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外側美突筋は顎運動に関与し,臨床領域においても庄

冒され,生理学,機能解剖学のみならず多方面からの研

究がなされている｡しかしいまだその機能に関する見解

は-致せず,不明な点を多く残したまま現在に至ってい

るoまた外側美突筋の形態についても,筋頭数,起始部

および停止部における付着状況,他の筋との筋線経の交

錯状況にらいて様々な報吾がみられるが,結果は一致し

ていない｡そこで外側翼突薪の観察方法を再考し,肉眼

的観察および考察を行った｡

外側翼突筋の筋頭数に関して初めて,Hoffmann

(1870)は外側翼突筋を上下部に分け記載している1)｡そ

の後,上頭および下頭の2亮貢筋であるとする報吾2),内

外側の2頭筋であるとする報告3),3頭筋の存在を示し

た報吾4-6)など,外側からの様々な観察がなされてい

るoまた,Pinto(1962)が中耳に対する観察の際用いた

*本論文の要旨は,第239回東京歯科大学学会例会(平成
2年3月10日,千葉),第96回日本解剖学会総会(平成3
年4月4日,京都),第33回歯科基礎医学会総会(平成3
年10月9日,鹿児島),第79回日本解剖学会関東地方会(辛
成3年10月12冒,東京),第245回東京歯科大学学会例会
(平成4年3月7日,千葉),第97回日本解剖学会総会(辛
成4年4月1日,愛媛)において発表した｡

経頭蓋法7)の応用により,外側からでは観察が困華とさ

れていた内側頭に関する詳細な報吾がなされている8-

12)以上のごとく報吾は多数見られるが,外側翼突筋の

形態学的な結果は一致していない｡

近年では筋電図学的,および神経支配の研究から外側

葉突筋の機能に関する研究が行われる様になり,上頭,

下頭の活動に関し様々な報吾がなされている｡その考察

を行う際に筋頭数を把握することは非常に重要である｡

ここで筋頭数について考えてみると,藤田(1981)は『人

体解剖学』の中で"頭'つま起始部において分離している

ものに用いる名称であり, ``腹つま中間健を有するもの

に用いる名称であると述べている13)｡すなわち筋頭数の

分類を行う際,起始部の形態についても考慮するべきで

あると考えられる｡しかしこれまでの報吾を見てみると

前述のごとく,外側,または経頭蓋法による上方からの

観察によって様々な形態の筋腹の走行が詳細こ報吾され

ているが,各々の筋腹の起始部における形態を詳細に報

告しているものはみられなかった｡これまで筋頭数に開

し,様々な報吾がみられ結果が一致しなかった理由とし

て観察方法の違いによること,およびこの"頭''と

``腹'つこ関する詳細な観察がなされず,筋頭数の分薮に

関する定義が確立していなかったことが考えられる｡す

なわち筋腹の数により筋頭数を判断していたことも考え
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られ,分楽する際に主観的な判断が少なからず生じ,戟

察者によりその結果に違いが生じていたことが考えられ

る｡

停止部においては外側翼突筋の番線椎の関節円板への

付着について,外側翼突筋上頭および下頭とも関節円板

に全く付着していないとした報吾14)上頭のみ付着する

とした報吾1,2)上頭の一部のみ付着するとした報吾

IB)など様々な報吾がなされているが結果は一致しな

い｡このように結果が-致しない理由として. 2つの理

由が考えられるoすなわち"付%"という言葉の定義づ

けがなされていないこと,および観察方法の違いによる

ことである　K. Meyenbergら(1986)は関節円板と周

囲関節包は肉眼的に区別することは困難であり,両者は

''機能的単位"を有し,各々を分離することはできない

とし,両者を"関節円板,関節包複合体"とし観察を

行っている16)著者は"付茸つこ関L K. Meyenberg

らに従い観察を行った｡また,経頭蓋法の応用により観

察が困難である内方における外側窒突筋の筋線纏の関節

円板への付着に関する詳細な観察がなされるようになっ

たo尚原(1989)は2頭筋ばかりでなく1頭筋, 3頭筋の

関節円板に対する付着様式についても詳綿な観察結果を

報吾している12)｡しかし外側巽突筋の各々の筋腹の筋線

経は合流,交籍しながら停止部へ向かうため,経頭蓋法

によるものでも上方から観察される筋線経がどこからく

るものなのか判別は困楽である｡

そこで著者は外伽翼突筋について外剛方から筋腹数を

観察し, "筋頭数"ではなく, "筋腹数''としてその形態

を分類すると共に,これまで詳細な報吾の見られなかっ

た起始部の形態について観察を行った｡また,停止部の

付着状況については,関節突起を除去した関節円板を下

方から観察した｡さらに筋腹数と,起始部および停止部

における付着状況との,互いの関連性について考察を

行った｡

II　　　　　ォ蝣　m

観察材料は,東京歯科大学解剖学教室所蔵の解剖学実

習用屍体41体79側を用いた｡年麻,性別,観案側につい

ては表1に示した｡

III　観　案　項　目

1.筋腹数

2.起始部の形態

3.関節円板-の付着状況

4.側頭筋との交錯状況

一26

表1　観　察　材　料

N0. % m 性別 観察側 Na 年麻 性別 観察側

1 不詳 男 左右 22 61 男 右

2 85 男 左右 23 不詳 男 左右

3 42 男 左右 24 61 男 左右

4 77 女 左右 25 70 男 左右

5 59 男 左右 26 71 男 左右

6 41 男 左右 27 58 男 左右

7 89 女 左右 28 51 男 右

8 45 男 左右 29 71 女 左右

9 不詳 男 左右 30 不詳 男 左右

10 50 男 左右 31 48 男 左右

ll 71 男 左右 32 80 男 左右

12 42 男 左右 33 66 男 左右

13 70 男 左右 34 46 男 左右

14 63 女 左右 35 58 男 左右

15 不詳 男 左右 36 44 男 左右

16 43 男 左右 37 57 男 左右

17 54 男 左右 38 62 男 右

18 43 男 左右 39 40 男 左右

19 72 男 左右 40 不詳 男 左右

20 22 男 左右 41 =不詳 男 左右

21 51 男 左右

5.外伽翼突筋神経の筋内分布

6.破格例

IV　観　察　方　法

1.外側葉突筋の剖出

頑骨弓及び唆筋を切除した後,下顎骨薪突起を基部で

切断し,伽頭筋を除去した｡また頭部矢状断を行った

後,内側から翼突雷に付着する内側美突筋を除去し,内

側および外側より筋腹数を観察可能な状態にした｡そし

てPinto(1962)の報吾による経頭蓋法に準じ7),頭蓋嵩

の内容物を除去し,中頭蓋嵩を露出し,後方は内耳孔と

外耳孔を結ぶ線,内方は内耳孔と卵円孔を結ぶ線,前方

は内方の線と直角に卵円孔を通って内方から外方-向か

う線,外方は後方の線と直角に外耳孔から前方の境界を

結ぶ線とした四角形に固まれる頭蓋底の骨板を除去した

(図1 )｡そして経頭蓋的に外副業突筋を観察可能な状態

にした｡

2.筋腹数

筋線経が走行途中に筋麓に香われ,筋線維束が分離可

能なものを筋腹と判断し,観察を行った｡

3.起始部の形態
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外側翼突窮の経頭蓋的な観察
D:関節円板　LPM:外側翼突筋　TPN:深側頭神経
MN:唆筋神経　TM:側頭筋
* :側頭筋が結合織を介し,

外側翼突筋の起始部は側頭下嵩の深部に存在するた

め,外側からの観察は園兼であるoそこで起始部の詳細

な観察を可能にするために,外側翼突筋の付着部は保存

し,上顎骨の後部の骨壁を除去した(図2)｡起始部周縁

の形態を骨上に印記した後,筋線纏を剥離除去し,起始

郭の形態を観察した｡起始郭の形態については上腹およ

び下腹の筋腹の付着に明瞭な境界のある形態をI型,上

腹および下腹の筋腹の付着の区別はできるが明瞭な境界

の無い形態をII型,上腹および下腹の筋腹の付着の区別

のできない形態をⅢ型とした(図3)｡ここで起始部の形

態をさらに角卒明する目的で上顎骨における筋束の付着の

幅の計測,また2腹筋において上腹および下腹の筋腹の

付着に明瞭な境界のある形態( I型)において,上腹付着

部下端と下腹付着部上席間の距離の計測を行った｡計測

は眼耳平面に対し垂重の直線距離とした(図4)｡次に起

始郭について面積の測定を行った｡面積の潮定は骨面に

印記された起始部の印象採得を行い,印象面の輪郭部を

トレースして印象面トレース図を作製した｡トレース図

は東京歯科大学,共用機器管理部情報処聖系研究室の多

関節円板延長部に付着している｡

目的画像処理装置(M I P)のTVカメラより入力して濃

淡画像処聾を行い,印象面の2値化画像を作成して面積

の計測を行った｡使用機器はイーサネットによりネット

ワーク化した画像処聖装置spicca- ik画像メモリサ

イズ512×512画素, 16面, 1画素, 8 bit256階調,画

像問演算速度33msec,日本アビオニクス製)とホストコ

ンピューターPC-9801DACメインメモリ5.6MB

180MB HD+616MB光磁気ディスク,日本電気製)

ならびにエンジニアリング･ワークステーションAS

4260C(メインメモリ16MB+420MB HD:東芝

製),画像処理ソフトウエアはImage・Command

5098(日本アビオニクス社製)を使用した｡

面積の測定は骨面に也傷の無い1腹筋10例, 2腹筋に

おいて上腹および下腹の筋腹の付着に明瞭な境界のある

形態( I型)21例, 2腹筋において上腹および下腹の筋腹

の付着の区別はできるが明瞭な境界の無い形態(II塑) 7

例, 2腹筋において上腹および下腹の筋腹の付着の区別

のできない形態(Ⅲ型)2例, 3腹筋5例について計測を

mBM
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図2　外伽巽突筋起始部の観察

U. LPM:外側翼突筋上腹　L. LPM :外側翼突筋下腹
* :上顎骨後部骨壁を除去

外側からは上腹および下腹からなる2腹筋と観察されるが,起始部を明示
すると,明敏な境界は認められなかった｡

;外側嚢突筋起始部

図3　外側巽突筋起始部付着様式の分薮
I型　外柳翼突筋上腹および下腹の付着に明酷な境界のある形態

H型　外側美突筋上腹および下腹の付着の区別はできるが明瞭な境界のない形態
Ⅲ型　外側翼突筋上腹および下腹の付着の区別のできない形態

～28-
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･'外側嚢突筋起始部

図4　外側翼突薪起始部付着様式
(a)外側掌突筋上腹付着部下端と下腹付着部上

端との距離
(b)上顎骨における外側翼突筋,筋線経の付着

する距離
FP　眼耳平面

図5　外側翼突筋,関節円板,関節突起を一塊とし
て取り出す
D :関節円板　U. LPM:外側翼突筋上腹
L. LPM :外側翼突筋下腹

図6　関節円板に付着する外側牽突筋
D :割断した関節円仮　U. LPM:外側巽突筋

上腹　L. LPM :外側巽突筋下腹
* :外側翼突筋の筋線経が関節円板に付着して

いる
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4.関節円板への付着状況

関節突起を基部で切断した後,外側翼突筋と関節突起

および関節円板を一塊として取り出し(図5),関節円板

に付着する筋線経を残した状態で(図6 ),翼突筋嵩に付

着する筋線経をすべて切断し(図7 ),下顎頭を除去後,

関節円板を下方から観察した(図8)｡また2腹酎こおい

て上腹および下腹が共に関節円板に付着するものについ

て,関節円板全周の長さ,および関節円板に付着する筋

束の幅の長さを計測し,関節円板全周に対する付着する

筋線経の幅の割合を計測した｡そして関節円板に付着す

る筋線経を実体束微鏡下にて,関節円坂に付着する筋線

経が上腹由来か下腹由来かを観察し,関節円板に付着す

る上腹および下腹の筋線椎の占める割合を計測し,関節

円板に上腹および下腹の薪線経が共に付着するものにつ

図7　翼突筋嵩に付着する外側翼突筋
D ･.割断した関節円板　U. LPM:外側翼突筋

上肢　L. LPM :外側翼突薪下腹
* :外側巽突筋下腹の新線経がすべて翼突筋嵩

に付着している

図8　下方より観察した関節円板
D :関節円板　U. LPM:外側翼突筋上肢
L. LPM :外側翼突筋下腹

29　-
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いての考察を行った｡

5.側頭筋との交鎗状況

外側翼突筋は起始部である喋形骨側頭下稜付近におい

て側頭筋前部筋束と筋線椎の交錯あるいは鹿の合流を呈

する6,12)｡そこで筋線経が交籍し容易に分離できないも

のを``筋線経の交錯"とし,共同鹿をなすものを"鷹の

合流''とし両筋の交鎗状況の観察を行った｡

6.外側翼突筋神経の筋内分布

2腹筋において上腹および下腹の筋腹の付着に明瞭な

境界のある形態( I塑) 1側の外側翼突筋神経の筋内分布

について,実体顕微鐘下にて詳細に観察を行いスケッチ

した｡

V　観察所見及び結果

1.筋腹数

筋鹿が1つからなり,脂肪,神経などの介在物は認め

られるが筋腹の分離がみられなかったものを1腹筋とし

た｡その結果, 1腹筋は79例中21例(26.6%)に観察され

た｡図9は1腹筋の所見を示したものであるo喋形骨側

頭下稜から喋形骨翼状突起下端におよぶ範囲より起始

し,付着部に上部,下部を区別するような境界は見られ

なかったo　しかし筋線経は煤形骨伽頭下稜部と煤形骨翼

状突起外側坂外面下端部において強靭な鷹をもって付着

し,容易に剥離することはできなかった｡他の筋線経は

容易に剥離でき,付着部に境界はなくても付着力には部

位差が認められた｡上方および内方から観察すると筋腹

は1つであったが外側から観察すると2腹筋様であっ

た｡しかし筋腹中に存在する神経,血管,脂肪などの介

在物を除去しても筋腹を分離することはできず1腹筋と

判断したo筋線椎の走行について,実体顕微鏡下にて観

図9　1腹筋
LPM:外側襲突筋I C :煤形骨伽頭下稜
MB :上顎骨

案を行ったところ,走行途中に筋線経が交鎗する所見は

認められなかった｡以上の所見は,他の1鹿筋例につい

てもほぼ同様であった｡

筋腹が2つからなり,上腹,下腹に分離可能なものを

2腹筋とした｡その結果, 2腹筋は79例中53例(67. i%:

観察された｡図10は2腹筋の所見を示したものである｡

上腹は喋形骨側頭下稜付近を中心に起始していた｡また

喋形骨側頭下稜郭では強靭な鷹をもって付着し容易に剥

離することはできなかった｡筋腹は喋形骨大翼側頭下面

に沿って走行していた｡筋線経は下腹の筋線経に比べ細

く,筋腹の断面は煤形骨太翼側頭下面に張り付いたよう

な薄い板状の形態を皇していた｡下腹は喋形骨葉状突起

蓋部より先端に及ぶ範囲より起始していた｡また慮下方

部では強靭な鷹をもって付着し容易に剥離することはで

きなかった｡その他の部位には強靭な腔は見られず容易

に剰離できた｡下腹の筋線経は上腹に比べ太く,筋腹は

量感をもち,断面は卵円形を呈していた｡上腹,下腹の

筋線経の走行を実体政教産下にて観察すると,筋線椎は

互いに交鎗しながら停止部へ向かい,容易に剰離するこ

とはできなかった｡以上図10についての所見の中で,上

腹,下腹の筋線経の走行,筋腹の断面については他の2

腹筋例についてもほぼ同様であった,起始部での付着状

況については様々な形態が観察された｡

筋腹が3つからなるものを3腹筋とした｡その結果,

3腹筋は79例中5例(6.3%)観察された｡図11は3腹筋

の所見を示したものである｡これは下顎神経の分枝が侵

入することによって,筋腹が走行途中に3つに分離して

いたo煤形骨大翼側頭下面と外側葉栗筋上腹の間を外方

に唆筋神経と後深側頑神経が共同幹をなして走行してい

たo　また前深側頭神経と頑神経が共同幹をなして分岐し

た後,外柳翼突筋に皮入し,前深側豆貢神経によって上腹

と中腹が,頑神経によって中腹と下腹が分離していた.

分離した上腹,中腹,下腹の筋腹は薄い筋膜で豪われそ

れぞれ独立した筋腹を形成していた｡しかし側方から観

察したのみでは上腹の間から前深側頭神経が出てきたよ

うにも見られ,中腹の筋繊維は上腹の筋繊維に棄似して

細く,筋腹の断面も上腹に顛似して偏平な形態を室して

いたo図12も同様に3鹿筋所見を示したものであるo筋

腹は上腹,中腹,下腹の3腹よりなるが,各筋腹間に神

経,血管,脂肪などの介入は認められるが,薄い筋膜に

よって筋腹は覆われそれぞれ分離していた｡上腹は煤形

骨側頭下稜付近を画し､に起始していた｡また喋形骨側頭

下稜部では強靭な鷹をもって付着し容易に剥離すること

はできなかったo筋腹は喋形骨大麦側頑下面に沿って走
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図10　2腹筋
U.LPM :外側翼突筋上腹　L. LPM :外側巽突薪下腹
MPM :内側葉突筋
* :外側妾突薪の起始部である楳形骨側頭下稜付近において柳頭筋前部筋束起

始部と筋線経の交錯および腔の合流を呈している｡

図11　3腹筋

D:関節円板　MN:唆筋神経　TPN:深側
頭神経　BN:頑神経

L P N(l) :頑神経から分枝した外側翼突筋神経

が外側翼突筋中腹に進入している.

L P N(2) :下顎神経本幹から分枝した外側翼突
筋神経が外側翼突筋下腹に進入して
いるo

図12　3腹筋
U LPM:外側美突薪上腹　M LPM:外側
翼突筋中腹　L LPM:外側掌突筋下腹
MB :上顎骨

行していたo筋線経は他の筋腹の筋線経に比べ細く,筋

腹の断面は喋形骨大翼側頭下面に張り付いたような薄い

板状を呈していた｡中腹は喋形骨翼状突起外側仮外面上

部1/2より起始していた｡付着する筋線経に上腹でみら
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れたような強靭な鹿は見られず,筋線経は容易に剥離で

きた｡筋線椎は上腹に比べ太く,筋腹は量感をもってい

た｡下腹は煤形骨翼状突起外側板外面下部1/2より起始

していたo蝶形骨翼状突起外側板外面先端部では強靭な

鹿をもって付着し容易に剥離することはできなかった｡

筋線経は中腹と同様太く,筋腹の断面の大きさは中腹の

2倍程度であった.以上図11に示すごとく,外側翼突筋

を貫く下顎神経の分枝によって筋腹が3つに分離されて

いるものが1例,また図12に示すごとく,脂肪,神経,

血管などの介在物が存在しなくても筋腹が上腹,中腹,

下腹に分離していたものが同一個体の両側すなわち2

例,上腹が下顎神経の分枝の寝入によって外側と内側に

分離していたものが同一個体の両側すなわち2例観察さ

れた｡(表2)

2.起始部の形態

1腹筋21例の起始部はすべて蝶形骨側頭下稜付近から

喋形骨翼状突起外側坂外面先靖まで境界の無い形態(Ⅲ

塑)を呈していた. 2腹筋53例については上腹および下

腹の筋腹の付着に明療な境界のある形態( I型)が37例

(69. 8%),上腹および下腹の筋腹の付着の区別はできる

が明瞭な境界の無い形態(玉型)が10例(18. 9%),上腹お

よび下腹の筋腹の付着の区別のできない形態(Ⅲ型)が6

例(ll.3%)であった0　3腹筋5例はすべて側頭下稜から

喋形骨葉状突起外側板外面先靖まで境界はないが,煤形

骨葉状突起蓋部において上腹,下腹の付着を区別する形

態(Ⅱ型)を呈し,中腹の筋線経はそのいずれかに付着し

ていた｡ (表2)｡

2腹筋において上腹および下腹の筋腹の付着に明瞭な

境界のある形態( I型)37例における上腹付着部下靖と下

腹付着部上端との距離は6. lmm(±1. 8),上顎骨に付着

する筋束の幅は15.8mm(±2.7)であった(表3)｡

起始部の面積については1腹筋Ⅲ型は平均756. 8mm2

(±75.7), 2腹筋I型は平均742.0mm2(±7軍.9),また

そのうち,上腹付着部は236.2mm2(±39.6),下腹付着

部は508.6mm2(±66.9)であった｡また2腹筋Ⅲ型は平

均702.8mm2(±67.5), 2腹筋H型は平均　3.6mm2

(±90.6), 3腹筋II型は平均742.3mm2(±53.1)であっ

た(表4)｡

3.　関節円板への付着状況

1腹筋21例はすべて一部の筋線経が関節円板に付着し

ていた｡図9の所見においては筋腹の上縁の筋線経が関

節円板中央から内側にかけて関節円板の下面に付着して

いた｡ J以上の所見は他の1腹筋例についてもほぼ同様で

5JBRS告

表2　外側翼突筋　筋腹数と付着様式

筋　腹　数　　　　　　　付着様式

1腹筋　　21例(26.6%)

2腹筋　　53例(67. 1%)

3腹筋　　5例( 6.3%)

Ⅲ型　　　21例

I型　　　37例

(69. 8%)

=型　　　10例

(18. 9%)

Ⅲ型　　　　6例

(1上3%)

II型　　　　5例

表3　起始部付着様式に関する計測

計　測　項　目　　　Mean(mm)　S.D.

上腹付着部下鴎と下腹

付着部上端の距離

(n-37)

上顎骨における付着範囲

(n-79)

6.1　　　　1.8

15.8　　　　　2.7

表4　外側巽突筋起始郵　付着面積

Mean(mm )

1腹筋IE型(n-10)　　　756.8

2腹筋I型(n-21)　　　742.0

上　腹　　　　　　236.2

下　腹　　　　　　508.6

Ⅱ　型(n-　7)　　　702.8

IB　型(n-　2)　　　806.6

3腹筋H型(n-　5)　　　742.3
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2腹筋において上腹および下腹の筋腹の付着に明酷な

境界のある形態( I型)37例については上腹,下腹の筋線

椎が共に関節円板に付着していたものが30例(81. 1%)戟

察された｡また上腹の筋線維のみ関節円板に付着してい

たものが7例(18.9%)観察されたo図8は2腹筋I型の

上腹および下腹の筋線経が共に関節円板に付着していた

ものを示したものであるo　この標本について,実体顕放

鏡下にて,関節円板に付着する筋線経が上腹,下腹いず

れのものであるか検索したところ　4.1%が上腹の筋線

経, 15.9%が下腹の筋線経であったo　また図5,図6の

ごとく関節突起を除去する以前に側方から観察すると,

関節円板には上腹の筋線維のみが付着しているように観
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察された｡また経頭蓋的に観察を行っても同様であた.

今回の観察方法のごとく閑節突起を除去し,付着する筋

線経を1本, 1本観察することによって始めてその筋線

経が上腹のものであるか,下腹のものであるかの同定が

可能である｡それは上腹および下腹の筋線経は合流およ

び交錯しながら停止部へ向かうため,関節円板最内側部

において下腹の筋線経が上腹の筋線経と合流または交籍

し付着していることによる.図7は2腹筋において上腹

および下腹の筋腹の付着に明瞭な境界のある形態( I塑)

の上腹の筋線維のみ関節円板に付着していたものを示し

たものである｡上腹上線の筋線経が調節円板中央から内

側にかけて関節円板の下面に付着していた｡しかし下腹

の筋線経は関節円板の最内側部においても開節円板に付

着せず,全ての筋線経が某突筋嵩に付着していた. 2腹

筋において上腹および下腹の筋腹の付着の区別はできる

が明敏な境界の無い形態(II型)10例については,上腹お

よび下腹の筋線椎が共に関節円板に付着していたものが

9例(90%)観察された｡また上腹の筋線椎のみ関節円板

に付着していたものが1例(10%)観察された｡ 2腹筋に

おいて上腹および下腹の筋腹の付着の区別のできない形

態(H型)6例については,全てが,上腹,下腹の筋線経

が共に関節円板に付着していた(表5 )o

次に3腹筋5例についての所見を示す｡図11に見られ

た上腹の間に神経が侵入することによって,筋腹が分離

し, 3つの筋腹を形成したと患われた同一個体の両側す

なわち2例については,上腹の筋腹の上縁の筋線経が関

節円板中央から内側にかけて関節円坂の下面に付着して

いた｡また中腹の最内側部の筋線経が上腹の筋線経と交

錯しながら関節円板の最内側部において関節円板の下面

に付着していた｡下腹の筋線経は関節円板へは付着せ

ず,すべて美突筋嵩に付着していた｡図12に見られた神

経,血管,脂肪などの介在物が存在せずに3つの筋腹を

形成していた同一個体の両側すなわち2例については,

上腹の筋腹の上縁の筋線経が関節円板中央から内側にか

けて関節円仮の下面に付着していたo中腹の筋線経はす

べて翼突筋雷に付着していた.下腹の筋線舵は外側で上

腹の筋線経を包むように翼突筋雷に付着し,大半の筋線

椎は翼突筋嵩に付着するものの,最内伽部の筋線経が上

腹の筋線経と交鎗しながら関節円板の最内側部において

関節円板の下面に付着していた｡

2腹筋53例の中で外側巽突筋の筋線経が関節円板に付

着していたものは45例観察された.その45例について

は,関節円坂全周の長さは平均で62.5mm(±3.4),関

節円板に付着する筋束の幅は13.8mm(±2.6),すなわ

2, No. 10 (1992) 1357

ち関節円板全周に対する付着する筋束の幅の割合は22. 1

%であった｡また上腹の筋線経の占める割合は　3.1%

(±7.3),下腹の筋線経の占める割合は11.9%(±7.3)で

あった(表6)｡

4.側頭薪との交錯状況

観察を行った79例全てにおいて筋線経の交鎗あるいは

健の合流がみられた｡筋線経の交錯および歴の合流の見

られたものは右側38例中24例,左側41例中28例,鷹の合

流のみ見られたものは右側14例,左側13例であった(義

7)｡

5.外側翼突薪神経の筋内分布

2腹筋において上腹および下腹の筋腹の付着に明敏な

表5　2腹薪における上腹および下腹の筋線
椎の関節円板への付着状況

I型　　　Ⅱ型　　　Ⅲ型

(n-37) (n-10) (n-

上腹下腹の筋線　　　30

経が関節円板に付　(81.1%) (90%) (100%)

著していたもの

上腹の筋線経の　　　7　　　　1　　　0

み関節円板に付着　(18.9%) (10%) ( 0%)

していたもの

表6　関節円板の観察結果

計測　項　目　　　Mean(n-45)　S.D.

関節円板の全周の長さ

関節円板に付着する

筋線経の幅

上腹の筋線経の占め

62.5 (mm)　　　3.4

13.8 (mm)　　2.6

3.1 (%)　　　7.3

る割合

下腹の筋線経の占め　1工9 (%)　　　7. 3

る割合

表7　外側巽突筋上頑起始と側頭筋前部筋束

起始の交錯状況

右側(n-38)左側(n-41)

筋線経の交鎗およ

び健の合流の見られ

たもの

健の合流のみ見ら

れたもの

24

(63. 2%)　(68. 3%)

14　　　　　　　13

(36. 8%)　　(31. 7%)
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境界のある形態( I型)について外側翼突筋神経の筋内分

布を観察したところ.上腹には頑神経から分枝した外側

翼突筋神経が,下腹には下顎神経本幹から分枝した外側

掌突筋神経が皮入し,薪内において他の筋鹿に再分布し

ていた(図13)c

6.破格例

同一個体の両価すなわち左右対称的に伽頭筋の筋線経

の破格な走行を観察したo喋形骨側頭下稜付近から起始

した側頭筋の筋線経が筋突起へ停止せず内側翼突筋と外

側美突筋に包まれるように上顎骨に停止していた(図

14)｡

VI　考　　　　　察

1.筋腹数と起始郭の形態との関連性

Fick(1911)は外側巽突筋は上頭および下頭よりな

り,上頭は喋形骨大翼の側頭下稜より起こり,下項は喋

形骨翼状突起外側板外面より起こると報吾している17)

これは多くの成書にも記載され,一般的な見解とされて

いるo Lかしこれまでの外側翼突薪の走行に関する報吾

図13　外側美突筋神経の筋内分布
TN:後探伽頭神経　MN:唆筋神経　BN:

頑神経
PN(1) :頑神経から分枝し外側巽突筋上腹に分

布する外側翼突筋神経

P N(2) :下顎神経本幹から分枝し外側巽突筋下
腹に分布する外側翼突筋神経

D:関節円板　PC:関節突起

図14　側頭筋の一部と思われる破格な筋線経の走行
LPM:外側巽突筋　MPM:内側翼突筋　MB:上顎骨

* :伽頭筋の一部と思われる筋線経が外側巽突筋の筋線経と合流し,共同鹿を
なして,内側翼突筋に包まれる様に上顎骨後部骨壁に付着していた｡
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を見てみると,異なった見解をとっているもの,また1

頭筋, 3頭筋など異なった形態を呈する外側翼突筋に関

する報吾をしているものなどがある｡

一般的な見解と異なった見解をとっているものとし

て, Paff(1973)は外側翼突筋を内外側の2頭筋とし,

外側頭は喋形骨の側頭下面および煤形骨側頭下稜より起

こり,内側頭は喋形骨翼状突起外側坂より起こると報吾

している¥ Basmajian(1980)は外側翼突筋を一つの

筋とし,筋頭数には触れず2頭状として報害している
18)

O

Eislerが(1912) 3衰貢筋の存在を報害して以来19)上

頭,下頭以外の筋腹の走行についても多数報吾がみられ

るようになった｡中山(1932)および鈴木(1941)は外側巽

突筋に3頭筋が観察されたとし,上頭,下頭以外に内側

頭の存在を示し,その起始部から内側頭は下頭の一部が

分離したものであるとした4,5)｡

Pinto(1962)が中耳に対する観察の際用いた経頭蓋法

が応用され7),外側掌突筋の経頭蓋的,すなわち上方面

観による観察報吾が多数みられるようになった｡経頭蓋

的に外側某突筋の観察を行ったものとして, Troiano

(1967)は,上頭および下頭の他に,上頑とは窮膜で隔て

られた内側頭の存在を報暫し,上頭はさらに浅例と深側

に分かれると記載している8)o杉崎ら(1986)は3頭筋が

30.7%の割合で観察されたとし,内側頭,外側頭からな

る2頭筋の存在も報吾している｡また起始部における付

着状況について詳綿に記載はしていないが, `L頭"は起

始部において分離しているものに用いる名称であると記

載しており,分楽は起始部の数によりなされたと推測で

きる10)｡尚原(1989)は内伽頭を有する3頭筋が20例中4

例(20%)観察されたとしている.尚原が観察した3豆貢筋

の内側頭は, 4例中3例が筋腹において分離可能であっ

たにもかかわらず,起始では下頭との間に筋線経の交錯

と合流を呈していた.また内側頭が起始部において完全

に分離可能な1例においても,起始は他の3例と同じ

く,喋形骨翼状突起外側板外面の上方から大麦柳頭下面

の下線にかけての部位であったことから,内側頭が上頭

ではなく,下頭の分離筋束である可能性がより強く示唆

されたと記載している.このことから尚原は筋頭数を分

戴する際,起始部の数でなく筋腹の数により分数を行っ

たと推測できる12)｡

内藤(1979)は3衰貢筋における内側頭について,その神

経支配を観察したところ,頑神経から分枝した外側翼突

薪神経が分布していたものと,下顎神経本幹から分枝し

た外伽翼突筋神経が分布していたものが観察されたと
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し,前者は上商の一部が分離したもので,後者は下頭の

上部筋束が分離したものであろうと記載している20)

以上のごとく,これまで外側美突筋の走行について多

くの報告が見られるが,外側翼突筋の上頭,下頭,内側

頭に対する見解,また筋頭数の出現強度に関する結果は

一致しない.

そこで著者はその結果が一致しない原因について観察

方法,発塗学的および解剖学的見地から考えてみた.

藤田は(1981)は起始部の数により筋頭数を判断すると

している3)｡しかしこれまでの報吾に1つ1つの起始部

の形態を明らかにしたうえで,外側巽突筋の筋頭数を分

賛しているものはみられなかった.また外側巽突薪の起

始部の形態について詳編な報吾もみられなかったO著者

はそこに庄目し,外側某突筋の起始部における付着状

況,および形態について観察を行った｡ここで今回の結

果を見てみると, 1腹筋21例の起始部はすべて煤形骨側

頑下稜付近から喋形骨妾状突起外側板外面先端まで境界

の無い形態(Ⅲ型)を呈していた｡ 3腹筋5例はすべて喋

形骨側頭下稜から喋形骨葉状突起外側板外面先端まで,

境界はないが喋形骨宴状突起基部において上腹,下腹の

付着を区別できる形態(H型)を呈し,中腹の筋線経はそ

のいずれかに付着していた｡つまりこの走行途中,内外

側,および経頭蓋法による観察によって3腹を皇してい

ても,起始部においては境界が無く,起始部の数により

筋頭数を分戴するとすべて1衰貢筋であった0　2腹筋53例

については,上腹および下腹の筋線経の付着に明瞭な境

界のある形態( I型)が37例(69. 8%),上腹および下腹の

筋腹の付着の区別はできるが境界の無い形態(Ⅱ型)が10

例(18. 9%),上腹および下腹の筋腹の付着の区別のでき

ない形態(Ⅲ型)が6例(ll. 3%)であった｡以上の事から

起始部の数により外伽翼突薪の筋頭数を分類すると, 2

項筋は今回観察した外側翼突筋79例中37例(46. 8%)で

あった.また1頭筋は79例中42例(53.2%)であり, 3頭

筋は存在しなかった｡

外側翼突筋の筋頭数の出現頻度に関する報吾について

は,中山(1932)は1頭筋は観察されず, 2頭薪83%, 3

頭筋17%と報告している4)o高野(1986)は1頭筋は観察

されず, 2豆亘筋91.1%, 3亮貢筋8.3%と報害している11)

尚原(1989)は1頭筋15%, 2頭筋65%, 3頭筋20%と報

吾している12)これらの結果を著者の結果と比較してみ

ると,筋腹の数で筋頭数を判断した場合, 1頭筋26.6

%, 2頭筋67.1%, 3頭筋6.3%と, 1頭薪の値が他の

報吾に比べやや大きいが, 2頭筋の値が豪も大きく,坐

体としての他の報吾と戴似している｡しかし著者の結果
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を起始部の数で筋頭数を判断すると1衰貢筋は　3.8%, 2

衰貢筋は53.2%, 3頭筋は観察されず,他の報吾と大きく

異なっている｡この原因として考えられることは,これ

までの報吾は筋頭数の分楽を行う際,走行途中の筋腹の

数で判断していることが考えられる｡これまでの外側翼

突筋の筋頭数に関する報吾はいずれも,明確な定義を

もって筋衰貢数を分棄しているものはみられなかったo

今回の観察結果から,いずれの観察方法においても走

行途中の筋腹の数と起始部の形態は必ずしも一致しな

い｡すなわち外側翼突筋の様々な形態について観察およ

び考察を行う際には,従来の報吾のごとく,筋腹数によ

る分数｡のみでなく,起始部にまで往目し,両者の関連性

を指摘した上で分顛すべきであり,そのことを踏まえた

上で生理学的,機能解剖学的な考察を進めていく必要が

あると考えられる｡

外側掌突筋の機能に開し,塗建学的,機能解剖学的に

考察がなされた報吾が多数見られる｡これらの研究で基

本となるべき解剖学的板拠に一致したものがなくては,

その考察がなされる際,混乱が生じるのは必至である.

そこで過去の報告を見てみるとやはりその機能に関する

結果は一致していないo神山(1958)は外側巽突筋の活動

様式に関し,神経支配の違いから上頭および下頑は相反

性の活動を示すと報害している｡高野(1986)も同様に上

頭下項は相反性で互いに異なる活動を示すとしている

ll)｡ Lehr(1980)は相反性を示さないと報吾している

22)｡石橋(1972)は外側翼突筋上頭および下頭は顎運動時

において常に随伴した活動を宣するとしている15)また

その神経支配から活動様式を考察したものも見られ,内

蘇(1979)は上衰貢下衰貢に進入する神経の分枝の違いを指摘

し,上頭には璃神経からの分枝の外側巽突筋神経が,下

頭には下顎神経本幹からの分枝の外側翼突筋神経が支配

しているとし,外側翼突筋上頭下頭の相反性活動を支持

している　　Terada(1982)は上頭,下頭に違う部位か

ら神経が進入しても薪内において他の筋腹に再分布して

いるとした上で,上頭下頭の協調活動を支持している

23)｡著者の観察においても上腹には頑神経から分枝した

外側翼突筋神経が,下腹には下顎神経本幹から分枝した

外側美突筋神経が榎入し,筋内において他の筋腹に再分

布していることから,外伽翼突筋の上腹および下腹の協

調運動が示唆された(図13)｡このことから筋電図による

外側葉突筋の研究が行われる際には,外側翼突筋の神経

支配,ならびに様々な筋腹の形態が存在することを考慮

すべきであり,単に薪電図による結果から,協調機能ま

たは相反機能とする報吾には疑問がある｡

窪田(1983),江藤(1983)は外側翼突筋の発塗に開し詳

細に報吾している｡その中で外側翼突筋は発生初期,下

顎軟骨の外側面に沿って付着している唄噛筋の後下線部

から発生し,その後発生過程で上頭と下頑に分化しつつ

筋の起始部(頭蓋部)の移動が起こる結果,筋の位置,走行

が著しく変化する.付着部についても下顎骨の発生と改

造に伴なって位置の移動がみられると述べている24,25)｡

起始部の解剖学的構造を考えると,上方は喋形骨側頭

下稜付近から下方は喋形骨掌状突起外側板外面下端部ま

でおよび,内側は翼状突起蓋部までおよぶ複祉な形態を

呈している｡外側翼突筋はその解剖学的位置関係から神

経および脈管が貫くことにより独立した筋腹を形成し易

いと考えられる｡これらのことから外側巽突筋は,発生

初期の段階では1つの筋であり,成長に伴ない起始部の

形態が深部に向かい複雑に変化し, 2頭,あるいは3頭

に分離することがあり,筋腹は神経,脈管,脂肪などの

介在物,および中央部が内側に深くなるという解剖学的

構造から2腹,あるいは3腹に分離することがあるが,

起始部の形態と走行途中の筋腹の数は必ずしも一致しな

いと考えられる｡神経支配については,外側翼突筋神経

が下顎神経本幹から分枝し筋内に分布する場合と,頑神

経から分枝し筋内に分布する場合との2つが考えられる

が,各々の神経はどちらの場合も筋腹の中で再分布し,

各々の筋腹は外側巽突筋という1つの筋として協調運動

を呈すると思われる.

また外側翼突筋周囲に出現した破格薪についても報吾

が見られる　Mack(1984)は側頭骨下部で,外伽巽突筋

上頭の上部中央に存在し,上頭からは明瞭に分離した

筋を煤形側頭筋(Sphenotemporalis)とし,報告してい

る26)先に破格例の所で紹介した著者が偶然発見した筋

においても,蝶形骨側項下稜付近と上顎骨後部に,すな

わち煤形骨から上顎骨に筋線経が付着しており,その役

割は不明であった｡

2.関節円板への付着状況

外側翼突筋の関節円板への付着状況については様々な

報吾がみられ,機能解剖学的な考案が試みられている｡

Årstad(1954)は,外側巽突筋の筋線経は関節円板に

全く付着しないとした　¥ Pinkert(1984)も同様の報吾

を行っている14)

またHoffman(1877)は上頭全体が関節円板に付着し

ているとした　　Fick(1904)1T), Chissin(1906)2¥

Eisler(1906)19¥　Rees(1960)28¥　Williams(1980)29¥

井原(1981)ら30)も同様に上頭は関節円板に,下頭は下顎

頭に付着すると報害している｡
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Troiano(1967)は経頭蓋法により外側葉突筋の関節円

板への付着状況を詳細に報吾している｡すなわち上頭に

おいて浅側は関節円板と関節包内柳に,深側と内側頑は

関節包内側に,下頭は巽突筋膏に付着すると言己我してい

る8)｡

Sicher(1952)は,上頑の鼻上方および鼻内側の薪線

推のみが関節包の前内側に付着し,間接的に関節円板の

前席に付着しており,上頭の残りの筋線経と下頭の全筋

線経が襲突薪嵩に付着していると報吾している3°｡

Porter(1970)は,経頭蓋法による観察を行い,上房

筋線経の大部分の筋線経は関節円板の前方部に付着し,

一部の筋線経は関節円板の前内側部,または内側に沿っ

て付着し,これらの内側における筋線経は,関節円板の

内側表面に沿って,関節円板後方端まで広がっていると

し,さらに下頭の筋線経は美突筋嵩に付着するが,美突

筋嵩の内側縁に沿って関節円板の下方にまで付着してい

ると記載している｡また,組織切片を作成し,関節円板

の内側部に沿った筋線経の付着の肉眼的所見を裏づけ,

筋線経の関節円板への付着が,機能と安定に効果的であ

ると推測している9)0

杉崎ら(1986)も同様に経頭蓋的に観察を行い,筋線経

の関節円板への付着について詳抽な報吾を行っている｡

外伽美突筋上頭は主に上頭上縁が関節円坂中央から内側

にかけて関節円坂の下面に付着し,その一部は翼突筋雷

に停止し,内側頭は一郭関節円板内側端に直接入り込む

と記載し,下頭は全例ともに下顎頭の翼突筋竃に停止し

ていたと記載している10)｡

尚原(1989)も同様に経頭蓋的に観察を行い, 1頭筋,

2衰貢筋, 3頭筋の各々の筋線経の関節円板に対する付着

に対して,肉眼的ならびに顕微鏡的に詳綿に観察を行っ

ているo　その結果1頭筋, 2衰貢筋, 3頭筋のいかなる筋

頭数を示す外側翼突筋においても,すべて関節円板への

付着が認められたとしている0 1頭筋では筋腹の上線部

の筋線椎が関節円板の長軸の内側端より約7割まで付着

し,それ以外の大部分の筋線経は牽突筋嵩に付着してい

たとし,それらの筋線経の走行は2豆貢筋や3頭筋で問題

となる上･下頭の筋線経の交籍,筋線椎間における著明

な合流が存在せず,起始部から停止部に向かって平行的

に集束し付着するとしている｡そしてこれらの1頭筋の

顎運動時における関節円仮-の作用を考えると2頭筋,

3頭筋にみられる上･下頭の筋線椎の走行方向の違いや

付着部-の合流による作用方向の変化などが少なく,関

節円板の達勤は,より下顎頭の運動に協調していると推

測している｡ 2頭筋では,上頭上縁の筋線経が関節円板
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のほぼ中央から内側端にかけてほぼ均一な厚さで付着

し,残りの大部分の筋線経が下頭の筋線維とともに翼実

筋嵩に付着していたとしている｡そして関節円板に付着

する上頭の筋線経と,翼突筋嵩に付着する上頭の筋線椎

とは同一の筋漠で被覆され分離できないことから,関節

円板に対して上房がこの部分で独立して作用することは

考え兼く,従って関節円板と下顎頭の運動は同時進行性

であると述べている0　3衰貢筋の内側項の筋線経の付着状

況は,関節円板の内側靖および翼突筋雷内細部両部位で

あったが,関節円板内側端に付着している筋線経の室は

少なく,大部分の筋線椎が翼突筋嵩の内側塊に付着して

いたとし,各筋頭の交錯状況,起始部の位置などから内

側頭を下頭の筋束の-部とし,内側頭が独立した機能を

有するというよりも下頭に協調した作用が考えられると

記載している12)｡

Griffinら(1962), Scheman(1967)は,上頭と下頭

とは全く異なる筋で,上頭は"喋円板筋''と呼び外側窒

突筋と区別すべきであるとし,開口時に喋円板筋の収縮

が遅れ,また,開口時にもその弛緩が遅れ,関節円板と

下顎頭との間の協調運動が阻害されることにより,顎関

節雑音が起こると推測している32)｡

以上のごとく関節円板-の筋線経の付着についての報

吾は多数見られるが結果は-致しないo　この結果が一致

しない理由として,次の2つが考えられる｡すなわち

``付着''という言葉の定義づけがなされていないこと,

および観察方法の違いによることである｡

まず``付着'つこついて考えてみる｡関節円板と周囲関

節包は肉眼的に区別することは困巣である.また両者は

"機能的単位"を有し,各々を区別することはできない

16)従って著者は肉眼的に観察して,外側翼突筋の薪線

経が関節円坂に機能的に影響を及ぼすであろうものにつ

いて,付着していると判断し観察した｡

また観察方法について考えてみると,側方からでは観

察が困兼である内側における筋線経の関節円板-の付者

について,経頭蓋法を応用することによって詳細に報吾

されるようになってきた｡

著者は関節円板,外側翼突筋,関節突起を一塊として

取り出し,翼突筋雷に付着する筋線経をすべて切断し,

筋突起を除去し,下方から,関節円板に付着する筋線経

が上腹のものであるか,あるいは下腹のものであるか実

体顔微鏡下で観察を行った｡その結果,経頭蓋的に観察

を行った際,上腹の筋線経と患われたものが,下腹の筋

線経が走行途中で上腹の筋線経と交錯し,特に内側にお

いて付着しているものも観察された｡
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著者の結果を見てみると, 1腹筋の一部の筋線経が関

節円板に付着するとしたことについては過去の報吾と一

致しているO　しかし過去の報吾では稀とされていた, 2

腹筋の下腹の筋線経の関節円坂への付着について, 52例

中45例(84. 9%)観察され,結果が大きく異なっていたこ

とは∴`付茸'に対する定義の違いと,観察方法の違い

にあると恩われた｡

また外側翼突筋の筋線経が関節円板に付着する量はご

く僅かであり,筋線椎の付着が関節円板の機能に大きく

影響を及ぼすとは考えにくく,むしろ煤形骨大麦側頭下

面に接する外側美突筋の筋塵は厚く,関節円板へ連続性

を持っているため,外側葉突筋全体の機能がこの筋膜を

介し,関節円板の機能に大きく影響を及ぼすと考えられ

た｡

ここで外側翼突筋と関節円板の発生について考えてみ

る｡ Symons(1952)は両者の発育について詳細に報害

し, 24mmの隆の段階でメッケル欧骨は将来のオトガイ

の中心線から将来の顎関節の中耳領域まで広がると述べ

ているO発塗におけるこの時期において問葉組織は外側

巽突筋の上方の辺縁と唆筋までの中央を横切って広がっ

ていく｡この間某組織は将来上関節腔となる,綿胞の少

ない広大な領域によって,側頭骨頑骨突起から分離され

る｡この間某組織は関節円板の前身である｡さらに時期

が経過すると関節円板は槌骨に接触する外側翼突筋の腔

とほぼ同じ位置にみられる　50mmの隆の段階から80

mmの隆の段階の問で広い関節円坂内のこの頭域で急速

な成長が起こる｡残された組織は下顎頭上面の上方に接

する敏密な組織の帯となり外側美突筋と結合する｡この

敏密な組織は関節円板の中-発達していくと述べ,外価

巽突筋は関節円板と下顎頑の境界を定める上で重要であ

るとした　　Moffett(1956)は外伽巽突筋の-部の筋線

経は関節円板へ進み,後方-と続いて,槌骨へ付着する

と述べた｡側頭骨と槌骨の問にある下顎頭の問の外側美

突薪の通過は関節円板形成を説明できるとした.

Harpman, Woollard(1938)は外側巽突筋は関節円板形

成の一画となるとした34)｡以上の論証のごとく,外側翼

突筋の外側部分が関節円板の内側部分の形成に貢献して

いるとした場合,両者の付着は成人になっても保たれて

いるはずであり,関節円板に筋線経が付着しないという

報吾には疑問が残る｡

3.側頭筋との交錯状況

外側美突筋はその起始部.すなわち喋形骨側頭下稜付

近において側商事と筋線経の交錆を呈するO岩田(1959)

は,伽頭筋前部薪束起始部は喋形骨側頭下枝を越えて,

側頭面に及ぶものが60%を占めるとし,外側翼突筋上頭

の起始部の広がりの上席が,蛙形骨側頑下稜を越えるも

のが20%観察されたとした上で,外側翼実筋と側項筋の

交籍を報吾している6)｡藍ら(1981)も同様に,外伽巽突

筋はその起始部において,側頑筋と交結して煤形骨大業

側頭下面ばかりではなく外側面(側頑面)のかなり上方か

らも起こっていると報害している35)｡杉崎ら(1986),尚

原(1989)もそれぞれ50%, 60%の割合で外側翼突筋と側

頭筋に交錯がみられたと報害している10),12).著者は,

実体顕襖鏡下にて喋形骨側頑下稜部付近における外側翼

突筋と側頭筋の筋線経の交籍を検索したところ, 79例中

52例(65. 8%)に筋線経の交籍が観察されたが,残り27例

(34. 2%)についても筋線椎が付着する際の腔が,合流を

呈していた｡このことにより,外側巽突筋と側頭筋は,

機能する際,何らかの形で生理的に影響しあっているこ

とが示唆された｡

また岩田(1959)は,外側巽突筋上頭と共に,側頭薪前

部筋束の筋線経が関節包に付着すると述べている6)O杉

崎(1986)は,側頭筋が結合組織を持って関節円板延長部

に付着するものや,直接関節円板外側に付着するものが

全体の70%に見られたとし,側頑筋が関節円板になんら

かの関与をしていることを報害している10)尚原(1989)

は,側頑筋の中部筋束,後部筋束の関節円板への付着を

報吾している12)｡著者は79例中52例(65. 8%)に側頑筋中

部筋束,後部薪束の一部の筋線経の関節円板に対する付

着を観察した(図1)o

VII　結　　　　　論

東嘉歯科大学解剖学教室所蔵の解剖学実習用屍体41体

79側を用い,外側葉突筋の走行と付着状況について観案

を行い以下の結論を待た0

1)肉眼観察を行った79例の外側翼突筋で走行途中の筋

腹の数で筋腹数を分歎したところ, 1腹筋が21例(26.6

%), 2腹筋が53例(67.1%), 3腹筋が5例(6.3%)観察

sura冗

2)起始部の形態については上腹および下腹の筋腹の付

着に明瞭な境界のあるものをI型,上腹および下腹の筋

腹の付着の区別はできるが明瞭な境界の短いものをⅡ

型,上腹および下腹の区別のできないものをⅢ型とし観

察を行ったところ, 1腹薪21例はすべてⅢ型を呈してい

た｡ 2腹筋53例についてはI型が37例(69.8%), H型が

10例(18.9%), 1型が6例(ll.3%)であった｡ 3腹筋5

例はすべてⅡ型を呈していた｡

3)起始部においてその筋線経の一部が上顎骨後部骨壁
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に付着していたが,その筋束の付着幅は15.8mm(±

2.7)であった｡

4) 2鹿筋において上腹および下腹の筋腹の付着に明敏

な境界のあるもの( I型)37例について,上腹付着部下端

と下腹付着郭上端との距離は6. lmm(±1. 8)であった｡

5)起始部の骨面に漬傷の無い1腹薪10例, 2腹筋にお

いて上腹および下腹の筋腹の付着に明酷な境界のあるも

の(I型)21例, 2腹筋において上腹および下腹の筋腹の

付着の区別はできるが明醇な境界の無いもの(H型) 7

例, 2腹筋において上腹および下腹の付着の区別のでき

ないもの(Ⅲ型)2例, 3腹筋5例について付着面積を測

定したところ, 1腹筋Ⅲ型は756.8mm2(±75.7), 2腹

筋I型は742.0mm2(±73.9),またその内上腹付着部は

236.2mm2(±39. 6),下腹付着部は508.6mm2(±66. 9)

であった｡また2腹筋Ⅱ型は平均702.8mm2(±67.5),

2腹筋Ⅲ型は平均806.6mm2(± 16), 3腹筋H型は平

均742. 3mm2(±53. 1)であった｡

6) 2腹筋において下腹の筋線経も関節円板に付着して

いた45例について,上腹および下腹の筋線経の占める割

合は,それぞれ1.1%, 1工9%であった｡

7)起始部である喋形骨側頭下稜付近における側頭筋と

の交籍状況について観案を行ったところ, 79例全てにお

いて筋線纏の交鎗あるいは鹿の合流が観察されたo筋線

経の交錯および健の合流の見られたものは右側38例中24

例,左側41例中28例,鹿の合流のみ見られたものは右側

14例,左側13例であった｡

8) 1体2例,すなわち左右対称的に側頭筋の破格な筋

線経の走行を観察したO側頭下稜付近から起始した側頭

筋の筋線経が筋突起へ停止せず,内側翼突筋と外側美突

筋に包まれるように,上顎骨後部骨壁に付着していた｡

稿を終えるにあたり,終始櫛懇篤なる御指導と御校閲とを賜
りました恩師,本学解剖学話座主任井出吾信教授に謹んで謝意

を義するとともに,櫛協力いただいた講座各位に深謝いたしま
tK
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Studies of the run and the attachment of the lateral pterygoid muscle were made on 79

samples from 41 cadavers in the collection of the Department of Anatomy of the Tokyo Dental

College.

Results

l. Grouped numbers of muscle venters along the lateral pterygoid muscle were determined

through visual observation of the 79 specimens. There were 21 specimens with 1 muscle venter

(26.6%), 53 with 2 muscle venters (67.1%), and 5 with 3 muscle venters (6.1

2. Origin shapes were classified into 3 types : type I 主in which there is a clear boundary

between the muscle venter adhesion for the upper muscle venter and the loser muscle venter ;

type n, where there is no clear boundary between them ; and type ffi, where the difference

between the two cannot be distinguished at all. When this classification was applied to the

specimens, all 21 of the 1-venter specimens fell into type II ; 37 (69.8%) of the 2-venter speci-

mens fell into type I ; 10 (18.9%) of the 2-venter specimens fell into type n, and 6 (ll.3%) fell in

to type H. All 5 of the 3-venter specimens were type n.

3. A portion of fibers was found adhering to posterior wall of the maxillary bone in the

origin ; average adhesion width was 15.8mm.

4. For the 37 of the 2-venter specimens that showed clear boundaries between the upper

and lower muscle venters (type I ), the average distance between the lower point of the upper

muscle venter adhesion and the upper point of the lower muscle venter adhesion was 6.1mm.
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5. Measurements were made of adhesion areas for specimens without bone-surface

damage at the origin ; is, 10 of the 1-venter specimens, 21 of the 2-venter specimens with clear

boundaries between the upper and lower venters (type I ) 7 of the 2-venter specimens with

vague boundaries between the upper and lower venters (type II ), 2 of the 2-venter specimens

with no boundary between the upper and lower venters and 5 of the 3-venter specimens. The

average for the 1-venter specimens (type 1) was 756.8mm2, that for 2-venter specimens

(type I ) was 742.0mm2, (that for specimens with upper-venter muscle adhesion was 236.2

mm2, and that for specimens with lower-venter muscle adhesion was 508.6mm2). The average

for 2-venter specimens (type 1) was 806.6mm2, and that for 3-venter specimens (type H ) was

742.2mm2

6. In the 45 of the 2-venter specimens with lower-venter fibers attched to the articular disc,

ratios occupied by fibers were as follows : 88.1% in the case of upper venters and ll.9% in the

case of lower venters.

7. Observations of the intersection with the temporal muscle in the vicinity of the infratem-

poral crest at the origin revealed intersecting fibers or tendon fusion in all 79 specimens. On

the right side, 24 of 38 specimens observed either fiber intersection or tendon fusion. On the left

side, the same phenomena were observed by 28 of 41 specimens. Tendon fusion without fiber

intersection was observed in 14 specimens on the right side and in 13 on the left side.

Observations were carried out irregular fiber orientation in relation to the temporal

muscle. It was learned that fibers of the temporal muscle originating near the infratemporal

crest extend beyond the origin to adhere to the posterior wall of the maxillary bone and to be

enclosed by medial pterygoid and lateral pterygoid muscles.
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