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顎関節部における渉痛や機能障害に対して円板切除

術,下顎頭形成術などのごとき外科的療法が比較的早く

から実施されてきたが1),それらの手術結果は決して満

足すべきものではなかったようである｡ 1971年, Farrar2)

によって関節円板の位置異常,特に前内方転位を示す顎

関節内陣の存在が明らかにされ,それ以来,病型に応じ

た顎関節内障手術が広く行われるようになった3)塞)oす

なわち前内方に転位した円板に対して関節円板整位術,

変形をきたした円板に対して関節円板修正術,穿孔を伴

う円板に対して関節円板修復術,円板整位の不可能な場

合には関節円仮切除術,硬組織変形の著しい場合には下

顎頭修正術や関節結節修正術が行われてきた9) o

しかし近年,顎関節内障の手術療法は顎関節の形態お

よび機能の喪失をきたす可能性があることから,慎重な

実施が要望されるようになった.特に米画顎顔面外科学

会では顎関節内陣に対する外科的魔法の適応症として,

円板転位の病態が確められ,かつ匪癖などの諸症状が生

じており,外科的療法に先立ち適切な保存的療法が奏功

*本論文の要旨は,第3回日本顎関節学会総会(平成2
年7月20日,東京),第36回日本口腔外科学会総会(平成
3年10月4 B,大阪)において発表したo

しないか,あるいは病態が進行して保存的療法の効果が

期待できない場合と規定している｡また手術に際して関

節腔造影検査を含む十分な術前診査と病態の把握を必須

とし,さらに病態の把産に関連して,精神的因子の関わ

りや唄噴筋症状の合併,ブラキシズムの有無を確め,そ

れらをもつ場合には手術と合わせて適切な保存的療法の

必要性が強調されている10)

一方,前述のごとき関節包開放手術の批判から,豪近

より外科的侵嚢が少ない関節鏡視下手術,特に上関節腔

癒着に対して関節鏡視下剥離授動術11)12)円板前方転位

に対して関節鏡視下円板整位術13)-15)が行われるように

なった｡しかし関節鏡視下手術には限界があり,進行し

た顎関節内障では関節包開放手術を行わざるをえない｡

ことに著しく前方に転位し,かつ変形を伴う円坂,穿孔

や断裂をきたした円板,石灰化を伴う円板などでは,捕

節円坂の整位ないし修復は不可能であり,関節包開放下

の関節円板切除術が適応となる｡

顎関節円板切除術は1909年Lanz　によって初めて実

施され,それ以来,数多くの報告17)-23)がみられるが,

手術成績は必ずしも一定しておらず,手術術式について

も多くの論議があり,統一した見解がえられていない.

そのため,実験動物を用いて顎関節円板切除術後の治癒
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経過を明らかにしようとする研究が少数の人々によって

行われている24)-27)｡しかしとトと最も顛似した顎関節

をもつサルを用いた研究はきわめて少なく26)特に対側

の非手術伽顎関節の変化について詳細に追求した研究は

まったくみられない｡

そこで著者は,サルを用いて片側の顎関節円板切除術

を施行し,実験側および対側顎関節の病理組織学的変化

を経過を追って検索した｡

imz　玩　監

1.実験動物および飼育法

実験動物には推定歯牙年麻が8歳(体憂6. 5k g-12. 3

kg)で,歯牙の欠接がない雌ニホンザル7頭を用い, 1

週間以上飼育した後,実験に供したO飲水は水遺水を自

由に摂取させ,飼料には,主としてオリエンタル社製サ

ル用固形飼料を用い,じゃがいも,人参などを副食とし

て与えた｡

2.手術方法

塩酸ケタミン(Ketalar③) 8 mg/kg筋産後,経鼻挿

管GOF全身麻酔のもとに耳前部を剃毛し,術野の消

毒をGrossich法にて行った｡ついで2 %lidocaine

(xylocaine⑪)による浸潤麻酔後.側頭骨頑骨突起直

上の皮膚に約3 cmの水平切開を加え,側頭筋筋麓およ

び筋切離後,骨膜を切離し骨膜剥離を下方に進め上下関

節腔を開放した｡さらに関節円板を明示し,可及的に近

遠JL､璃ならびに内側端を切離して円板を一塊として切除

した(図1 )o関節円坂切除後には関節腔隊内を抗4割含

有生理食塩水にて洗浄し,関節包,筋組織および皮膚組

織を旧位に復し,創を閉亀した｡なお実験側はすべて右

側とし,術直後より開口訓練を目的として固形飼料を与

えた｡

図1術中写真(-･.顎関節円板)

3.勧乗法

手術後1週, 2過, 4過, 8週, 12過, 24過間飼育し

た後, GO F全身麻酔下に両側頚動脈より10%neutral

buffered formalinによる連流固定を行って屠殺し,顎

関節部を側頭骨および下顎枝の一部を含め一塊として摘

出した｡その後,通法に従い脱脂し, planku, Rychlo法

にて脱灰,上昇ethanol系にて脱水を行い, celloidine

包哩を行って前後方向において厚さ約　42//の矢状断

連続切片を作製し, hematoxylin-eosin染色(H- E染

色)およびtoluidine blue染色(pH7, 0)を施し組織学的観

察を行った｡なお対照として手術を行わないサルの健常顎

関節についても同様な方法で組織標本を作製し観察したo

実　験　結　果

実験に供したニホンザルは全例とも,術後明らかな開

口障害を認めず,食事摂取室および体重とも術前とほと

んど変化がなかった｡

1.健嘗顎関節(図2)

1)下顎頭

下顎頭外形は凸形を示し,その表面は平滑である｡

欧骨層では,表層よりtangential zone, transitional

zone, radical zone, calcified zoneの4層が層状に配

列している28)表層のtangential zoneでは下顎頭外形

に平行に走行する密な線維性結合組織が層状に配列し,

-　2　-

図2　健常例顎関節(H-E染色)

略語表
C :下顎頭
E :関節隆起
F :下顎雷
D :関節円坂
P :関節円板後部結合組織
S :ラ骨膜組織
U :上関節腔
L :下関節腔
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その線椎走行は規則的であり,線維性結合組織内には核

の后平な編胞が散在している｡ transitional zoneは4

層のうち最も非薄な層で,后平な核を持っ卵円形の細胞

が密に配列している　radical zoneは4層のうち最も

厚い層で,細胞もtransitional zoneより大きく,核は

幾円形を皇しているが,その配列は比較的不規則であ

る｡ calcified zoneはさらに細胞の大きさを増し,骨梁

に移行している｡

2)関節隆起

関節隆起は頑骨弓後方に位置し,下方に凸の結節状を

皇している｡表層は下顎頭と同様に線維性結合組織に

よって被覆され,線椎性結合組織内に核の后平な細胞が

散在している｡関節隆起軟骨層では下顎頭に比べ細胞配

列の層状構造は禾明瞭で,線椎性結合組織との境界部に

は后平な核をもっ編胞が疎に配列している｡さらにその

上層には萄円形核を有する編胞が散在している｡下顎頭

のcalcified zoneに相当する軟骨層は認められない｡

3)下顎雷

下顎嵩は関節隆起後斜面部から移行し,後方は関節後

突起により囲まれ,上方に凹んだ形態を呈している.下

顎嵩の表層は線椎性結合組織で,その線経の走行は下顎

嵩外形に平行である｡下顎嵩前斜面部では表層の線維性

結合組織と骨組織との間に軟骨層が介在しているが,下

顎高最深部では軟骨組織はみられず,線維性結合組織が

直接骨組織に接している｡

4)関節円坂および滑漠組織

関節円板は関節隆起および下顎嵩と下顎頭との間に介

在し,関節腔を上下に2分している｡関節円板の前後的

中央には狭窄部を,前方および後方には肥厚部があり,

外側より内側に向かって厚くなっている｡関節円板には

太い勝原線経が密に前後方向に走行しており,関節円仮

の前方および後方では線維間隙の拡大が認められ,それ

らの線椎束間には線椎芽細胞頚似の編胞が散在してい

る｡

関節円板後部結合組織上層部の表層には,内外側にわ

たり線維芽綿胞に戴似した滑膜表層細胞が連続して認め

られる.滑膜表層綿胞の直下には毛細血管および脂肪細

胞に富んだ基底膜をもたない疎性結合組織が認められ

る｡さらに上･下関節腔前方部および下顎雷最深部から

後斜面部にも滑麓表層綿胞が内外側にわたり層状になら

んでいる.同部の滑漠下組織には毛細血管ならびに脂肪

編胞などがみられる0

2.補後1週例

1)実験側(図3-a, b, c, d)

I No. 8 (1992)

図3 -a　術後1過,実験側外側顎関節(H-E染色)

(1)下顎頭

下顎頭外形は健常例に比べ外側から中央にかけての頭

攻部においてやや平坦になっている｡ tangential zone

の線維走行は外側より中央に向かうに従い禾税別とな

り,表層の線維性結合組織は断裂し,かつ剥離されて繊

毛状を室している｡内側では頭頂部から後斜面部にわた

りtangential zone全層がtransitional zoneより剥離

し,それが折り重なっている部位が一部で認められる｡

tangential zoneの細胞は前斜面部では散見されるが,

頭頭部から後斜面部ではそれらの細胞が一部で消失して

いる｡ transitional zoneおよびradical zoneの細胞

は前斜面部で比較的塊則正しく配列しているが,他の部

位では不壊則となり,細胞数の減少および一部で消失

もみられる｡このような所見は特に内側後方斜面部にお

いて著明である｡ calcified zoneは正常に比べradical

zoneとの境界が不明瞭になり,吸収嵩の形成されてい

る部位も散見される｡また骨髄腔内では炎症性反応を伴

う著明な問葉系細胞の増殖が認められる(図3 - b)c

(2)関節隆起

関節隆起外形は,外側から中央にわたる頭頭部で軽度

に平坦になっている｡また関節隆起頭頭部と下顎頭頭項

部とは接触しているが,内側に向かうに従って,両組織

の接触傾向は軽滅している｡表層線維性結合組織におけ

る線維走行は全域にわたり禾塊則となり,外伽から中央

にわたる頭磯部では表層線維性結合組織が消失し,軟骨

層が霧出している部位も認められる｡また内伽の前斜面

部と頭頭部では線維性結合組織に亀裂が認められる｡頭

頭部付近の軟骨層では綿胞数が減少し,それは内柳に向

かうほど著明である｡また前斜面部の前方には軟骨層の

消失が一部にみられ,同部の軟骨下骨組織には破骨細胞

が存在し吸収嵩を形成している.さらに吸収され

-　3　-
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図3 -b　術後1週,実験側外側下顎頭(H-E染色)

た軟骨下骨組織の骨髄腔には表層線維性結合組織が陥入

している(図3-C)｡

(3)下顎雷および関節腔隙

下顎嵩の滑漠表層細胞はいずれの部位でも消失してい

る｡下顎膏の表層線維性結合組織は後方関節腔隊内の肉

芽組織に移行し,同部に多数の毛細血管が形成されてい

る｡軟骨層ならびに欧骨下骨組織は最深部から後斜面部

まで広範囲にわたって吸収像を示し(図3-d),特にこ

のような所見は外側において著明である｡

関節腔隙内は幼若な肉芽組織で溝たされ,著明な円形

細胞浸潤やフイブリンの析出が認められ,特に後方関節

腔隊ではそれが顕著である.下関節腔前方滑膜に相当す

る滑膜表層細胞は消失している0

2)対側(図4-a, b, c, d)

(1)下顎頭

下顎頑外形には明らかな形態変化が認められないo

tangential zoneにおける表層の線維走行は前斜面部か

ら頭頂部にかけて規則的であるが,後斜面部では-部で

屈曲している｡ transitional zoneにおける細胞配列も

前斜面部では規則的であるが,頭頭部から後斜面部では

波状を呈している｡ radical zoneでは外側頭頭部から

後斜面部において一部で軟骨細胞の減少が認められるo

しかし,その他の部位のradical zoneの軟骨細胞には

明らかな変化は認められない｡外側から中央のradical

zoneとcalcified zoneの境界部には少数の破骨細胞が

認められる(図4-b)｡

(2)関節隆起

図3-C　術後1週,実験側外側関節隆起前方部
(H-E染色)

図3-d　術後1過,実験柳外側下顎膏および後方
関節腔隙(H- E染色)

図4-a　術後1過,対側外側顎関節(H-E染色)

関節隆起の外形には変化は認められない｡表層線維性

結合組織の線経は前斜面部において波状を呈している

が,頭頭部から後斜面部では関節隆起外形に平行に走行　　しているが,その他の部位ではそのような変化は認めら

している｡軟骨層では前斜面部の前方で軟骨細胞が消失　　れない｡軟骨下骨組織の軟骨層が消失した部位には破骨

-　4　-
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綿胞が出壊し,吸収嵩が形成されている(図　-C)c

(3)下顎嵩

下顎嵩の表層線維性結合組織は健常例に比べ後斜面部

で軽度に肥厚し,それは内伽に向かうほど著明である｡

また内側最深部から後斜面部にかけて線椎性結合組織内

部に毛細血管の形成が認められる｡軟骨層は後斜面部の

一部で消失し,軟骨下骨組織の骨縁は最深部から後斜面

部にかけて鋸歯状を呈しているが,他の部位ではそのよ

うな変化は認められない(図4 -d)c

(4)関節円板および滑膜組織

外伽前方肥厚部から外側後方肥厚部にわたる.関節円坂

内に軟骨細胞幾似の編胞が出現し,中央狭窄部の線維束

間にはそれら細胞が連なるように存在している｡関節円

板後部結合組織上層部の滑膜下組織には脂肪組織の著明

な増殖と多数の毛編血管の形成が認められる｡また同部

の滑膜表層編胞は健常例と同様にいずれの部位でも連続

性を保持しているが,一部でヒダ状の増殖を示し,上関

節腔後方滑膜間腔は外側で著明に狭小化をきたしている

(図4 - d)c　また上関節腔前方の滑膜表層細胞でも内外

側にわたって連続しており,外側から中央の上関節腔前

方滑麓問腔には遊離した滑膜組織がみられるo下顎膏の

滑膜表層細胞は,内側の後斜面部においてヒダ状にわず

かに増殖している｡

3.術後2週例

1)実験側(図5-a, b, c, d)

(1)下顎頭

下顎頭外形は1週例の実験側とほぼ同様に頭頭部で平

坦化をきたしている　tangential zoneの線維走行は不

壊別で,それらが一部で剰離しており,特に内側では広

範囲にわたってtangential zoneの全層が剥離してい

る｡また同部の細胞は外側から中央の後斜面部において

図41b　術後1週,対側外側下顎頭(H-E染色)

iFl鍋

一部で著しく減少している　transitional zoneは外側

から中央の前斜面部で細胞配列が不塊則となり,頭頭部

から後斜面部では細胞成分が疎となり一部で消失してい

る｡また内側の前斜面部から頭頭部でtransitional

zoneの消失している部位がある｡ radical zoneの厚径

は1週例の実験側に比べて減少し,綿胞配列も不壊則と

なり,後斜面郭では細胞の消失している部位もある.

calcified zoneの細胞は肥大し,骨翼の深部にまで進入

している｡また軟骨下骨組織では1週例の実験側に比べ

多数の破骨細胞が認められ,骨吸収が運行しており,こ

のような所見は特に外側において著明である｡また骨髄

腔内には1過例の実験側と同様に未分化間菓系細胞が著

明に増殖している(図5-b)｡

(2)関節隆起

関節隆起外形は外側から中央にかけてやや平坦になっ

ている.外側における関節隆起頭磯部と下顎頭頭磯部と

図41C　術後1週,対側外側関節隆起前方部
(H-E染色)
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図4l d　術後1過,対側外側下顎雷および関節円
板後部結合組織における滑膜組織
(H-E染色)
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図5-a　術後2過,実験伽外側顎関節(H-E染色)

図5 1b　術後2週,実験側外側下顎頭後斜面部
(H-E染色)

の接触範図は1週例の実験側に比べ拡大しているが,内

柚こ向かうに従って接触範囲は滅少し,義内側では問除

が存在している｡表層線維性結合組織の線維走行は1週

例の実験側に比べ,内側では比較的塊則性を増してい

る｡中央から内側の線維性結合組織内の細胞成分は減少

し,軟骨細胞歎似の細胞が出現しており, -部でそれら

が集積している(図5-c)｡また,そのような細胞は外

側から内柚こ向かうに従って増加している｡軟骨層の細

胞成分は頭頭部で減少し,外側頭頂部では軟骨層の一部

が消失している｡また軟骨層の消失がみられた部位の軟

骨下骨組織には顧骨細胞が出場し,吸収音を形成してい

る｡

(3)下顎嵩および関節腔隊

下顎雷滑膜表層細胞は1週例の実験側と同様に消失し

ており,表層の線維性結合組織内には毛編血管が随所に

形成されており,それは特に内柚こおいて著明である｡

図51C　術後2週,実験側外伽関節隆起(H-E染色)

図51d　術後2過,実験側外側下顎雷および後方

関節腔隙(H- E染色)

軟骨層は前斜面部および後斜面部において消失し,同部

の軟骨下骨組織には吸収像が認められるが,骨吸収の程

度は1過例の実験柚こ比べて軽度である｡

関節腔隙は1週例の実験側と同様に肉芽組織で満たさ

れ,後方関節腔隊ではそれら肉芽組織は1週例の実験側

に比べ線維化が進み,表層線推性結合組織との境界が不

明酸になっている(図5 -d)c　下関節腔前方滑漠組織に

相当する滑膜表層綿胞はいずれの部位でも認められな

い｡

2)対側

(1)下顎頭(図6-a, b, c, d)

下顎頭の外形変化はほとんど認められない｡ tan-

gential zoneの線推走行は前斜面部から頭IB部におい

て下顎頭外形に平行に走行しているが,後斜面部では1

週例の対側より線維走行の屈曲がやや増大し,後斜面部

より後方で波状を呈している｡ transitional zoneの纏
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胞配列も頭磯部から後斜面部にかけてtangential zone

の線椎走行に一致して屈曲している｡また後斜面部では

tangential zoneとtransitional zoneとの境界が不明

瞭となり,一部で細胞数が減少しており,そのような所

見は外側で著明である｡外側頭磯部におけるradical

zoneの軟骨細胞減少は1週例の対側よりも軽滅してい

る｡ calcified zoneの外側には少数の破骨細胞が出現し

ているが,中央より内側ではそのような所見は認められ

ない(図6-b)｡

(2)関節隆起

関節隆起はほぼ正常な外形を保っている｡表層線維性

結合組織における線経は外側から中央の前斜面部におい

て1過例の対側よりも波状走行の程度を増しているが,

頭磯部から後斜面部では外形に平行に走行している｡外

伽から中央の頭磯部軟骨層は一部で消失しており,同部

の軟骨下骨組織には軽度の吸収像が認められる(図6 I

C)｡しかし内側の軟骨層および軟骨下骨組織に変化は

認められない｡

(3)下顎嵩

外側後斜面郭の表層線維性結合組織の肥厚や毛細血管

の増殖は1週例の対側に比べて垂減し,軟骨層にはほと

んど変化は認められない｡また欧骨下骨組織には外側後

斜面部の一部で吸収像を認めるものの,一般に1週例の

対側に比べ吸収変化は軽滅している｡

(4)関節円板および滑膜組織

関節円坂内の軟骨細胞に顛似した細胞は, 1週例の対

側と同様に全域にわたって散在している｡関節円板後部

結合組織上層部には, 1週例の対価でみられた脂肪組織

の増殖が認められず,同部の滑膜表層細胞のヒダ状増殖

も軽減している｡また上･下関節腔前方滑膜問腔および

上関節腔後方滑膜間腔内には遊離した滑膜組織が僅かに

認められる(図6-d)0

下顎嵩の滑膜表層細胞は,中央の内側最深部から後斜

面部にわたり1週例の対価に比べより繊毛状に増殖して

おり,滑膜下組織内には毛細血管が多数に増殖している｡

4.術後4週例

1)実験価(図7-a, b, c, d)

(1)下顎頭

下顎頭外形は著しく平坦化を呈している｡ tangential

図6 1a　術後2過,対価外側顎関節(H-E染色)

図61b　術後2過,対側外伽下顎項(H-E染色)

図6- C　術後2過,対価中央関節隆起(H-E染色)

zoneは2週例の実験側に比べて肥厚し,線経の走行は

やや規則性を増している　tangential zoneにおける固　　それらの舶包は内側に向かうに従って増殖している｡

有細胞は前斜面部において健常例とほぼ同程度に認めら　　transitional zoneの細胞配列は前斜面部で不壊別とな

れるが,他の部位では舶包数が著しく減少し,同部に軟　　　り,頭頭部では層状の細胞配列を消失し,軟骨細胞疑似

骨細胞類似の細胞が出場し,一部で集積している｡また　　の綿胞が散見される｡ radical zoneの前斜面部では細
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胞配列がやや不規則となり,同部には不定形な核を有す

る編胞も認められ,頭頭部の細胞配列は層状構造を示さ

ず,外側頭攻部では一部で軟骨組織の変性,消失がみら

れ,消失した軟骨層に表層線推性結合組織が陥入してい

る｡また後斜面部ではradical zoneの厚径が著しく増

大し, transitional zoneとradical zoneとの境界は

不明瞭になっている(図7 -b)c　前斜面郭から頭頭部に

わたるcalcified zoneの細胞配列は層状構造を保って

いるが,外側頭頭部では一部で変性した軟骨組織が認め

られるO軟骨下骨組織は頭磯部から後斜面部にわたり吸

収像を示し,同部の骨髄内では,未分化間葉系細胞が減

少している｡

(2)関節隆起

関節隆起の頭頂部は平坦となり,それに伴い関節隆起

頭頭部と下顎頭頭頭部の接触範囲が2週例の実験側に比

べ内側において拡大している｡線維性結合組織の走行は

外側前斜面部および後斜面部で著しく不規則であるが,

内側では2過例の実験側に比べ,より規則的になってい

る｡線維性結合組織内の綿胞成分は外側から中央にかけ

ての前斜面部で著しく減少しているが,頭磯部では細胞

成分が増加している｡内価の前斜面部では2週例の実験

側に認められた軟骨細胞寿似の編胞がさらに増加し,A

部で集積している(図7 - c)｡軟骨層は外側前斜面部お

よび後斜面部の一部で吸収され,同部の軟骨下骨組織に

も吸収像が認められる｡

(3)下顎膏および関節腔隙

下顎嵩の滑膜表層細胞は内側の一部で僅かに認められ

るようになり,線維性結合組織は2週例の実験側に比べ

著しく肥厚している｡軟骨層では内側前斜面部において

活発な軟骨組織の形成が認められ,軟骨下骨組織におい

図6 -d　術後2週,対側下関節腔前方滑膜間腔
(H- E染色)- :遊離した滑膜組織

て最深部から後斜面部の骨縁に沿って骨芽細胞が塊則正

しく配列し,エオジンに淡染する新生骨様の組織が認め

られる(図7 -d)o　前方関節腔隙には凝血塊が僅かに

残存しており,後方関節腔隊では2週例の実験側に認め

られた肉芽組織が内側で消失している｡下関節腔前方滑

麓に相当する滑膜表層細胞は内側において僅かに増殖し

ている｡

2)対側(図　-a, b, c, d)

(1)下顎頭

下顎頭外形に変化は認められない｡頭頭部から後斜面

部にわたるtangential zoneでは1過例の対側よりも

表層線維性結合組織の屈曲走行の範囲を増している｡

transitional zoneの細胞は前斜面部において比較的塊

則正しく配列しているが,頭預部では属曲し,後斜面部

においてtangential zoneとtransitional zoneの境界

が禾明顧となり,細胞配列も不規則になっている｡後斜

面部のradical zoneでは編胞層の厚径が増大し,軟骨

細胞は肥大し細胞が明瞭になっている｡ calcified zone

では著明な変化は認められないが, 2過例の対価に比べ

破骨細胞による骨改造機転は垂滅している(図8 - b)｡

(2)関節隆起

関節隆起の著明な外形変化は認められない｡前斜面部

の表層線稚性結合組織における線維走行は塊則的にな

り,中央から内側頭頭部の線維性結合組織は肥厚してい

る｡また外側から中央にわたる頭頭部の線維性結合組織

内には軟骨細胞戴似の細胞が散在している｡ 2通例の対

側に認められた頭庸部軟骨層の消失はみられず,軟骨下

骨組織にも特に変化は認められない(図　-c)c

(3)下等貢膏

下顎嵩表層線維性結合組織は,外側の中央最深部から

図7 -a　術後4週,実験伽中央顎関節(H-E染色)
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図7 lb　術後4週,実験伽外側下埴後斜面部
("u xT'染色)

図7 1C　術後4週,実験価内側関節隆起(H-E染色)

後斜面部にかけては2週例の対側に比べ肥厚し,毛細血

管の形成も増加している｡軟骨層および軟骨下骨組織に

は著明な変化は認められないo

(4)関節円板および滑膜組織

関節円板の外形に変化は認められず,線維束間に2週

例の対側とほぼ同様に軟骨細胞歎似の綿月包が散見され

る｡関節円板後部結合組織上層部における滑膜表層細胞

の増殖は軽減しているが,最外側において滑膜表層綿胞

の増殖が僅かに認められる｡中央から内側の上関節腔後

方および上･下関節腔前方滑膜間腔内には浮遊する滑漠

組織が認められる｡下顎嵩滑膜表層細胞はヒダ状に増殖

しており,滑膜下組織には多数の毛細血管が認められ

るo　このような所見は外柳においてより東署である(図

8　cOc

5.術後8週例

1)実験側(図9-　　b, c, d, e)

(1)下顎頭

図71d　術後4適,実験側内側下顎嵩(H-E染色)
- :新生骨様の組織

図8-a　術後4週,対側外側顎関節(H-E染色)

下顎頭外形は頭頭部で4過例の実験側と同様に平坦化

をきたしており,内側後斜面部には陥凹した部位があ

る｡外側頭頭部のtangential zoneにおける線維性結合

組織は剰離され,一部で折り重なっている｡外側後斜面

部の線推性結合組織は突起状に増殖している｡しかし中

央から内側の線維走行は比較的塊則正しく,前方滑膜組

織由来と思われる線椎性結合組織がtangential zoneの

表面を被覆するように伸展している｡ tangential zone

における固有の細胞は著しく減少し, 4週例の実験側

よりも多くの軟骨細胞薬似の細胞が集積しているo

transitional zoneの細胞配列は外側から中央の前斜面

部では比較的税別性を示しているが,内側後斜面部では

層状配列の所見を消失し,表層で認められた軟骨綿胞度

似の細月包が散在している　radical zoneの細胞は外側

から中央の前斜面部で一部層状に配列しているものの,

頑項部から後斜面部では層状構造を消失し.軟骨組織は

骨髄由来と患われる線維性結合組織により置換されてい
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図8 -b　術後4週,対価外伽下顎頭(H-E染色)

る｡同部に軟骨抽胞疑似の細胞が集積しているO　また内

側では一般にこのような変化は少ないが,後斜面部では

細胞配列がやや不壊則になっている｡ calcified zoneで

も前斜面部から頭頭部で層状の細胞配列を呈している

が,核の萎縮が認められ,後斜面部では固有細胞は消失

して,軟骨細胞戴似の細胞が散在しており,外側の一部

には変性した軟骨組織が認められる｡頭頂部から後斜面

部の軟骨下骨組織には4週例の実験側と同様に吸収像が

みられ,線維性結合組織と変性した軟骨組織とが骨髄内

へ陥入している部位もある(図9 -b)｡骨髄内では未分

化間葉系細胞の数が減少し,毛細血管が多数認められ

るo所々に粘液様基薯が形成され,変性した軟骨組織周

囲を線維性結合組織が取り囲み,一部で空胞を形成して

いる｡このような所見は外側において著明である｡

(2)関節隆起

関節隆起は頭磯部においてさらに平坦となり,内側に

おける関節隆起頭頭部と下顎頭頭頭部との接触範囲が拡

大している｡しかし,それぞれの表層線維性結合組織に

おける線椎の走行は外側から中央にわたる前斜面部で4

週例の実験例と同様に不規則で,線維性結合組織内部に

は外側においても軟骨細胞戴似の細胞が散在している｡

また後斜面部に向かうに従い線維性結合組織はその厚径

を増している｡しかし内側では線維性結合組織の走行は

より塊則的となり,その厚径が均一になっているO後斜

面部の軟骨層では細胞の著明な増殖がみられ,軟骨性骨

化が認められる(図9-c)｡

図8-C　術後4週,対側中央関節隆起(H-E染色)

図8-d　術後4週,対側外側下顎嵩滑膜組織
(H-E染色)

図91a　術後8週,実験側内価顎関節(H-E染色)
(3)下顎嵩および関節腔隊

下顎嵩の滑麓表層細胞は全ての部位で出場し連続して

諸められ,特に内側では滑膜組織が島状に増殖し,滑膜　　　く肥厚し,内部の毛細血管は4週例の実験側に比べその

組織内の所々にメタクロマジー陵性の軟骨基窯が形成さ　　　数を増している.軟骨層では改造機転がさらに運行して

れている(図9 - d)｡下顎膏表層線維性結合組織は著し　　　おり,軟骨下骨組織では最深部から後斜面部にかけて骨
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図9 1b　術後8週,実験例内側下顎頭後斜面部
(H-E染色)

図9 1C　術後8過,実験側内側関節隆起後斜面部
(toluidine blue染色, pH7.の

図9 -d　術後8週,実験側内側下顎嵩滑膜組織
(toluidine blue染色, pH7. 0)
- :メタクロマジー陰性の軟骨基質

の添加が進み,同部の骨小腔に骨組胞が認められる(図

9 - e)｡これらの所見は一般に内側において著明である｡

図91e　術後8過,実験側内側下顎嵩(H-E染色)

- :新生骨様の組織

また下関節腔前方滑膜に相当する滑膜表層細胞は全て

の部位で連続して認められ,内側において同細胞の増殖

が著明である｡

2)対側(図10-a, b, c, d)

(1)下顎項

下寛頭外形の著しい変化は認められないO頭頭部から

後斜面部のtangential zoneの線維走行は小波状に走行

し,波状走行の著しい外側から中央の後斜面部表層で

は細胞成分が増加している｡ transitional zoneおよび

radical zoneでは外側から中央にわたる前斜面部と頭

項部において細胞が比較的密に配列しており,後斜面

部ではこれら編胞層の厚径が増大している｡ calcified

zoneでは外側から中央にかけて破骨細胞が散見される

(図10-b)c

(2)関節隆起

関節隆起の外形に変化は認められない｡線維性結合組

織における線維走行は規則的で,同部には4過例の対側

で認められた軟骨細胞頚似の細胞が増加し,それらの細

胞は一部で連なっている｡軟骨層および軟骨下骨組織に

は,ほとんど変化が認められない(図10- C)｡

(3)下顎雷

下顎膏表層線碓性結合組織は外側と中央の最深部から

後斜面部にかけて4過例の対側とほぼ同様に肥厚し,線

維性結合組織内の毛綿血管はさらにその数を増してい

る｡軟骨層は健常例とはぼ同様の所見を示し,外伽後斜

面後方部の欧骨下骨組織の一部に吸収雷が形成されてい

るが,最深部から後斜面部では変化は認められない｡

(4)関節円板および滑膜組織

関節円板の外側に変化は認められない｡関節円板の線

維束内における軟骨細胞薬似の細胞は4週例の対側に比

- ilil -
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図10-a　術後8過,対価外側顎関節(H-E染色)

べ増加している｡関節円板後部結合組織上層部の滑腰表

層細胞は外側から中央において上方に向かって増殖して

いる(図10- d)｡また上･下関節腔前方滑膜間腔には遊

離した滑膜組織が認められ,特に外側から中央の上関節

腔前方滑漠間腔ではそれらが塊状に集合しているo下顎

嵩滑膜表層細胞でも外伽最深部で,一部にヒダ状増殖が

認められる｡

6.術後12違例(図11-a, b, c∴d)

1)実験側

(1)下顎頭

下顎頭外形は全域にわたり平坦になっている｡ tan-

gential zoneの表層線経は,外側前斜面部から項頭部

にかけて波状に走行しているが,実験側の8過例までに

認められた不規則な線維走行はみられない｡外側後斜面

部では8週例の実験側と同様に線維性結合組織の突起状

増殖が認められる　tangential zoneは下顎頭前方の滑

膜組織より移行し,その厚径をさらに増し,内柚こ向か

うほど肥厚している｡前斜面部から頭頭部では核の后

平な細胞が一部で集積し,後斜面部ではそれらの細胞

に混じって軟骨細胞幾似の細胞が多数集積しているo

transitional zoneでは前斜面部において細胞が比較的

規則正しく配列し,頭項部では細胞層の厚径が増大して

いるo　しかし後斜面部ではいまだ細胞配列が不壊別であ

る　radical zoneおよびcalcified zoneでは比較的塊

則正しい細胞配列を呈しているが,外側後斜面部におい

て細胞配列の層状構造の乱れや細胞の一部消失が認めら

れるo骨髄腔では8過例の実験側でみられた変化は認め

られず,脂肪組織が随所に認められる(図Il- b)｡

(2)関節隆起

図10-b　術後8週,対側外側下顎頭(H-E染色)

図10- c　術後8週,対価外側関節隆起(冒-E染色)

図10-d　術後8過,対価外側関節円板後部結合組
織滑膜組織(H - E染色)

間には僅かな間隙が存在している｡また外側から中央の

関節隆起は外側から中央の頭頭部にかけてさらに平坦　　表層線維性結合組織は8過例の実験側に比べ線経の走行

化が進んでいるが,下顎頭頭磯部と関節隆起頭頂部との　　　がより規則的となり,後斜面部では線維性結合組織の肥

12
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厚が認められる｡また同部の細胞成分は後方へ向かうほ

どその密度を増し,頭頭部の表層線椎性結合組織内には

欧骨細胞尭似の細胞が集積しているo欧骨層は外側前斜

面部で一部消失し,同部の軟骨下骨組織にも吸収嵩が形

成されている｡内側後斜面部の軟骨下骨組織では8週例

の実験側で認められた軟骨性骨化がより進行し,新生骨

様の骨組織が形成されている(図11- c)｡

(3)下顎雷および関節腔隙

下顎嵩の滑膜表層綿胞は連続して認められ, 8週例の

実験伽でみられた滑膜組織内のメタクロマジ-陰性の軟

骨蓋薯形成は下顎嵩後方滑膜の一部でみられるに過ぎな

い.下顎嵩の線椎性結合組織は外側から中央の前斜面部

革よび後斜面部で肥厚している｡軟骨層には変化はみら

れず,軟骨下骨組織では前斜面部から後斜面部において

骨組織の増生が認められる(図Il- d)｡

下関節腔前方滑膜に相当する滑膜表層細胞の増殖は8

過例の実験側に比べさらに著明となり,特に前方では島

状に増殖している｡前方関節腔隊内には遊離した滑膜組

図11- a　術後12過,実験側外側顎関節(H-E染色)

図11-b　術後12過,実験価外側下顎頭(H-E染色)

- 13

1137

織が散見される｡

2)対側(図12-a, b, c, d)

(1)下顎頭

下顎頭外形は,外側から中央の頭頭部において軽度に

平坦化をきたしている｡ tangential zoneにおける線経

の走行は外側と中央の頭頭部から後斜面部にかけてより

波状を呈している｡ transitional zoneの細胞は外側の

前斜面部から頭磯部では規則的に配列しているが,後斜

面部ではそれらの細胞が不規則に散在し,さらに細胞層

の厚径を増している｡また中央の頭頭部から後斜面部で

はtangential zoneの波状走行に伴いtransitional

zoneの細胞配列も波状を呈している｡ radical zoneの

細胞配列でも外側の前斜面部から頭頭部にかけて層状を

保っているものの,後斜面部では細胞層の厚径拡大がみ

られる｡しかし中央から内側における綿胞配列の層状構

造は,ほぼ均等になっている　calcifiedzoneでは8週

例の対側とほぼ同様に外側において吸収嵩の形成が散見

図11- c　術後12週,実験柳内側関節隆起後斜面郵

(toluidine blue染色, pH7. 0)

図11- d　術後12週,実験側外側下顎首(H-E染色)
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される(図12-b)0

(2)関節隆起

関節隆起の著明な外形変化は認められない｡表層線維

性結合組織における線椎走行は外側から中央の前斜面部

で再び不壊則となり,頭頭部から後斜面部の一部で走行

の乱れが著明である｡また中央から内側の頭頂部線維性

結合組織内には軟骨細胞戴似の細胞が増加しているo軟

骨層は外側頭磯部の一部で編胞成分が減少しているが,

軟骨下骨組織にはほとんど変化が認められない(図12-

C)｡

(3)下顎雷

下顎膏の線維性結合組織は,外側最深部から後斜面部

にわたり8過例の対側よりも著しく肥厚している(図12

-d)c　しかし中央から内側にかけて著明な変化は認め

られない｡軟骨層および軟骨下骨組織では外側から中央

にかけて後斜面部が一部で凹凸不整となっている.

(4)関節円板および滑膜組織

関節円板線維束内には8週例の対側とほぼ同様に欧骨

細胞査似の細胞が散在し,関節円板の外mrl後部結合組織

内における毛細血管の周囲結合組織は粗造になってい

るo関節円仮後部結合組織上層部外側の滑膜表層糸田胞は

ヒダ状に増殖し,滑膜下組織の脂肪細胞も8週例の対側

に比べ増加している｡上関覇腔前方の滑膜表層細胞は全

ての部位で連続しており,中央から内側ではヒダ状を呈

し, 8週例の対側と同様に上･下関節腔前方滑膜間腔に

遊離した滑麓組織が認められる.下顎嵩滑膜表層細胞は

外側鼻深部で8週例の対側よりさらに増殖し,外側から

中央の滑膜下組織には多数の毛細血管が認められる｡中

央から内側後方の下顎頭頭部付近における滑膜組織も著

しいヒダ状増殖が認められる｡

図12- a　術後12週,対価外側顎関節(H-E染色)
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図12- b　術後12週,対価外側下顎頭(H-E染色)

図12- c　術後12週,対側外側関節隆起(H-E染色)

図12- d　術後12過,対価外側下顎官および関節円板
後部結合組織における滑膜組織(H - E染色)

7.衝後24適例(図13-a, b, c, d)

1)実験側

(1)下等貢頭

下顎頭は12通例の実験側に比べさらに平坦になってい
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る｡ tangential zoneの線推走行は前斜面部から頭頭部

にわたり塊則的であるが,外側後斜面部では後方頚部よ

り線維性結合組織が被覆しており,同部は著しく肥

厚し,線経の走行も不壊別である｡ tangential zone

の後斜面部には軟骨編胞幾似の細胞が集積している｡

transitional zoneの細胞は外側から中央の前斜面部で

比較的規則正しく配列しているが,項頭部では細胞成分

が減少し,軟骨細胞戴似の細胞がみられ,後斜面部では

著しく肥厚した線維性結合組織に移行し,細胞配列の層

状構造が消失しているo同部においても軟骨細胞敷似の

細胞の集積が著明に認められる　radical zoneの細胞

配列は前斜面部で一部層状を皇しているが,頭]裏部から

後斜面部では層状構造が消失し,細胞成分の減少がみら

れ軟骨編胞棄似の細胞が集積しているo　さらに内側後斜

面部ではradical zoneが不規則に増殖し,細胞層の厚

径が増大している｡ calcified zoneおよび軟骨下骨組織

には著明な吸収像は認められず,骨髄腔は狭小となり間

葉系細胞の増殖も認められない(図13- b)c

(2)関節隆起

関節隆起の平坦化がより進行しているが,下顎頑と関

節隆起との間には12週例の実験側と同様に狭い間隙が存

在し,線維性癒着を生じていない｡表層線維性結合組織

の走行はやや塊則性を増し,その厚径は全域にわたり著

しく肥厚し,それは特に内柳で著明である｡また前斜面

部から頭1貢部の線推性結合組織内には軟骨細胞幾似の細

胞が集積しており,特に後斜面部で細胞集積が顕著であ

り(図13- c),内側に向かうに従って軟骨細胞類似の細

胞集積は軽減している｡軟骨層では外側から中央にかけ

て線稚性結合組織との境界が不明瞭となり,嫡胞配列は

波状を呈している｡内側後斜面部の軟骨下骨組織は骨増

生により著しく平坦になっている｡

図13- a　術後24週,実験側中央顎関節(H-E染色)

I, No. 8 (1992) 1139

(3)下顎膏および関節腔除

下顎雷の滑膜表層細胞は連続して認められ　外側下顎

膏後斜面部では滑膜表層細胞が一部で遊離しているo下

顎嵩の線維性結合組織は全域にわたって著しく肥厚し,

それは特に内側で著明である｡軟骨層にはほとんど変化

が認められず,軟骨下骨組織内に形成された骨組織に

よって,後方関節腔隙は狭小化をきたしている(図13-

d)｡また前方関節腔隊でも滑膜表層細胞は連続性を保

持しており,内側でより活発な増殖を認め,外側下顎後

方棄部の滑麓組織はヒダ状に増殖している｡

2)対側(図14-a, b, c, d)

(1)下顎頭

下顎頭外形は頭頭部から後斜面部において12週例の対

側よりさらに平坦になり,外側後斜面部には軽度な陥凹

が認められる　tangential zoneの線椎性結合組織は全

域にわたって肥厚し,線経の走行はより不党則となり,

図13- b　術後24週,実験側外側下顎頭後斜面部

(H-E&fe)
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図13- C　術後24過,実験側内側関節隆起後斜面部
(H - Eァfefe)
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図13- d　術後24週,実験側内側下顎嵩(H-E染色)

線稚内には軟骨縮胞棄似の細胞が散在しており,一部で

それらの細胞が集積している　transitional zoneの細

胞配列は前斜面部から後斜面部まで著しく不壊則とな

り,後斜面部の一部で層状配列を失っている｡しかし

radical zoneの細胞配列は比較的層状構造を示してい

る　calcified zoneでは所々に吸収雷が形成されており

(図14- b),中央から内側の外側翼突筋付着部にわたっ

て著明な吸収像が存在している｡

(2)関節隆起

関節隆起の頭頭部は外側から中央にかけてやや平坦化

をきたしている｡表層線維性結合組織は頭1萎部で肥厚

し,線維走行が不規則になっている｡また線維内の細胞

成分が増加し,表層線維性結合組織内の軟骨細胞癌似の

細胞は数を増し,一部で集積しているo外側頭頭部の軟

骨層では所々で細胞成分が消失し,かつ波状配列を示し

ている｡軟骨下骨組織には,著明な変化は認められない

(図14- c)0

(3)下顎嵩

下顎嵩の線維性結合組織は最深部から後斜面部にかけ

て12過例の対側とほぼ同様に肥厚しており,特にそれは

外側後斜面部で著明である｡軟骨層では外側から中央の

後斜面部において一部に軟骨層の突出した部位が認めら

れる｡軟骨下骨組織でも外側から中央の前斜面部より後

斜面部で凹凸不整を示し,後斜面部の-部で骨組織の軽

度な増産が認められる(図14- d)c

(4)関節円板および滑麓組織

図14- a　術後24週,対価外側関節隆起(H-E染色)

図14-b　術後24過,対側外側下顎頭(H-E染色)

図14- c　術後24過.対価外側関節隆起(H-E染色)

関節円板に外形変化は認められない｡関節円板の線維

束内には軟骨細胞類似の細胞が広範囲に散在し, 12週例　　肪細胞が出現して,上関節腔後方滑膜間腔が狭小化をき

の対側に比べさらにその数を増しているo関節円板後部　　　たしている(図14- d)｡外側から中央の上関節腔前方滑

結合組織の上層部では外側より中央にかけて滑膜表層編　　膜間腔には12適例の対側と同様に分離した滑膜組織が散

胞が著しく増殖し,さらに同部の滑膜下組織に多数の脂　　　見される｡外側前斜面部から最深部にわたる下顎雷滑膜

16　-
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図14- d　術後24週,対側外側下顎高および関節円板
後部結合組織における滑膜組織(H - E染色)

組織は繊毛状に増殖しており,後斜面部の滑膜下組織内

には毛細血管と脂肪細胞が増殖しているが,中央から内

側にわたる部位ではそのような変化は認められない｡

考　　　　　察

1.顎関節円板切除術について

顎関節円板切除術は, 1909年にLanz16)により行わ

れたのが最初であり, 1950年代後半まで顎関節症に対す

る外科的療法は関節円板を全摘出する関節円板切除術が

一般的であり, Stapelmohr(1929)17), Wakeley(1929)

I8), Dubecq(1937)19), Foged(1941)20), Dingmanら

(1951)21), Silverら(1956)22¥ (1961):などの報吾が

ある｡これらの関節円坂切除術は中間挿入物が使用され

ていないが,顎関節部捧痛および顎関節運動障害の改善

において良好な結果が待られたと報吾している｡しかし

Brown(1980)29)は中間挿入物を用いない関節円板切除

術施行例214例の長期にわたる術後成績について検討

を加えたところ35例, 15%に匪癖が再発したため,下

顎頭切除術を余儀なくされたと報害している｡さらに

Carlssonら(1981)30¥　Erikssonら(1985):は関節円

板切除術後における顎運動域の滅少ならびに長期間経過

後における顎関節部の骨性変化をきたすことを指摘して

いる｡

一方, 1951年頃よりアメリカの口腔外科医によって関

節円板切除後にみられる港痛の再発,退行性変化および

癒着を予防する冒的で中間挿入物を使用する関節円板切

除術が始められた　Gordon(1958)d　は下顎頭にポリエ

チレン･キャップをかぶせ, Georgiade(1962);は

中間挿入物として自家皮膚移植を, Hansenら(1969)'

およびSandersら(1977)35)はシリコン･シートを,
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Kiersh(1984)J　はプロブラスト･テフロンを用いてい

る｡なかでもシリコン･シートは,中間挿入物として広

く用いられ, Nalbandianら(1983);は手関節などに

おける関節形成術に応用し,長親経過観察より為害性が

なかったと述べているoまたGallagherら(1982);は,

プロブラスト･テフロンとシリコン･シートとを比較

し,プロブラスト･テフロンの方がより安全性に優れて

いたと報吾している｡しかしDolwickら(1985)J　はシ

リコン･シートを顎関節の中間挿入物として養親使用し

た結果,シリコン表面に摩擦が4じ,異物粒子の散布に

より炎症反応を引き起こすと報害した｡またDaran

(1989)<　はプロブラスト･テフロン応用例に下顎頭の著

明な吸収による開嘆が認められたと述べている｡さらに

Bronstein(1987)'はプロブラスト･テフロンはシリコ

ン･シートに比べ顎関節硬組織の変化が著明であると報

吾している｡以上のような報告からHall(1985)42)は中

間挿入物の為害作用を防止する目的で,関節円板切除後

にシリコン･シートを暫問的に使用する術式を考案し

た.この術式はシリコン･シートの一塊で下顎雷を被覆

し,他端を側頑筋筋膜上に密着するように側頭筋薪廉と

重く縫合固定し,術後3ヵ月ないし4ヵ月を経て関節鏡

によって関節表層が線維性結合組織によって被香された

ことを確認した後,シリコン･シートを除去するもので

あるo　しかし,シリコン･シ-卜除去の時期,あるいは

中間挿入物除去後の関節構造の変化などは未だ不明であ

り,関節円板切除術時に中間挿入物を使用すべきか否

か,使用する際には生体材料か人工材料か,さらに中間

挿入物を永久的に使用するか,暫間的に使用するかなど

については末だ統一した見解がみられないのが現状のよ

うである｡

2.顎関節円転切除術後の下顎事における変化

1)実験側の変化について

実験動物を用いて顎関節円板切除後における下顎頭外

形の変化について報告したものは比較的少ない24)-27)

Sprinz(1954):は家兎を用いた実験で下顎頑の肥大を

認め,小野ら(1973)25)はラットの顎関節円板切除後,捕

節軟骨辺縁部が増殖し下顎頭が扇状に肥大するものと,

関節軟骨ならびに骨組織が吸収し下顎項関節面が凹凸不

正を呈するものとがあると報害している　Yaillenら

(1979)2　は5匹の猿に片側関節円板切除術を施し,術後

280日から427日における顎関節のⅩ線学的および組織学

的観察を行い,下顎頭外側部の吸収ならびに下顎頑前方

部の骨麻形成を伴った下顎頭肥大と,欧骨層の骨化障害

を認めている｡また宮木ら(1990)5　は家兎の関節円板完

^r　-
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全切除を行い,下顎頭は平坦化を呈したが,顎関節構造

はその機能を維持させるため再構築するような形態変化

を示したと報吾している｡以上のごとくいずれの報吾で

も関節円板切除後に関節構造の形態的変化を認めている

が,このような変化は関節円板の消失による関節内部の

環境の変化に起因するものと考えられる.

Walliamsら(1989)'は顎関節円板の役割について

1)衝撃の吸収, 2)骨関節表面の適倉睦の改善, 3)複

雑な運動を容易にする, 4)加重をより広い範囲に分散

する, 5)関節表面辺縁の保護, 6)潤滑液を分散させる

など6項目を挙げている｡関節円板の消失は機械的負荷

の増大あるいは潤滑機能の低下をきたし,関節の摩擦係

数を増大させて関節構造の変化を発生させると考えられ

ている｡また顎関節に対する負荷の増大に伴って,ムコ

蛋白宴(プロテオダリカン)の増加することが知られてお

り,これらの構成体は,グリコサミノグリカンくGAGs)

と呼ばれる長い多糖也である｡このプロテオグリカンは

関節軟骨に弾性と硬さを与え,顎関節に加わる圧迫力に

抵抗する｡ Matthews(1952)'はグリコサミノグリカン

くGAG s)の局在とその量は,関節組織の抵抗性と関

節内における負荷を受ける部位と程度を示していると述

べている　Kopp(1976)45), (1978)46)はヒト顎関節にお

ける硫酸化グリコサミノグリカンの局在について検索

し,下顎頭の前方部関節面,関節円板中央部および関節

隆起,特にその外側部に多く存在していると報害してい

るo J以上の所見は顎関節における負荷の局在についての

推測とよく一致する｡すなわち関節隆起内側は負荷が少

なく,下項頭は主として外側部に負荷が生じるという仮

説を支持するものであるoまた正常な顎関節では関節円

板後方肥厚部に豪も応力の集中がみられ,唆合異常など

によって応力は増大し,その分布も関節円板後方肥厚部

から後部結合組織に移動すると考えられている｡そのた

め関節円仮の穿孔は関節円板後方肥厚部と後部結合組織

の境界部とに多いといわれている47)｡本研究でも術後早

期より実験側の下顎頭外側頭磯部に平坦化が生じ,時日

の経過に伴ってその変化は著明になった｡

しかし関節円板切除後の構造変化が関節機能を維持さ

せるための生体が本来生聾的に有している適応変化であ

るのか,もしくは退行性病変である変形性関節症におけ

る病的変化の結果であるのか定説はない.顎関節は一般

に,その成長を生後20年ないし25年で終了するが,その後

も関節は一生を通じて同部の細胞と細胞内要素の配置交

換を行い, biomechanical stressと代謝の要求に適合

するように改造することが認められている48)｡ Moffett

ら(1964)蝣　およびBlackwoodCigee)1は, Johnson

(1959)E　が示した膝関節をはじめとする四肢関節におけ

るリモデリングと同様の変化が,顎関節においても生じ

ることを報害しているo一方, Obergら(1971)｣は顎関

節におけるリモデリングと変形性関節症は,しばしば互

いに関連してみられるとし, Bontら(1986)53)はリモデ

リングと変形性関節症の境界を明らかにするのは,組織

学的観察でも困難であると報吾している｡

関節軟骨の修復に関する研究は膝関節を中心にして古

くから行われているo一般に関節軟骨の修復は,軟骨細

胞自体の再生と周囲結合組織すなわち滑膜または骨嚢の

結合組織の化生による修復の二つに大別されている｡

calandruccioら(1962)54)は関節欧骨の部分的欠損が表

層の軟骨細胞の増殖によって修復されるとしているが,

Mankin(1962)55)56¥　森永(1983)l　は軟骨細胞の増殖

は一過性で,軟骨傷害後2週ないし3週後には増殖は止

まり,軟骨の修復に主要な役割を演じていない｡さらに

Mankin(1974) 58)は軟骨の傷害が限局性で周囲結合組織

の反応が誘発されない場合には,その演傷は修復される

ことなく残存すると報告している｡また傷害が軟骨下骨

組織に達した場合には骨髄から,傷害が軟骨外側縁に広

がった場合には,骨膜,軟骨膜および滑膜の接合部すな

わち移行領域から増殖した未分化間菜系綿胞が軟骨細胞

へ分化することによって修復されるといわれている59)｡

顎関節の修復に関して中田(1983)e　はラットの下顎頭

に軟骨細胞層にとどまる浅い演傷と軟骨骨翼に達する深

い撮傷を作製し,術後3日より12週における下顎頭軟骨

の修復過程を観察した｡その結果,浅い櫨傷では軟骨細

胞の旺盛な増殖により2過ないし3週で硝子軟骨によっ

て修復され,深い損傷では,軟骨下骨翼からの線碓組織

の増殖による修復はみられず,浅い撮傷とほぼ同-の過

程で修復されたと報害している｡また宮木ら27)は家兎の

関節円板完全切除を行い,術後2週から24週における顎

関節構造の修復過程を組織学的に観案した｡その結果,

術後2週より軟骨層の消失により骨組織が露出し,術後

4週で消失した欧骨層に軟骨基葉の形成がみられ,つい

で術後6過には下顎頭表面が滑膜細胞由来と考えられる

疎性結合組織により被覆され,さらに術後8週では下顎

頑軟骨層の増殖層と肥大細胞層の増殖により厚径増大を

きたし,軟骨層断端部では滑膜細胞由来と考えられる線

維性結合組織の問菜系編胞が軟骨細胞に分化することに

より,軟骨の修復が認められたと報吾している｡

本研究においては,術後早期より実験側下顎頭におけ

るtangential zoneの線維走行が著しく不壊則となり,

18-
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内伽では全層にわたり本層が剰離している部位もみられ

たが,術後8過では下顎頭表面を滑膜組織由乗と恩われ

る線碓性結合組織が被覆し,漸次,厚径増大をきたし,

線経の走行も規則的になった｡ tangential zoneより下

層の欧骨層では,術後1過より細胞成分の減少や一部消

失がみられ,術後2週では外側軟骨下骨組織に吸収高が

生じ,術後4週では外側で細胞配列の層状構造が消失

し,術後8週では消失した軟骨下骨組織に骨髄由来の線

椎性結合組織が認められた｡また術後12週には外伽後斜

面部を除いて軟骨層の層状構造はほぼ回復していた｡し

かし術後24週では随所に著明な軟骨糸田胞類似の綿胞の集

積が認められ,軟骨層の層状溝造は不壊則であった｡

以上の所見より,関節円板切除により下顎頑に加わる

機械的負荷は主に外側部に強く加わり,さらに下顎頭後

斜面部においては軟骨修復が遅延したことから,同部-

の負荷が最も大きいことが示唆された｡したがって関節

円板切除術後には早期より唆倉再構成やバイトスプリン

ト療法などの後療法が必要であろうと考えられたO　また

軟骨の修復は軟骨編胞自体の再生による修復より滑膜組

織に大きく関与しているものと考えられた｡なお術後早

斯に下顎頭内側線維性結合組織の剥離が認められたが,

同部には機械的負荷が少なく,これは手術時の掻傷によ

るものと思われた｡

2)対側の変化について

関節円板切除が対側の非手術側顎関節に及ぼす影響に

関して動物を用いて組織学的に観察したものはきわめて

少なく, Yaillen2　の報吾がみられるのみであるが,詳

純な検索が行われていない｡下田(1989)｣は顎関節突起

切除後の対側顎関節の変化を観察し,下顎頭前縁･外側

巽突筋付着部の骨吸収および術後長親にわたる同部への

骨添加,下顎頭頭頭部の軟骨層の乱れ,骨硬化性変化

などを認めている0本研究では術後12過より外側頭頂

部に軽度な平坦化が認められた｡この下顎頑の平坦化は

顎関節の非損傷実験においてもみられ, Avant　ら

(1952)62),鈴木(1971)e　はラットを用いた抜歯実験で,

またHinikerら(1966)64), Ramfjordら(1971)e　は猿

を用いた下顎前方移動の実験,鬼塚(1983)e　は猿を用い

た嘆合挙上冠除去後の顎関節への影響に関する実験など

において同様な所見が認められている｡

本研究では下顎頭における軟骨層の変化として術後早

期よりtangential zoneの線維走行に乱れを認め,時日

の経過に伴ってその変化は著明となり,術後24過では

tangential zoneの厚径は著しく肥厚し,表層線椎性結

合組織内には軟骨細胞戴似の細胞の集積がみられたO
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transitional zoneでは術後早斯より後斜面部に細胞配

列の禾整が認められ,その後徐々に細胞配列の不規則性

が増大し,術後24過でも層状配列は不壊別であった.し

かしradical zoneでは術後早期に綿胞成分の一部減少

がみられたが,全期間を通じ著明な変化は認められな

かった｡

軟骨綿胞顛似の細胞の出場に開しては,鈴木(1971)｣

がイヌを用いた歯牙移動による実験的唆合異常を惹起さ

せた実験において下顎頑線維被膜内に異型性の軟骨細胞

および線維芽細胞との移行型の細胞の発窮を観察してい

る｡この由来として鈴木67)は後天的な機械的刺激のもと

に線碓芽糸田胞が分化したものと推測している｡教室の林

(1990)f　もサルの顎関節円板後部結合組織纏綿術の実験

において同様の所見を観察し,鎗木67)と同様に考案して

いる｡一方,変形性骨関節症の初期変化として軟骨細胞

の集積が認められるO変形性骨関節症初親には代謝活性

能が上がっている所見を呈することが多く,軟骨細胞の

小胞体が発達し,グリコーゲン尭粒が増し,肥大して

chondroblast様となり集積を形成する｡このような変

化は基質変性に対する修復反応であり､変性と修復は

self-controlされており,関節軟骨変性の初斯ではむし

ろ肥大して合成能を上げ,ある点で平衡したバランスを

保つ｡これがくずれると,軟骨細胞は逆に代謝能を急激

に低下し,綿胞自体の変性に傾くと考えられている69)

関節円板切除術後には早期より片側唄境に起因する対

側顎関節への機械的刺激の増大は必発である｡さらに術

後長期にわたってこれらの刺激が持続し,実験側の下顎

頑平坦化に伴い対側への機械的負荷がより増大するた

め,対側下顎頭の平坦化および退行性変化が生じたもの

と考えられる｡また下顎頑後斜面部に最初の変化が認め

られたことから,円板切除により実験伽と同様に対価下

顎頭後斜面部に機械的負荷が増大することが推測され

m

3.顎関節円底切除補後の関節隆起および下顎嵩におけ

る変化

1)実験側の変化について

関節円板切除術後の関節隆起と下顎頭との問で線稚性

癒着あるいは顎関節強直症の生じることが報吾されてい

る70)-72)｡今上(1977)70)は猿を用いて,関節円板切除と

関節結節および下顎頭に広範囲に挫滅櫨傷を加え, 2週

より16週にわたり開口訓練を行った啓と2週から16週間

の開口制限を行った群における組織学的検索を行った｡

それによると,開口訓練を行った群では上下関節面に走

行する屡原綿維束は断裂壊死し, 24過後ではすべての線

- 19-
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維層が関節面に平行に走行し,顎関節の機能は,ほぼ正

常に回復した｡しかし開口制限を行った群では4過後に

線維性顎関節強直症の所見が認められ, 16週後には全関

節面にわたって線維性および骨性顎関節強直症が認めら

れたとのことである｡さらにStevensonら(1979)71¥

山田(1980)7　などもサルに関節円板切除と下顎頭損傷を

施し開口制限を行った実験において顎関節強直症の発生

をみたとのことである.またYaillenら26)は寛問固定

を行わず,片側関節円板切除を行った5頭の猿のうち1

頭に線維性顎関節強直症が生じたと報吾している0

本研究では,術後早期より外側から中央の実験例関節

隆起頭頭部に平坦化が生じ,その平坦化に伴って関節隆

起項頭部と下顎頭との接触が認められ,徐々に接触範囲

が拡大した.しかし術後12週よりそれらの間に間隊が産

じ,全実験期間を通じて下顎頭と関節隆起との線維性癒

着は認められなかった｡線維性癒着が生じなかった理由

としては,術後早対より開口訓練を兼ねて固形物の経口

摂取を行ったこと,さらに手術操作において関節機能面

の櫨傷を可及的に避けたためと思われる｡

関節円板切除後の関節隆起軟骨層の変化を実験動物を

用いて組織学的に観察したものは少ない｡宮木ら27)は家

兎を用いた実験において,術後2過で下顎頭と対向する

部位の軟骨層が消失して,欧骨下骨組織が霧出し,欧骨

層の残存する前方部および後方部に間菓系編胞の増殖を

観察した｡ついで術後4週では骨髄中の炎症性反応を伴

う骨空洞の形成と関節結節の前斜面部および後斜面部に

おける軟骨基薯の形成を認めたO　さらに術後6週で関節

結節は平坦となり,露出していた骨面は線維性結合組織

により被覆され,術後24週には関節結節後斜面郭の一部

に欧骨基薯の形成と同部の結合組織中における軟骨基窯

の形成を認め,関節結節は下顎頭の形態に適合したと報

吾している｡一方, Helmyら(1988)'はサルの関節円

仮後部結合組織に実験的穿孔を作成し, 11週と12週後に

組織学的観察を行い､関節隆起後斜面部に著明な退行性

変化が認められたと報じている｡

本研究では術後1過より実験側関節隆起の表層線維性

結合組織の消失により軟骨層の露出を認め,術後4週で

は欧骨層は線維性結合組織により被覆され,その後,線

維性結合組織は著しい肥厚を示した｡軟骨層では術後早

期より欧骨綿胞の減少と一部消失が認められたO術後4

週では後斜面部に軟骨層の吸収がみられたが,術後8過

では同部に軟骨性骨化が生じ,その後軟骨性骨化が漸次

進行し,新生骨様組織も形成され,術後24週では後斜面

部に著明な骨増生が認められたO　このような所見は関節

隆起後斜面部は顎関節が滑走運動を行う際のガイドとな

り,関節機能は下顎頭関節面と関節隆起後斜面部におい

て営まれ,関節隆起後斜面部は最も機械的負荷を受け易

い部位であるという考え方に一致するものと考えられる

74)またHanssonら(1977)7　はリモデリングの許容量

の差すなわち未分化問薬系組織の量は下顎頭より側頭骨

の方が多いとし,下顎頭に先立ち価頭骨に最初に変化が

発現すると述べている｡本研究で認められた術後4過の

軟骨層の吸収は関節円板の喪失に伴う機械的負荷の増大

によるものであり,その変化は下顎頑に比べ著明であっ

た｡また術後8週よりみられた軟骨組織の増殖は機械的

刺激に対する反応性増殖と患われた｡

関節円板切除後の下顎高における変化についての報吾

はほとんどみられない｡本研究では術後早期から実験側

外側下顎嵩に広範囲に破骨細胞が発重し,著明な吸収嵩

が形成されていたが,術後4週では下顎嵩の骨縁に骨芽

細胞が配列し新生骨の形成が認められた｡その後,同部

の骨増EEは術後24週まで継続していたo正常な顎関節で

は関節後突起と下顎頭後方郭との間には関節円板後方肥

厚部が介在しており,下顎後方移動の際でも下顎頭が下

顎雷後斜面郭に接することは不可能であるo　しかし関節

円板の消失によって下顎後方運動域が増大することによ

り,下顎竃後斜面部-の機械的負荷が増大し,さらに手

術時の損傷が加わって術後早親から同部に骨吸収が生じ

たものと患われた｡

2)対側の変化について

関節円板切除後の対側関節隆起における変化につい

て, Yaillenら26)はⅩ線学的観察では変化をみなかった

が,組織学的観察において5頭の猿のうち3頭に対側関

節隆起の重度な吸収を認めている｡一方,下田61)は対側

関節隆起は内側部において術後10日で強度の凹凸禾整な

状態を呈し,線維性被膜は著しく肥厚して骨硬化性変化

を示し,さらにそのような変化は術後20日から83日まで

進行し,骨の添加･吸収が起こり,軟骨層および線維性

被膜が肥厚する傾向を示した｡また線維性被膜内には多

数の軟骨細胞が集積し,これはosteoarthrosis lesion

の初期変化と考えられると報害している｡

本研究では対側関節隆起の前斜面部において早期より

表層線維性結合組織の線経が波状走行し,徐々にその程

度を増大したが,術後4週では線維走行の塊則性を回復

していた｡しかしその後,再び線維走行の乱れが生じ,

術後24過では線維層は著しく肥厚し,線維層内には欧骨

細胞癌似の細胞が集積しており,下田61)の報吾とほぼ一

致した所見を示していた｡一方,軟骨層では術後1週で
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外側前斜面部軟骨層に,術後2過で頭頭部軟骨層に一部

吸収がみられたが,時日の経過に伴ってそのような変化

は消失し,軟骨層における変化は軽度であった｡このよ

うなことから関節円板が介在する状態では関節隆起に組

織学的変化を起こすほどの刺激はほとんどないものと思

われた｡

対側下顎膏の変化として,本研究では術後1過より下

顎嵩後斜面部の軟骨層に重度な吸収を認めたが,時日の

経過とともにこのような変化は軽滅し,術後24過では軟

骨層が凹凸不整となり,下顎嵩後斜面部の骨組織に軽度

な骨添加が塗じていた｡このような所見は唆合を変化さ

せた顎関節の非櫨傷実験などでも報吾されている64)司6)0

鬼塚66)は片側挙上冠除去後30日における実験側の下顎雷

骨縁は敬骨組胞の出現によって鋸歯状を室し,非実験側

では新生の骨の添加が生じていたo　さらに60日後では実

験側でも新生骨の添加を認め,非実験伽では著明な骨添

加が発現しており, 120日後には非実験伽では骨添加が

停止したものの, 180日後には両側とも下顎嵩後部から

後突起前壁にかけて広範囲に新生骨が認められたと報吾

しているoまたHinikerら64)およびRamfjordら65)は

下顎前方移動の実験において同様な所見を観察し,骨増

産の原因は下顎の前方移動であると考察しているo　しか

し本研究では対側下顎頭に位置的変化を認めなかったこ

とから,対側下顎嵩後斜面部における骨増生は術後早期

の機械的負荷増大による骨吸収の反応性骨増生によるも

のと考えられた｡

4.顎関節円板切除補後の滑腰部における変化

1)実験柳の変化について

滑膜の櫨魔ないし消失により滑膜の機能の低下,特に

正常な関節液の産生が抑制された状態では,関節構造あ

るいは関節機能に何らかの変化の生じることが想像され

るo滑膜の機能は滑液成分の再生,関節腔内に4じた局

所代謝産物や外来性異物の排除,滑液の室や組成の制御

あるいは血液一関節開門機能などである｡滑液は生体関

節において関節軟骨や関節円板への栄養を供給するとと

もに,その高い粘性のため軟骨のもつ弾性とともに生体

関節のすぐれた潤滑機構に大きく関与する｡また関節軟

骨は滑夜中のヒアルロン酸を主体とする高粘度のゲル状

吸着物により潤滑膜を形成して,著しく小さい摩擦係数

を保ち,この潤滑機能により顎関節の機能が円滑に営ま

れている｡

滑膜および滑液の機能が喪失した状態における軟骨の

変化は,整形外科磯城において主に膝関節における実験

的滑麓切除術により数多く研究されている76)-82)｡豊島

92, No. 8 (1992) 1145

ら(1976)76), (1977)77)(1984)78は外科的滑膜切除により

関節軟骨にfibrous changeが起こることを光顕,走査

型電顕ならびに透過型電顕で観察している｡Mitchellら

(1967)79), Galwayら(1972)80), Rosenthalら(1972)81)

は滑膜切除により関節軟骨表層にmetachromasiaの

低下が起こり.このような変化が軟骨細胞における種々

の内因性のIysosomal enzymeの活性化によって惹起

されることを明らかにしているo　またRosenthalら81)

の報吾ではsynthetic enzyme activityの増加が示され

ている｡

一方,滑膜の再生に関してCambellら(1971)82¥　岡

田ら(1981)'は,海膜が傷害を受けると,滑膜固有層は

肉芽組織や痴症を形成することなく完全に再生すること

を報告しているO　この滑膜の再産は滑漠芽細胞増殖の特

異性に蓋づいたもので,増殖の様式には滑漠芽細胞は母

細胞から増殖するという説と,一般の肉芽組織を構成す

る線椎芽細胞の仮生によるという説があるo　また滑麓の

再生する期間に関して豊島78)は家兎の滑麓切除の実験に

おいて術後6週で滑膜の再生がみられ　術後8過で関節

軟骨表層のfibrous changeが軽度になっていることか

ら,この時親が滑麓再塗の完了する時期であり,この頃

までに関節液は再びはぼ正常に分泌されるようになると

している｡

本研究では実験側の滑膜表層細胞は術後2週まで全て

の部位で消失していたが,術後4週より内側前方部およ

び下顎官の滑膜表層細胞より僅かな増殖が認められ,柄

後8過では全ての部位で連続してみられ,顎関節におい

てもこの時期が滑膜組織の再生する時期ではないかと推

察された.さらに滑麓の再生が顎関節内側より認められ

たことは内側部滑膜への手術侵嚢が少なかったためであ

ると恩われる｡また本研究では,術後8週で実験伽下顎

頭表面を滑麓由来と思われる線維性結合組織が被覆し,

下顎雷の滑膜組織にはメタクロマジィー陽性の軟骨基賛

が認められた｡術後24週では下顎頭後方頚部に滑膜組織

のヒダ状増殖がみられた.滑膜組織内における軟骨基寛

の形成は滑膜軟骨腫(synovial chondoromatosis)の所

見に類似しており, Helmyら(1989)84)もサルの関節円

板後部結合組織に実験的穿孔を作成した実験において同

様な所見を報吾しているo関節外側の滑膜,骨膜および

軟骨膜が接合した部位はいわゆる移行領域とされ,この

度域は刺激によって関節pannusや骨または軟骨を形

成しうる多潜能性の未分化間菓系編胞を有すると推測さ

れているが,本実験結果から新生滑膜組織の由来ないし

滑膜組織の化生などの機序を明らかにすることはできな
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かった｡

2)対側の変化について

本研究では術後早期より対側の関節円板後部結合組織

上層部の滑膜下組織内において脂肪組織が著しく増殖

し,上関節腔後方滑膜問腔を充活していた｡その後,経

過に伴って滑膜下組織における脂肪組織増殖は減少した

が,下顎膏および関節円板後部結合組織上層部の滑膜表

層綿胞はヒダ状に増殖し,術後24週には滑膜組織の増殖

により上関節腔後方滑膜間腔が狭窄していたo

このような所見は,顎関節の非損傷実験および損傷実

験でも報告されている｡すなわち覚道ら(1977)｣はサル

の下顎非可動化が顎関節に及ぼす影響に関する実験にお

いて関節円坂後部上･下関節腔面に沿った毛細血管の新

生増加,下顎膏後部における疎性結合組織の添加および

結合組織小舌の形成による関節腔閉塞が関節可動性の抑

制をきたすと推測している｡またRamfjordら65)はサ

ルの下顎前方移動を行った実験で上関節腔後方部に疎性

結合組織の突起状あるいは敏壁状の増殖を認めている｡

教室の林68)も顎関節円板後部結合組織纏縮術の実験にお

いて同様の所見を観察しており,これは外科的侵襲が刺

激となったためであると述べている0本研究の術後早期

の滑膜下組織の増殖は,一過怪の健側片柳姐境によるも

のと思われる｡また術後24週に認められた変化は実験側

の形態変化による対側顎関節の持続的な機械的負荷の増

大の結果塗じたものと思われるO

結　　　　　諭

歯牙年齢8歳の雌ニホンザルに,片側顎関節円板切除

術を施行し,実験側および対側顎関節の経時的変化を病

聾組織学的に観察して,以下のごとき所見を得た｡

1.下顎頭外形は実験側では術後早報より外側頭頭部の

平坦化を示し,術後24週で著明な平坦化をきたした｡対

側では術後12過より外側から中央にわたる頭磯部に重度

な平坦化を生じたが,その程度は実験側に比べ軽度で

fJB｣謁

2.下顎頭のtangential zoneにおける線維走行は,実

験側では術後早期より著しく不壊則となり,内側では剥

離している部位もあった｡その後,線経の走行は徐々に

規則的となり,術後8週では線維性結合組織が下顎頭表

面を被覆し, tangential zoneは厚径を増し,術後24過

には外伽後斜面部に線椎性結合組織が伸展していたo対

側では術後1過より後斜面部の線維走行が属曲を示し,

過例を重ねるに従い屈曲の範囲が拡大し,術後24週では

頑預部から後斜面部にわたって波状の線維走行を示し,

tangential zoneの厚径が著しく肥厚していた｡

3. tangential zoneの固有編胞は,実験側では術後1

週より頭頭部から後斜面部にいたる部位で一部消失し,

術後4過で同部に軟骨細胞歎似の編胞が出場し,術後24

週には同細胞の著明な集積を認めた｡対側では細胞成分

の消失が増加し,術後24過には表層線維性結合組織内部

に軟骨細胞歎似の細胞の集積が認められた｡

4.実験側のtangential zoneより下層の軟骨層では,

術後1週で糸田胞成分の減少および一部消失,術後2週で

外側の軟骨下骨組織における吸収高の出乳術後4週で

外伽の頭頭部から後斜面部にわたる部位で細胞配列の層

状構造一部消失,術後8週で外側の軟骨下骨組織吸収に

よる軟骨層の骨髄腔内一部交通などを認め,術後24週で

も軟骨編胞索似の細胞集童により軟骨層の層状構造不壊

則化を示した｡対側のtransitional zoneは術後1週で

後斜面部に細胞配列の不整がみられ,術後2週で外側後

斜面部の細胞成分が一部消失し,その後,徐々に細胞配

列は不明暁となり,術後24過でも層状配列は不壊則で

あったOまた対側のtransitional zoneより下層の軟骨

層ではradical zoneで術後早親に細胞成分の一部滅少

が認められたが,全期間を通じ著明な変化は認められな

gSEK*

5.関節隆起は,実験伽では術後早新より外側から中央

の頭磯部において軽度の平坦化をきたし,時日の経過に

伴ってそれが進行したが,対側ではこのような変化は軽

微であった｡

6.実験側の関節隆起頭頭部は,術後1過で外側から中

央にかけて下顎頭頭項郭と接触し,その後,経過ととも

に接触範囲が拡大したが,術後12週よりそれらの間に間

除が生じ,全実験期間を通じて線維性癒着の所見は認め

られなかった｡

7.関節隆起表層線維性結合組織の線維走行は,実験側

で術後1過より不壊則となり,頭頭部で軟骨層の露出が

認められた｡その後,内側より線椎走行が徐々に塊則性

を増し,さらに軟骨細胞寿似の細胞出現によって線稚性

結合組織の厚径増大をきたした｡対側では術後1週より

関節隆起前斜面部で波状の線維走行を示したが,その

後,漸次塊別的な走行を示すとともに頭頭部の線維性結

合組織は肥厚し,術後24週では同部には軟骨編胞楽似の

抽胞集積が認められた｡

8.関節隆起の軟骨層では,実験柚こおいて術後1週よ

り軟骨綿胞の滅少ないし一部消失が認められた.さらに

術後4週で後斜面部に軟骨層の吸収がみられたが,その

級,同部に軟骨性骨化がおこり,術後24過では明らかな

-　99　-



歯科学報　Vol.

骨増産を示したo対側では術後1週で関節隆起外側前斜

面部に軟骨層の一部消失,術後2週で外側頑磯部に軽度

な軟骨層の吸収を認めたにすぎなかった｡

9.下顎膏には実験側において術後1週より広範囲にわ

たって破骨細胞が出現したが,時日の経過に伴って,骨

吸収は垂滅し,その後,骨縁に骨芽細胞が配列して新生

骨の形成がみられた｡対側では術後1週より後斜面部の

軟骨層の一部消失および骨組織の軽度な吸収をみたが,

時日の経過に伴ってこれら変化は軽減し,術後24過で欧

骨層の凹凸不整と軽度な骨増生が認められた.

10.滑膜表層嫡月包は実験側において術後2週までほとん

ど全ての部位で消失していたが,内側前方部および下顎

雷の滑膜表層袖胞より増殖がおこり,術後8週では全て

の部位で連続してこれが認められた.また術後8過およ

び12週で下顎膏の滑膜組織にはメタクロマジー陰性の欧

骨蓋薯が発現していた｡術後24週では下顎頭後方蟹部よ

り滑膜組織がヒダ状に増殖し,下顎頭後方斜面部を被覆

していた｡対側では術後1週より関節円板後部結合組織

上層部の滑膜下組織内の脂肪組織が増殖し,上関節腔後

方滑膜間腔を充満していたが,その後,脂肪組織は消失

し,下顎首および関節円板後部結合組織上層部の滑麓表

層編胞の増殖によって,上関節腔後方滑膜間腔の狭小化

をきたしていた｡

ll.対側の関節円坂内には術後1週より軟骨編胞華似の

細胞が発現し,これが長親にわたって存在したが,全期

間を通じて関節円板の著明な外形変化は認められなかっ

た｡

以上の所見から,関節円板切除術における術後変化に

対して術後早親よりバイトスプリント療法,唆倉再構成

ならびに顎運動訓練などの後療法の必要性が示唆され

た｡

稿を終えるに臨み,終始衝懇篤な御指導,御校閲を賜った恩

師高橋庄二郎名誉教授に深甚なる感謝の意を捧げますo　また終

始御鞭稜を戴き,御指導,御校閲を賜った重松知覚教授に深甚

なる謝意を表しますO　さらに種々衝協力戴いた口腔外科学教室

貢諸兄に深謝いたします｡
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The purpose of this study is to observe the healing process following unilateral discectomy

of the temporomandibular joint (TMJ) of female Macaca fuscata monkeys (8 years of age) and

the influences of the operation on the side opposite to the one on which surgery was performed.

Results

l. Intermsof the external appearanceof the condyle, the lateral top area on the operation

side flattened from the early postoperative stage. This phenomenon grew more remarkable as

time elapsed. On the opposite side, some flattening occurred on the top from the lateral to the

central region in the twelfth week and thereafter;but the degree of flattening was milder than

on the operation side.

2. 0n the operation side, from the early postoperative stage, fiber arrangement in the

tangential zone became extremely irregular. In some cases, detachment on the inner side was

noted. Thereafter, fiber arrangement was regularized little by little. In the eighthweek, fibrous

connective tissues covered the condyle surface;and the tangential zone had thickened. In the

twenty-fourth week, proliferated fibrous connective tissues developed on the lateral posterior

slope.

On the opposite side, curvature in the arrangement of fibers on the posterior slope was

observed from the first week. As time passed, the range of the curvature expanded. In the

twenty-fourth week, the fiber arrangement from top to the posterior slope was corrugated;and

the tangential zone thickened remarkably.

-26-



歯科学報　Vol. 92, No. 8 (1992) ill虎il

3. From the first week, cells in the tangential zone partly disappeared from the top area

to the posterior slope. In the fourth week, chondrocyte-like cells appeared ;in the same region.

By the twenty-fourth week, marked accumulations of chondrocyte-like cells were observed.

Disappearance of cellular componentsincreased in the opposite side, In the twenty-fourth week,

chondrocyte-like cells accumulated on the surfaces of fibrous connective tissues of the condyle.

4. In the first week, in the cartilage layer below the condyle tangential zone on the opera-

tion side, cellular components decreased or in part disappeared. A resorbed area appeared m

lateral subcartilaginous osseous tissue in the second week. In the fourth week, the laminar cell

-alignment sturucture partly disappeared from the region extending from the top to the poste-

rior slope. Changes of this kind were remarkable in the lateral region. In the eighth week, sub-

cartilaginous osseous tissues were partly resorbed in the lateral region;and the cartilage layer

partly communicated with the medullary cavity. In the twenty-fourth week, a marked accu-

mulation of chondrocyte-like cells was observed;and the cartilage-layer laminar structure

grew irregular. On the opposite side, in the first week, cell arrangement was irregular on the

posterior slope of the tangential zone;and in the second week, loss of cellular components was

occured on the lateral posterior slope. Thereafter, cell arrangement gradually indistinct. Lam-

inar alignment zone, In the cartilage layer below the transitional zone, cellular components

partly decreased in the radical zone in the early postoperative stage. No remarkable change

occurred, however, throughout the period of observation.

5. In terms of the external appearance of the articular eminence, on the operation side,

mild flattening occurred in the lateral- to central-top area from the early postoperative stage.

Flattening progressed with the passing of time, though it was milder on the opposite side.

6. Afterthefirstweek, on the operative side, the articular eminence was attached thetopof

condyle from the outer surface to the central region. Thereafter, the extent of attachment

gradually increased. But, after the twelfth week, gaps of attachment developed. No symptoms

of fibrous adhesion were observed throughout the period of experimental observation.

On the operative side, after the first week, the arrangement of fibrous tissues covering

the eminence began to grow irregular ; and the cartilage layer in the top area of the eminence

was exposed. Thereafter, little by little, fibrous tissue arrangement was regularized from

innerside ; and chondrocyte-like cells emerged to thicken the fibrous connective tissue.

On the opposite side, from the first week, fibrous tissue arrangement on the anterior slope

of the eminence demonstrated a waving pattern. It gradually grew regular, and the fibrous tis

sue in the top region of the eminence thickened. Chondrocyte-like cells began accumulating in

this region after twenty-fourth weeks.

On the operation side, from the first postoperative week, chondrocytes in the cartilage

layer of the articular eminence either decreased in number or partly disappeared. In the fourth

week, the cartilage layer on the posterior slope was observed to resorb. Cartilagionus ossifica-

tion was noted from the eighth week, and new bone was being formed in the twenty-fourth

week.

On the opposite side, from the first week, the cartilage layer partly disappeared on the

antero-lateral slope ; and mild resorption of the cartilage layer was observed in the top region.

9. In the glenoid fossa on the operation side, osteoclasts appeared over an extensive area

from the first week. As time elapsed, bone resorption decreased. Finally, osteoblasts were

aligned along the bone edge ; and new bone formation was observed.
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On the opposite side, from the first week, the cartilage layer of the posterior slope partly

disappeared ; and mild bone-tissue resorption occurred. But with the passing of time, such

changes subsided ; and the cartilage layer was regularized in the twenty-fourth week. Slight

new-bone formation occurred in osseous tissues.

10. By the second week, on the operation side, synovial tissue had disappeared in all reg-

ions. It began emerging from the antero-interior region and synovial surface cells in the

glenoid fossa and had formed connections in all regions by the eighth week. Further, from the

eighth week, metachromasia-positive cartilaginous matrix formed in the synovial tissues of

the glenoid fossa. In the twenty-fourth week, plicate-form synovial tissue that had proliferated

from the cervical region behind the condyle covered the condylar posterior slope.

On the opposite side, from the first week, fat tissue proliferated remarkably beneath the

synovial tissue on the articular-disc facial layer of the postdiscal connective tissue and filled

the posterior synovialrecesses of the upper cavity. Thereafter, fat tissue disappeared ; and syn-

ovial surface cells on the upper layer of connective tissue in the posterior region of the articular

disc proliferated gradually to reduce the size of the synovial cavity behind the superior space.

11. From the first to the twenty-fourth week, chondrocyte-like cells appeared in the ar-

ticular disc on the opposite side. But no remarkable external change occurred in the articular

disc throughout the experimental period.

These results suggest that, in order to cope with postoperative changes following discec-

tomy, treatments like bite-splint therapy, occlusal reconstruction, and jaw-movement training

must be performed at an early postoperative stage.
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