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は じ め に

顎関節症は齲蝕，歯周疾患とならび歯科の三大

疾患のひとつといわれ，大学病院や総合病院など

で診療する専門医のみならず広く開業歯科医の診

療対象となった。また顎関節症はマスコミでとり

あげられることが多く，受診患者も本症に対する

知識をかなり有していることから，その診療は高

い水準の内容が要求されるようになった。しか

し，本症の診療は存外に難しく，病因の解明，診

断および適切な治療法の選択などに際して苦慮す

ることは少なくないようである。

そこで著者は，顎関節症の診療に当たる歯科医

師が知っていなければならない知識，あるいは，

これからの進むべき方向を考慮するに当たっての

知識などを再確認する連載企画をたてた。

連載の一回目は本企画のコーディネーターであ

る著者が担当し，顎関節症に関する疾患概念およ

び顎関節症症型分類を解説する。第二回目以降は

基礎系ならびに臨床系の先生方に専門的な立場か

ら，顎関節症に直面する歯科医師として知ってい

なければならない知識を解説して戴く予定であ

る。

顎関節症という病名と疾患概念

「顎関節症」という病名は，上野ら１）が１９５６年の

第１０回日本口腔科学会総会において，顎関節部の

疼痛，関節雑音，開口障害を伴う慢性疾患の臨床

診断名として用いたのが最初である。その由来は

Foged２）が発表したTemporomandibular arthrosis

からであり，この論文に記載されている症状との

類似性に着目したためであった３）。なお，Temporo-

mandibular arthrosis に類する病態は古くから認

識されており１８８７年にAnnandale４）がdisplacement

of the intraarticular cartilage として，また本邦

では１９３４年に遠藤５）がクーパー氏不全脱臼として

記載している。

さらに上野６）は１９５６年に報告した論文「顎関節

疾患の診断と治療」のなかに，「顎関節症とは下

顎運動時の疼痛，雑音発生，開口障碍等の症状を

伴う慢性疾患の臨床診断名で，その本態は不全脱

臼のこともあれば，慢性顎関節炎或はその後遺症

のこともある（原文のまま）」と記載している。ま

た，「臨床上で関節症Arthrosis としているので

ある。一応この様な区分けをして，個々に充分精

査した上で，炎症の所見がそろへば関節炎にする

とか，或は外傷の後遺症とか，更に詳しい診断名

を附することは一向に差し支えない訳である（原

文のまま）」とも記している。要するに，当時は

顎関節部の病態把握がきわめて困難であったた

め，顎関節部の疼痛，雑音，開口障害などといっ

―――― 臨床ノート ――――
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た症状を呈し，慢性経過をたどる疾患群を一括し

て顎関節症と命名したわけである。そして将来そ

れらの病態が判明した時点で，個別の疾患あるい

は症型に細分類しようと考えたものと想像され

る。したがって，すでに病態の判明した顎関節疾

患は顎関節症に含まれないものと理解するのが妥

当であろう。なお当時の顎関節疾患は炎症，外

傷，奇形，腫瘍，顎関節強直症に分類されてい

た。

顎関節症の定義と分類

１９８０年代，顎関節部に対する各種画像診断法お

よび関節鏡視法が急速に発展し，顎関節部病態が

徐々に明らかにされてきた。そこで顎関節研究会

（１９８０～１９８７年，１９８８年より日本顎関節学会）

は，１９８４年に顎関節症に関する小委員会を設け，

顎関節疾患および顎関節疾患および顎関節症の分

類について検討し，１９８６年にそれら分類案を提唱

した７）。この分類は，国内の諸施設に広く普及

し，顎関節症のより正確な診断や適切な治療が行

われるようになった。また各施設間での治療成績

の比較検討がなされるようになり，顎関節症の診

断，治療，研究の進歩，発展に大きく貢献した。

さらに日本顎関節学会は１９９６年に顎関節疾患の分

類および顎関節症の分類を一部改訂するととも

に，顎関節症の疾患概念をまとめ「顎関節症と

は，顎関節や咀嚼筋の疼痛，関節雑音，開口障害

または顎運動異常を主要症候とする慢性疾患の総

括的診断名であり，その病態には咀嚼筋障害，関

節包・靱帯障害，関節円板障害，変形性関節症な

どが含まれている」と定義した８）。これにより，

従来あいまいであった顎関節症の疾患概念が明確

になり，他の顎関節疾患と鑑別されるようになっ

た。なお，顎関節疾患の分類および顎関節症の症

型分類は２００１年に再び一部改訂された（表１，

２）９）。

各症型の病態と臨床症状

１．顎関節症�型：咀嚼筋障害
ここでいう咀嚼筋とは咬筋，側頭筋，外側翼突

筋，内側翼突筋のほかに顎二腹筋，胸鎖乳突筋を

含むとされている。これらの咀嚼筋およびその筋

膜に疼痛が起こる障害である。この疼痛は開閉口

時，咀嚼時ならびに噛みしめ時などに発現する運

表１ 顎関節疾患の分類（２００１改訂）

１．発育異常（growth abnormality）
１）下顎関節突起欠損（agenesis of the mandibular condyle）
２）下顎関節突起発育不全（hypoplasia of the mandibular condyle）
３）下顎関節突起肥大（hyperplasia of the mandibular condyle）
４）先天性二重下顎頭（congenital bifid condyle）

２．外傷（trauma）
１）顎関節脱臼（dislocation of the mandibular condyle）
２）骨折（関節突起，下顎窩）（fracture of the temporomandibular joint）
３）捻挫（顎関節部）（sprains or strains of the temporomandibular joint）

３．炎症（inflammation）
１）化膿性顎関節炎（suppurative arthritis）
２）関節リウマチおよび関連疾患（rheumatoid arthritis and allied diseases）
３）外傷性顎関節炎（traumatic arthritis）

４．退行性関節疾患あるいは変形性関節症（degenerative joint diseases，osteoarthritis）
５．腫瘍および腫瘍類似疾患（neoplasm and allied diseases）
６．全身性疾患に関連した顎関節異常（TMJ symptoms associated with some general diseases）
（痛風，偽痛風など）

７．顎関節強直症（ankylosis of the temporomandibular joint）
８．顎関節症

５７０ 米津：顎関節症を見直す
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動時痛であり，顎安静時の自発痛ではない。筋痛

によって開口障害がみられることもあるが，その

病態は関節包内には異常はなく，筋スパスム，筋

膜炎，筋炎などである。しかしながら臨床的にこ

れらを詳細に鑑別することは困難である。

２．顎関節症�型：関節包・靱帯障害
内在性もしくは外来性慢性外傷性刺激が関節包

や関節靱帯に加わることにより生じ，これら関節

包・靱帯さらには円板後部組織の過伸展や捻挫な

どが病態であると考えられている。また過伸展や

捻挫などによって生じる疼痛は顎関節部に限局し

た圧痛ならびに顎運動時痛であり，発現当初は比

較的強いが経時的に軽減してくることが多い。

３．顎関節症�型：関節円板障害
顎関節腔造影エックス線検査法やMRI などの

画像診断や関節鏡視法の進歩により関節円板異常

の病態は，かなり明らかにされた。この�型は関
節円板の転位（多くは前内方への転位）および変

性，穿孔ならびに線維化などが主たる病態であ

り，顎関節部の圧痛および顎運動時痛などの疼

痛，クリックやクレピタスなどの関節雑音，さら

に下顎頭の運動障害や開口障害などの症状が認め

られる。

また�型は，復位を伴う円板転位（�ａ型）と復
位を伴わない円板転位（�ｂ型）とに大別される。
前者は，閉口時には種々の程度で関節円板後方肥

厚部が下顎頭に対して前方転位を示すものの，開

口中にクリックとともに下顎頭が関節円板後方肥

厚部下面をくぐり，両者が正常な位置関係とな

る。しかし閉口末期に再びクリックとともに関節

円板が下顎頭の前方に転位する。したがって開口

途中と閉口末期にクリックが生じるので相反性ク

リック（reciprocal click）と呼ばれている。後者

は，関節円板後方肥厚部が下顎頭の前方移動の物

理的障害となり開口障害を呈するものでクローズ

ド・ロック（closed lock）と呼ばれ，間欠的なもの

と永続的なものとに分かれる。このクローズド・

ロックは長く持続していたクリックが突然消失

し，急に開口障害が発現することが多い。また片

側性クローズド・ロックの場合には，開口時およ

び下顎前方運動時に下顎正中は患側に偏位し，さ

らに健側への側方運動が制限されるものがほとん

どである。

４．顎関節症�型：変形性関節症
関節円板や滑膜などの軟組織や，下顎頭や下顎

窩などの退行性病変が，�型の主たる病態であ
り，軟骨破壊，骨変性，骨の吸収や添加などが認

められる。�型では，顎関節部の圧痛および顎運
動時痛などの疼痛，クリックやクレピタスなどの

関節雑音，さらに下顎頭の運動障害などの症状が

みられる。

５．顎関節症�型
疾患概念からは顎関節症と診断されるものの上

記の�～�型のいずれにも分類されないものをい
う。�型の中には現時点では病態が不明でないも
のが含まれており，今後病態の解明が進むことに

表２ 顎関節症の症型分類（２００１改訂）

１．顎関節症�型：咀嚼筋障害masticatory muscle disorders
咀嚼筋障害を主徴候としたもの

２．顎関節症�型：関節包・靱帯障害 capsule－ligament disorders
円板後部組織・関節包・靭帯の慢性外傷性病変を主徴候としたもの

３．顎関節症�型：関節円板障害 disc disorders
関節円板の異常を主徴候としたもの
ａ：復位を伴うもの
ｂ：復位を伴わないもの

４．顎関節症�型：変形性関節症 degenerative joint diseases，osteoarthritis，osteoarthrosis
退行性病変を主徴候としたもの

５．顎関節症�型：�～�型に該当しないもの

歯科学報 Vol．１０２，No．７（２００２） ５７１
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よって顎関節症以外の疾患の範疇に入る病態も含

まれている。�型に分類するには�～�型の病態
や症状を十分に理解しておかなければならず，安

易に�型とすることは避けなければならない。

顎関節症の診断手順

顎関節症と診断するにあたっては，まず顎関節

症と同様の臨床症状を呈する疾患群との鑑別が必

要である。すなわち顎関節症の診断は類似の症候

を呈する症候群との鑑別を行って初めて成立する

のである。

顎関節症と鑑別を要する疾患は，顎関節症以外

の顎関節疾患と顎関節疾患以外の疾患に大別され

る。前者のうち，外傷性顎関節炎は，時日を特定

できる下顎骨ないし顔面の外傷とそれに引き続い

て発生した顎関節部の発赤，腫脹，熱感，疼痛な

どの臨床的炎症所見を呈するものをいい，顎関節

症症型分類における関節包・靱帯障害と区別する

とされている。また，顎関節疾患分類のなかの変

形性関節症と顎関節症症型分類における変形性関

節症との識別は，前者は多関節性ないし顎関節症

の診断基準を満たさないものであり，後者は単関

節性で，かつ顎関節症の疾患概念に合致している

ものとしている。

顎関節症と鑑別を要する疾患のうち顎関節疾患

以外の疾患は多岐にわたり，顎顔面部に疼痛をき

たす疾患および開口障害をきたす疾患のすべてで

あるといえる。それらは頭蓋内，隣接器官，筋・

骨格系および心臓・血管系の疾患，神経疾患，頭

痛，精神神経学的疾患に大別される。さらに隣接

器官の疾患は，歯および歯周組織，咀嚼筋，耳，

鼻・副鼻腔，咽頭，側頭骨下顎骨およびその他の

疾患に分類される（表３）。

顎関節症症型分類の手順

著者らは日本歯科医学会平成２年度学術奨励研

究課題の指定を受け，全国の大学病院各科２２７施

設を対象に，顎関節症プロトコールおよび日本顎

関節学会顎関節症症型分類に関するアンケート調

査を行った。また各施設で用いられている顎関節

表３ 顎関節症と鑑別を要する疾患（２００１改訂）

�．顎関節症以外の顎関節疾患
顎関節疾患の分類（２００１）を参照

�．顎関節疾患以外の疾患
１．頭蓋内疾患（腫瘍，動脈瘤，膿瘍，出血，血腫，浮腫）
２．隣接器官の疾患
１）歯および歯周疾患（歯髄炎，歯周炎，（智歯周囲炎））
２）咀嚼筋の疾患（腫瘍，瘢痕拘縮）
３）耳疾患（腫瘍，外耳炎，中耳炎，水疱性鼓膜炎）
４）鼻・副鼻腔の疾患（腫瘍，上顎洞炎）
５）咽頭の疾患（腫瘍，術後搬痕，Eagle’s 症候群）
６）側頭骨の疾患（腫瘍，骨炎）
７）顎骨の疾患（腫瘍，骨炎，筋突起過長症（肥大））
８）その他の疾患（茎状突起過長症，慢性顔面痛症候群）

３．筋・骨格系の疾患（筋ジストロフィー，Ehlers－Danlos 症候群）
４．心臓・血管系の疾患（虚血性心疾患，頸動脈圧痛，側頭動脈炎）
５．神経疾患（三叉神経痛，舌咽神経痛，蝶形骨口蓋神経痛，非定型顔面（神経）痛，耳帯
状疱疹，Ramsay－Hunt 症候群，末梢神経炎，破傷風，外傷または術後神経痛）

６．頭痛（片頭痛，群発頭痛，緊張型頭痛など）
７．精神神経学的疾患（精神分裂症，躁欝病，不安神経症，器官神経症，情緒障害，体感
異常症など）

註：表中で示した腫瘍には，良性，悪性および転移性腫瘍を含む。

５７２ 米津：顎関節症を見直す
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症プロトコールを収集分析し，日本顎関節学会顎

関節症症型分類に応用し得る顎関節症診断プロト

コール試案を報告した１０）。

ついで平成３年度も症例研究課題の指定を受

け，日本顎関節学会顎関節症症型分類に基づく顎

関節症診断プロトコールを引き続き検討し，研究

代表者の杉崎１１）は，プロトコールの骨子となる要

項や症型分類診断法について報告した。この杉崎

が報告した症型分類診断法は，国内の多くの施設

において用いられ，日本顎関節学会もこれを取り

入れ，「顎関節診療に関するガイドライン」９）のな

かに症型分類の手順（表４）を記載した。

それによると，１．診断対象はとくに設けない

が，�型の診断は１５歳以上とする。なお，１５歳と
いう年齢条件を診断基準に取り入れた理由は，顎

関節における形態形成や石灰化が完了していない

時期における骨病変の診断には慎重な対処を要す

る。すなわち一般に顎関節における形態形成が完

了するのが１５歳以降といわれているからである。

２．重複診断は避け，単独診断とする。３．診断

手順は�→�→�→�→�，の順とし，診断基準
に沿って診断する。４．エックス線撮影法は下顎

頭が観察できる顎位（２０mm開口位等）における回

転パノラマエックス線撮影法とし，断層撮影，

エックス線CTなどがある場合はそれらを優先す

る，ことなどを約定としている。

顎関節症症型分類の診断基準

各症型の診断基準については日本顎関節学会が

「顎関節症における各症型の診断基準」９）として定

めている（表５）。症型分類の手順に従って�→�

表４ 顎関節症の診断手順

顎関節症と同様の臨床症状を呈する疾患群との鑑別診断
（表３“顎関節症と鑑別を要する疾患”の項を参照）

�
顎関節症の症型診断

�
各症型における病態・病期あるいは重篤度の判定

�
予後とそれに基づいた治療目標の設定

表５ 顎関節症の症型分類の手順および診断基準

臨床像としては関節痛，開口障害（下顎頭の前方運動障害）あるいは関節（雑）音の少なくと
もいずれかを呈し，画像所見として骨辺縁部の局所的不透過性増生（辺縁性増生），骨皮質の
断裂を伴う吸収性骨変化，ないし吸収性変化を伴う下顎頭の縮小化を呈する。

�Yes �No

顎関節症�型：変形性関節症 開閉口時のクリックあるいは下顎頭のひっかかりを呈する
もの。あるいは通常，開閉口時クリックの突然の消失ある
いは開閉口時クリックの既往に引き続き，開口障害および
開口時あるいはかみしめ時痛を呈するもの。通常は患側下
顎頭の前方運動障害を伴う。MRI による関節円板の位置
異常と顎運動中における復位の確認。

�Yes �No

顎関節症�型：関節円板障害 部位を確認しうる咀嘱筋等の顎運動時痛を示す。

�Yes �No

顎関節症�型：咀囑筋障害 顎運動時に顎関節痛を訴え，触診
で顎関節部の圧痛を同定できる。

�Yes �
�
�
No顎関節症�型：関節包・靱帯障害

顎関節症�型：�～�型に該当しないもの
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→�→�→�型の順で診断基準を以下に記載す
る。

１．顎関節症�型：変形性関節症
１）診断基準

� 臨床像

関節痛，開口障害（下顎頭の前方運動障害）ある

いは関節雑音の少なくともいずれかを呈するも

の。

� 画像所見

骨辺縁部の局所的不透過性増生

骨皮質の断裂を伴う吸収性骨変化

吸収性変化を伴う下顎頭の縮小化

２）診断上の注意

� 画像所見のうち，骨の硬化（eburnation，

sclerosis），骨皮質の存在する外形の扁平化（flat-

tening），骨皮質の存在する陥凹（concavity），石

灰化物および関節浮遊体（calcified bone，loose

body）は単独では変形性関節症を確定する所見と

はならず，進行性であるか否かの経過観察が必要

である。なお，石灰化物が複数みられる場合は，

顎関節症ならびに変形性関節症以外の病変も疑い

精査すべきである。

� 顎関節における成長終了以前での骨変化の

診断に際しては慎重な対処を要する。

� エックス線検査法としては，回転パノラマ

エックス線撮影あるいはパノラマ顎関節撮影法

（いわゆる分割撮影法）が最低限必要である。しか

し，これらの撮影法のみでは側頭骨の変化を確定

することは困難である。また，より診断精度の高

い検査法（断層撮影，CT，MRI，関節鏡など）を

行った場合はそれら所見を優先する。なお，それ

ぞれの検査法における骨変化の正診率は表６に示

すごとく報告されている。

２．顎関節症�型：関節円板障害
ａ．復位を伴うもの

１）診断基準：開閉口時のクリックあるいは下顎

頭のひっかかりを呈するもの。

２）診断の確定：関節腔造影やMRI などによる

関節円板の位置異常と顎運動中における復位の

確認。

付記：下顎頭の運動軌跡と速度の円滑さの欠如

を示すことが多い。

ｂ．復位を伴わないもの

１－１）診断基準：通常，開閉口時クリックの

突然の消失あるいは開閉口時クリックの既往に引

き続き，開口障害および開口時あるいは噛みしめ

時痛を呈するもの。通常は患側下顎頭の前方運動

障害を伴う。

１－２）診断の確定：関節腔造影やMRI など

による恒常的な関節円板の位置異常を確認。

２）診断上の注意

� 各種画像診断において骨変形が確認された

ものは除外する。

� 復位を伴わない関節円板前方転位が慢性化

すると開口距離は増大し，疼痛が軽減することが

ある。

� 最大開口位付近において，下顎頭が関節円

板前方肥厚部下面をくぐり，さらに前方移動し，

その位置より閉口する際に円板前方肥厚部が下顎

頭後方移動の物理的障害となり，閉口障害やひっ

かかり，あるいはクリックを呈するオープン・

ロック（open lock）と顎関節前方脱臼との鑑別は

困難な場合が多い。

	 開閉口時のクリックあるいは下顎頭のひっ

かかりを呈するものには，円板の位置異常に起因

しないものもある。

３．顎関節症�型：咀嚼筋障害
１）診断基準：部位を確認できる咀嚼筋などの顎

運動時痛を示すもの。

２）診断上の注意

� 画像診断で骨変形または関節円板障害が確

認されたものは除外する。

表６ 各種検査法における骨変化の正診率（％）

経頭蓋側斜位Ｘ線撮影法 ５０～６０
回転パノラマＸ線撮影法 ７１～８６
顎関節パノラマＸ線撮影法 ７８～８７
顎関節断層Ｘ線撮影法 ６３～８８
Ｘ線CT撮影法 ６６～８７
MRI ６０～１００
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� 疼痛に起因する軟性開口障害を呈するもの

もある。

� 圧痛検査に関しては�～⑦のごとき報告が
あり，施行にあたっては注意を要する。

� 手指を用いた圧痛検査は術者間，患者間，

検査時点ごとの変動が大きく，再現性が低い。

� 圧測定計のごとき計器を用いた圧痛検査は

手指を用いた方法より再現性に優れている。

� 圧測定計を用いて触診の強さを訓練すると

再現性が向上する。

� 触診の強さは１．８kgが適当（関節および口

腔内は０．９kg）である。

� 筋の触診には，ある一定の圧力で筋を触診

し疼痛があるか否かを診査する方法と，徐々に触

診圧を増していき疼痛を感じた閾値（プレッ

シャーペイン・スレッショールド）で評価する方

法とがある。プレッシャーペイン・スレッショー

ルドを用いると通常の圧痛検査より再現性が向上

する。

� 口腔内の筋圧痛検査は，口腔外のそれより

も再現性が劣る。

	 個々の筋の圧痛検査よりも，それらを統合

しスコア化したほうが再現性が向上する。


 従来より検査部位として，口腔外では側頭

筋，咬筋，顎二腹筋，内側翼突筋さらに胸鎖乳突

筋が，口腔内では外側翼突筋，内側翼突筋，側頭

筋が報告されているが，個々の筋ならびに部位の

再現性は不明である。

４．顎関節症�型：関節包・靱帯障害
１）診断基準：顎運動時に顎関節痛を訴え，触診

で顎関節部の圧痛を同定できるもの。ただし，

咀嚼筋などの症状，および画像診断で骨変形ま

たは関節円板障害が確認されたものは除外する。

５．顎関節症�型
型，�型，�型および�型のいずれの診断基
準にも該当しないもの。

お わ り に

顎関節症を共通の視野から客観的に診断し評価

するために，日本顎関節学会による顎関節症症型

分類ならびに症型分類診断法およびその手順を紹

介した。今後，顎関節症の治療効果判定基準も検

討されるであろうが，顎関節症に対する治療は歯

科医学全般におよぶことから，歯科医学における

集学的検討が必要であると考えられる。
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