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加齢による顎骨の変化

第4回　顎関節の解剖と歯牙喪失後の形態変化

阿　部　伸　-　　井　出　吉　信

東京歯科大学解剖学講座

教育ノート

1.はじめに

顎関節は顎運動を司る重要な器官であるため,

歯科学の基本となる唆合,唄境などの問題と深く

関わる｡また機能的または器質的な変化から障害

を起こし,臨床上さまざまな問題を引き起こすこ

とが知られている｡したがって日常の臨床の場に

おいても,また各種の顎関節疾患を扱うにも,そ

の病態を理解するには,顎関節の解剖学的な形態

や機能を把握することが重要となってきている｡

顎関節は進化と発産から形作られた面と,その

後の機能の変化に適応して形成された二次的な要

素を含んでいる｡顎関節に影響を与えている要素

として,年J齢や性別による機能力の違い,歯牙の有

無や食性の変化などさまざまなものが考えられる｡

そこで本シリーズの4回目として,顎関節の蓋

本的な構造について述べた後,特に歯牙喪失後の

骨の形態変形について解説する｡

2.顎関節の骨部

ヒトの顎関節は,下顎骨関節突起上端の下顎頭

と,側頭骨の下顎雷,関節結節の間で造られる左

右で1対の"複関節''という構造である｡この骨

部に軟組織性の構造物が付随して,関節として機

能するようになる｡

顎関節の骨部は, F顎骨下顎頭,側頭骨のF顎

嵩,関節結節および関節隆起から構成される(図

1)｡この基本的な形態は食性の違いにより変化

している｡肉食動物では下顎雷の陥凹が深く,下

顎頭はその中に深く入り込み,獲物を捕らえた後

逃がさないような構造になっている｡草食動物で

は逆に下顎雷の陥凹は非常に浅く　F顎頭も平坦

で,側方運動に適した形態となっている｡雑食で

あるとトの顎関節はそれらのほぼ中間の形態を呈

している(図2)｡

1)下顎頭

下顎骨下顎枝後方に位置する関節突起の上端を

下顎頭と呼ぶ｡下顎頭は長軸をやや内方に向けた

横長の楕円形をしており,その頚部内側の前面に

は外側翼突筋が停止する美突筋雷が存在する｡下

顎頭の上面は関節面となっており,線惟軟骨に覆

われている｡この軟骨虐下の皮質骨は非常に薄く,

その内部は綿かな骨梁によって支えられている｡

2)下顎嵩

前方の頑骨弓の蓋部と後方の外耳孔の問に位遺

し,側頭骨の下面にある浅い横楕円形のくぼみを

下顎嵩と呼ぶ(図3)｡このくぼみの前縁はなだら

かに隆起して,関節結節を形成する｡解剖学用語

にはないが,下顎雷前縁を関節隆起と呼び,その

外側部分のみを関節結節と呼ぶ場合が多い｡この

場合の関節結節は外側靭帯の付着部である｡

このくぼみの後方は,鼓室部の薄い骨が後壁と

なっている｡この骨壁と下顎竃との移行部には,
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阿郭,他:歯の喪失に伴う顎骨の形態変化の特徴

図1　顎関節の構造
A:乳様突起　B:外耳孔　C:下顎嵩
D:下顎頭　E:関節結節
* :鼓室鱗裂

鼓室部と側頭鱗の癒合線である鼓室鱗裂が横に走

行している｡鼓室鱗裂は内方では前方の推体鱗裂

と後方の錐体鼓室裂の2本の癒合線に分かれてい

る｡この錐体鼓室裂は,顔面神経の鼓索神経が頭

蓋底に出る部位である｡

下顎の前方運動とは,唆頭蕨合位から上下の歯

牙が接触を保ちながら,前方へ移動する運動のこ

とである｡

3.敢組織部

顎関節を構成する軟組織部としては,関節円

板,関節包,靭体,筋が挙げられる｡

1)関節円板

下顎嵩,関節結節と下顎頭の問に存在する線惟

性の円板であり,関節腔を上関節腔,下関節腔に

分けている(図　　　｡

の関節円板の区分によると,円板は次の

4つの部分に分けられる｡

①　前肥厚帯　　　　　　　　円板前方の肥

厚部

②　中間苫　　　　　　　　　　　前肥厚帯

の後方で横長の非薄部

③　後肥厚帯　　　　　　　　　円板後方の

肥厚部

④　二層部　　　　　　　　　下顎雷後縁お

よび鼓室鱗裂に付着する上層(弾性線惟)と,

下顎頭後面に付着する下層(勝原線惟)に区別

される部｡

☆　　の分類する二層部は,前方では円板組織

に似て密であり,後方では血管･神経によって分

断されて綱様組織に似てくることから　　　　の

図2　食性による顎関節部の形態の違い
肉食幾(トラ)草食類(ヤギ)　雑食戴(ヒト)
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図3　下方から観察した下顎高
A :関節結節(下顎嵩前縁を関節隆起と呼び,その

外側部分のみを関節結節と呼ぶ場合が多い｡)
B･.下顎膏　C:稚体鼓室裂　Dl.外耳孔

様な単純化はできないとして, ｢後円板床｣ある

いは｢円板後部結合組織｣とよぶ場合もある｡

2)関節包

顎関節を取り巻く結合組織の線維膜で,下顎雷

の周囲から関節突起の周囲に付着している｡関節

包の内面は繊毛様にヒダを持つ滑月莫によって覆わ

れ,関節の円滑な運動のための滑液を分泌してい

る｡

3)靭背

顎関節の周囲には外側靭帯と副靭帯がみられ,

副靭帯には喋下顎靭帯と茎突下顎靭帯がある｡

○外側靭帯(図6 )

外側靭帯は顎関節にある唯一の靭帯で,関節包

の外面の前方に存在する｡肉眼的には関節包との

区別はやや難しいが,組織学的には両者間に血

図4　前方滑走時の顎関節
a:上関節腔　b:下関節腔　C:外耳道蘭節円板

[d:前肥厚帯　e:中間背　f :後肥厚背
g :二層郵]

図5　等貢関節部の前顎断面
a:頭蓋腔　b:上関節腔　C:関節円板
dl.下関節腔　e:下顎頭

管,神経がみられ,区別は容易である｡起始部は

側頭骨の頑骨突起と関節結節で,後下方に走行し

て下顎頭外側端の直下および後方に停止してい

る｡

外側靭背は顎関節の外側を保持する靭背として

比較的強靭で,下顎頭の外側への逸脱を防止し,

下顎頭の前進,後退を制限している｡

○副靭帯(図7)

煤下顎靭帯は錐体鼓室裂,喋形骨麻から起こ

り,扇状に広がりながら下外走し,顎動脈,顎静

派,耳介側頭神経と耳下腺との間を通り,下顎小

舌などの下顎孔周囲に停止している｡煤下顎靭帯
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阿部,他:歯の喪失に伴う顎骨の形態変化の特徴

図6　外側靭帯
a:外側靭青　b:頑骨弓　C:嘆筋
* :外側観音を割断し,下顎頭を明示

図7　副靭帯
a :煤下顎靭帯　b :茎突下顎靭帯

は関節円板と線経の連続性をもっている場合もあ

る(図8)o機能的には,開口および側方運動の塊

制に役立っが,関節円板と線経の連続性を持つ場

図8　閑節円板に付着する楳下顎靭帯

合には,関節円板そのものの運動を後内方から塊

制すると考えられている｡

茎突下顎靭青は側頭骨茎状突起と茎突舌骨靭帯

より起こり,下顎角から下顎枝後縁に停止してい

る｡機能的には,下顎の前方移動の規制に役立っ

ている｡

4)顎関節郭に付着する筋

顎関節の運動に関与する筋は,唆筋,側頭筋,
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外側翼突筋,内側宴突筋の4つの茄を始めとし

て,他にも下顎骨に付着する多数の筋がある｡

顎関節の運動には,下顎頭肇部の翼突筋雷に停

止する外側翼突筋が大きく関与する｡

〔〕外側翼突筋(図9 )

この筋は上衰貢と下頭に分かれており,その起始

部は蝶形骨太妾の側豆頁下面,煤形骨巽状突起外側

板外面であり,停正部は-部が関節円板,その他

は下顎頚部の翼突筋高となっている(図

外側翼突筋の付着部は下顎頭の内部脅梁構造に

変化が生じ,筋線経の付着方向に対応した構造を

皇している｡

4.顎関節の加齢変化

下顎頭の形態は胎歯令が増加するに従って上方に

突出し,丸みを帯びる｡図12は胎生期の顎関節部

における矢状断の写貢で,右が前方である｡下顎

嵩は胎麻8週に形成を開始し,下顎頭の成長とと

もに膜内骨化が進行する｡胎齢10週では下顎嵩に

陥凹はみられないが,胎齢5ケ月半になると,わ

ずかながら陥凹が見られるようになるO　出生後,

歯牙の萌出相の推移とともに,陥門はさらに深く

なり,関節結節が発達してくる｡また,下顎嵩の

大きさに対する下顎頭の大きさの割合は,小児期

に比べ,成人になると大きくなる(図　　　｡

図9　外側美突筋停止郭
D :関節円板　　　　　:外側翼突筋上頭

外側翼突筋下豆貢

図10　関節円板を割断して観察
D :関節円板　　　　　外側翼突筋

* :外側巽突筋上頭の-郭が関節円板に付着している

図11下顎頭を除去し,関節円板を下方から観察
外側翼突筋上頭
外側翼突筋下豆貢

* :外側翼突筋下頭の-部も閑節円板に付着している

5.歯牙喪失後の構造変化

顎関節は顎骨の加麻変化,とりわけ歯の喪失に

より,形態や機能の著しい変化を生じる｡

骨の変化では,下顎雷に関してはあまり変化は

みられないが,前方の関節結節は高さを滅じ,特

に外側部では顕著である(図15)｡したがって下顎

竃底から関節結節にいたるS字状のカーブは無歯

顎では平坦となっており,無菌顎では容易に顎位

が変化する原因となる｡

下顎骨では,有歯顎と比較して,下顎頭の突出

度は無歯顎では減じ,その突出も有歯顎では前方
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阿部,他:歯の喪失に伴う顎骨の形態変化の特徴

図12　胎児の顎関節(矢状断で右が前方)
a:下顎高　b:関節結節　C:下顎頭

A :胎麻10過の顎関節
下顎官,閑節結節の区別はできない

B :胎歯令5ケ月半の顎関節
下顎雷はわずかに陥凹し,関節結節の突出が見られるようになる

図13　小児の顎閑節

または中央にあるものが,無菌顎では後半部にある

のが大部分となる｡無菌顎になり義歯を装着してい

なかったり,不適切な義歯が装着されていると下顎

頭は異常な変形をする場合がある(図

下顎衰貢の高さの減少に対して,筋突起はあまり

6

図14　成人の顎関節

高さの変化を起こさないため,相対的に筋突起が

長くなったようになるOすなわち顎関節部は,草

食類の形態に近づく(図
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図15　巽常に吸収し,皮薯骨が破壊された関節結節

6.顎関節の内部骨梁構造の形態変化

顎関節郭を下顎膏と下顎頭に分け, 50歳代およ

び70歳代について比較してみた｡有歯顎について

観察してみると,加歯合的な変化はあるものの70歳

代でも皮質骨の厚みは太く保たれ,内部にも太い

骨梁が散見される｡しかし無菌顎では50歳代です

でに皮質骨の厚みは細くなり,内部骨栗は編く密

度も粗になっていた(図　　　｡
図　　　変形した下顎頭を有する無菌顎の下顎骨

B :正常な有歯顎の下顎普

矢印:左側下顎頭変形

図17　変形した下顎図
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阿部,他:歯の喪失に伴う顎骨の形態変化の特徴

図18　歯牙の喪失による項関節部の骨の変形

a:下顎図　b:関節結節

図19　加齢にともなう下顎高内部構造の変化(欧Ⅹ線写貢)
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図20　加齢にともなう下顎頭内部構造の変化(軟Ⅹ線写貢)

7.おわUに

｢加麻による顎骨の変化｣という4回のシリー

ズで,顎骨は体の中の他の骨とは異なり,加麻と

いうことよりも歯牙の喪失による形態変化が著し

いことがおわかりいただけたと思う｡その変化は

骨内郭の皮質骨,骨梁にもおよぶが,逆に考える

と顎骨は歯牙を保存することで歳をとっても若い

時のようにある程度形態が保たれるのである｡

また,歯牙喪失後の顎関節の構造は草食動物に

近い形態に近づいていく｡竃貢関節部に存在する

筋,靭帯など周囲欧組織はこの顎膏の形態変化に

適応した比較的ラフな形態に変化していく｡この

形態変化は適切な補綴物が装着されていても少し

づっ進んでいく｡顎骨が草食動物に近づいた患者

に,深い唆頭蕨合を呈する人工歯を持っ補緩物を

装着し,歯牙を有していた頃と同様の食事をさせ

れば,顎関節部に加重負担がかかるのは明らかで

ある｡すなわち我々歯科医師は,歯科治療を行う

際に患者がどのような顎関節を含めた顎骨の形態

を皇しているのか,今後の変化も予想した上で適

切な処置をしていかなければならないと考える｡
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