頭位の変化が下顎運動経路１，２）や頭頚部筋群の活
動３，４）に影響をおよぼすという報告や，一方咀嚼運動
が頭位を変化させる５）という報告が認められる。ま
た，下顎運動に協調した頭部運動（頭部の揺れ）が認
められ，下顎運動に伴い頭部は開口時に後屈し閉口
時に前屈を示すことが報告されている６－９）。

我々は咀嚼運動時の頭部の役割を明確にして顎口
腔機能の解明を目的に，咀嚼運動時の頭部の動揺に
ついて経時的な観察検討を行った５）。そこで，食品
の硬さの違いによる頭位の変化に基づいて２つのグ
ループに分類でき，それぞれの群で咀嚼運動の調節
因子があることを明らかにした。この研究では，咀
嚼運動時の経時的な検討を目的にグミゼリーを試験
食品として用いたが，食品の硬さや大きさといった
性状が経時的に変化してしまうという問題点が確認
された。一方，咀嚼経路と運動リズムの安定性を比
較した研究では，ガムが最適であるとの報告も認め
られる１０）。

そこで，今回の研究は硬さや量の変化が少ないガ
ムを用いて，被験食品の硬さの違いが咀嚼運動時の
頭部の動態に与える影響についてより詳細な検討を
行うことを目的とした。

材料および方法

１．被験者の選定
被験者は，自他覚的に顎口腔系に異常を認めない

健常有歯顎者７名（男性７名，平均年齢２５．０歳）とし，
個性正常咬合を有し，第二大臼歯までに歯の欠損が
なく，歯科治療の必要ない者もしくは歯質欠損が局
所的で治療の完了している者を選定した。また，身
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体は開眼咬合時の立位正面像において正常姿勢を示
すもの１１）とした。なお，本研究は東京歯科大学倫理
員会の承認（no.３７２）を受け，被験者には十分なイン
フォームドコンセントを行い，研究に参加する了承
を得た。また，本研究はヘルシンキ宣言に準拠して
行った。
２．頭位と頭部の揺れの測定

被験食品は，硬さを規定した無香料の試験用ガム
（ロッテ）を使用し，ガムは硬さの異なる３種類，軟
らかいものからガム S，ガム M，ガム H とした。
ガムの硬さはレオロジーデータハンドブックの
チューインガム圧縮試験に基づき１２），４０℃の流水中
でもみ洗い処理を行った試料を，１０mm の厚さに押
しつぶし，直径８mm の円柱状のアダプターを１００
mm/min の下降速度で試料の表面を８mm 圧縮し，
その際の最大応力（kgf）を測定することで規定した。
本研究では，ガム S，M，H の硬さは圧縮最大応力
の比率が２：５：１０となるように設定した。

咀嚼運動は特に条件を与えない自由咀嚼とした。
被験者は各ガム３分間の測定を１回ずつ行い，ガム
の咀嚼する順番は，被験者ごとにランダムとした。
また，測定は５分間の休憩をはさんで行った。測定
時の体位は，背もたれに背をつけない垂直座位とし
た。椅子の高さは一般的な規格である４５cm とし
た。各被験者の姿勢は正眼対面を維持した垂直座位
で，頭部は無拘束とした。

頭部運動の測定には３次元６自由度顎運動測定装
置（Gnatho-HexagraphⅡ JM-２０００，GC）を使用し，
サンプリングレート６０Hz にて測定を行った。得ら
れたデータは，ナソヘキサグラフ用頭部運動解析ソ
フトを用い頭部運動の解析に使用した。ナソヘキサ
グラフ用頭部運動解析ソフトを用い頭部運動の解析
を行った。今回の研究では，ヘッドフレームによる
頭部運動の計測を行った。また，従来下顎運動計測
に用いる下顎用フェイスボウは重力に対する水平面
の基準として水平器（ED-３５DGLM, Ebisu Diamond）
によって，机に水平に取り付けた。机は椅子の前に
置き，下顎用フェイスボウは可及的に被験者の下顎
の位置と同じになるように机より垂直に伸ばし取り
付けた。
３．基準平面と計測平面の設定

基準平面は重力線と垂直な水平面とした。計測平

面は矢状面観での FH 平面とし，左側眼窩下点と左
右耳珠上縁の中点とを結ぶ線とした。基準平面に対
する計測平面の角度を経時的に測定し，基準平面よ
り後屈している時をプラス，前屈している時をマイ
ナスで表記した。
４．頭位と頭部の揺れの解析

測定したデータは頭位と頭部の揺れに分けて解析
を行った。頭位は，３分間のガム咀嚼中に計測した
FH 平面の角度（サンプリングレート６０Hz）を対象と
し，被験食品の硬さの違いと FH 平面の傾きとの関
連性を解析した。頭部の揺れは１回の咀嚼サイクル
時に頭位が後屈した量とし，頭部が後屈を示した点
から前屈を示すまでの FH 平面の傾きの角度変化量
として示した。体位の揺れの影響が少ない連続した
５サイクルを抽出し対象とした。被験食品の硬さの
違いと頭部の揺れとの関連性について解析を行った。
５．統 計

被験食品の硬さの違いによる頭部の揺れの解析
は，１元配置分散分析を行い Bonferroni にて多重
比較を行った。統計処理には SPSS ver１１．０を使用
し，危険率５％未満に設定した。

結 果

１．各被験者のガム咀嚼時の頭位
各被験者の FH 平面の傾きの分布を示す（図１）。
頭位の変化は，ガム S・M 間で後屈を示したもの

が５名（sub.１，２，３，４，５），そ の 中 で ガ ム
M・H 間で後屈を示したものが１名（sub.１），変化
が少ないものが１名（sub.２），前屈を示したものが

図１ 各被験者の FH 平面の傾き
箱の下端がデータの第１四分位，上端が第３四分

位，中央の線が中央値を示す
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３名（sub.３，４，５）認められた。また，ガム S・
M・H 間での頭位の変化が少ないものが２名（sub.
６，７）認められた。
２．咀嚼サイクル時の頭部の揺れ

ガムごとの頭部の揺れについて図に示す（図２）。
頭部の揺れの平均は，ガム S で０．３０±０．１３度，ガ
ム M で０．４４±０．２０度，ガム H で０．６４±０．３１度を示
した。被験食品の硬さの増加により頭部の揺れは大
きい値を示し，ガム S-H・M-H 間で有意な差が認
められた。各被験者の咀嚼サイクル時の頭部の揺れ
の変化について図に示す（図３）。すべての被験者で
被験食品の硬さの増加により頭部の揺れは増加した。

考 察

１．実験方法および計測条件について
咀嚼に影響する食品の性状として硬さや大きさな

どが考えられるが，本研究では顎機能診断上有効で
あるとされる硬さ１３）について着目した。今回の被験
食品として恒常性が高く，嚥下などによる体動の変
化が少なく，量・硬さ・大きさを規定できるガムを
用いた。

本研究では，下顎用フェイスボウを取り付けず下
顎運動の測定を行わなかった。これは，下顎の切歯
マーカーが顎運動を変化させる可能性があることが
報告されている１４）ため，生理的な咀嚼運動の妨げに
なると考えたからである。そのため本実験では水平
面と頭部との関連をより詳細に検討できるよう下顎
用フェイスボウは水平面の基準測定に用いた。各被
験者の姿勢は正眼対面を維持した垂直座位で，頭部
は無拘束とした。これは，被験者が最もリラックス
していると感じる頭位を再現し，生理的な咀嚼運動

を妨げないために行った。
２．頭位について

被験食品に硬さの違う２種類のガムを使用した報
告によると，咀嚼運動時の最大開口量と咬筋の活動
量が被験食品の硬さと比例関係にある１５）と述べてい
る。また，咬筋と頭位の変化に関する報告４）では，
咬筋活動量の増加と頭位の後屈との関連が指摘され
ている。これらから，ガムの硬さの増加が咬筋活動
量を増加させ頭位の後屈を引き起こすこと推察され
た。しかし，本研究ではガム S・M 間で被験者７名
中５名において頭位の後屈が認められたが，ガム
M・H 間で頭位の後屈が認められたのは１名のみで
あった。以前我々が行ったガム S・M と同程度の硬
さである２種類のグミを用いた実験においては頭位
の後屈が認められ，被験食品の硬さと頭位との関連
性が示唆された５）。本実験で行われたより硬いガム
H の咀嚼では頭位の前屈傾向を示す３名の被験者が
認められた。以上のように本実験においては被験食
品の硬さの増加は頭位の後屈に明瞭な関連性を与え
なかった。頭部の後屈筋として，開口時に胸鎖乳突
筋や後頚筋が活動することが報告されている８，１６，１７）。
また，咀嚼時の胸鎖乳突筋の活動は閉口筋である咬
筋の活動に比例して変化し，咬筋と胸鎖乳突筋との
間に反射機構が存在する可能性があると報告してい
る１７）。このことから，咀嚼運動時の頭位は後屈筋や
閉口筋の協調した活動により適切な位置に保持され
ると示唆される。本実験では，被験者７名中５名に
おいて被験食品の硬さにより頭位の変化が見られ，
被験食品の硬さが頭位へ影響を与えることが明らか
になった。しかし，被験者によりその傾向は異な
り，明瞭な示唆は得られなかった。より硬さや食品

図２ 各ガムにおける頭部の揺れ 図３ 各被験におけるガムごとの頭部の揺れの変化
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の種類について検討を行う必要があることが考えら
れる。
３．頭部の揺れについて

本研究で，頭部の揺れは最小で０．０８度，最大で
１．４７度を示した。沼澤らの報告７）では，頭部の揺れ
は０．００度から３．１３度と報告している。本研究の結果
の最大値が沼澤らの報告よりも小さい値を示してい
るのは，本研究が安定している連続した５サイクル
を対象としたことにより，体動などの揺れを排除し
検討できたからであると考えられる。以前の我々の
研究においても，頭部の揺れの最大値は１．３５度であ
り，本研究と同様な値を示している。

すべての被験者は，ガムの硬さの増加により頭部
の揺れが増加した。また，被験食品の硬さの増加に
より，頭部の揺れは大きい値を示した。これから，
被験食品の硬さと頭部の揺れの関連性があることが
認められた。咀嚼運動は被験食品の硬さと最大開口
量は比例関係にある１５）こと，下顎の開口量と頭部運
動量（頭部の揺れ）との間に相関関係があること８，９）が
解っている。これから，ガムの硬さの増加による頭
部の揺れの増加は，開口量の増加と関連があると推
測された。

本研究は，咀嚼運動時の頭部の役割を明確にする
ため，被験食品の硬さによる頭部動態への影響につ
いて検討を行った。被験食品の硬さの増加により頭
部の揺れは増加を示し，被験食品の硬さと頭部の揺
れとの間に関連性が認められた。頭位においては被
験食品の硬さにより影響を受けることを明らかにし
たが，一定の傾向は得られず，より詳細な検討が必
要であることが考えられた。
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Influence of food hardness on head movement during masticatory movement
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The purpose of the present study was to clarify the role of head（head posture and pitching of head）
during masticatory movement． The influence of different hardness of food on head posture and pitching
of head during masticatory movement was examined．

The study involved７ healthy dentulous individuals． While sitting upright，each subject chewed
three types of gum with different levels of hardness． The device used for measurement was an optoelec-
tric jaw tracking system with six degrees of freedom． The horizontal plane perpendicular to the
direction of gravitational force served as a reference plane，and FH plane was selected as the plane for
measurement． Analysis of the gradient of head posture and pitching of head during masticatory move-
ment was conducted．

Pitching of head increased with increasing hardness． An association between food hardness and
pitching of head but not head posture was suggested． （The Shikwa Gakuho，１１３：３８３－３８７，２０１３）
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