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加齢による顎骨の変化

第2回　歯の喪失による上顎骨の形態変化

上　松　博　子　　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

21世紀を目前にして,高弁社会を迎えた我が国

では,長寿を楽しむための配慮が種々なされてい

る｡歯科医療においては,高弁者の顎･口腔機能

の維持と失われた機能の回復に視点が向けられて

いる｡

顎･口腔機能を支えているのは主に頭蓋骨およ

び歯であり,その中でも顎骨を主体とした顎機能

が大きな割合を占めている｡骨は常に新しい組織

と置き換わっているが,顎骨は全身を構成する

206個の骨の中で,歯が植立していることから,

体幹骨,四肢骨など他の骨とは異なった動態を示

すことが考えられる｡

歯が喪失した際には義歯の装着,歯科インプラ

ント(人⊥歯根)の施術など保存,補綴,口腔外科

的な種々の手段を駆使し,機能の回復に努めてい

る｡これらの技術,材料に関しては絶え間ない開

発が試みられているが,処置を成功させるには,

唆合唱噴圧を受けとめ,支持する顎骨の構造変化

を把握することが重要であると考える｡

顎骨においても上顎骨とド顎骨とでは発生学的

･形態学的に異なる点が多々あるため,両者を同

一視することは出来ない｡特に,上顎骨では上顎

洞を有するため複雑な構造を呈することから,歯

科インプラント術をはじめとする種々の処置を行

うに際しては形態および性状について充分な理解

が必要となる｡

そこで,シリーズ2回目のこの稿では,士顎骨

を取り上げ,この基本的構造と歯が失われた場合

の形態変化について記述する｡

2.上顎骨外部形態の変化

上顎骨は顔面の中央で口腔の上部に位置し,顔

面の約2/3を占める左右1対の骨で,周囲に存在

する前頭骨,頑骨,鼻骨,戻骨,箱骨,下鼻甲

介,蝶形骨,口蓋骨と合して鼻腔,眼嵩,翼口蓋

雷,骨口蓋などを構成する｡上顎骨はピラミッド

形を皇し,内部に上顎渦を有するL顎骨体を中心

として,これより突出する前頭突起,頑骨突起,

口蓋突起,歯槽突起とから構成される(図11

歯根を入れる歯槽の壁をなす歯槽突起

は歯列弓に沿って上顎骨体の下方に突出し,反対

側の歯槽突起と合して馬蹄形を呈する｡この歯槽

突起は,歯牙萌出前の小児では形成が不充分なた

め高さが低く,歯槽項は口蓋突起の高さとほぼ同

じであるが,歯の萌出に伴い形成され,歯槽突起

の占める割合が徐々に大きくなる｡しかし,歯が

喪失すると,歯が植立していた部分である歯槽突

起は急速に吸収され,大部分が消失する(図2 I

骨吸収の範囲は下顎骨より広範囲にわ

たり,歯槽突起の吸収が進んだ場合には,口蓋突

起との高さの差がほとんどなくなる(図
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図1　上顎骨の外郭形態
A:外側面観　B:内側面観
a ;前頭突起　b ;顧骨突起　C ;歯槽突起
d;口蓋突起　e ;上等貞洞

図2　歯の喪失に伴う顎骨の外郭形態変化
Al.有歯顎　B:無歯顎

2

図3-B)｡すなわち,有歯顎では歯槽縁が煤形

骨の美状突起より下方に位置するが,無菌顎とな

り,骨吸収が進んだ例では,後方の翼状突起と接

する上顎結節部が若十高く残るのみで,その他の

部分は翼状突起の高さよりも低くなる(図3-

｡このような症例では,義歯装着時に義

歯床の維持が充分に得られず,義歯不安定の1要

因となる｡

歯槽突起の吸収を部位別にみると,第-大臼歯

部が最も吸収し,次いで第二人臼歯部,切歯部,

小臼歯部の順である｡さらに,歯槽突起の吸収は

全体的に唇(頑)側から起こるため,無菌顎になる

と歯槽項が舌側に移動することにより歯槽縁がつ

くる馬蹄形は有歯顎に比べて小さくなる(図4-

｡また,歯槽突起の吸収と共に,口蓋突

起も非薄化するo　口蓋突起の厚径は了I--般に後部

が最も薄く,前方の切歯郭が最も厚い｡有歯顎

では,後部で　　工　　　切歯部で

図3　歯の喪失に伴う上顎骨の外部形態変化
A:有歯顎　B:無菌顎
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図4　歯の喪失に伴う上顎骨の外部形態変化
A:有歯顎　B:無歯顎
→;切歯膏　>;大口蓋孔

図5　歯の喪失に伴う上顎洞の形態変化
A:有菌顎　B:無歯顎
-:上顎渦
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図6　上顎洞底の位置

であるが,無菌顎では各部とも有歯顎の

となる｡口蓋突起は,上顎菅体内側面の下

部から内方に突出する骨仮で,左右の突起が合し

て骨口蓋の前方大部分を構成する(図　　｡前

方の切歯部には上顎神経の枝で鼻口蓋神経が通る

切歯管の開口部(切歯嵩)が,後方の口蓋骨との境

には大日蓋神経が通る大口蓋管の開口部(大口蓋

孔)がみられる｡これらは無菌顎になると下顎骨

にみられるオトガイ孔と同様に拡大するため,義

歯装着時の匪痛の要因となる(図4一　　　｡

上顎骨は骨休内部に副鼻腔の一つである上竃貞渦

を有するため複雑な構造を皇し,骨壁ぼ卜顎骨と
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比較して弄薄である,上顎洞は上顎骨体と類似の

形態を皇し,尖始が後方の顛骨突起側に向かって

鉾体形をなしており,成人においては上顎第一小

臼歯近心側から第三大臼歯遠心側まで拡がってい

る｡上顎洞底は,上顎第二小臼歯より第三大臼歯

にかけて凸轡しており,第　二大臼歯,第二大臼歯

付近で最も下方へ下がるため上顎大臼歯の根端は

上顎渦底ときわめて近接する(図5 -A)｡歯が喪

失すると上顎渦底の骨壁はさらに薄くなり,有歯

顎の　　　　　　の厚さとなるとともに渦底の最

深部は後方に位置する傾向がある(図5 -B)｡さ

らに歯槽突起の吸収が内方へ向かって進むため,

歯槽弓の馬蹄形が小さくなり,歯槽塊に対する上

顎洞底の位置は相対的に外側に移動する(図6 )｡

3.上顎骨内郭構造の変化

上顎骨は下顎骨と比較すると,外周の皮質骨は

薄く脆弱な構造を呈しており,上顎骨は機械的な

外力に対して弱いことが推察される｡また,内部

を占める海綿質骨栗は,その領域が狭く,全体的

に疎である｡さらに,どの領域においてもほぼ均

一に分布し,唆合力を均等に分散していることが

考えられる(図7)｡上顎骨に加わる唆合力は,節

歯部では歯槽突起から前衰貢突起を経て前頭骨へ,

臼歯部では歯槽突起から頑骨突起を経て頑骨へと

伝導し,分散される｡

上顎膏各部位の唇(乗酎舌断を観察すると,前歯

部では唇側の歯槽壁が特に薄く,纏い海綿質骨栗

が均-に上方まで存在している｡臼歯部では,歯

根端上方に上顎洞が存在するため骨壁は薄い｡大

Ej歯部では,前歯部とは逆に頻側の歯槽壁が厚く

なる傾向がみられる｡また,上顎骨体の広範囲を

上顎洞が占め,海綿質の飯域は狭く,上顎洞上壁は

冒艮嵩下壁と極薄い骨質を介して接している(図8 )｡

図7　上顎骨の内部構造(小臼歯部)
a ;歯槽突起　b ;口蓋突起
★;鼻腔　　　*;上顎洞

図8　連続切片における上顎骨の内部構造
-;上顎洞　>;眼嵩下面
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歯が喪失し,欠損部の歯槽突起に吸収が起きる

と,敏密質は非薄化する｡また,歯槽突起内を占

める海綿質骨栗の割合と幅は,有歯顎に比べて減

少することが示された｡特に,頭骨下稜部などの

後方部においては滅少が顕著であり,海綿賛骨梁

の割合,幅ともに有歯顎の　　　　　であること

が報吾されている｡

上顎骨の水平断面を上部から観察すると,後縁

は蝶形骨翼状突起と接し,上顎洞の内壁は鼻腔の

外壁を構成しているのがみられる｡内壁中央には

小鼻道に開口する上顎渦裂孔が位置する｡上顎洞

底には後方の歯槽孔から入る顎動脈の枝である後

上歯槽動脈と上顎神経の枝である後上歯槽枝の通

る溝あるいは管(後歯槽管)が存在する｡また,前

方には,眼高下管から前歯部に向かう前上歯槽動

派,前上歯槽枝の神経が通る前歯槽管がみられる

(図9 )｡ _上顎結節の後部は薄い皮質骨でおおわれ

ているが,後下部内方は口蓋骨と煤形骨翼状突起

が付着しているため-定量の骨栗が存在し,イン

プラント施術の対象部位となりうる(図10)｡
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以上述べたように上顎骨は下顎骨と比較し脆

弱な構造を皇するが,さらに歯が失われると骨

壁の弄薄化がみられるため,インプラント植立

などの処置を行うに際しては細心の庄意が必要で

ある｡

図9　上顎骨の内郭構造(水平断面を上部より観察)
a ;上顎洞　b ;上顎骨口蓋突起(鼻腔面)
C ;口蓋骨水車板(鼻腔血)
d ;煤形骨巽状突起　-;前歯槽管
> ;後歯槽管

図10　上顎骨の内部構造(水平断)
A:水平断標本　B:欧Ⅹ線像
a ;上顎洞　b ;喋形骨翼状突起外側仮
-;大口蓋管　>;小口蓋管
* ;インプラント対象郭位
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4.おわLJに

上顎骨の形態変化を歯の喪失という力学的負荷

との関係に視点を向けて記述した｡

骨はダイナミックな組織であり,一口`形成され

た後でも吸収,形成が繰り返され,リモデリング

される｡このリモデリングを調節する園子として

力学的,電気的などの局所因子とビタミン,ホル

モンなどの全身的園子とが考えられている｡通

管,骨を形成する純月包と吸収する糸田胞のバランス

が保たれることにより一定の形態が維持される

が,一旦,両綿胞間のバランスが崩れると外部形

態および内部構造に変化が生じることとなるO近

年,加榔こともない骨芽細胞前駆細胞の数の減少

あるいは骨芽細胞への分化能が低下することが老

化促進モデルマウスを用いた研究で報舎されてい

る｡さらに老化による骨芽細胞の基質産生能が低

下することが示されているところから,骨の脆弱

化は加麻という因子が大きく影響することがうか

がえる｡しかし,顎骨では,歯を介して唆合力な

-　6　-

どの外力負荷がFLu接,顎骨内部にまで加わること

から加麻による影響より唆合力という外力の差に

よる影響の方が大きいことが示唆された｡
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