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カラーアトラスの解説

はじめに

近年，口腔機能の低下を総称する「オーラルフレ
イル」は，全身の機能低下（フレイル）の増悪を引き
起こす重要因子として注目を集めている。したがっ
て，口腔機能の中核を担う運動器である，「咀嚼筋
－腱－顎骨」の構造と機能を維持・向上させること
は，歯科の観点からも極めて重要といえる。一方で，
咀嚼や咬合による荷重の影響を受ける顎骨は，他の
骨と異なる特異的な力学環境下にあり，そのような
環境に対応した「骨強度」を獲得するために，構造
や形態を最適化していることが考えられる。しかし，
各種機能圧が顎骨のどの部位にどのような影響を与
えるかは依然としてわかっていない。
本稿では，顎骨の材質的要素，すなわち「骨質」

に注目し，骨を構成する無機成分である生体アパタ
イト結晶と骨強度の関連について，材料学的観点か
ら紹介を行う。
１．骨強度＝骨量＋骨質
骨強度を表す指標として，骨密度などに代表され

る「骨量」が７割，骨の構造的要素や材質的要素を
あらわす「骨質」が３割関与することが知られてい
る１）。近年，骨粗鬆症に代表される，骨密度が正常
にもかかわらず骨の強さが低下する疾患が重篤化し
ていることから，骨質と骨強度の関連性が重要視さ
れている。
２．生体アパタイト（Biological Apatite：BAp）結晶
BAp結晶と骨の関係を図に示す。BAp結晶は骨

質因子である骨基質に含まれ，この結晶が特定の結
晶軸（c軸）に配向した場合，ランダムである時に比
較して骨強度と非常に強い相関を持つことが報告さ
れている２）。BAp結晶は，骨内ではⅠ型コラーゲン
の走行に沿って存在しており，結晶の c軸が荷重方
向に優先的に配向する特徴を有していることから，
骨への荷重方向や強度の推測が可能であるとされて
いる（図１）。

BAp結晶配向性と顎骨の関係

これまでの研究により，ヒト有歯下顎骨では歯槽
部と基底部においてBAp結晶配向性が異なること
が明らかとなっている３，４）。また，無歯下顎骨におい
て有歯顎と異なるBAp配向性を示すことを見出さ
れ５），咬合力は骨質に影響を及ぼしていることが示
唆されている（図２）。

BAp結晶配向性と「咀嚼筋－腱－顎骨」の関係

側頭筋－腱－ヒト筋突起の腱付着様式および
BAp結晶配向性との関係を図３，４に示す。腱－骨
付着部は，軟組織と硬組織が共存する複雑な構造を
呈しており，全身の部位でその付着様式が異なる６）。
特に，顎口腔系の咀嚼筋停止部では，図３に示すよ
うに局所的に３種類の異なる付着様式が共存する，
極めて特殊な構造を有する部位がみられる。さらに，
図４に示すように，筋突起最頂部にのみ厚い線維軟
骨層が確認され，配向方向も腱の走行方向に応じて
他の部位と大きく異なっていた。このことは，側頭
筋による機能圧の影響と筋突起腱付着部の構造特性
の関連を示唆しており，この付着様式に対応して
BAp結晶配向性が強く反応していることが推察さ
れる。以上より，ヒト筋突起において，筋機能圧に
よる影響が咀嚼筋付着部直下皮質骨の構造特性，お
よび骨質に影響を与えていることが示唆された。
顎骨は，咬合に加えて咀嚼筋に代表される顎骨周

囲筋からの筋機能を絶えず受ける骨である。そのよ
うな各種機能圧がアパタイト結晶の配向性という，
ナノレベルでの構造異方性が骨質に影響を与えてい
ることが明らかとなった。以上の知見は，将来的に
はオーラルフレイル防止を目指した生体力学的診断
基準の規定や，それに基づいた骨診断に貢献できる
基盤となることが期待される。
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図１ 生体アパタイト結晶

図２ BAp結晶と有歯顎下顎骨・無歯顎下顎
骨の関係

図３ 顎口腔系の特殊な腱付着様式

図４ BAp結晶配向性とヒト筋突起構造
特性の相関
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