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顎関節MR Iの基礎的および臨床的評価*

大　塚　寿　樹

群　馬　県

年5月11日受付)

年8月30日受理)

Basic and Clinical Evaluations of the TMJ-MR Imaglng

Toshiki OTSUKA

Gunma Prefecture

原　　　　著

緒　　　　　言

近年,磁気共鳴画像

(以下MR Iと略す｡)検査は関節円板を非榎襲的に置接

画像としてとらえられる検査法として数多くの臨床応用

が報吾されている　　　しかし,本邦では未だ顎関節

MRIにおける基礎的研究は少なく,必ずしも有効に

MR I検査が行われているとは言い難い｡そこで著者

は,東京都老人医疲センター所有のGE社製

装置を用い, 35名50関節の顎関節MR I撮像

を行うとともに,新鮮屍体11体11関節を用いてMR Iの

信頼性について調査し,基礎的検証の裏付けを踏まえて顎

関節MR Iの臨床応用における有用性について検討した｡

方　　　　　法

1.臨床的検討

1)顎関節MR Iの撮像方法および条件の設定

まず健常ボランティア5名および諒解の得られた顎関

節疾患症例に対して　　　　　　　　　　ら

15)の撮像条件を参考を≡各種パラメーターを定め顎関節

MR I撮像を行った｡すなわち習慣的唆合位または唆頭

蕨合位では　　　　　法を応用しT l強調およびT 2

強調のMR I撮像(以下SE撮像と,また本方法を応

用した画像をSE画像と略す｡)を行い,開閉臼位では

*本論文の要旨の一部は,第15回目本磁気共鳴医学会
(平成2年2月16乱岐阜)および第3回日本顎関節学会
(平成2年7月19日,東京)において発表した｡

法　　　　法)を応用した

撮像を行った｡それらはいずれも関節円板が比較的明瞭に

措出されており,特にT 2強調画像では円板後部結合組織

が明酸に描画されていた｡以上顎関節MR Iは関節円板

を括出しうることが確認された｡さらに撮像時間を短縮

し,より鮮明な画像を待るため撮像方法および条件の設定

を試みた｡

2)顎関節MR Iの関節円板描出に関する調査

1)で設定された顎閑節MR Iの撮像方法および条件

で撮像された健常ボランティア男性4名,女性1名,計

5名7関私　および顎関節疾患症例男性6名,女性24

塞,計30名43関節,総数50関節において,習慣的唆合位

または唆頭蕨合位における関節円板の描出について撮像

法別に調査した｡本調査では,矢状断において関節円板

前方および後方肥厚部が同一画像上に明瞭に描出され

ていて,かつ解剖学的形態と一致するもの,さらに前

額断においては関節円板中央部および下顎頭内外側極部

で開節円板の内外価部分が同-画像上に明瞭に描画さ

れていて,その解剖学的形態と一致するものを,また

と思われる症例では

ら16)の報吾に準じ評価し,その

位置的関係および形態が過不足なく描画されているもの

を"描出されだ'としたoなお関節円板の読像が困難な

症例,すなわち円板前方転位した症例の前額断画像や関

節円板が肉芽組織に置換されたと思われる症例などは除

外した｡
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3)顎関節MR I矢状断における関節円板の明瞭さに

関する謂養(関節円板と近接する外側翼突筋との

比の比較)

関節円仮の明酷さに関する調査は,まず各々の習慣的

唆合位または唆頭族合位の顎関節MR I矢状断における

関節円仮の　　　　と,図1に示すような関節円板に

近接する外側翼突筋の信号強度の強,中および弱の3部

位における　　　　の平均値との比を求め,ついで青

壮年者(20歳～50歳)9名11関節　平均年麻　歳と老年

者(65歳以上)8名8関節　平均年献　歳のSE画像に

おけるそれぞれの　　　　比の平均値を求め,さらに

9名10関節　平均年麻　歳におけるSE画像と

画像のそれぞれの　　　　比の平均値を求め,年

麻および撮像法別に比較することで行った｡なお対象は

1 )で設定された顎開節MR Iの撮像方法および条件で

撮像された35名50関節のうち関節円板および外側翼突筋

が明瞭に描画され　　　　の計測が容易なものとし

た｡

4)顎関節M R I矢状断における

法)画像とS E画像との関節円仮描出に

関する比較

習慣的唆舎位または唆頭厳合位の顎関節MR I矢状断

における関節円板描出(位置的関係および形態)に関し

て　　　　　　画像とSE画像との比較を試みた｡対

象は1)で設定された顎関節MR Iの撮像方法および条

件で撮像された35名50関節のうち相対する撮像断面で両

撮像が行われ,しかも関節円板が比較的明瞭に描画され

図1外側巽突筋の　　　　計剃部位
関節円板に近接する外側巽突筋の信号強度の

強,中,弱の　　　　計測部位を矢印で示すo

ていて観察が容易な16名19関節としたoなお,関節円坂

形態に補して厳密に比較するとしばしば若干の相違が認

められたため,診断に影響を及ぼすような著しい相違を

"異なって描画された"とした｡

2.新鮮屍体における検討

1 )新鮮屍体における顎関節MR Iの撮像方法および

条件の設定

東京都老人医療センターにおいて男性6例,女性5例

(平均年轟　　歳)の新鮮屍体より,側頭骨および下顎骨

を含め一塊に採取された右側顎関節標本を用いた｡いず

れの屍体も後の復元を考え,採取は必要最小範囲とされ

たが,その際再場性を考慮し,上端の伽頭部切断は眼耳

平面と平行になるように,または前方塊の側頭部切断は

前額断面と平行になるように留意されたものであった｡

得られた標本を,断層幅約　　　　　　　　および5

mmに　　　　法ならびに　　　　　法を応用してM

R I撮像を行い,新鮮屍体における顎関節MR Iの撮像

方法および条件の設定を試みた｡

2)新鮮屍体における顎関節MR Iの信東性に関する

調査

まず採取した新鮮屍体における11顎関節標本を

に浸漬させることなく,早急に　　　な状態

のまま) 1)で設定された新鮮屍体における顎関節

MR Iの撮像方法および条件で撮像した｡ついで標本を

に数日間浸潰後,莱

京都老人医療センター所有のYMS社製コンテックスを

用い　　　　　　　　　　　　　　　幅で,上記前項断

面および矢状断面と相対するよう注意し,各断面のエッ

クス線C T撮影を行った｡標本割断はさらに10%

に充分に浸漬した後

撮影を行い,各画像断面と相対するよう考慮し,任意に

抽出された3例においては前額断,他8例は矢状断で行

われた｡割断の際,関節円板の位置的関係および形態,

さらに下顎頭の形態に関して割断面の肉眼観察を行い,

MR I所見およびエックス線CT所見と比較した｡なお

11例中1例に骨粗宴症, 2例に慢性関節リウマチが認め

られたが,他に顎関節に影響を及ぼすと考えられる病歴

は認められなかった｡また,死亡より解剖までの平均時

間は9.7時間,顎関節採取よりMR I撮像までの平均時

問は1. 1時間であったo関節円板の位置的関係および形

態は割断面における肉眼所見と比較し,下顎頭の形態は

エックス線CT画像と比較してMR Iの正診率を求め

た｡
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3)新鮮屍体の顎関節MR I矢状断における関節円板

形態の関する調査

新鮮顎関節標本矢状断におけるS E画像上の関節円板

形態と割断面写桑上における円板形態との関係を,以下

に示す計測法で比較した｡すなわちMR I上で関節円板

最狭窄部の中央点と(狭窄部で連続性の絶たれているも

のはその中央とする｡),最前方中央点および最後方中央

点とを結んだ距離をそれぞれa, bとした｡これに産交

する関節円板厚径の最長距離を前方および後方肥厚部で

それぞれⅩ, yとし,最狭窄部の厚径をZとした(図

2)｡ついで割断面写桑上で同様に

を求め,それぞれ　　　　　　　　　　　　とした｡

とした場合の定数kをそれぞれ算

出L　　　　　　　　　　　　　を求めた｡対象は画

像上で関節円板が大きく明瞭に描画され計測が容易で,

しかも割断が相対するS E画像断層域と明確に一致して

行われた4例とした｡なお,計測値はそれぞれ3回計測

しその平均値とした｡

結　　　　　果

1.臨床的検討

1 )顎関節MR Iの撮像方法および条件の設定

唆合位における顎関節MR I撮像は,被検者の頭部を

ヘッドレストを用いて水平位に固定した後,被検側の顎

関節が3-　　　　　　　　のほぼ中央になるように設

定して行った｡なお　　は頑部および耳部に接触しな

い程度に接近させ固定した｡被検者に習慣的唆合位また

は唆頭蕨合位にて唆合させ,まず水平断のMR I撮像を

行った｡撮像方法は　　　　　法を応用したMR I撮

像で,撮像条件はTl強調の

×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と

したoついで,水平断MR I上で関節円板と下顎頭を同

一画像上に正確にとらえるため,前項断より前内方へ

100傾斜させた断面(以下MR前額断と略すo)を設定

し, S E撮像を行った｡待られた画像をMR前額断画像

とし(著者は通常,本法を用いている｡),撮像条件は
×

こ∴･二二-･･二
図2　関節円板形態の調査における各計測距離

93, No. 10 (1993) 963

とした｡さらに同様に水平断

MR I上で,矢状断より前内方へ100傾斜させた断面

(以下MR矢状断と略すO)を設定し, S E撮像を行っ

た｡待られた画像をMR矢状断画像とし,撮像条件は

MR前額断と同じ

256×　　　　　　　　　　　　　　　　とした｡また,

開閉口運動における顎関節MR I撮像では,厚さ8mm

のバイトロック　　　　　　　　　　　　　　　　を

上下中切歯間に0枚, 1枚, 2枚, 3私～2私1枚,

と軽く唆合させる段階的開閉口位を設定し,開閉口運動

に伴う関節円板と下顎頭を同一画像上に正確にとらえる

ため, MR矢状断にて開閉口位の各段階の　　　　法

を応用した　　　　　　　撮像を行った｡なお撮像

時間の短縮を目的とし,撮像条件は
×

とした.以下の撮

像方法および条件で撮像した結果,各画像とも関節円

板,下顎頭などの解剖学的構造が比較的明瞭に描画され

ていた｡また,本条件における撮像時間で被検者が暫時

静止を保てず,撮像が困難であったケースは1例のみで

あった｡表1は以上の撮像条件を一括して示したもので

あるo図3は30歳男性健常ボランティアの同条件の顎関

節MR Iであり,各画像とも関節円坂,下顎頭など解剖

学的構造が明敏に描画されている｡

2)顎関節MR Iの関節円板描出に関する調査

関節円板描出に関する各調査結果は表2に示す通り

で, S E画像において関節円板の描出がなされていたも

のはMR前額断画像では　　　　　矢状断画像では

であったo　また　　　　　画像(MR矢状断)で

は　　　であった｡

表1

3(囲碁舶Iの離方法および条件

唆頭庄舎位

水車斬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　田
TiJIC: lLin,34scc

NFt繭五　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舶
用欠状亙　　Ti▲

俊麿亀開閉

PIR欠状砺　　　　　　喝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵬X4 ,
L

Ti)e: 19sec～39sec

-45-
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3)顎関節MR I矢状断における関節円板の明瞭さに

関する調査(関節円板と近接する外側裳突筋との

比の比較)

それぞれの平均値は表3に示す通りで,年ih#および撮

像法別に比較すると,青壮年者と老年者との問にはほと

んど差異は認められないが, SE画像と　　　　　　画

像との問には多少ながら差異が認められた｡

画像ではS E画像と比較して関節円坂と近接する外側牽

実筋との　　　　差が大きく,関節円板が容易に判別

される傾向にあることがわかった｡

4)顎関節MRI矢状断における

法)画像とS E画像との関節円板描出に

関する比較

画像では関節円板が部分的に措出されて

おらず,関節円板の位置的関係および形態がS E画像と

著しく異なって描出されたものが2例(関節)詰められ,

画像とS E画像との関節円板に関する相異

は　　　であった｡
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3)顎関節MR I矢状断における関節円板の明瞭さに

関する調査(関節円仮と近接する外側翼突筋との

比の比較)

それぞれの平均値は表3に示す通りで,年麻および撮

像法別に比較すると,青壮年者と老年者との問にはほと

んど差異は認められないが, SE画像と　　　　　画

像との間には多少ながら差異が認められた｡

画像ではS E画像と比較して関節円板と近接する外側巽

突筋との　　　　差が大きく,開節円板が容易に判別

-46

される傾向にあることがわかった｡

4)顎関節MRI矢状断における

法)画像とS E画像との関節円坂描出に

関する比較

画像では関節円板が部分的に括出されて

おらず,関節円板の位置的閑係および形態がS E画像と

著しく異なって描出されたものが2例(関節)諸められ,

画像とS E画像との関節円板に関する相異

は　　　であった｡
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図31e

図3　30歳男性健常ボランティアの右側顎関節MR I

a, bは水平断SE画像で,前内方へ100傾斜させた以下の撮像断面を示したものである｡ Cは唆頭蕨合位
MR前額断S E画像で,関節円板はarc-　　　の形態を示し,下顎頭の直上に位置しているo (矢印は関節円仮

を示す｡) dはMR矢状断S E画像で,円板は　　　　の形態を示し,円板後方肥厚部は下顎頭の11時から12時
の位置に描画されている｡ eは段酎勺開閉口位MR矢状断　　　　画像で,下顎頭の回転ならびに滑走運動に

際して,関節円板中央狭窄部は,常に関節結節と下顎頭との間に描画されており,解剖学的に正常な位置的関係
を保っている　　　関節円板前方肥厚部　　関節円坂後方肥厚部　　　下顎商, 1p :外側翼突筋　　円板

後部結合組織

表2

囲碁円壷新出に囲する粛至
(閑静円五滴出率)

IAaging techniques Results(S)

Tl-Weighted SE

MR coronaliJLageS (n=13)

掴開rJ目し遡　　巨　　匠輿の

GRASS

MR sagittal iJLageS (n=27)　　　　　85･2

2.新鮮屍体における検討

1 )新鮮屍体における顎関節MR Iの撮像方法および

条件の設定

断層幅約1mmの　　　　法,断層幅3mmおよび

5mmの　　　　　法を応用して,臨床的検討の1)

で設定された顎関節MR Iの撮像方法および条件を蓋本

に再度各種パラメーターを操作し撮像された各画像を比

較観察した結果,断層幅3 mmのS E撮像で比較的良好

表3
比(平均値)

幽節円壷/外側葉栗席

上午薗

青壮年　　　　　　　　　老年
平均年鼻　　慮　　　　平均年音　　義

0.953　SD 0.0200　　　　0.967　SD 0.0157

2.鼻像法

法

(n=10)

法

(n=10)

0.960　SD 0.0192　　　　0.873　SD 0.0734

な画像が待られたoそこで監床的検討との相関を図るた

め,同一の撮像方法および条件を設定したoすなわち,

撮像方法は　　　　　法を応用したMR I撮像で,梶

像条件は水平断の撮像では, T l強調の

×　　　　　止

とし,前額断および矢状断では

一47-
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×

とした｡なお新鮮屍体におけるMR I

撮像断面は以下の如く設定した｡ガントリー内に水平に

を置き,アクリル仮を介しその上

で,新鮮顎関節標本をその仮想矢状断面と水平面および

仮想水平面とガントリー前面とがおよそ平行になるよう

固定し,まず標本における水平断のS E撮像を行った｡

ついで水平断画像上で下顎頭の長径に平行にS E癌像を

行い,得られた画像を前額断像と仮定し(以下,新鮮顎

関節標本においてはこれを前項断像とする｡),さらに前

額断画像上で下顎枝の長軸に平行になるようS E撮像を

行い矢状断像と仮定した(同様に矢状断像とする｡)｡

2)新鮮屍体における顎関節MR Iの信癌性に関する

調査

各正診率を表4に一括して示すo矢状断において,関

節円板の位置的関係に関して正診率は　　　と高く,形

態に関しては　　　と低かった｡前額断においては症例

が少なく,観察が困難で信東性は低いが,位置的関係に

関して正診率は　　　と比較的高く,形態に関しては

と低かった｡下顎頑の形態は矢状断では

%,前額断では　　　と高い正診率が待られた｡

3)新鮮屍体の顎関節MR I矢状断における関節円板

形態に関する調査

各計算値を表5に示す｡ほぼ

で,矢状断　　　　　画像)上では関節円

仮は長径に比べ厚径がより縮尺され描画される傾向にあ

ることが明らかとなった｡

表4
の正B♯

璃(n朝

Aspect

As sesseJ

lcctJraCy ef

TN FN TP PP Analy5tis(I)

Disc position

ConfigtJration

Bo net

6　0　1  1

4　0　0　4

6　0　3　0　　　　　　100.0

coT･Onal i■ages (n:3)

Discposition　　　1 0 1 1　　　　　66･7

configuration I I 0 I　　　　　　33･3

a.ne88　　　　　　　　3　1 1　0　　　　　　　80･0

I(nj)), ●●(n=5)

Note. -TN=trtlly negatiye, FN=falsely neEatiye,

TP=trtJly pckSitive,FP=falsely positiye･
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表5

関節円蔽摩径の縮Jt率

症例

1

2

3

4

0.87　　0.71　　0.75

0.93　　1.01　　0.81

0.73　　0.75　　0.00

0.86　　0.67　　0.41

考案および症例検討

1.臨床的検討

MR Iの撮像方法は種々あるが,顎関節MR Iにおい

てはしばしば　　　　　　法が応用されている｡

法は　　　　　の　　　　　時間後に

を印加し信号を待る方法で,その特徴は静磁場の不均一

を補正できることである　　本法の欠点は人体組織の

Tlが数　　　　から数　　　　　の範囲のため

TRをある程度以上には短縮することができず,撮像時

間が長くなることである｡　　　　　　　法は撮像時

間を短縮するために考案され,電磁波による励起を900

に固定せず,より小さな角度で行い暖和に要する時間を

短くし,撮像時間を短縮する方法である　　本法の欠点

は　　　　　法と巽なり　　O　　　を用いることが

できず,磁場の不均一が補正できないことであるo　ま

た,信号強度も複雑な変化を示し, TRが　　　以下

の場合磁気モーメントの横方向ベクトルが残存し,次の

励起の伝号に関与してくるので, 0を大きくするとT2

強調像となってくる　　　信号強度は撮像方法, T

密度(の　　　　　　　およびのこ

よって決定される｡関節円板はβの低いコラーゲン線経

が主成分で, TlおよびT2値は低い　｡顎関節

S E撮像では,関節円板は撮像断面において皮質骨と重

なりあったときその判別は困難であるが,通常,筋肉お

よび関節腔やβのより高い結合組織に囲まれ判別が比較

的容易である｡しかし,本条件における撮像時間でも被

検者が暫時静止を保てず,撮像が困難であったケースが

1例認められたことから撮像時間が比較的短いT l強調

撮像が好ましいと考えられたO関節円板描出に関する調

査においてMR矢状断S E画像では,関節円板は

括出されており有用な検査法であるo　また矢状断におけ
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る関節円板の明瞭さに関する調査(関節円板と近接する

外側巽突筋との　　　　比の比較)では,年齢こ伴う差

巽は認められず,関節円板の明酷さは年麻に影響されな

いと言えようo　さらに関節円板描出に関する調査におい

ても,関節円坂描出に関して年麻に伴う差巽はほとんど

認められなかったo一般に言われている加麻にともなう

p低下のようなdryの影響は顎関節MR Iでは問題と

ならないようである｡一方　　　　　　　　法

撮像　　　　　法を応用している.)は短時間撮像

が可能であり,開閉口運動における関節円板の位置的関

係すなわち関節円板動態がある程度観察できるので,顎

関節内障の診断には有用である｡開閉口運動時の撮像方

法には,一定のリズムで開閉口運動を行わせこれを蓄積

し画像に合成する方法と,順次　　　　　などを唆ま

せて行きその都度櫨像を行う方法とがある｡開閉□状態

を正しく描画するには前者が有効であるが,これは技術

的習熟を要するため,著者は臨床上後者を用いている｡

さらに開口時捧癖を有する症例もあることから,より短

い撮像時間が要求される｡ TRは　　　　以下で画像は

T 2強調像であり,高輝度の画像が得られ関節円板およ

び下顎頭は明敏なことが多い｡矢状断における関節円板

の明酷さに関する調査では　　　　　　画像はS E

画像と比較して関節円板と近接する外側美突筋との

差が大きく,関節円板が容易に判別される傾向

にあることがわかったo　また,関節円板描出に関する調

査では　　　　　画像は関節円板が　　　括出されて

おり有用であるが, SE画像と比較してSN比が劣り,

全体として情報室が少ない上に磁場の不均一の補正が不

完全で,そのためNEXを増やすことが必要である｡し

かも周囲の高信号により括出において

され,関節円仮のような小さな被検物では全般

に目立たなくなり辺縁はぼやけるため,辺縁の信頼性は

乏しく,細部の観察には有用であるとは言い歎いO図3 d

MR矢状断S E画像では関節円板が明瞭に描画され,そ

の解剖学的形態が細部まで明瞭に観察されるが,図3 e

画像(左図上断左)では関節円板の連続性は

絶たれ,前後方肥厚部の一部のみ描画されているにすぎ

ず,位置的関係は観察されるものの,形態に関して細

部の観察は困難であるo　矢状断における

法)画像とS I!画像との関節円板描出に関す

る比較において　　　　　　画像では関節円板が部分

的に描出されておらず,関節円板の位置的関係および形

態がSE画像と著しく異なって描出されたものが2例

(関節)認められ　　　　　　画像とS E画像との関節

967

円板に関する相異は　　　であった｡従って, TRが50

以下の　　　　　　　　法撮像では,臨床上習慣

的唆倉位または唆頭蕨合位においてS E画像と比較観察

した後,開閉□位の読像をすることが望ましい｡なお,

明暁な画像を待る方法として　　　　　　およびNEX

の増加　　　　　　　を用いた造影MR Iなどがあるo

前者はTRの短い撮像,低磁場MR I装置の場合などに

より多く用いられ　　　　　な画像が待られるが,こ

れは画像操作により合成されたものであり,像辺縁の信

東性は乏しい｡後者は組織のT lを短縮させる作用を信

号強度増強に利用したものであるが,著者の臨床知見で

は,関節円板の描出に関して特に差異はないようであっ

た｡

一方,顎関節MR I撮像断面決定法には水平断画像上

で位置決めを行い(1)前額断画および矢状断面で撮像

する方法　　　下顎頭の長径と平行に前額断を設定し,

ついでこれに直交した矢状断を設定し撮像する方法,お

よび(3)前額断ならびに矢状断とも一定の傾斜角度を

設定しその断面で撮像する方法とがある｡以上の撮像断

面を試行した結果それぞれ長所,短所があるが　　　は

解剖学的に関節円板と下顎頭の位置的関係および形態を

観察するには透さない｡ (2)は両者の解剖学的な位置的

関係および形態を観察するには適しているが,開閉口位

の各段階において常に関節円板をとらえることはこの矢

状断では容易でない｡撮像する症例の多くは顎関節内障

であり,開閉口位撮像を必要とする傾度が高い　　　で

は矢状断の撮像がS E撮像および　　　　　撮像とも

-撮像断面で可能であり簡便であるため,著者は通常

(3)の方法を応用している｡なお傾斜角度を検討した結

果,前内方100で開閉口位ともほぼ良好な画像が待られ

た｡本撮像断面を応用した関節円板括出に関する調査の

MR前額断S E画像では,関節円板の描出は　　　と著

しい低値を示した｡これは唆合位の関節円仮は矢状断で

は正常な位置でも後方肥厚部が下顎頭の上方11時から12

時の間にあり,前額断において下顎頭と同一画面に明瞭

に関節円仮をとらえることは容易でなく,しかも前額断

においては関節円坂中央部および下顎頭内外側極部で関

節円板の全貌が下顎頭と同一画像上に明目酎こ括画されて

いて,その解剖学的形態と一致するものを``描出され

だ'としたことによって生じたと考えられた｡つまり単

一画像としての本撮像断面を応用したMR前額断画像の

有用性は低いo通常,顎関節MR I診断において,矢状

断内外側スライスおよび前額断前後スライス画像とを比

較,対照し読像することから,前額断同一画像上に解剖
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学的形態が不足なく描画されていなくても臨床上さほど

問題とならないが　　　　　　　　　　　　　　症

例,円板断裂および関節空隊における器薯的変化などの

診断をより確実なものにするには矢状断と同程度の関節

円板の描出が望まれる｡一般に前額断S E画像では解剖

学的形態に主眼をおき(2)の方法を用いたほうが良い

と言われている(症例検討の症例1および4に応用して

いるO)｡しかし下顎頭長径と平行に撮像した前額断画像

での関節円仮描出に関する調査は本編では施行していな

いが,関節円板と下顎頭との解剖学的な位置的関係を考

慮すると何れにしても矢状断のような高描出率を報待す

ることは難しいであろう｡また, MR前項断において,

一部でも関節円坂が下顎頭と同-画像上に括画されてい

るものを"描出されだ'とした場合の関節円板率は

%であった｡

本装置は現在,長足の進歩を遂げたが,今後さらに解

像能力の向上が図れれば細部の観察まで充分有効とな

り,撮像時間が短縮されよう｡関節円板のごとき小さな

被検物(構造物)を対象とした場合,磁場の安定,情報収

集能力の向上および新たな　　　　つ　　　　　の模

索など今後更なる顎関節MR Iの検討が必要とされる｡

2.新鮮屍体における検討

顎関節MR I検査はエックス線被爆がなく,かつ無病

的検査法であり,関節円板の位置的関係に関しては信癌

性の高い検査法である　　　　　｡今回の新鮮屍体顎

関節標本における観察では,矢状断において関節円板前

方肥厚部の外側翼突筋との境界および後方肥厚部と後部

結合組織との境界はMR I上,ほとんどの標本

で明瞭に確認され,関節円板の位置的関係に関しての正

診率は　　　であり　　　　の高い信頑性が認められ

たo図　　　　　は新鮮顎関節標本矢状断のMR Iおよ

び割断面写貢である｡関節円板の位置的関係および形態

はほぼ一致している｡しかし関節円板の形態に関してそ

の信東性は高いとは言い兼い｡関節円板形態の観察は断

層画像と割断面との比較のため,厳密な評価を行うには

いくつかの問題があるが,それぞれの関節円仮の外形を

相対し比較したところ,その長径を-致させた場合,厚

径はほぼ一様に薄くなる傾向が認められたoそのため形

態に関する観察は,厳密な外形の評価は行わず,おおよ

その外形(概形)および穿孔の有無で行った｡概形の比較

ではほぼ-致がみられ,正診率は　　　であり高い信頑

性が待られた｡穿孔の有無では,矢状断割断の際また

は後に作製された組織切片において関節円板の穿孔

は認められないが　　　　では狭窄部で円板が断裂した

図41b

図4　新鮮顎関節標本矢状断のS E画像(a)および

割断面写真(b)
関節円板は解剖学的に正常な位置的関係に

あり,関節円板の位置的関係および形態に関
してMR Iと割断面所見とに一致がみられる｡

図5)が8例中4例認められたo

従って,関節円板形態の観察では概形の比較および穿孔

の有無との両者の正診率を統合した結果,正診率は50%

と低下した｡

本調査に先立ち行った　　　　保存顎関節標本2例
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図5　新鮮顎関節標本の矢状断SE画像
positive case)

関節円坂は中央狭窄部で連続性が断たれ,
同部で穿孔しているようであるO

におけるMRI撮像では,画像のコントラストが低く辺

縁が不明醇であり,細部の観察が困難で良好な情報が得

られないため,今回は新鮮標本を用いた｡本調査では,

死亡からMR I撮像までの時間や保存の問題など,可能

な最良の条件で撮像が行われていると考えられるが,塗

休における場合とは異なりMR Iの理論上問題があるこ

とは否めない｡新鮮顎関節標本における関節円板の形態

の観察において,特に穿孔の有無の不一致により,その

正診率が低下した原図および円板の厚径が薄く描画され

た原因として,死後変化における　　　密度(のの変

化による園子,硝子様変化または因芽への置換などの勝

原線維束の状態,および　　　　　の影響などが考え

られた｡関節円坂は藤原線経に富み疎水性が高く,本条

件では死後変化におけるpの変化の影響は軽微であると

思われるo　また　　　　は信号の強忌引こより構成される

相対画像であるため,近接した親水性の高い部位のβの

変化は関節円坂の描画に影響を与える｡しかしながら,

そのことだけでは長径より厚径により強い影響が及ぼさ

れることの説明がなされないo従って以上の2点から,

死後変化におけるpの変化による園子は　接的原因とは

考え難い｡本調査施行後,継続して行われている研究の

一端である,顎関節標本から約　　　の非脱灰研磨標本

を作製し　　　　　　　　染色された組織切片におい

て行われた関節円板の光顕観察では　　　　上中央狭窄

図6-b

図6　顎関節標本より作製した矢状断切片

染色)
aは図　　　　　　　　　　　の組織像で,

bは　　　　　　　　　　の組織像である｡ M

R I描画に影響を及ぼすような差異は見られな
い｡ (東京都老人医療センター歯科口腔外科石

山産欣氏ならびに平野浩彦氏の好意による)o

部で連続性の断たれていた4例と他の4例との明敏な相

違は認められなかったようである｡図6 aは前者(図5

SE画像　　　　　　　　　　　の組織像),図6bは

後者の組織像である｡両者とも硝子様変化が認められる

他,特に著名な差異は見られなかった｡本調査では新鮮

屍体における　　　な状態でのT lおよびT 2値の測定

は行っておらず,硝子様変化の関節円坂描画に及ぼす影

響について定かではないが(円板硝子様変化とT lおよ

びT 2倍との関係に関する文献は検索したが,見い出せ
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なかった｡),一般に関節円板の硝子様変化が進むにつれ

TlおよびT2値は減少すると推測され,この場合より

低信号に描画されるため,像の連続性の断たれた部位で

やや高官号となるような本項象とは矛盾している｡ま

た,近接する部位の硝子様変化による見かけ上の相対的

な信号強度の増加は,多少影響を及ぼすと思われるが,

本現象のごとき信号強度が発現するとは考えられない｡

なお顎関節標本割断面肉眼観察および組織切片の観察に

おいて,狭窄部の厚さの明瞭な相違,または狭窄部で高

信号となるような肉芽組織は認められなかった｡

MR Iは任意の断層域における合成された

画像である｡ある断層域においては,対象となる被検物

の一部　　　　と非被検物の一部　　　　　　とが合

成され括画された画像が待られることがある｡つまり関

節腔や一部骨髄の　　　　　などの影響により,関節

円板の上下辺縁がやや高信号となるため　　　上関節

円板の厚径が短縮され,時に狭窄部で連続性が断たれ

た像として表れることがある｡臨床例におけるMR Iと

顎関節腔造影エックス線検査との比較25)においても,

同様の症例が観察された｡しかしながら関節円板の長

径は撮像断面が円板の長軸にはぼ平行であるため,

の影響を受け某いと考えられたo図7は関

節円板の　　　　　の影響による像の相違を示した

模式図である｡矢状断撮像断面が関節円坂厚軸に対して

傾斜している場合,その断層域では円板厚径は厚くとら

えられるが,関節腔などの関節円板と比較してやや高信

号の　　　　　が含まれることにより辺縁はやや信号

強度が増強する｡観察対象は低信号の関節円板であるた

め,関節円板厚径aはbに比べ縮小されたように観察さ

れるo　関節円板は通常,前額断では　　　　　　の形

態を皇しているため,矢状断の撮像断面が関節円仮の厘

軸と一致することは少ない｡従って,本項象は

断層域

の摩佳a'

の摩匪h'

図　　　　　　　の影響を示した模式図

の影響によるところが多いと考えられ,矢状断

MR Iにおいては関節円板はその厚径が短縮され括画さ

れる傾向にあり,時に狭窄部で連続性が断たれる.以上

の検討を考慮すると顎関節MR Iにおける関節円板穿孔

の括出は困難であると言わざるを待なく,円板穿孔の有

無に関して,顎関節腔造影エックス線検査に代わるもの

ではない｡また,高磁場MR装置を用いたところで円板

形態観察(計測)では　　　　　の影響による誤差が悪

念される他,円板硝子様変化とT lおよびT2値との関

係が定かではないことから,臨床研究におけるMR I上

での関節円板形態観察(計測　　　およびT 2値の測定

を主とした関節円板病態(主に顎関節内障)観察,および

関節円板の硝子様変化がMR I上の円仮形態に及ぼす影

響についての検討などの試みにおいて,その結果の信東

性に疑問がもたれる｡今後さらに基礎研究を加え,追試

することが望まれる｡しかし,将来さらにMRIの磁場

の安定化が得られ　　面の改善が行われ解像度が向上

し,撮像断層幅の縮小が図れれば　　　　　の影響が

除かれより精密な観察が行えよう｡

図　　　　は新鮮顎関節標本前額断のMR Iおよび

割断面写貢である｡関節円板の位置的関係に関して

MR Iと肉眼所見は一致している｡新鮮屍体における観

察において,関節円板の位置的関係では部分的に関節円

板が描出されている場合においても,ある程度の位置異

常を診断することが可能であり　　　　の正診率が待ら

れたが,形態の観察では同一画像上に下顎頭を含め関節

円仮の全貌が明敏に描画されていなければ診断が不可能

であり正診率は　　　と低値を示した｡本調査では先の

臨床的検討で述べた撮像断面の(2)の方法に酷似した

前額断撮像が行われているが,やはり関節円板の内外側

全体の描出は容易ではなく,位置的関係はある程度観察

できるものの形態の観察は困難であると考えられたo

下顎頭の形態では

および　　　　　に分楽し26'正診率を求め

たo　なお一部　　　　における下顎頭重表層の

の部分の外形とエックス線CT画像における下顎

頭皮繋骨の外形とをトレースし比較したo断層面の多少

の不一致または断層幅の相違による凹凸の程度の違いは

あるが,下顎頭の形態に関してMR Iの高い信東性が認

められたO図9は矢状断のもので,下顎項関節面の凹凸

のごとき細部までMR Iで括画されているのがわかる｡

また,図　　　　　では下顎頭高位に軽度の低后号像

が認められ, bエックス線CT画像でも同部は陰影像と

してとらえられている｡さらに割断面所見では同部は多
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図81b

図8　新鮮顎関節標本前項断のS E画像(a)および割

断面写真(b)
関節円板は重度内方に転位しており,その位

置的関係に関して一致がみられる｡しかし, M

R Iにおいて円板形態の観察は困楽であるo

少骨肥厚しており乏血性所見が待られたが,両画像ほど

肥厚したものではなく,関節面下骨組織は通常の骨髄の

ようであった｡一般に顎関節MR Iは下顎頭関節面の骨

変化に関してエックス線CTと同等の観察が行え,下顎

頭の形態観察に有用であるが,エックス線C T同様断層

画像であるため実際の割断画所見とは多少の異なりがあ
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図91b

図9　顎関節標本の矢状断SE画像(a)およびエック
ス線C T画像(b)

下顎頭の形態に関して一致がみられる｡ (皮質
骨はMR Iでは窯色, CTでは白色である｡)

るようである｡一方　　　　では骨髄腔が-様な高信号

として括画されるため骨翼の変化などの観察はでき

ないo Lかし　　　　　　ら27)は下顎頭において大髄骨

頭同様の低信号所見が散見されることから,これを

乏

血性下顎頭骨壊死)と定義し報害している｡臨床上骨薙
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を有する下顎頭高径の短縮した症例や,びらん性骨吸収

像を呈する顎関節内障を伴った顎関節症Ⅳ型症例などに

散見されるが,この病態について明確に解明されている

わけではない｡　　　　　ら28)は,下顎枝垂置骨切り

術を行った症例について検討し,この低信号所見は治癒

経過に基づく骨皮質の肥厚と骨髄腔の狭窄の結果である

と述べている｡さらに瀬上ら29)は,部位は異なるが,顎

関節症IV型において出現する低信号像については,器質

的変化に伴う骨硬化性変化などの局所の2次的骨病変を

反映したものである可能性も否定できないと述べてい

る｡顎関節MR Iで下顎頭を観察する場合,撮像断層域

が骨髄腔または周囲の関節面および骨皮薯のどの部分を

含んでいるか考慮したうえで読像する必要がある｡図9

aの関節突起起部の低信号轟は撮像断面が同部で骨皮質

を緩やかに斜めにとらえているために4じたものであ

る｡また下顎頭高径の短縮した骨皮薯の肥厚および骨髄

腔の狭窄の認められる症例では,撮像断層域が骨皮薯に

占められ,関節突起全体が低官号となることがあるo　こ

のような下顎骨の低官号像は乏血性骨壊死によるもので

はない.さらに図9 aのような下顎頭高位の低信号像は

骨硬化性変化などの局所の2次的骨病変を反映したも

の,または　　　　　　の影響であろう｡乏血性下顎頭

骨壊死の存在は未だ定かではないが,骨壊死の病態を解

明するには的確なMR I撮像および組織学的検索が必要

である｡

なお,標本割断の際,関節腔癒着性病変が疑われるも

のも認められたが　　　　上特異な所見は待られなかっ

たo顎関節腔はT l強調像では　　　　　画像(T2強

調)のごとき-様な高信号領域としては括画されず,そ

の多くは筋組織に美貢似する比較的不均一なやや低信号像

としてとらえられた｡顎関節腔は滑液に溝たされ

密度(p)は高いが,生体においては滑液が潅流

しているため信号強度は低下する｡本調査においては.

顎関節腔の一部分にやや高信号またはやや低イ言号の像が

みられるものもあったが,対象は屍体であるため滑波の

連流がないことと前述の　　　　　　の影響を考える

と,特異な像と判断することには疑問がもたれた｡ま

た,円板後部結合組織における　　　　　　　　　およ

び静脈叢の確認はMR Iにおいてはぼ可能であった

の標本で観察できた｡)が,この部位は画像では

よほどの変化でない限り病変の判別は因襲であると思わ

れた｡

以上の新鮮屍体における検討より,顎関節MR Iでは

関節円板の位置的関係の異常および円板穿孔を除く比較

的高度な形態異常,下顎頭の形態異常などの診断は可能

であるが.その解像度および　　　　　の影響などに

より関節円板の穿孔,癒着性病変および円板後部結合組織

内小病変などを括出することは困薬であると考えられた｡

〔症例検討〕

以下,顎関節MR Iにおいて,ある程度の診断が可能

であった6症例および関節円板穿孔に関する

症例の1例を供覧し,前述の蓋礎的検証の裏

付けを敢まえて顎関節MR Iの臨床応用における有用性

について検討する｡

症例1開口障害と左側顎関節部の違和感を主訴とし

た30歳女性

唆頭族倉位における左側顎関節S E画像を図10に示

す｡ 10aは下顎蟹郭における水平断画像で,下顎蟹外側

に関節円板が認められる｡　　　　矢状断画像では関

節円板前方肥厚部の位置的関係はほぼ正常であるが,後

方肥厚部は認められない　　　下顎頭長径と平行に撮像

した前額断画像では円板後方肥厚部の著しい外方転位が

認められる｡ (本画像では下顎頭の内外側極部が明瞭に描

画されている.)また　　　開閉口位　　　　　画像に

おいて最大開口位まで撮像を行ったが,下顎頭の回転お

よび滑走運動はほとんど見られない｡以上の所見より,

関節円板の外側転位　　　　　　　　　　　　　　を

伴う開口障害と診断した｡なお顎関節腔造影エックス線

検査の結果は下関節腔造影剤達人困難であり線維性癒着

を疑うとのことであった｡

症例2　可聴性　　　　を有する74歳男性

左側顎関節MR矢状断S E画像を図11に示す｡ 11aは

習慣的唆合位　　　は最大開口位である｡関節円板は変

形し前方転位しており,関節の運動に伴う移動が認めら

れず,最大開口位では下顎項の後方に位置している｡本

症例を関節円板の前内方転位

および円板の協調失調と診断した｡また

関節円板の運動がほとんど見られず,著しく肥大して描

画されていることから癒着性病変が疑われた｡

症例3　化膿性関節炎確患後と臨床診断を下した変形

性顎関節症の38歳男性

右側顎関節唆頭族合位MR前項断およびMR矢状断

S E画像を図12に示す.下顎頭は著しい変形が認められ

および　　　　　を室し　　　　　密度(p)の

高い幼若な肉芽様の高信号像およびその周囲の疲痕化し

た肉芽様の低信号像で関節空隙は満たされており,おそ

らくその下部の下顎頭表層の低信号像はpの低い添加骨
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図10　症例1唆頭族合位における左側顎関節SE画像(a水平断　　　　矢状断, C前額断),および
開閉口位　　　　　画像(d)

矢印はいずれも関節円板を示す｡

であろう｡なお,山形大学歯科口腔外科において関節空

隊における生検を行った結果は　　　　　　　　　と

のことであった｡

症例4　開口障害を主訴とした23歳女性

本患者は現在,慢性関節リウマチのため薬物療法を継

続中である｡図13aは下顎頭長径と平行に撮像した右側

顎関節習慣的唆合位前額断S E画像で,下顎頭直上,中

-55

央部から外側極に及ぶpの低い痴痕化の強い低信号斑を

内抱するリウマチ肉芽様のやや低信号な　　　が認め

られ,下顎嵩および下顎頭の境界は禾明酷で,軟骨下組

織まで及んでいる｡ 13bは同側MR矢状断画像で,外側

スライスでは同様のリウマチ肉芽様の低信号像が認めら

れ,内側スライスでは骨変化は軽微ではあるが関節円坂

は断裂をきたしたようである｡ 13Cは同価の前額断エッ
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図

図11症例2　左側顎関節MR矢状断SE画像
(a　習慣的唆合位, b　最大開口位)

クス線C T画像である｡下顎頭外側の下顎頭から側顎骨

に及ぶ骨様変雅が認められる｡ 13 dは左側MR矢状断画

像で,関節円板はほぼ正常な位置的関係にあると思われ

るが,右側と同様に疲痘化した肉芽様で,関節円板の形

態は変形している｡なお骨変化は軽微である｡ 13eは右

側　　　は左側の開閉口位MR矢状断　　　　　画像

[望12　b

図12　症例3　右側顎関節唆豪族合位MR前額断(a)

およびMR矢状断　　　画像　　矢印-▲は幼若
な肉芽様の高信号像,矢印　は周園の疲痘化し

た肉芽様の低信号像を示す｡

であるが,両側とも関節の運動はほとんど行われていな

い｡また右側下顎頭が著しく変形しているように括画さ

れている｡本症例では全身に既存のリウマチ所見が認め

られ,さらにエックス線CT所見において骨様であり,

またMR Iにおいて疲痕化の強いリウマチ肉芽様

が認められることから顎関節リウマチによる開口障害と
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図11 b

図11症例2　左側顎関節MR矢状断SE画像
(a　習慣的唆合位, b最大開口位)

クス線C T画像であるo下顎頭外側の下顎頭から側顎骨

に及ぶ骨様変化が認められる｡ 13dは左側MR矢状断画

像で,関節円板はほぼ正常な位置的関係にあると恩われ

るが,右側と同様に痴痘化した肉芽株で,閑節円板の形

態は変形している｡なお骨変化は軽敏である　　　は右

側　　　は左側の開閉口位MR矢状断　　　　　画像
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図

図12　症例3　右側顎関節唆頭蕨合位MR前額断(a)

およびMR矢状断　　　画像　　矢印-▲は幼若
な肉芽様の高信号像,矢印±は周園の戚痕化し

た肉芽様の低イ言号像を示す｡

であるが,両側とも関節の運動はほとんど行われていな

い.また右側下顎頑が著しく変形しているように描画さ

れている｡本症例では全身に既存のリウマチ所見が認め

られ,さらにエックス線CT所見において骨様であり,

またMR Iにおいて威痕化の強いリウマチ肉芽様

が認められることから顎関節リウマチによる開口障害と
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診断した｡特に右側顎関節外側部に比較的高度な軟骨下

骨組織まで榎食した滑膜　　　　が形成されており,

すでに左側においても病変が進行していた｡

症例5　顎関節腔穿刺および顎関節腔造影エックス線

検査を行った結果,滑膜炎との診断を待た22歳女性

図14は左働顎関節唆頭蕨合位S E画像である｡ 14a

MR矢状断画像では関節円板の位置的関係は正常である

が,その形態は中央狭窄部で途切れたようである｡ 14b

MR前額断画像では,下顎頭外側部で関節円仮は断裂さ

れ,下顎頭は　　　　を呈している｡同部は-様な

比較的高官号のやや幼若な肉芽様である｡本症例では両

撮像断面において関節円板断裂像が認められ,断裂部で

は倍号強度が比較的高く,しかも隣接する骨吸収が見ら

れる｡従って　　　　　　の影響とは考え丑い｡なお

顎関節腔造影エックス線検査では関節円板の穿孔は認め

られなかったo何らかの原図によって下顎頭外側部に著

しい滑膜に起因すると思われる炎症が生じ,関節円坂は

同部でほとんど肉芽に置換し,その炎症により骨吸収が
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図13　症例　　　　:右側顎関節習慣的唆合位前額断(a)およびMR矢状断　　　画像　C :同側の前額断エッ
クス線C T画像(東京歯科大学口腔外科学第2講座米津博文助手の好意による) d :左側顎関節習慣的唆合

位MR矢状断SE画像　　　　開閉□位MR矢状断　　　　　画像(e右側, f左側)矢印はいずれも癖
痕化の強いリウマチ肉芽様の低信号像を示す｡

図14　症例5　左側顎関節唆頭蕨舎位MR矢状断(a)およびMR前項断　　　画像　矢印はやや幼若な肉芽様の比
較的高信号像を示す｡

-58-



歯科学報

生じたと考えられた｡また, MR前額断面像における下

顎頭高位の低信号像およびMR矢状断画像における関節

突起前方の低信号像は,本症例では撮像の際,水平断に

おける各撮像断面と下顎頭長径とのなす角度が大きく,

しかも撮像断層域が下顎頭の辺縁よりで骨皮質を多くと

らえたために生じた見かけ上の骨硬化性変化であると考

えられ,乏血性変化(乏血性骨壊死)とは異なるo

症例6　捧癖および関節雑音を主訴とした75歳女性

図15は左側顎関節習慣的唆合位S E画像である

MR前項断画像では下項頭外側に著しい　　　　　が

図15- C

図15　症例6　左側顎関節習慣的唆合位MR前額断(a)
およびMR矢状断　　画像,東大開口位MR矢

状断S E画像(C)

矢印は癒着性病変を疑わせる低信号帯を示す｡

認められ,関節円板は中央部で断裂しているようであ

る｡　　　矢状断画像では下顎頭は　　　　　状

を室し,関節円仮は中央部で断裂されており,後方では

下寛頭と接続した低信号帯が認められ関節円仮の癒着性

病変が疑われた｡従って円板断裂または巨大穿孔を伴う

変形性顎関節症　　　　　　と診断した｡なお顎関

節腔造影エックス線検査は患者の諒解が待られず行えな

かった｡本症例では,症例3-5のような吸収を主体と

する関節空隙が開大するような骨変化を伴い,同部では

関節円板が断裂され,骨との境界がしばしば不明瞭とな

る肉芽様変化と異なり　　　　前額断画像では,普

吸収のある外側部分で関節円板は明瞭描画され

矢状断では関節空酎ま関節円板断裂部で狭く骨辺縁は

明瞭である｡また同部関節空隙の信号強度が他の関節

腔の部分とほぼ同等である｡さらに断裂の程度より

の影響とは考え薬餌､ことから円板断裂また

は巨大穿孔と診断した｡また.関節円板後方の下顎頭と

接続した低信号帯は関節円板と同程度の低信号で,しか

も鼻大開口位におけるS E撮像においても位置的変化を

認めない(図　｡さらに明瞭に描画されており,関節

腔または円坂後部結合組織との交錯がみとめられること

から　　　　　の影響または描画における　　　とは

考え丑く,癒着性病変が疑われたとした｡
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図16-b

図16　症例7　a :右側顎関節唆頭族合位MR矢

状断SE画像　b :同側顎関節腔造影エック
ス線像(東京歯科大学口腔外科学第2講座米津
博文助手の好意による)

症例7　顎関節腔造影エックス線検査において関節円

板前方転位および円板穿孔との診断を待た22歳

女性

図16 aは右側顎関節唆頭蕨舎位MR矢状断S E画像で

ある｡関節円板は前方転位しているが,連続性は保たれ

ているようである｡ 16bは顎関節腔造影エックス線検

査,下関節腔造影時のエックス線像である｡下関節腔造

影剤淫人後,上関節腔-の造影剤の漏出が認められた｡

なお, MR矢状断SE画像の他のスライスにおいても関

節円坂の連続性は保たれているようであった｡従って,

顎関節MR I検査においては円板穿孔の有無に関して,

-60

その診断は困難であると考えられた｡

顎関節MR Iは明瞭に関節円板をとらえられ,撮像断

面を白由に設定でき,関節円板の位置的関係の異常(顎

関節症Ⅲ型-顎蘭節内障

を三次元的に観察するこ

とのできる利点を有し

症例(症例1)および

症例(症例2 )において有用である　　　従

来　　　　　　　　　　　　　　症例においては,顎

関節腔造影エックス線検査の際,造影剤注入を正常解剖を

基本とした手技に準じて行うことが困難であり,その病態

を完全に把握することは容易でなかった｡さらに水晶体

への直接被爆も危慎された｡顎関節MR Iは非侵襲的であ

ると言われており,関節円仮の括出および位置的関係に

関する庸酎ま先に述べたごとくで

症例の診断に欠くことのできない検査法であ

る｡また,開閉日位のMRI撮像を行うことにより,項運

動に伴う関節円板の位置的関係の変化(運動異常)の診断が

可能である　　　　　　　　　　　　　　　　症例に

おける　　　　　　　　　　　　　　の診断はもとより,

症例2に示す関節円板が開口運動の際,下顎頭の後方に置

き去りにされたような関節円板の協調失調も容易に観察さ

れた｡

顎関節MR Iで措出される関節空隊における器薯的変

化として,感染症(症例3),関節リウマチ(症例4)とそ

の戴縁疾患および腫症などが挙げられる｡関節空隙にお

ける炎症性疾患はMR Iでは主に肉芽としてとらえられ

たo症例3は化膿性関節炎確患後と思われるが,関節空

隙における生検の結果と照合すると,関節空隊は高官号

の　　　密度(p)の高い幼若な肉芽と,その周園を取

り巻く低信号の廠痕化した肉芽で満たされていることが

検証されたo一方,症例4では, pの低い戚痕化の強い

低信号斑を内抱するやや低信号のリウマチ肉芽が認めら

れた｡しかもエックス線CT画像と比較して,リウマチ

肉芽　　　は明瞭に括画されていた｡顎関節MRIで

は窟号強度の相違によって織りなされる紋様により,上

記肉芽の判別が可能であった｡また,種々の原因から生

じた顎関節滑膜炎もその病態によってはMR Iで観察さ

れる｡症例5は顎関節腔穿刺および顎関節腔造影エック

ス線検査においてすでに滑膜炎との臨床診断を待た症例

であるが,本症例では滑膜炎は-様な比較的高信号のや

や幼若な肉芽としてとらえられた｡蔓貢関節MR Iで括出

される関節空隊におけるそれぞれの器質的変化を画像上
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で確定するには,数多くの症例検討を要するが,上記の

症例から顎関節MR Iは関節空隙における病変(器質的

変化)の診断に有用であることがわかった｡

下顎頭および側頭骨(下顎寓)の形態異常については従

来,単純エックス線,オルソパントモエックス線,断層

エックス線およびエックス線CT撮影を行い診断してき

た｡新鮮屍体における検討において,顎関節MR Iの下

顎頭形態に関する信頼性はほぼエックス線C Tと同等で

あった｡しかも　　　　は症例3-5のように関節空除

の器薯的変化とこれに隣接する骨変化を同一画像で観察

できる利点を有し,また症例6のように関節円仮の形態

異常および下顎頭の形態異常を同時に観察でき,顎関節

症IV型(変形性顎関節症　　　　　　　の診断にも有

用であった｡

一方,症例6では関節円坂後方の下顎頭と接続した低

信号の,関節腔または円板後部結合組織との交錯がみら

れる癒着様病変の発見ができ,さらに症例2では顎運動

に伴う関節円仮の位置的関係の変化(運動異常)から癒着

性病変を疑うとの診断が待られた｡しかし,顎関節

MR Iにおいて,とらえられる癒着性病変は主に関節円

板の形態異常および運動異常としてであり,直接癒着性

病変がとらえられるわけではなく,異常の重度なものは

その限りでない｡しかも新鮮屍体における検討の結果か

ら考えると　　　　では解像度および　　　　　の影

響などにより関節円板の形態異常の発見は　　　であ

り,信顧性に問題がある｡従って,癒着性病変をMR I

で確定することはできない｡しかし,侵嚢的検査前の

として顎関節MR Iは有用であると考えられた｡

症例7はMR I診断で,誤って関節円板穿孔なしとし

た　　　　　　　　症例であるo新鮮屍体における検

討で述べたように,関節円板の穿孔に関する顎関節

MRIの信東性は低い｡また,臨床例におけるMRIと

顎関節腔造影エックス線検査との比較25)でも同様の結果

が得られた｡従って　　　　は現存の解像度では直接関

節腔造影する以外,円板穿孔に関して顎開節腔造影エッ

クス線検査に代わるものではない｡しかし　　　　の関

節円板の概形形態に関する信頼性は新鮮屍体における

検討で認められており,症例6のような関節円板断裂

または巨大穿孔に関する信東性は高いと考えられた｡

MR I上で円板断裂を論じる場合,関節空隙の器薯的変

化(肉芽)により生じた見かけ上の断裂(症例5)か,

によるものか,または貢の断裂かの鑑別を

必要とする｡器質的変化により生Lじた見かけ上の断裂で

は,断裂部の吸収を主体とする関節空隙が関大するよう

93, No. 10 (1993) 979

な骨変化を伴い,骨との境界がしばしば不明瞭となり,

同部の信号強度が他の関節腔の部分と翼なることが多く

特異的である｡また　　　　　　の影響によるものは

小穿孔程度であり断裂とはなり難い｡一般に,円板断裂

または巨大穿孔のような比較的大きな形態異常はMR I

で容易に観察され,鑑別が困楽でなく,その信癌性は高

いと考えられた｡

本症例検討から顎関節MR I検査について以下の考察

がなされたo関節円板の開閉口位における位置的関係の

巽常,小さな円坂穿孔を除く関節円板断裂のような比較

的高度な円坂形態異常,下顎頭の形態巽常および関節空

隙における肉芽を主体とした比較的高度な器薯的変化な

どの診断は可能であるが,関節円板穿孔の診断は困難で

ある.また癒着性病変の確定はできないが,榎嚢的検査

前の　　　　　としては有用である｡

高磁場)の生体に及ぼす影響について明確でな

い部分もあるようだが,現行の　　　　装置において

は安全性の高い検査である(文献30)を参照)o一般に顎関

節MR Iは非皮襲的で,造影することなく関節円板を直

接画像としてとらえられることから,顎関節症の診断に

有用である｡しかも繰り返し撮像を行ってもエックス線

検査のような被爆障害の危険性はない｡また

ら31)は　　　　画像と　　　　強調)画像において,関

節腔内に　　　　　　として描出された関節内流体に

っいて報害している｡そして有病性顎関節症患者におい

て,この関節内流体と関節円仮および骨性障害との関係

について検討している｡さらに種々の顎関節症症状と

MR Iとの比較検討の報吾がなされているo顎関節症の

メカニズムを解明するために数々の研究がなされている

現在,更にMR Iの有用性は高まるであろう｡

一方　　　ではペースメーカー使用の症例,および

脳外科術後などの金属クリップを埋大した症例では禁忌

であり,また閉所において暫時静止を保てない症例,お

よび顎関節手術後でワイヤーのごとき金属を埋大した症

例では良好な画像は待られないなどの欠点を有する｡し

かも本装置は,今のところ利用できる施設が限られてお

り,末だ開発途上の装置である感がある｡しかし,顎関

節における検討においてこのように高い有用性が認めら

れており,数多くの研究に利用されていることから,今

後　　　を用いた歯科界における多方面の研究におお

いに期待が持たれる.

法を応用した関節円坂の運動異常

の動的(シネ)観察についての症例は本論文では省略し
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た｡学会話漬において8 mm映写を用いたものが散見さ

れるので,そちらを参照されたい｡

結　　　　　論

東京都老人医疲センター所有のG E社製

T MR装置を用い,以下の検討を行った.

1.健常ボランティアおよび数名の顎関節疾患患者を

対象とし　　　　　　らの癌像条件を参考に各種パラ

メーターを操作しMR I撮像を行い,関節円板の描出お

よび撮像時間を考慮し,撮像方法および条件を決定し

た｡これにより,比較的良好な顎関節MRIが得られ

た｡

2.健常ボランティアおよび顎関節疾患患者　50関節

における関節円仮の描出について撮像法別に調査した｡

S E画像において関節円板の描出がなされていたもの

は, MR前額断画像では　　　　　　矢状断画像では

であった｡　　　　　　　　　　法)画像(MR矢

状断)では　　　であった｡

また,顎関節MR I矢状断における関節円板の明敏さ

に関する調査では,青壮年者と老年者との間にはほとん

ど差は認められないが, SE画像と　　　　　画像と

の間には多少ながら差が認められた｡矢状断における

画像とS E画像との関節円板描出に関する

比較において　　　　　　画像では診断に影響するよ

うな著しい相違が　　　の症例で認められた｡

3.男性6例,女性5例,平均年麻　　歳の新鮮屍体

より,側頭骨および下顎骨を含め一塊に採取された右側

顎関節標本を　　　な状態でMR I撮像した｡標本割断

の際,関節円坂の位置的関係および形態,さらに下顎頭

の形態に関して　　　　所見,エックス線CT所見およ

び割断面所見とを比較観察した｡関節円板の位置的関係

および下顎頭の形態に関して高い信東性が認められた｡

4.新鮮屍体の顎関節MR I矢状断における関節円板

形態の調査では　　　　上の関節円坂は厚径が縮尺され

描画される傾向にあることが明らかとなった｡

5.症例検討では,関節空隙における器窯的変化は

MR Iで観察可能であることがわかった｡

以上の所見より顎関節MR Iは関節円板の位置的関係

および下顎頭の形態,また関節空隊の器寛的変化などに

関して有用な非皮嚢的検査法であるという,基礎的およ

び臨床的評価が得られたo　しかし関節円板穿孔の有無に

関してはその信頼性は低く,末だ顎関節腔造影エックス

線検査に代わるものではなかった｡顎関節のごとき細部

に及ぶ観察を対象とした場合,磁場の安定,情報収集能

力の向上　および新たな　　　　　　　　　　の模索

など今後更なる顎関節MR Iの検討が必要とされた｡

稿を終えるに臨み,多大なる櫛協力および櫛指導ならびに責

重な資料の提供を賜った東京都老人医療センター歯科口腔外科

石山直欣先生,平野浩彦先生,山口雅庸医長ならびに凌辺郁馬

部長,同核医学診断科間島寧興医長ならびに山田英夫副病院

義,同核放部-瀬信技師,老人総合研究所臨床病理大坪浩一郎

部長,昭和大学歯学部口腔病理学教室立川暫彦助教授,山形大

学医学部歯科口腔外科学講座柴田考典助教授,東京歯科大学口

腔外科学第2講座米葎博文助手,重松知寛教授,高橋庄二郎名

誉教授,ならびに各教室貢各位に厚く深謝いたします｡
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Key tLIOrds I ilIRI -TilIJ jutopL<.Y LqPPCim(,T7　-- CliTulcal (7PPlt'｡nlion.

The purpose of this study is to evaluate the temporomandibular joint-magnetic resonance

(TMJIMR) imagine. MR imagine was performed on a total of 50 TMJs in healthy volunteers

and in 30 patients. Examinations were then carried out to depict the disc and joint structures･

MR imaglng Of cadaver materials was obtained from ll fresh TMJ autopsy specimens, and

these images were compared with the observations in corresponding sections. ln addition,

clinical evaluations of the TMJIMR imaglng Were Performed in connection with basic ones･

Results

MR imaglng provided direct visualization of the disc and joint structures. Comparative

study of sectional cadaver materials revealed the great accuracy of MR imaglng. For these

reasons, the TMJ-MR imaglng Was considered clinically useful･
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