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抄録：歯磨き行為の積極的休息への応用について：左達

万人）が半年以上続く慢性的な疲労に悩んでいることが

秀敏ほか．花王株式会社東京研究所―目的：本研究の目

報告されている

的は，歯磨き行為における積極的休息としての有用性を

査では，仕事や職業生活に関する強い不安，悩み，スト

明らかにすることである．対象と方法：生理指標として

レスを有する労働者の割合は約 63 ％であり，1982 年の

フリッカー値を，心理指標として主観的アンケートを用

2）
同調査と比較すると約 1.2 倍になっている ．その後

いて検証した．まず，17 名の健康な若年男女（男性 12

2002 年の同調査 3）では，約 62 ％で 1997 年と比較して

名，女性 5 名，平均年齢±標準偏差； 22.5 ± 1.5 歳，右

も減少していないことが分かっている．

1，2）

．また，1997 年の労働者健康状況調

利き）を歯磨き群と非歯磨き群に無作為に割り当てた後，

一方，就業による疲労は注意力を低下させ，生産性の

両群にパソコン上で 20 分の連続計算課題を実施させた．

低下，労災・事故などリスク発生など企業の人的・社会

その後，歯磨き行為を行わせ，その前後でフリッカー値

的・経済的損失をもたらし，労働力損失は全労働コスト

と気分を計測した．結果：歯磨き群のフリッカー値は，

の 10–20 ％（全国で年間約 600 億円）以上に達するとい

歯磨きをしない群と比べて有意に増加した（p ＜ 0.05）．

う報告がなされている 2–4）．このような理由から，疲労

一方，気分については， 爽快感

を低減，緩和させることは個人の健康維持ばかりでなく，

が歯磨きをしない群

と比べて有意に増加し（p ＜ 0.05）
， 集中力 ， 頭のすっ

社会生活の健全性にとっても非常に重要な課題であると

きり感 が増加傾向を示した（p ＜ 0.1）．また， 倦怠 ，

考える．

は，有意に減少した（p ＜ 0.01）．考察と結論：

疲労とは，
「過度の肉体的，精神的な活動により生じ

歯磨き行為による体性感覚刺激や口腔内触覚刺激が総合

た独特の病的不快感と休養を求める欲求を伴う身体ある

的に大脳活動を賦活させたと考えられ，また，気分を爽

いは精神機能の減弱状態」と定義されている 5）．また，

快にする効果が認められたことから，歯磨き行為は，積

疲労に付随して起こる心身の徴候として，作業能率・集

極的休息として応用できる可能性が示唆された．

中力・多重注意・意欲等の低下や知覚異常・知覚鈍麻や

眠気

（産衛誌 2010; 52: 67–73）

日内リズムの乱れ・睡眠障害による脳の変調などが挙げ
6）
られる ．これら身体的および精神的な機能減弱状態を

キーワード： Active rest, Fatigue, Flicker value, Tooth

回復させる休息方法としては，積極的休息と消極的休息

brushing

の 2 種に大別される．消極的休息とは，体を動かさずに
安静にして休む方法であるが，一方，積極的休息とは，

Ⅰ．緒

言

近年の疲労の実態として，1999 年の厚生省（現；厚

作業に使用しなかった部位を活動させることにより疲労
7）
をより促進的に解消しようとする方法である ．すでに

積極的休息として運動

7，8）

や朗読 9）などの効果が報告

生労働省）疲労調査研究班が実施した疫学調査では，疲

されている．また，積極的休息は，新鮮な感覚が惹起さ

労 感 を 自 覚 し て い る 人 の 割 合 は 就 労 人 口 の 約 60 ％

れ，新たな気持ちで作業に臨めるという主観的疲労回復

（4,720 万人）であり，そのうち半数を超える人（2,960

感に効果があるという報告もある

10，11）

．このように積

極的休息として作業に使用していなかった部位を活動さ
2009 年 7 月 2 日受付； 2009 年 11 月 26 日受理
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せることは，疲労状態にある大脳活動の機能を亢進する
のに有用であることが推察される
極的休息として様々な手法

9，12，13）

．従って，積

14）

が考えられるが，歯磨き

行為も積極的休息の一つとなりうる可能性がある．
歯磨きは従来，口腔内環境を整えるために行うもので
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あるが，近年では全身の健康を考える上でも重要な役割
を担っていることが分かってきている

15，16）

．さらに，

歯磨き行為には，口腔内刺激による口腔内触覚刺激，ブ
ラッシングによる上腕部の軽運動により体性感覚等の刺
激が生じると考えられる．さらに，これらの刺激は，大
脳皮質へ到達し，各支配部位を賦活させる

17，18）

ことか

ら，積極的休息としての役割を果たす可能性が考えられ
る．また，疲労回復方法は，日常的に実行でき，なおか
つ簡便なものであった方が望ましいことからも，歯磨き
行為は，衛生面で重要な役割を果たすばかりでなく，日
常的に実行容易な疲労回復の手段として考えられる．
そこで本研究では，積極的休息という観点から歯磨き
行為が疲労回復方法として有効か否かを明らかにするた
め生理心理学的実験により検証した．即ち，疲労の生理
的指標としてはフリッカーテスト

19，20）

に心理的指標として主観的アンケート

を用いた．さら

Fig. 1. Experimental protocol of this study. Flicker
test and subjective questionnaire on VAS
(Visual Analogue Scale), MMS (Multiple
Mood Scale) and SSS (Stanford Sleepiness
Scale) are shown by arrows (↓). A continuous calculation task was done for 20 min
shown by the box (■ ). Care was tooth
brushing or non-tooth brushing shown by
the box (□).

21–25）

により気分

を解析し，非歯磨き条件と比較することにより検討した．
その結果，歯磨き行為が積極的休息として疲労の回復に
有用な知見が得られたので報告する．

2）計算課題
被験者の疲労度合いを統制するために著者らが開発し
た計算課題ソフトを 20 分間実施した．本ソフトは，内
田クレペリン試験様式を模したもので，1 桁の数字がラ

Ⅱ．対象および方法

ンダムに表示され，2 数字をランダムに表示される加算

1．対象

あるいは乗算記号に従って計算し，その答えの 1 桁目の

大学生・大学院生 17 名（男性 12 名，女性 5 名，平均

みをキーボード上の数字で入力させるものである．課題

年齢±標準偏差； 22.5 ± 1.5 歳，右利き）を被験者とし

実施前にできるだけ速く正確に入力するように指示し

た．すべての被験者から聴力および視力（矯正視力含む）

た．

は正常であり，起床後および就寝前に毎日歯磨剤を付け

3）フリッカーテスト

て歯磨きをする習慣があると自己報告を得た．また，被

被験者には，ハンディフリッカ（NEITZ 社製 ハンデ

験者の口腔内には明らかな外傷がなく，現在治療中では

ィフリッカ HF-Ⅱ）を用いて 70 Hz で明滅する緑色発光

ない歯・歯肉であることを自己申告により確認した．実

ダイオード（主波長； 555 nm）の視標（Φ8.7 mm）を

験前に各参加者に実験内容を十分に説明し，実験参加同

注視（視標部と被検眼との距離：約 25 cm，視角：約

意書を得た．また，本実験のプロトコルは千葉大学フロ

2 °）してもらい，ちらつきがなくなっていることを確

ンティアメディカル工学研究開発センター倫理審査委員

認させた．次に被験者の右手親指でボタンを押し続け，

会の承認を得た．

徐々に周波数を減少させて，ちらつき始めたときにボタ
ンから指を離させた．その時の周波数（フリッカー値）

2．方法

を求めた．1 回のテストで連続 5 回試行し，解析には最

被験者 17 名のうち 8 名を非歯磨き群，9 名を歯磨き群
として無作為に割り当てた．まず，被験者の疲労度合い
を合わせる目的で計算課題を 20 分間行わせた．その直
後フリッカーテストおよび主観的アンケート （VAS
（Visual Analogue Scale）21，22），多面的感情状態尺度
（MMS）短縮版

23，24）

，スタンフォード眠気尺度（SSS:

大値および最小値を除いた 3 回の平均値を用いた．
4）主観的アンケート
本実験では以下の質問紙を用いた．なお被験者には熟
考せず直感で記入するよう予め指導した．
1．Visual Analogue Scale（VAS）： 全体的疲労感 ，
自覚的ストレス ， 退屈感 ， 頭のすっきり感 ， 集

25）
Stanford Sleepiness Scale） （日本語訳）を行った．

中力 ， 意欲 ， 爽快感

次に歯磨き行為を行わせ，その直後に再びフリッカーテ

2．多面的感情状態尺度短縮版： 抑鬱・不安 ， 倦怠 ，

ストおよび主観的アンケートを実施した．実験の手順を

活動的快 ， 非活動的快

の 7 項目を用いた．
の 4 下位尺度 20 項目を用い

Fig. 1 に示した．

た． まったく感じていない （1）から

1）実験条件

ている （4）の 4 段階評定で主観評価を求めた．1 から

実験は午前 11 時から実施した．課題および測定は，
室温 22 度，湿度 50 ％ Rh 設定で行った．

はっきり感じ

4 を単純加算し，合計得点が高いほど各項目感情が高い
ことを示す．
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3．ス タ ン フ ォ ー ド 眠 気 尺 度 （Stanford Sleepiness
Scale: SSS）の日本語訳版： 活気や気力がみなぎって
いる，はっきり目覚めている （1）から

目をあけてい

ることができない，すぐに眠ってしまいそうである （7）

の分析において，有意水準は 5 ％とした．
Ⅲ．結

果

1．等質性
まず 2 群間の等質性を確認するため，計算課題後の値

の 7 段階評定で主観評価をさせた．

について t 検定を行なった．その結果を Table 1 に示し

5）歯磨き
歯磨き群では，計算課題を実施する席から洗面台まで
移動し，立位で市販されているミント香味の歯磨剤平均

たが，全ての項目において有意差は認められなかった．
従って，両群は等質であるとみなすことができた．

約 1 g を歯ブラシにとり歯および歯肉をブラッシングさ
せた．なお，歯磨剤なしのブラッシングでは，被験者の

2．フリッカーテスト

歯磨き習慣と異なることから，その影響が危惧されたの

両群の計算課題後を基準としたフリッカー値の変化量

で本研究では歯磨剤を使用した．歯磨剤は，l-メントー

（歯磨き後―歯磨き前）を Fig. 2 に示した．非歯磨き群

ルの他に香料・甘味料を含むナチュラルミント風味であ

（Mean ± S.D.; −0.542 ± 1.436）に比べ歯磨き群（Mean ±

り，被験者には同一の歯磨剤を使用させた．歯磨き時間

S.D.; 0.741 ± 0.940）で有意にフリッカー値が増加した．

は 1 分間と設定し，その後コップ一杯 150 cc の水で数回
に分け口をゆすがせた．なお，本試験では，歯磨剤をつ

3．主観的アンケート

けず，ブラッシングなどの一連の歯磨き行為をしない群

Table 2 に計算課題後を基準とした VAS 項目の変化

を非歯磨き群と定義し，歯磨き以外の行動を統制させる

量（歯磨き後―歯磨き前）を示した． 全体的疲労感 ，

ために歯磨き群と同様に洗面台まで行き，1 分間立位さ

自覚的ストレス ， 退屈感 ， 意欲
な差は認められなかった． 集中力

せた後席に戻らせた．

きり感
3．統計解析

頭のすっ

については非歯磨き群に比べ歯磨き群で増加傾

向にあった． 爽快感

計算課題後を基準とした変化値を解析に用いた．歯磨

については有意
および

については非歯磨き群に比べ歯

磨き群で有意に増加した．

き群と非歯磨き群の二水準を設け，統計検定には対応の

次に，多面的感情状態尺度短縮版の計算課題後の状態

ない t-検定（Student’s unpaired t-test）を用いた．全て

を基準とした変化量（歯磨き後―歯磨き前）を Table 3

Table 1. Homogeneity of flicker value, VAS, MMS and SSS after calculation in the
tooth brushing group and the non-tooth brushing group
Non-tooth brushing
(N=8)

Tooth brushing
(N=9)

Flicker value (Hz)

47.63 ± 2.71

45.82 ± 2.88

0.20

General fatigue

46.88 ± 20.66

38.33 ± 20.52

0.41

Subjective stress

48.88 ± 24.00

40.89 ± 22.17

0.49

Boredom

38.38 ± 22.70

33.44 ± 28.22

0.70

Eagerness

58.88 ± 17.03

52.00 ± 16.78

0.42

Concentration power

59.38 ± 17.25

54.78 ± 20.22

0.62

Feeling of being refreshed

33.38 ± 18.49

37.33 ± 19.69

0.68

Feeling of clear-headedness

54.63 ± 19.19

50.00 ± 17.71

0.61

7.50 ± 3.02

7.56 ± 2.46

0.97

10.25 ± 3.15

10.11 ± 3.48

0.93

Active comfort

9.13 ± 3.44

9.89 ± 3.95

0.68

Passive comfort

10.00 ± 4.50

10.67 ± 3.24

0.73

3.00 ± 0.93

3.33 ± 1.23

0.54

Depression/Anxiety
Lassitude

SSS

mean ± S.D., ap value obtained by Student’s unpaired t-test.

p valuea
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に示した． 抑鬱・不安 ， 活動的快 ， 非活動的快 ，

歯磨き群（Mean ± S.D.; − 0.444 ± 0.527）で有意に減少

については有意な差は認められなかった． 倦怠

した（t（15）＝ 2.579, p ＜ 0.05）．また， 活動的快

につ

いては非歯磨き群に比べ歯磨き群で有意に減少した．し
かし， 抑鬱・不安

の下位尺度の

気がかりな

につ

いては非歯磨き群（Mean ± S.D.; 0.125 ± 0.354）に比べ

下位尺度の

元気いっぱいの

の

については非歯磨き群

（Mean ± S.D.; 0 ± 0.535）に比べ歯磨き群（Mean ± S.D.;
0.556 ± 0.726）で増加傾向があり（t（15）＝− 1.775, p ＜
0.1）， 非活動的快
のんきな

の下位尺度の

おっとりした

と

については両項目とも非歯磨き群に比べ，

歯 磨 き 群 で 増 加 傾 向 が 認 め ら れ た （両 項 目 と も ，
Mean ± S.D.; 0.125 ± 0.354, （15）＝− 1.775, p ＜ 0.1）．
Figure 3 に計算課題後を基準としたスタンフォード
眠気尺度（日本語訳版）の変化量（歯磨き後−歯磨き前）
を示した．非歯磨き群（Mean ± S.D.; − 0.667 ± 0.866）
に比べ歯磨き群（Mean ± S.D.; 0.125 ± 0.641）で眠気が
低下傾向にあった．
Ⅳ．考

察

フリッカー値の変動は，大脳皮質の機能によるもので
あるが，フリッカー値の増加は，大脳皮質が賦活系によ
り活動水準が覚醒状態におかれることに起因している．
従って，大脳皮質の活動水準が低下すればフリッカー値
Fig. 2. Change values of flicker value after care are shown.
Mean ± S.D., *p<0.05.

も低下すると考えられる

26）

．今回，歯磨きしない場合

に比べて歯磨きをすることによりフリッカー値が有意に

Table 2. Change values of VAS (Visual Analogue Scale) after care in the tooth
brushing group and the non-tooth brushing group
Non-tooth brushing
(N=8)

Tooth brushing
(N=9)

p valuea

–1.25 ± 20.62

–1.44 ± 26.53

0.82

–11.88 ± 18.60

–6.89 ± 14.64

0.55

Boredom

–3.00 ± 10.09

–2.44 ± 12.03

0.92

Eagerness

–6.25 ± 17.66

1.33 ± 16.56

0.38

Concentration power

–5.88 ± 13.17

6.67 ± 12.91

0.07

Feeling of being refreshed

–0.50 ± 8.86

17.11 ± 19.58

0.03

Feeling of clear-headedness

–2.13 ± 12.23

12.67 ± 17.79

0.07

General fatigue
Subjective stress

a

mean ± S.D., p value obtained by Student’s unpaired t-test.

Table 3. Change values of MMS (Multiple Mood Scale) after care in the tooth
brushing group and the non-tooth brushing group
Non-tooth brushing
(N=8)

Tooth brushing
(N=9)

–0.13 ± 1.36

–0.22 ± 0.83

0.53

Lassitude

0.75 ± 0.89

–0.78 ± 1.09

<0.01

Active comfort

0.00 ± 1.77

0.67 ± 2.74

0.57

Passive comfort

0.50 ± 1.85

–0.56 ± 2.30

0.32

Depression/Anxiety

mean ± S.D., ap value obtained by Student’s unpaired t-test.

p valuea
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位尺度である
し， 倦怠

元気いっぱいの

気がかりな ， 非活動的快
とりした

に関しては有意に増加

， 眠気 ， 抑鬱・不安
や

のんきな

の下位尺度である

の下位尺度である

おっ

に関しては有意に減少した．

これらの結果は，歯磨き行為がそれまで行われてきた行
為とは別の行為として捉えられることで起こる気分変化
であり，次の作業に向かうためにより積極的な心理状態
になったものと考えられる．しかし，全体的疲労感，自
覚的ストレス，退屈感などには影響が認められなかった．
この要因のひとつとして
Fig. 3. Change values of SSS (Stanford Sleepiness Scale)
after care are shown. Mean ± S.D., +p<0.1.

全体的

や

自覚的

などの

言葉が抽象的であり，曖昧であった可能性が考えられる．
身体的や精神的という言葉を付加し，より具体的に表記
する必要があったように思われる．なお，退屈感は，教
育上での低成績や低パフォーマンスと正の相関があるが

増加した理由として次の可能性が考えられる．

示唆されている

33）

．一方，退屈感を覚えることにより

ひとつは，筋組織内に広く分布している筋紡錘が，筋

創造性への欲求が高まるなど，創造性の上昇や変化，さ

運動による刺激により筋の伸縮に伴う内圧の変動を受容

らには，多様性への欲求上昇などと言ったポジティブな

して興奮し，脳幹網様体を刺激して体性感覚野を含む大

側面も報告されていることから

27）

34，35）

，本研究において

ことにより，大

退屈感が増加したからといって，歯磨き行為による気分

脳皮質の活動水準が上昇した結果，フリッカー値が増加

転換作用をなんら否定するものではないと思われる．さ

した可能性である．自転車エルゴメーターによる筋運動

らに，主観全体をみると歯磨き行為によりポジティブな

の前後で加算作業を行ったところ，運動負荷を与えない

方向に気分が向かうことで，ネガティブ方向に変わるの

条件よりも計算課題の成績が有意に上昇したという報

を抑制していることが示唆されたことからも，歯磨き行

脳皮質の支配部位の活動が高まった

告

28）

，右手タッピングを用いた軽運動により暗算作業

為自体が心理面でも有効な効果を有すると考えられる．

7）

の平均回答時間が短縮したという報告 ，不規則パター

なお，本研究で使用した歯磨剤は市販品であったこと

ン描写を用いた軽運動によってポストテストの誤数の数

から，香味成分を含有している．すでに香味成分は，情

が減少したという報告 29），さらには，上肢運動が積極

報処理能力低下抑制効果

的休息として疲労回復に効果的であったとする報告 30）

れている．また，本研究で用いた歯磨剤の香味成分であ

36）

や疲労低減効果 37）が知ら

があるように筋運動は，積極的休息としての役割がある

る l-メントールには，興奮及び鎮静作用，すなわちすっ

ものと考えられる．即ち，歯磨き時のブラッシング等の

きり感とリラックス感の二重効果として気分転換効

運動により中枢神経系の興奮性が高まったことで，外部

果

刺激を受容する感覚が鋭敏になり，その後の動作への準

香味成分により積極的休息効果がさらに高められる可能

備状態 9）になっていたと考えられる．

性もある．また，口腔内で生じた味覚刺激は，延髄の弧

次に，口腔内への触覚刺激，即ち直接的な歯への刺激
がフリッカー値を増加させた可能性が考えられる．歯を
取り囲む歯根膜

31）

には痛覚の他，触覚や圧覚を伝える
17）

38–40）

があることが報告されているように，歯磨剤の

束核に入り，最終的に大脳皮質味覚野に伝わる．そして，
大脳皮質味覚野で味の質や強さの識別等が行われ，快不
快の情動行動に繋がる

41）

と考えられている．従って，

．これらの体性感覚を含

歯磨き行為による作用を検証していく際には，香りおよ

め口腔内における体性感覚は三叉神経によって大脳皮質

び味による大脳皮質への影響も検証していく必要がある

神経線維が確認されている
に伝えられる

17）

．また，マッサージにより体性感覚を
32）

と思われる．今後歯磨き行為による筋運動や口腔内触覚

も報告されて

刺激などの体性感覚刺激と合わせて，歯磨剤の香味成分

いることから，歯への刺激により口腔内の触覚や圧覚を

による嗅覚刺激や味覚刺激が積極的休息効果を高めるか

含む体性感覚を刺激することで，大脳皮質が賦活した結

どうかも合わせて検証していく必要があると思われる．

刺激することによる積極的休息の効果

果，フリッカー値が増加した可能性が考えられる．即ち，

本研究で歯磨き行為には，大脳皮質を賦活させるとい

フリッカー値の増加は，歯磨き行為という軽度な筋運動

う生理的な効果，および爽快感の増加や倦怠感の減少と

による体性感覚，歯への触覚刺激により大脳皮質が賦活

いう心理的な効果を有することが示唆された．特に，心

したためと考えられる．

理的な効果は，積極的休息により新鮮な感覚になるとい

一方，歯磨き行為による気分への影響としては， 集
中力 ， 爽快感 ， 頭のスッキリ感 ， 活動的快

の下

う従来の報告とも一致している

10，11）

ことからも積極的

休息として歯磨きを行うことで，疲労回復を果たし，再
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び作業に集中できる可能性が示された．今後さらに，こ
れらの刺激がどの程度積極的休息としての役割を果たし
ているのか詳細に検証する必要がある．
ところで，これまで積極的休息に関する神経生理学的
研究報告としては，脳波を指標とすることが有効である
ことを示した報告はあるものの，ほとんど検討されてい
ないのが現状である 42）．本研究では，中枢神経活動の
指標であるフリッカー値でその効果が認められたことよ
り神経生理的な作用が及んでいる可能性が考えられる．
そこで，歯磨き行為の積極的休息としての効果について
神経生理学的指標を用いて評価していく必要もある．合
わせて，作業効率への影響を評価することにより，積極
的休息としての実質的価値についても検証していく必要
があり，さらに，日常的な場面での疲労回復の度合いに
対する積極的休息の効果も検証し，長期的な視点と併せ，
総合的な結論について検証していく必要があろう．なぜ
ならば，歯磨きは，口腔衛生において有用であるばかり
でなく，産業衛生上も日常的な疲労回復方法 14）として
も意義のある行為であると考えられるからである．
謝辞：本研究において，統計解析についてご指導を賜り
ました北星学園大学社会福祉学部福祉心理学科の竹原卓
真先生に深謝致します．
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Application of Tooth Brushing Behavior to Active Rest
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Abstract: Objectives: We evaluated the usefulness of
tooth brushing with toothpaste as active rest using the
flicker value as a physiological parameter and a subjective questionnaire as a psychological parameter. Methods:
Seventeen healthy, right-handed subjects (12 males and 5
females) aged 22.5 ± 1.5 yr (mean ± standard deviation)
were randomly divided into tooth brushing with toothpaste (N=9) and non-tooth brushing groups (N=8). The
subjects performed a serial calculation task for 20 min
using personal computers. Subsequently, the tooth brushing group brushed their teeth, and the flicker value and
mood were compared before and after the tooth brushing.
Results: The flicker value significantly increased in the

tooth brushing group compared with the non-tooth brushing group (p<0.05). Concerning the mood, in the tooth
brushing group, the incidence of a “feeling of being
refreshed” significantly increased (p<0.05), that of “concentration power” or a “feeling of clear-headedness” tended to increase (p<0.1), and that of “lassitude” or “sleepiness” significantly decreased (p<0.01). Conclusions:
Somatosensory stimulation and intraoral tactile stimulation during tooth brushing activated cerebral activity, producing refreshing effects. These results suggest the applicability of tooth brushing to active rest.
(San Ei Shi 2010; 52: 67–73)

