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加齢による顎骨の変化

第1回　歯の喪失に伴う顎骨の形態変化の特徴

阿　部　伸　一　　井　出　書　信

東京歯科大学解剖学講座

教育ノート

1.はじめに

骨は骨格の主体をなす組織であり,その機能を

過不足なく発揮するよう官にリモデリングされ,

合目的な形態を呈することが知られている｡こと

に歯が植立し唆合力を負担するという特殊な環境

Fにある顎骨は,歯を通して力学的刺激が虐接骨

内部にまで作用するため,その形態･構造は他の

骨とは異なり歯の植立状況により大きな影響を受

けることが推察される｡

近年,高歯釘ヒ社会を迎え高麻者の唄境を中心と

した口腔機能の維持と回復が課題となっている｡

この目的のため保存治療,補綴治療,その他種々

の手段が馬区使されており,最近では歯科インプラ

ントなどの技術も開発されている｡これらの処置

を施す際には鼻終的に唆舎圧を受けることとなる

顎骨の構造および性状を理解することが重要であ

る｡さらに,岨噴システムの1構成要素である顎

関節の構造を把握することも必要であると考え

る｡

そこで本シリーズでは,以上のことを考慮し,

当教室でこれまで観察してきた一連の所見のうち

顎骨(上顎骨,下顎骨)および顎関節を中心とし

て,歯の喪失に伴うこれらの構造変化を加麻変化

と比較し記述していく｡今回は,第1回目とし

て,全体の概要について解説する｡

2.下顎骨の歯牙喪失に伴う構造変化

1)外部形態

下顎骨は歯が喪失すると,その機能の変化にと

もない下顎骨各部にリモデリングが起こり,外部

形態が大きく変化する(図1)｡特に歯槽部での変

化が著しく,骨吸収により歯槽部が消失してい

く｡最も吸収した場合,前歯郭ではオトガイ麻,

小臼歯部ではオトガイ孔,大臼歯郭では顎舌骨筋

線の高さまで退結する(図　　｡

2)内部構造

有歯顎下顎骨内部の海綿骨骨梁は歯眼周囲と舌

側敏密骨に沿った部位に存在するが,下顎底部付

近の骨梁はほとんどみられない(図　　　｡歯を

喪失すると特徴的な内部構造変化を皇する｡すな

わち,歯根に面していた固有歯槽骨は必然的に消

失し,歯槽を括り下げるように配列していた海綿

骨骨梁の走行が乱れる｡歯槽の周囲に存在してい

た直線的な骨栗は不塊則な細かい骨梁に変化す

る｡また,有歯顎では少なかった基底部の骨梁は

増加する傾向にあるが,その配列は不塊別である

(図　　　｡さらに歯槽部の吸収が顎舌骨筋線の

位置まで進み,上面に撤密骨が形成されると,内

部は不塊則走行を示す細かい骨栗で埋められ,育

歯顎では不明瞭であった下顎管の管壁は明瞭にみ

られる(図　　　｡
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図1下顎骨外郭形態の変化
A :歯牙萌出前の下顎骨

B :永久歯列期の下顎骨
C :歯牙喪失後の下顎骨

･--:オトガイ孔

3.上顎骨の歯牙喪失に伴う構造変化

1)外部形態

上顎骨は歯が喪失すると,ド顎骨と同様に歯が

植立していた部分である歯槽突起の吸収が顕著に

みられる(図4)｡歯槽突起の吸収が進むと,口蓋

突起との高さの差がほとんどなくなり,後方で

は巽状突起と接する部分が若干高く残るのみで,

その他の部分は翼状突起の高さよりも低くなる

(図5)｡

2)内部構造

歯が喪失し歯槽突起の吸収が起こると,その部

位の敏密骨は薄くなり,上顎洞の洞底部に細い海

綿骨骨梁が出現するo図6は無菌顎上顎骨の頼側

骨壁を削除して外側より観察したところである

が,上竃貢洞の下壁で上顎骨口蓋突起部の骨壁が薄

く,後部骨壁が厚いことが観察できる｡
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図2　卜顎骨外部形態の変化(舌側)
A :有歯顎下顎菅
B :無歯顎卜顎骨

- :顎舌骨筋線

4.歯牙喪失に伴う顎関節の構造変化

顎関節は,下顎骨の下顎頭と側頭骨のド顎雷で

構成される関節であり,両者の問には敏密な線維

性結合組織よりなる関節円板が介在する(図7 )｡

骨部は下顎枝の上後方に突出する下顎頭,頑骨弓

の基部と外耳孔の問に位置する側頭骨下面の浅い

窪みである下顎嵩および下顎竃の前方に位置する

隆起である関節結節の3部位から構成される｡

1)下顎頭

ド顎骨は胎歯令6過半ば頃メッケル軟骨の外側に

膜内骨化により形成が開始し,胎齢8週頃になる

と将来,下顎頭になる部分に問葉細目包が密集す

る｡この間葉細胞の集合体から下顎頭の原蓋が形

成される｡胎齢　　　過になると下顎頭の部分に

軟骨組織が出現する｡下顎頭の形態は胎麻が増加

するに従って上方に突出し,丸みを帯びる｡その

後,下顎頭の成長は外側ならびに後方へ向かって

活発に起こる｡下顎頭の大きさは左右径,前後径

共に歯の萌出前に比較して乳歯列期,混合歯列
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図3　下顎骨内部構造(大臼歯部)
a :歯槽部　b:下顎底部

図4　歯の萌出と喪失にともなう顎骨の部形態変化
A:乳歯列期　B:永久歯列期　C:無菌顎

期,永久歯列期-と向かうに従い次第に大きくな

るが,前後径の方が発育が早く,第一大Ej歯が萌

出する混合歯列前期にはほぼ成人の大きさとな

る｡下顎頭の形態を側方よりみると,歯の萌出前

では下顎頭は平坦で,突出点は後方にあり,混合

歯列前期になると次第に突出が強くなり,突出部

は中央部となるo　さらに,永久歯列期に向かうに

従って突出の度合いが強まり,突　点も前方に移

-　3

動する｡

一方,歯が喪失すると下顎頭の突出度が減じ,

その突出点が有歯顎では前方または中央にある

が,無菌顎では後半部にあるものが大部分であ

る｡また,無菌顎では下顎嵩の変化の割に下顎頭

に大きな形態変化を起こしている場合が多く,な

かには下顎頭がほとんど消失しているものもみら

れる｡ド顎頭の形態変化には,関節面の吸収およ
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び陥凹,下顎頭後面の吸収などがみられるが,そ　　　　ド顎頭の内部構造も有歯顎から無菌顎になると

の変化は下顎頭の内側よりも外側に起こりやす

く,外側窒実筋が付着する翼突筋膏の部位は比較

的吸収が起こりにくい｡

図5　無歯顎の上顎骨外部形態
a :上顎骨　b :煤形骨翼状突起

図6　上顎洞の形態

図7　開口時の顎関節の構造
a:関節結節　b:下顎嵩　C :関節円板
d :下顎衰貢
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顕著に変化する｡特に,撤密骨に囲まれた内部の

海綿骨において変化が著しい｡海綿骨の外側を囲

む廠密骨は有歯顎,無歯顎共に関節の機能面をな

す上方部分では非常に薄く,下方に向かうに従い

厚くなっている｡しかし,無歯顎では,有歯顎よ

り厚さは全体的に減少している(図8)｡

2)下顎嵩および関節結節

下顎嵩の大きさは,乳歯萌出前時には萌出前の

約工　　　倍となり,永久歯の萌出開始時にはさ

らに　　工5倍となる｡関節結節は下顎嵩の成長

発育にともない,また乳歯所出に従い徐々に発達

する｡その後,第一大臼歯,切歯の萌出が開始す

る混合歯列前現に成長量は多くなるが,結節の傾

斜,外形にはあまり変化が認められない｡しか

し,中切歯,側切歯の萌出が完了する時期になる

と急速に結節の高さが高くなり,外部形態に変化

がみられる｡すなわち,結節の角度が急となり下

顎膏から関節結節にかけて特有のS字状撃曲をな

すようになる｡その後,徐々に大きさを増すが,

形態には大きな変化は認められない｡

歯が喪失し無菌顎になると,下顎竃の前縁付近

に骨の吸収が起こり,関節結節後縁の凸撃郭が平

坦化する｡そのため雷底中央より関節結節に向

かってS字状をなしていた形態が次第に置線状-

と変化する｡また,下顎高の内外側縁にも変化が

みられ,下顎雷の雷底より下顎雷の内外側立岩まで

の高さは有歯顎に比べて無菌顎では低くなり,傾

図8　歯牙喪失にともなう下顎頭内部構造の変化
(矢状断)欧Ⅹ線像
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斜面の形も置線状をなすようになる(図

B)｡しかしながら下顎頭でみられたような顕著な

外形の変化はみられず,また大きさも変わらない｡

眼耳平面に平行で関節結節最下点とFI顎雷最深

点の中央部通る水平断切片のⅩ線写貢により内部

構造を観察すると,存歯顎では,外周の敏密骨は

厚く,撤密骨に囲まれた内部の海綿菅梁は外側の

鰯骨弓方向に走行する比較的太く規則的な海綿菅

梁群と下顎雷を囲む内側部の網目状を呈する骨梁

群が連続性をもって観察される｡これに対して,

無歯顎では,外周の敏密骨および内部を占める海

綿骨膏梁共にその幅が細く,海綿骨骨梁では密度

も減少している｡また,有歯顎では骨翼が煩骨

弓方向に走行していたが無歯顎では不規則走行

を呈し,細い骨翼と板状の骨栗が点在している

月叉110㌧

図9　歯牙喪失にともなう関節結節,下顎膏の形
態変化
A:有歯顎　B:無菌顎
a:下顎頭　b:下顎嵩　C :関節結節
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図10　歯牙喪失にともなう関節結節, F顎嵩の内

部構造変化(水平断)欧Ⅹ線像

図11加麻にともなう腰椎内部構造の変化欧Ⅹ線像
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図12　顎骨と腰椎における骨栗の加歯音変化
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5.おわと=こ

骨は一般に加麻にともない骨室や骨密度が低下

し,内部構造においても海綿骨骨梁の走行や幅が

変化することが知られている｡各年代における第

3腰椎の前額断面を観察すると,加歯にともない

海綿骨梁の密度が顕著に低下する(図　　特に縦

走する骨翼を結ぶ水平方向の骨梁の減少が顕著で

ある｡これに対して,顎骨では加歯斜こともない骨

梁の幅,密度共に減少するが腰椎と比べて変化は

少なく,加麻による変化より歯の有無による差異

の方が大きい(図

このことから,顎骨は筋を介して力が加わるの

みならず,歯を通して唆合力が直接骨内部にまで

加わる特殊な力学的環境下にあることがこのよう

な結果を導くと考えられるのである｡
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