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加齢による顎骨の変化

第3回　歯の喪失による下顎骨の形態変化

田　松　裕　一　　井　出　吉　信*

鹿児島大学歯学部口腔解剖学講座Ⅱ

*東京歯科大学解剖学講座

教育ノート

1.はじめに

昨年11月,向井宇宙飛行士が2度目の宇宙飛行

となったディスカバリー号の中で｢宙返り何度も

できる無重力｣という上の句を読んで話題を呼ん

だ｡宇宙飛行士の骨量　　　　　　は1回のフ

ライトで10%以上滅少することが知られている

が,それは｢無重力｣という環境Fで骨への力学

的負担が減少することによって起こる｡歯科にお

いても,歯を失って｢噛まない｣という環境下で

顎骨への力学的負担が減少すると,顎骨の骨室の

減少や骨形態の変化が起こることが知られてい

る｡骨は体を支える以外にCaの貯蔵という大切

な役割を担っているが,環境からの力加減一つ

で,蓄えているCaをそんな簡単に放棄してし

まってよいのかとさえ思う｡

このように短期間で柔軟に変化する骨である

が,整形外科領域の腰椎,大腿骨,露骨,櫨骨な

どを対象とする研究により,加事由こ伴なって骨室

が減少することが分かっている｡また,高齢者で

は病的に骨室が減少する骨粗褒症が大きな問是と

なっている｡しかし,顎骨を対象とする歯科領域

では,臨床的にも実験的にも加麻変化や骨粗索症

の報吾があまりない｡一方で,歯を失った顎骨は

形態を大きく変化させることも事実である｡そこ

で,前回の上顎骨に続いてシリーズ3回目のこの

稿では,下顎骨の蓋本的構造と歯牙喪失後の形態

変化について力学的な視点を踏まえて解説する｡

2.下顎骨の外部形態

1)　蓋本形態

上顎骨は顔面の下部を構成する馬蹄形の強大な

骨で,縫合で結合する他の頭蓋骨と異なり,左右

の顎関節で側頭骨と可動性に連結しているo全体

は,後方で垂虞に立ち上がり唄噴筋の付着部とな

る下顎枝部と,その前方で放物線状に曲がってい

る下顎体に大別される｡さらに下顎体は,歯牙の

植立する歯槽部と,その下方の下顎底(蓋底部)に

分けられる(図1)｡また　　　　　によるとU

字型をした長管骨の　　　　　　　　に

である

がマウントされていると考えれられ

る｡ただし,いずれも各部分は組織学的に区別で

きるものではない｡

下顎枝では,側頭筋の停止部である筋突起と顎

関節に向かう関節突起が上方に突出する｡内面中

央部には下顎管の開口部である下顎孔が開く｡下

顎体を外面から観察すると,第二小臼歯部で下顎

体のほぼ半分の高さにオトガイ孔が開く｡後上方

では下顎枝前縁から続く線状の隆起である外斜線

が前下方へ向かい斜走している｡この外斜線から
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下顎枝-:-下顎体　　d

図1下顎の外郭形態(外面)
a:関節突起　b:筋突起
C:外斜線　　d:オトガイ孔

オトガイ孔を結ぶ線が歯槽部と下顎底の境界の冒

安となる｡歯槽部では歯槽に歯牙が植立し,前歯

部においては歯視の膨らみに一致した歯槽隆起が

見られる｡下顎体内面では,正中部下方にオトガ

イ舌筋とオトガイ舌骨筋の付着部であるオトガイ

麻があり,後上方から前下方に向かって斜走する

弱い隆線の顎舌骨筋線が認められる(図2 )｡

2)　歯牙喪失に伴う形態変化

下顎骨では歯牙を喪失すると力学的負荷の変化

に伴いモデリングが起こり,その外形は大きな変

化を示す｡その変化の仕方は個体によって大きく

異なるが,基本的に歯槽部の吸収が著しく,もっ

とも吸収した場合には外面から見るとオトガイ孔

から外斜線の高さまで退縮し,歯槽部をほとんど

消失し,逆に窪む(図3)o　このような外部形態の

大きな変化は,通常他の骨には見られないもので

あり顎骨の大きな特徴である｡

顎塊の全体的な吸収の様式は前歯部では唇側上

方から吸収が進み,臼歯部では上方から水平的な

吸収が起こる傾向にある｡前歯部の顎堤は唇側よ

り後下方へ向かう吸収を示す傾向が見られ,舌側

における吸収は唇側に比べて少ない｡オトガイ隆

起部では骨の添加が起こり,その結果無歯顎下顎

骨の前歯部上方は舌側に向い尖り,ド顎底部は前

方へ向い突出する形態を示すようになる｡特に吸

収が進むとオトガイ都では歯槽部の吸収がオトガ

イ麻の高さまで達し,有歯顎では下顎体の下部3
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図2　下顎骨の外部形態(内面)
a:オトガイ赫　b:顎舌骨筋線

顎孔　　　d :内斜線

図3　歯の喪失に伴うド顎骨の外部形態変化
a:顎舌骨筋線　b:オトガイ孔　C:外斜線

分の1に位置していたオトガイ麻は顎塊の上縁に

位置するようになる(図4 -A)｡小臼歯部では,

オトガイ孔が上方へ向かって開口するようになっ

たり,下顎管が上面へ露出することがあるo　この

ような症例では,義歯床による圧迫が柊痛の原因

になったり,時として下唇の麻庫を惹起すること

がある(図　　　｡大臼歯部の顎塊は有歯顎では

｢分な高さのあったものが顎舌骨筋線の高さまで

吸収され,顎舌骨筋線が相対的に突出して段差を

形成する｡このような段差は,義歯の装着時に匪

痛の原図になる可能性がある｡また,唖下時の顎

舌骨筋の挙上が義歯の転覆の原因になったり,義
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歯の床面積が小さくなり唆合力を発揮できなくな

るなどの不都合が生じることがある(図4 -1-C)0

3.下顎骨の内部構造

1)　基本構造

下顎骨も他の長管骨と同様に周囲を取り囲む厚

い骨板である廠密骨と,その内部で板状ないし

柱状の骨梁を含んだ海綿骨に分けられる｡頑側

の敏密質を削除して内部を観察すると,歯槽部で

は歯椴を植立させている顎骨の窪みである歯槽

と,この歯槽を局り下げるように周囲

を取り囲む狭義の歯槽骨(固有歯槽骨)が観察され

る｡歯槽骨は比較的顧密な箱状の骨であり,歯取

を支える歯般膜のシャ-ピー線経が侵入する線椎

骨と--ヴァース層板から構成される｡デンタル

Ⅹ線写貢で歯槽硬線として観察されるのはこの部

位である｡歯槽骨の周囲は支持骨によって支えら

れているo支持骨は外側の廠密骨(皮質骨)と内部

の歯槽骨の間を結ぶ比較的しっかりとした板状な

いし柱状の骨梁である(図5)0

歯槽部では骨梁が歯槽の周囲を密に走行してい

るのに対し,蓋底部の海綿骨は比較的疎であり,

特に下顎管より下方でその傾向が強い(図6)｡こ

A A.a_0-D･a

B a◆

c cg･0-0-C7-C
図4　唇森吉断面で見る下顎骨外部形態の変化
A:前歯部　B:小臼歯部　C:大臼歯部

a:オトガイ麻　b:オトガイ孔　C :顎舌骨筋線
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れは大腿骨などの長管骨で,骨頭では薄い敏密骨

の内部に荷重を分散させるべく骨梁欝が密に走行

するが,骨幹部では徹密骨が厚く骨梁が少ない構

造に美貢似している｡

根端部の高さで水平断面を見ると,徹密骨の幅

は部位によって巽なり,前歯部では唇側(特に上

部)が薄く,舌側(特にド部)では厚い｡小臼歯部

では上下,頑舌側ともその幅に大きな違いは見ら

れない｡大臼歯部では頑側は舌側よりも厚い襖密

骨を持つo海綿骨では頑側敏密骨と舌側赦密骨の

図5　頑側から見た有歯顎F顎骨の内部構造
顎等管　b :オトガイ孔

図6　顛舌断面から見た有歯顎下顎骨の内郭構造
* :下顎管
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問を車輪のスポークのように斜走する骨梁群が観

察されるo　このように,主に歯槽を支持する骨梁

群に加えて馬蹄型の下顎骨の構造自体を補強する

骨梁群が存在することがわかる(図7)0

2)　歯牙喪失に伴う構造変化

前項に述べたように長管骨と類似した所見を示

す有歯顎の内部構造は,無歯顎になると次のよう

な変化を示す｡すなわち,歯牙を鹿失すると比較

的早い時期に,歯槽を昂りfげるように配列して

いた骨梁の走行に変化が起こり,歯槽が存在して

いた部位には細くて不規則な骨梁が出現するo　ま

た,有歯顎では比較的疎な構造を皇していた基底

部にも不塊別に走行する骨栗ができる｡敏密骨の

幅は全体的に均　-になる傾向が認められる｡下顎

管の位置は無歯顎になると下顎底からやや離れ,

下顎体のほぼ中央付近を走行するようになる｡下

顎管を取り囲む管壁の骨は有歯顎では不明瞭で,

小臼歯部ではほとんど見られないこともあるが,

無菌顎になると管壁が明瞭になる｡さらに歯槽部

が吸収されると,上面に敏密骨が形成されると共

に,下顎管の管壁はさらに明瞭となり周囲の菅梁

は下顎管を取り巻くような形態のものが多くなる

(図8)｡

4.マイクロCTを用いた内部構造の観察

これまでの研究では,顎骨の内部構造を観察す

るためには樹脂に包厘した骨を薄切し,欧Ⅹ線写

貢撮影した像を観察する方法が主であった｡この

方法では,試料に対して破壊的である,切断した

由からしか観察できない,立体的な構造を把握し

にくいなどの欠点があった｡そこで,近年盛んに

用いられるようになったマイクロCTを用いて下

顎骨の内部構造を3次元的に再構築してみた｡こ

の方法を用いることで,試料に対して非破壊的

に,任意の複数の視点から,立体的に内部の骨梁

構造を観察することが可能となった｡

有歯顎の下顎体内部をマイクロC Tで撮影し,

3次元立体構築した例を示す(図9)｡従来の薄

切切片による観察では骨梁は棒状

あるいは点状に観察されるのみで

図7　水平断面から見た有歯等貢下顎骨の内部構造

図8　顛側から見た無歯顎下顎骨の内部構造

a:下顎管　b:オトガイ孔

図　　　　　で見た有歯顎下顎骨
(須藤大学院生撮影･構築)

A :基底部付近の水平断面
B :同部位の近遠心断面

* :下顎管
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図　　　　　で見た無歯顎ト顎骨
(兼藤大学院生撮影･構築)
A :基底部付近の水車断面
B :同部位の近遠心断面
*･.下顎管

あったが∴立体的に構築することで板状

の骨梁像を観　することがで

きるO　歯槽周囲では水平方向に広がりを持っ板状

の骨梁が歯槽を取り囲むようにして槽間中隔や般

間中隔に密に存在していることがわかる｡基底部

の下顎管周団の骨梁は比較的疎であるが,皮質骨

に近い部位で垂直方向の広がりを持つ板状の骨梁

が観察される｡

無歯顎のIIF顎休内郭を構築した像を観察する

と,歯槽部が大きく吸収され顎堤の上面に比較的

厚い敏密骨が形成されていることから,歯牙喪失

後相当朗問が経過していることが予想される｡有

歯顎で観察されたしっかりとした板状のせ梁は見

られない｡有歯顎では比較的疎な構造をしていた

下顎管を中心とする蓋底部に,細かい棒状の骨梁

が不規則に出現している様子が観察できる｡

5.力学的負荷と形態変化

骨組織にはモデリングとリモデリングという2

つの異なる代謝様式がある｡モデリングは骨の添

加部位と吸収部位が異なり菅の外形を変化させて

いくOリモデリングは同一部位の骨を新鮮化させ

る働きで骨の外形は変化しない｡これらはいずれ

も骨芽細胞と破骨細胞の協調的な働きで行われ
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る｡これらの細胞の活発度が代謝回転であり,こ

れが高いと骨の環境変化に対する反応が早く行わ

れるo顎骨の代謝回転は他の骨と比較して高いと

言われており,これが構造を短期間にダイナミック

に変化されることに関係していると考えられる｡

日常生活での力学的負荷によって起こる骨の歪

みは　　　　　　の範囲にあり,この歪みが

の範囲にあればモデリング機能は発拝さ

れず,リモデリングのみが行われて骨の量は変化

しないと言われる｡逆に,歪みがこの範囲を外れ

ればモデリング機能が働いて骨の量と形態が変化

していく｡

骨の構造は　　　　の法則に従って鼻小の材料

で最強の構造が得られるように作られている｡海

綿骨では力を受け止めるのに必要な方向に骨梁が

配列し,構造異方性を皇する｡また,均質に見え

る糖蜜骨においても,力のかかる方向には変形し

歎く,その方向からずれるほど変形し易い(縦弾

性係数の其方性)という性質を持っている｡

これらのことから,健全な歯列を有し安定した

形態を保っているように見える顎骨の菅組織は,

上記の範囲内の力学的負荷を受けてリモデリング

のみを行うが,歯牙を喪失すると高い代謝回転で

モデリングが起こり,通常の歪み室に達するとこ

ろまで骨の吸収を行い,骨形態を変化させていく

と考えられる｡唄噛筋の付着部であるド顎枝や舌

骨上筋群が付着する蓋底部では歯牙重夫後も筋か

らの負荷を受け,適正な歪み室が生じる範園に形

態を維持していると考えられる｡

6.おわUに

高麻社会の今日,整形外科領域では骨粗索症に

関する研究が予防,診断,治療の各方面で盛んに

行われているが,歯科領域では臨床的にも実験的

にも骨粗餐症の報吾があまりない｡その理由につ

いては不明な点が多いが,顎骨と他の骨では代謝

回転の様相が異なることが関係していると考えら

れる｡また,力学的負荷を考えると,加麻と共に

全身的な運動量は減る傾向にあっても,高齢者へ

のアンケートで老後の楽しみのトップにr食べる

-　5　-
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こと｣が挙げられるように,食を通じた顎骨周囲

の運動量はあまり減らないことが考えられる｡し

かし現実には,顎骨は加麻による変化を受けにく

いとされながらも,一方では歯牙を喪失すること

で顎塊までも失ってしまい,義歯の作製に困雑を

生じる例がたくさんある. ｢　　　運動｣をは

じめとする岨噴機能の維持･回復を目指して蓋礎

と臨床の両面から研究を行い,それがr生涯美味

しく食べること!に嚢がるならば,歯科医学は高

船社会でのQOLの向上に大きく貢献できるので

はないだろうか｡
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