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原　　　　著-

ラット顎関節の形態発生学的研究*

-正常発生過程ならびに　　　　　　による

形成不全発生過程について-

宇野涯　秀　樹

東京歯科大学大学院歯学研究科

口腔外科学第二講座

(指導:憂松知寛教授)

年9月1日受付)

年9月7 E]受聾)

Morphogerletic Study of Rat Temporomandibular (TM) Region

-　The process of normal development and the process of

malformations induced by retinoic acid　-

Hideki UNOZAWA

The Second Department of Oral and Maxillofacial Surgery,

Tokyo Dental College

31K王制はxn i瞳　っ　　止l吊IIX蝕nEI義戦固持怨の

緒　　　　　言

顎関節はDE噛,嘆下,会話など口腔機能を営むうえで

最も重要な器官の1つである｡近年,顎関節症をはじ

め,各種の顎関節疾患が歯科臨床においてとくに淫目さ

れるようになったo顎関節疾患は奇形･発育異常,外

傷,感染症,関節リウマチならびにその歎似疾患,退行

性関節疾患,顎関節内陣,代謝性関節疾患,腫痘および

腫症類似疾患などに大別される1)が,これら各種疾患と

くに顎関節の形成不全ないし発育異常の発生機序や発生

原園,病態などを明らかにするためには,顎関節の正常

な発生過程の理解が必要であるo

顎関節の正常な発生過程に関する研究は従来,ヒト

の他,ラット　　　マウス　　　　ネコ　　ヒツジ24)

*本論文の要旨は,第3回冒本顎関節学会総会(平成2
年7月20日,東京),第4回E]本顎関節学会総会(平成3
年7月11日,名古屋),第5回日本顎関節学会総会(平成
4年7月2日,甲府)において発表した｡
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などを用いて行われている｡しかしヒトでは材料収集の

困華なことから,ヒトと顛似した発生過程を示すといわ

れるラットやマウスを用いた実験が比較的多い｡

顎関節の形成異常は単独で発生することはほとんどな

く,通常,周囲の組織または器官の形成異常を随伴する｡

顎関節の形成異常を伴う顎顔面奇形ないし症候群には,

第1鯉弓症候群　　　第1 ･第2鯉弓症候群

症候群　　　　　　　　　症候群

症候群34)などがある｡一般にこ

れら症候群では片側性あるいは両側性に下顎骨,頑骨,

上顎骨,側頭骨,顔面表情筋,唄噴筋,舌,耳下腺など

の形成禾全や発育不全が複合的に発窮しており,その発

現形式により,また他部奇形の有無などによって命名,

分類されている｡

は第1 ･第2鯉弓症候群ならびに

症候群について実験動物モデルによ

る病因論を展開している｡彼はまず妊娠マウスに葉酸括
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抗剤である　　　　を投与して胎仔に第1 ･第2鯉弓

症候≠酎こ幾似した所見を認め,その原因として第1およ

び第2鯉弓部の循環血流障害をあげた｡次いで,妊娠

ラットにビタミンAの過剰投与を行い,胎仔に

症候群に類似した奇形をおこさせ,その原因

として神経鼻綿胞死の関与を指摘した｡　　　は実験

動物における各種要図による顎顔面奇形の発生には細胞

死が関与しており,細胞の種楽と編胞死の時報によって

発現型が決定されるとし,神経塊細胞の遊走時斯からみ

て　　　　　の実験方法に対し疑問視している｡その

後,このような催奇形実験がいくらかの人々によって行

われているが,いずれの報吾でも顎楯節の各種構成器官

について詳細な検索は行われておらず,また木原基につ

いて胎4初期から経時的に観案したものはほとんどみら

れない｡

そこで著者は,顎関節の正常ならびに形成不全の発4

過程の解明を[拍勺として妊娠9日12時間の　　　　系

ラットに,ビタミンAとアルコールの複合体で,顎顔面

厘域に対して強い健奇形作用を有する

の単一腹腔内投与を行い,非投与群の胎仔にお

ける顎関節の発塗初期から顎関節の構成器官が形態を整

える期間まで,すなわち胎斬11日から　　まで24時間毎

の胎仔顔面を走査電顔的に観察するとともに,顎関節の

光顕的検索を行い　　　　　　　投与を行わない非投

与群における所見と比較した｡

実　験　方　法

1.実験動物および飼育方法

実験動物は日本塗物材料センターから入手した春期発

情期に達し,生殖を営み得る生後12週以降で,しかも体

重　　以上の　　　系ラット　　　　　　　　　　の

雌雄で,雌は未経産ラットとした｡実験に供した母獣数

は　　　　　　　を投与しない正常群72匹と投与群50

匹,合計122匹であった｡

飼料にはラット用固形飼料(MF⑪オリエンタル社製)

を用い,飲料水は自動給水方式で水遺水を自由に摂取で

きるようにした｡交尾および妊娠斯間中は良好な環境を

必要とするため,広い金婚寵で飼育し,室内は23℃前後

の恒温ならびに60%前後の恒温の条件を設定した｡また

清潔な環境を保っため,汚物は自動水洗方式とし,人の

出入りを可及的に少なくした｡なお購入した動物は実験

に先立ち,まず環境に慣れさせる目的で, 1ないし2週

間単独飼育を行った｡

2.妊娠判定

動物が環境に慣れたのち,ロルドーシス　　　　　動

作を認めた雌ラットをその性周期にあわせて5日間を限

度として雄ラットと18時から翌朝9時まで同属させた｡

妊娠時親の判定は当教室の磯谷　　北村　　重松43)の方

法に準じて行った｡すなわち腔栓の有無を2時間毎に調

査し,腔栓の確認できた時間を妊娠0日0時間とした｡

なお妊娠の確認できた雌雄ラットはその時点から別個に

飼育した｡

3.使用薬剤および投与法

使用薬剤は　　　　　　　　　-

⑪　　　　社製)である｡薬剤の投与は

trans retinoic acidlOOmg･% Stripped corn oil(CAS

一　　　　　社製)に溶解し　　　　ツベル

クリン用ガンマ線滅菌済淫射簡　　　　　　　⑪,テルモ

社製)を用いて妊娠　　　時問に　　　　　の単一腹腔

内投与で行った｡

4.胎仔の摘出法および時期

エーテル全身麻酔下に妊娠ラットの帝王切開を行い,

総着床数を謂べたのち,胎仔を子宮より加濫生理食塩水

中に摘出した.摘出時期は妊娠11日0時間より24時間間

隔で妊娠20日0時間までとした｡

5.観察方法

1)外形の観察

摘出した胎仔は,着床痕,吸収･死亡胎仔,浸軟胎

仔,生存胎仔に分賛した｡生存胎仔はさらに正常胎仔と

異常胎仔に分楽し,体重副定を行ったのち,実体顔微鏡

を用いて外形の観察を行った｡

2 )走査電子顕激産的観案

摘出した胎仔を栗部の位置で水平断した｡ただし胎轟

12日以前では第3鯉弓嚢の位置で断頭したo次いで切断

した頭部資料を　　ブルタールアルデヒドと2%パラ

ホルムアルデヒドの混合溶液に24時間以上浸活固定した

のち,適法に従い上昇アルコールによる脱水,臨界点乾

煤,金蒸着を施し,電界放射型走査電子項数産

日立製作所社製)にて加速電圧　　にて胎仔顔面を側面

より弱拡大および中拡大で観察した｡胎齢初期の資料は

第1 ･第2鯉弓を中拡大で観察した0

3 )光学顕微鏡的観察法

胎麻12日以前では全胎仔を,胎齢13日以後の胎仔では

断頭した頭部資料を10%中性緩衝ホルマリン夜で数日間

浸浅固定後,適法に従って脱灰し,パラフィン包埋後

ロータリーミクロトーム(大型回転式ミクロトーム,大

和光機社製)を用いて前額断および矢状断方向に5 p m
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の連続切片を作製し,ヘマトキシリン･エオジン

染色ならびにトルイジンブルー染色を施し鏡検したoな

お胎薗13日以後の胎仔における前額断切片は,下顎正中

癒合部から外耳の後方まで下顎頭原基の長軸と平行にな

るように作製し,矢状断切片では下顎藤原基遠心端から

下顎嵩内側面まで下顎頭原蓋の軸面と平行になるように

連続切片を作製した｡

結　　　　　果

1.外形所見

1)各胎麻期における着床数,死亡膝･胎仔数,生存

胎仔数,および外形異常発生数(義

胎　　日より胎麻20日までの　　　　　　投与を行

わない非投与群における母獣総数は72匹で,総着床数は

953匹,平均着床数は　　匹であった｡これに対して,

投与群(以下,投与薪と略す)における母

獣総数は50匹で,総着床数は435匹,平均着床数は8. 7匹

で,非投与群より少ない平均着床数を示した｡また,い

ずれの胎翻寺期でも投与啓の着床数は非投与群より少な

かった｡

死亡旋･胎仔数は非投与群では総着床数952匹中, 30

匹　　　投与群では総着床数435匹中　　匹　　　で

あった.非投与群,投与群ともに全実験斯間を通じて死

亡月丞･胎仔を認めたが,投与群の方がその発現率が明ら

表1　非投与群における母獣数,着床数,死亡膝･
胎仔数,生存胎仔数および外形異常発生数

胎齢 母獣数
総着 平均着 死亡膝 .

生存胎仔数
外形異常

床数 床 数 胎 仔 数 発 生 数

11日 6 82 13.7 0 (0) 82 (100) 0

12 日 6 81 13.5 1 (1.2) 8 0 (98.8) 0

13 日 6 80 13.3 ? (3.8) 77 (96.2) 0

14 日 6 78 13.0 2 (2. 7) 76 (9 7.3) 0

15 日 6 77 12.8 4 (5.2) 73 (94.8) 0

16 日 6 79 13.2 3 (3.8) 76 (96.2) 0

17日 6 76 12.7 2 (2. 6) 74 (9 7.4) 0

18 日 10 136 13.6 3 (2. 2) 133 (9 7.8) 0

1.9 日 10 132 13.2 6 (4. 5) 12 6 (95.5) 0

20 日 10 131 13.1 6 (4. 6) 12 5 (95.4) 0

合計 72 952 13.3 30 (3. 2) 922 (96.8) 0

( )内は百分率

1039

かに高かった｡生存胎仔数は非投与群では923匹

%,投与群では311匹　　　であった｡

生存胎仔における外形異常は非投与群では全く認めら

れなかったが,投与群では311匹中　　匹　　　の胎仔

に外形異常がみられた｡　　　　　　投与によって発

生した外形異常の主体は脳ヘルニアの脳裏常と下顎低形

成,鼻上顎低形成,上下顎低形成,外耳低形成および口

唇裂などの顔面異常を含む頭部異常であったoなお四肢

および脊椎管にも異常の認められるものがあった(義

3)｡

2)塗存胎仔の体重(表4)

非投与群における生存胎仔の平均体重は胎麻11日では

であり,その後,胎麻が進むにしたがって漸次

増加し,胎薗20日では　　　　であった｡一方,投与

表　　　　　　　　投与群における母獣数,着床
数,死亡膝･胎仔数,生存胎仔数および外形異
常発生数

胎齢 母翫数
総 着 平均 着 死亡屡 . 生 存 外形異常

床数 床 数 胎 仔 数 胎仔数 発 生 数

11日 5 45 9.0
9 36 28

(20.0) (80.0) (77.8)

12 日 5 47 9.4
10 37 28

(2 1.3) (75.7) (75.7)

13 日 5 43 8.6
9 34 27

(20.9) (79.1) (79.4)

14 日 5 42 8.4
ll 33 26

(26.2) (73.8) (78.8)

15 日 5 45 9..0
ll 34 28

(24.4) (75.6) (82.4)

16 日 5 44 8.8
12 32 25

(2 7.3) (72.7) (78.1)

17日 5 43 8.6
13 30 24

(36.2) (69.8) (80.0)

18 日 5 42 8.4
14 28 23

(33.3) (66.7) (82.1)

19 日 5 43 8.6
17 26 23

(39.5) (60.5) (88.5)

20 日 5 41 8.2
18 23 20

(43.9) (56.1) (87.0)

合計 50 435 8.7
12 4 3 11 252

(28.5) (72.5) (8工 0)

( )内はー百分率

-49-
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表　　　　　　　　投与群における外形異常発生

頻度

胎 麻
衰貢 部 異 常

他 部 異 常 生 存 胎仔 数

脳 異 常 顔 面 異 常

11 日 28 (77.8) 26 (72.2) 5 (13.9) 36

12 日 28 (75. 7) 26 (70.2) 5 (13.5) 37

13 日 27 (79.4) 25 (73.5) 6 (17.6) 34

14 日 26 (78. 9) 23 (69.7) 5 (15.1) 33

15 日 28 (82.4) 25 (73.5) 5 (14.7) 34

16 日 25 J(78. 1) 24 (75.0) 4 (12.5) 32

17 日 24 (80. 0) 23 (76.7) 5 (16.7) 30

18 日 23 (82. 1) 2 0 (71.4) 4 (14.3) 28

19 日 23 (63. 9) 2 1 (80.8) 5 (13.9) 36

20 日 20 (87. 0) 17 (73.4) 寸) ､23

合 計 252 (78. 0) 23 0 (73.4) 48 (14.9) 323

( )内は百分率

解の平均体重はいずれの胎齢時期でも投与群は非投与群

より低い平均体重を示し,胎麻11日非投与群では3.9

mgであり,その後,非投与群と同様に漸次増加し,胎

麻20日では　　　　であった｡

2.走査電子顕微鏡所見

1)非投与群

胎麻11日より全ての胎仔において,第1,第2鯉弓が

観察される｡その後,前方および上方への良好な発育が

諸められ,胎麻　　では第1鯉弓は上顎突起および下顎

突起へと分化し,前頭突起,内外側鼻突起も形成されて

いる｡耳管の開口部は胎齢11日では第2鯛弓の背側2/3

の位置に存在するが, 12日ではこれが上方に移動してい

る｡しかし前後的位置はほとんど変化はみられない｡胎

薗初期より耳管の存在を欠くものは1例もみられない

(図上　21｡

胎麻13日では全ての胎仔で第1,第2鯉弓は発育,分

化しているoそして上下顎,外鼻孔,眼球などの話若宮

がかなり明酷となっている｡胎麻13から　　頃では前方

への発育量があまり大きくなく,亮貢丁嘉部の上方発育が顕

著で側貌は全体として上下,前後の長径がほぼ等しい正

方形の形を呈しているo胎齢15日および16日では上下顎

は上方より前方-の発育室が比較的大きく,特に上顎に

おいてはその傾向が著明である｡さらに頭頭部の上方発

育室が少ないため,側貌は前後方向に長いo耳介の形成

表4　各胎敵対における生存胎仔の平均体重

非 投 与 群 投 与 薪

体 重 体 重

胎 齢 M e a n S D M e a n S ]〕

1 1 日 4 . 3 0 . 6 3 . 9 * 0. 8

1 2 日 26 . 2 3 . 4 2 0 . 3 * 0. 7

1 3 日 6 5. 8 6 . 1 5 2 . 8 * 6. 7

1 4 日 1 52 . 4 l l. 9 12 2 ` 4 * 1 2. 3

1 5 日 5 1 1. 3 3 8 . 7 48 3 . 6 * 4 1. 2

1 6 日 1 1 23 . 8 10 1. 6 9 78 . 6 * 9 9. 8

1 7 日 1 6 72 . 8 14 3 . 2 1 3 18 . 4 * 1 1 2. 2

1 8 日 2 0 1 9. 2 18 8 . 5 1 8 16 . 6 * 1 6 3. 9

1 9 日 2 5 7 7. 8 19 6 . 7 2 3 18 . 7 * 1 7 6. 2

2 0 日 3 1 4 9. 9 2 1 1. 2 2 9 72 . 2 * 2 0 2. 6

･ :非投与群と危険率1%で有意差あり

は胎薗12日まで全くみられないが,胎麻13日より耳管開

口部の周囲に小隆起として観察され,胎薗15日頃からそ

の形態が明源となっている.その垂直的な位置は末だ下

顎下線付近である(図　　　　　｡

胎麻17日から18日では下顎の著明な前方発育が認めら

れる｡同時斯における外耳孔一鼻尖間距離,ならびに外

耳孔-オトガイ先端部間距離の平均値はそれぞれ

である.眼醸部周囲は皮膚組織で被覆さ

れているo耳介は上下的な発育が東署となり明瞭に観察

され,垂直的な位置も口裂部付近まで上昇している｡胎

麻19日では上下顎に著しい発育の差は認められない.耳

介の垂直的な位置はほぼ下顎相当部となっている(図

○

投与群

第1,第2鯉弓の発育が非常に悪く,一部の胎仔では

胎麻11日において第2鯉弓が全く形成されない｡第1鯉

弓が無形成であった胎仔は1例もないが,その形成状態

はきわめて不良で,非投与啓に比べ著しい滅形成が認め

られる｡頭部神経管の破裂が観察され,前頭突起の前方

発育が不良で,全体として頭部は非投与群に比べ縦長で

ある｡胎麻12日では上顎突起と下顎突起が明瞭に観察さ

れるが,鼻上顎体､下顎ともに非投与群に比べて前方へ

の発育状態が劣っている｡外耳では,胎麻11日に耳管の

開口部が観察されるが,第2建弓無形成の胎仔では耳管

-　50-
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図1非投与群　胎麻11日　走査電顔中拡大像
bar-430pm

図2　非投与群　胎麻　　　走査電薗弱拡大像
bar-750pm

図3　非投与督　胎　　日　走査電顕弱拡大像

bar-1000pm

図4　非投与群　胎轟14日　走査竃顕弱拡大像

bar-1500pm

凡　例

1 :第1鯉弓　　　2 :第2鯉弓　　A:耳管　　　　　上顎突起　　　　　下顎突起
N:外側鼻突起　MX:上顎　　　MN:下顎　　E:外耳

開口部が痕跡的にしか観察されない｡開口部の位置は非

投与群とほぼ同様である(図　　　｡

胎齢13日では上下顎,外鼻孔および眼球が明瞭となっ

ているo　しかし鼻上顎体,下顎ともに前方への発育が不

良である｡また頭部神経管破裂により脳ヘルニアの状態

が観察される｡胎齢14日では非投与啓に比してやや縦長

な頭部を示しているものの,全体の側貌としてはそれほ

ど著明な差はみられない｡耳介は胎轟12日までは全く観

察されず,一部の胎仔で胎齢13日より僅かに観案される

が,弱拡大像では周薗組織との判別が困兼である.その

後胎麻の増加とともに耳介の形態が明療となるが,その

形成状態がきわめて禾良である(図　　胎麻15から16日
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図5　非投与群　胎麻15日　走査電顕弱拡大像
bar-1500pm

図6　非投与群　胎麻17日　走査電顕弱拡大像

bar-1500FLm

図7　非投与群　胎麻19日　走査電顕弱拡大像

bar-1500pm

では鼻上顎体の前方発育が非投与群に比べて劣ってお

り,胎麻17日になっても全体として正方形に近い側貌を

呈しているo外耳孔-鼻尖間距離,外耳孔-オトガイ端

図8　投与群　胎齢11日　走査電顔中拡大像

bar-380FL m

lト:第二鯉弓形成不全

仁:頭部神経管破裂

図9　投与群胎麻　　　　走査電顕中拡大像

bar-500FLm

◆- :頭部神経管破裂

距離の平均値は　　　　　　　　　でそれぞれ非投与群

に比べ低い値を示していた｡また鼻上顎体ならびに下顎

の形成禾全や舌を突出させている状態が多く観察され

るo胎齢17日では投与群においても耳介は弱拡大像で明

瞭に確認できるが,非投与群に比べその形成状態は不良

で,中には副耳の形成を伴う胎仔が観察される｡しか
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図10　投与群　胎齢14日　走査電疎弱拡大像

bar-1500pm

L,外耳の形成を全く欠くもの,すなわち無耳症を呈す

るものは1例も認められない｡外耳の垂直的な位置は,

非投与群に比べその位置が低いもの,すなわち耳低位を

確認した胎仔が比較的高い割合で観察される(図11)｡

胎麻18日頃より非投与群と同様,下顎の前方発育がみ

られるが,その発育量は小さい｡胎麻19日では上下項と

も著しい発育の差はみられないが,中顔面,下顔面とも

に前方発育が悪く,前後径は非投与群に比べて短い｡そ

の後は出産直前まで伽貌の著しい変化はないo外耳は胎

齢　　頃までその垂産的な位置が上昇するが,非投与群

に比べ耳介の形成状態は不良で垂直的な位置も若干低い

(図12上

表5は　　　　　　投与群における外形異常の種類

と発生頻度を示したものである｡胎齢11から12日では頭

部神経管破裂が観察され,その発寛率はそれぞれ

であったo　また第1､第2鯉弓にもそれぞれ

形成不全が認められ,胎麻11日に第1鯉弓に形成不全が

みられたものは15例中12例　　　　　第2鯉弓にみられ

たものは15例中13例　　　　で,これらのうち第2櫨弓

が無形成であったものは4例　　　　であったo　しか

し,第1鯉弓が全く形成されなかった胎仔は1例も存在

しなかった｡胎齢13日から胎薗初期の頭部神経管破裂に

よる脳ヘルニアが観察され,以降胎麻親全般にわたり外

形異常のみられた胎仔には全例脳ヘルニアが認められ

たo　同時期より外耳の形成不全が-部の胎仔で観察され

る｡上下顎低形成,鼻上顎低形成は胎麻15から16日頃よ

1043

り徐々に認められるが,非投与群との顕著な違いが観察

されるのは胎齢17日以降であった｡胎麻　　以降では脳

ヘルニア,鼻上顎低形成,上下顎低形成,外耳形成不全

および耳低位の全てを伴う胎仔が出場していた｡胎麻17

日における外形異常の発現率は脳ヘルニア　　　　鼻上

顎低形成　　　　上下顎低形成　　　　外耳形成不全

このうち副耳の形成を伴うもの　　　　耳低位

で以後胎齢20日までそれらの出現率に著しい変化

は認められなかった｡

図11投与群　胎齢17日　走査電顕弱拡大像
bar-1500pm

図12　投与群胎麻19日　走査電顕弱拡大像
bar-1500,um

3.光学顕微鏡所見

1)非投与群

種々の胎麻時期に摘出した正常胎仔の顎関節を光学顕

微鏡弱拡大で観察すると,顎関節の発育段階を次の5斯

-53-



1044 宇野涯:ラット顎関節の形態発生学的研究

表　　　　　　　　投与群における外形異常の種
幾および発生数

胎麻
頭部神経 第 1鯉弓 第 2 鯉弓 上顎突起 下顎突起 検 索

管 破 裂 形成不全 形成不全 形成不全 形成不全 胎仔数

11日
12

(80.0)

12

(80.0)

13

(86. 7)
15

12 日
13

(86.7)

12

(80.0)

ll

(73.3)
15

合計
25 12 13 12 ll

30
(83.3) (40.0) (43. 3) (40.0) (36.7)

胎麻
脳 鼻上顎 上下顎 外耳形成

耳低位
検 索

ヘルニア 低形成 低形成 不 全 胎仔数

13 日
12 3 2 4 3

15
(80.0) (20.0) (13. 3) (2 6.6) (20.0)

14 日
13 4 3 3 3

15
(86.7) (26.6) (20. 0) (2 0.0) (20.0)

15 日
14 6 5 5 3

15
(93.3) (40.0) (33. 3) (33.3) (20.0)

16 日
13 7 5 5 4

15
(86.7) (46.7) (33. 3) (33.3) (26.6)

17 日
12 ll 10 9 8

15
(80.0) (73.3) (66. 7) (6 0.0) (53.3)

18 日
13 12 ll ll 9

15
(86.7) (80.0) (73. 3) (73.3) (60.0)

19 日
12 ll 10 10 9

15
(80.0) (73.3) (66. 7) (6 6. 7) (60.0)

20 日
13 12 10 10 9

15
(86.7) (80.0) (66. 7) (66. 7) (60.0)

合計
102 66 56 5 7 48

120
(85.0) (52.5) (46. 7) (4 7.5) (40.0)

( )内は百分率

に分顛できた｡

:間葉糸田胞未集積期

間菓細胞集積期

石灰化開始期

上関覇腔形成期

下関節腔形成期

(ll stと　　　図13,仕15)

顎関節相当部にいまだ問葉編胞の集積がみられない時

親である｡

顎関節相当部に未分化な戴円形の間葉細胞が散在し,

-　54

図13　非投与群　　　　胎薗11日　前額断光顔

像
H･ E染色(×

図14　非投与群　　　　胎齢　　　矢状断光融

像

H･E染色(×

凡　例

1 :第1鯉弓　　　　　　　上顎突起
2 :第1鯉弓　　　　　　　上顎突起
A :耳　管
C :下顎(原基)
T :側頭骨(原基)

MC :メッケル軟骨(原蓋)
D :関節円坂(原基)
P :外側翼実筋(原基)

F :下顎雷
U :上関節腔
L :下関節腔
CA:関節包
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図15　非投与群　　　　　胎薗12日　前額断光顕
像
H･ E染色(×

図16　非投与群　　　　　胎献　　　前額断光東

像
H･ E染色(×

それらが細胞寛の突起で互いに結合しているが,細胞間

腔は広く,多数の空胞形成を認めるo細胞密度は低く,

編胞の配列状態が不壊別で周園との判別は困楽である｡

同部には血管成分は全く認められない｡

メッケル軟骨原蓋相当部にも間菓細胞の集積は全くみ

られない｡第1鯉弓部の内方に耳管が存在している｡

図17　非投与群　　　　　胎麻14日　前額断光顔
像

H･ E染色(×

図18　非投与群　　　　　胎齢15日　前額断光政

像
H･E染色(×

図

顎関節相当部に問葉細胞の集積が認められる時期であ

る｡

下顎頭原墓相当部に比較的大きな間葉細胞が集積して

おり,間葉細胞の形態は美頁円形から屋形-と変化してい

る0本原基は外周には硝子様軟骨がみられ,その最外層
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図19　非投与群　　　　　胎麻16日　前額断光豪

傑

H･E染色(×

図20　非投与群　　　　　胎敵　　失状断光顕
像

H･ E染色(×

は線維芽細胞で被覆されている｡

側頭骨原基における下顎嵩相当部には,大型で歎円形

を呈する間葉細胞が数層にわたって集積しており,周囲

に血管が存在している｡また一部に下顎頭原基と同様

に,空砲形成ならびに線維芽細胞で固まれた軟骨細胞が

みられ,下顎項原蓋の内側に相当する部位では軟骨芽編

胞が数層にわたって配列している0本　　　では,下

顎高相当部は全体として平坦で嵩を形成していないO

側頭骨原基頑骨突起相当部にも大型の間葉細胞の集積

と細胞密度の増加,軟骨細胞および骨芽綿胞の出場が認

図21非投与群　　　　　胎薗　　前額断光来
像

H･E染色(×

図22　非投与君　　　　　胎麻17日　矢状断光薗

像
H･ E染色(×

められるが,骨化はみられない｡

メッケル軟骨は,下顎頭原蓋の下内方に間葉細胞が全

体として円形に集積することによって確認される｡同部

の抽胞間腔も広いが,空胞形成はわずかである｡

また,関節円板原基が下顎頭原義の外上方に間葉細胞

の集積として観察され,線椎芽細胞が数層の束となり周

囲から判別できるが,その範薗はいまだ狭いo前額断切

片では耳管は下顎頭原基の後方に観察される｡

(31　　　　　図19.　　　上　22. 23)

顎関節に石灰化のみられる時期である.
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図23　非投与蔚　　　　　胎麻17日　矢状断光薗
像

トルイジンブルー染色(×

下顎頭原義には全体にわたって軟骨細胞が観察され,

その最外層は数層の線維芽細胞によって被覆されてい

る｡この線維芽細胞層は下顎頭棲部で鼻も厚く,内外側

では薄くなっている｡下顎頭の下方部では本細胞層がみ

られず石灰化が開始しており,軟骨内骨化の状態を呈し

ているo　また下顎頭頂部の肥厚した線推芽細胞層の下方

に線推細胞および軟骨細胞がみられ,一部で石灰化が認

められる｡また下顎頭内外側でも石灰化がみられ,特に

内側では軟骨膜の形成が確認される｡さらに下顎頭原基

の外方に唆筋.内方に内伽巽突筋,前方に外側翼突筋が

形成されている｡

側頭骨原義下顎高相当部の最表層をなす部位には線維

芽編胞が残存しているが,中央部には石灰化がみられ,

その周辺部に骨芽細胞が,さらにその外周に線維芽細胞

が観察される｡また内側には線絶細胞が出現して,軟骨

膜が形成されている｡

側頭骨原義頑骨突起相当部では,顎関節構成器官の各

原基の中で骨化が最も進んでおり,多くの骨髄腔が形成

されている｡しかし線維性結合織が一部に残存しており

上顎骨との完全な骨癒合は認められない｡

メッケル軟骨には空胞形成が多数観察され,さらに軟

骨細胞が全域に出現し,成熟度を増している｡

関節円板原義における線維芽細胞層は厚くなり,それ

らが下顎頭原義の外上方に塊則正しく配列しているが,

線維組織としては未成熟な状態であり,下顎頭原基との

境界も不明瞭である.上下顎関節腔相当部は　　　　に

比べると間葉細胞が索租となっているが間桑細胞の完全

な消失はみられない｡

1047

図

関節円板原基の上方に,上関節腔の形成が明酷に認め

られる時期である.

下顎頭原基は全体にわたって石灰化をきたしている｡

下顎頭下方部より将来の下顎頭部付近まで軟骨内骨化が

譜められ,特に中央部の軟骨細胞は大きい｡下顎頑頭部

は数層の線維細胞を残して旺盛な線推性骨化を示し,内

外側では骨膜性骨化がさらに進行しており,特に内側に

おいてその傾向が顔著である｡

側頭骨原蓋では軟骨細胞の数が減少し欧骨基寛が増加

図24　非投与群　　　　　胎　　目　前覇断光顕

像
H ･ E染色(×40)

図25　非投与啓　　　　　胎麻18日　矢状断光顕
像

H･E染色(×
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図26　非投与群　　　　　胎麻18日　矢状断光顕

像

トルイジンブルー(×

図27　非投与群　　　　　胎齢1鋸]前額断光顕

像

H ･ E染色(×40)

の形態も　　　に比べて若干大きくなり,その周囲は

一層の線稚細胞層で固まれている｡

関節円板は　　　層の線維細胞の束となって下顎頭

頭部から分離し,外側に向かうに従いその厚みを増して

いる.関節円板の慮外側部は頑骨突起部の下方で疎な線

維性結合織と連絡しており,同部に関節包が形成されて

いるoまた矢状断切片において下顎肇相当部に外側翼突

筋の筋膜が連絡しているのが観察される｡

しかし下関節腔は本　　　では観察されず,問菓糸田

胞が内部に多数残存している｡

図

関節円板がほぼ完成し,その下方に下関節腔が明瞭に

認められる時期である｡

下顎頭原基の下方部には軟骨内骨化が進行しており,

一部に線維組織を認める.下顎頭頭部の線維性骨化もか

なり進行している｡下顎頭頭部最表層における線維層は

2-3層でその下方部は軟骨細胞層に移行している｡内

外側ともに骨膜からの骨葉の添加が旺盛で骨髄腔や血管

が多く認められるoまた周囲の唆筋,内外側翼突筋はそ

の形態が明酷にっているO

側頭骨原基は骨化が進んでおり,骨髄腔や骨翼も著し

くその数を増しているo特に下顎嵩内側は骨髄腔の形成

が著明で　　　　に比べ下顎雷はかなり深くなり,頑

骨突起部でも骨化が進行している｡

して,下顎雷の内柳および上方では骨髄腔が形成されて

いるo下顎雷の関節面に相当する最表層部では線纏綿胞

が規則正しく2-3層に配列している｡またこの線維層

に連なり,側頭骨の外側面にも規則正しい線維綿胞層の

配列が認められる.

頑骨突起部は上顎骨と完全な骨癒合をきたしており,

骨翼の形成が認められる｡

メッケル軟骨の内部には軟骨細胞が多数充満し,編胞

-　58　--

図28　非投与群　　　　　胎齢20日　前額断光政

像

H ･ E染色(×40)
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図29　非投与群　　　　　胎麻20日　前項断光顕

像

トルイジンブルー染色(×40)

図30　非投与群　　　　　胎麻　　　矢状断光顔
像

H･E染色(×

メッケル軟骨周囲の線維層は厚みを増しているが,内

部の軟骨細胞の状態は　　　と比べ明らかな違いは認

められない｡

関節円仮原義は前額断,矢状断切片ともに中央部が最

も薄く,両端に向かうに従って若干厚みを増している｡

しかし部位による厚径差はさほど明らかではない｡

1049

上関節腔は幅広くまた関節包が明酷に認められる｡

非投与群の各胎麻時親における各種　　　の出場塵

度は,胎麻11日および12日では　　の胎仔が

を示し,胎薗13日の一部まで同　　　を認めたが,脂

麻14日から　　の胎仔が　　　　の発育段階を示し

た｡　　　は胎麻　　まで続き,同時斯でも　　の

胎仔が　　　　に該当していた.胎齢16日になると100

%の胎仔が　　　　の発育段階に進み,同　　　は胎麻

18日においても　　　の胎仔に認められた　　　　　は

胎齢18日より一部の胎仔に出現するようになり,これが

鼻も高い出場率を示したのは胎齢19日で　　　であっ

た｡　　　は胎麻19日から胎麻20目の間で　　　から

へと急激に出場率が高くなっていた(表6).この

ことから　　　　から　　　　への移行はきわめて短斯

間でおこるものと思われる｡

表6　非投与群における顎関節の発育段階と胎麻

との関係

脂 .齢 ∴

S ta g e

∴
二J2 3 4 6 合 計

11 日 `
35

(100)
35

12 日
40

(100)
40

13 日
3

(7.5)

3 7

(92.5)
40

14 日
33

(100)
33

15 日
32

(100)
32

16 日
31

(100)
31

17 日
31

(100)
3 1

18 日
41

(91.8)

4

(9.2 )
45

19 冒
34

(85.0)

6

(15.0)
40

20 日
5

(12.8)

36

(8 7`4)
41

合 計
78 102 103 43 42

368
(21.2) (2 7. 7) (28.0) (ll.7) (ll.4)

( )内は百分率
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以上より非投与群の胎仔では,胎齢の増加に伴って

の進行したものが増加し,顎関節が射り的に形成

されるといえる｡

投与群

図3工

第1 ,第2鯉弓の外層をなす未分化問葉細胞の配列状

態は不壊則で,一部に壊死細胞が認められる｡

顎関節相当部には非投与群と同様に間葉細胞が存在す

図31投与啓　　　　　胎麻11日　前額断光政像
H･E染色(×

図32　投与群　　　　　胎齢11日　矢状断光顕像
H･ E染色(×

るものの,非投与群と比べて細胞密度は低く,細胞配列

も不壊則であるo細胞間腔は広く細胞質の突起で相互に

連絡しているが,非投与群に比べると細胞質突起の数は

少ない｡メッケル軟骨原墓相当部には,間葉細胞の集積

が全くみられない｡耳管の形成状態は非投与群と同様で

第1鯉弓の内側に観察される｡

図

下顎頭原墓相当部には間葉細胞が集積しているが,そ

図33　投与群　　　　胎麻11日　矢状断光画像
H･ E染色(×

図34　投与群　　　　　胎麻12日　前額断光政像
H･ E染色(×
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図35　投与群　　　　　胎薗　　　前額断光顕像
H･ E染色(×

図36　投与群　　　　　胎麻14日　前項断光顕像
H･ E染色(×

の集積範囲は非投与群より明らかに狭く,個々の細胞の

分化度も低い｡ただし非投与群と同様に集積している問

葉編胞は類円形から楕円形,屋形-と変化している.ま

た空胞形成や欧骨細胞も観察されるが,それらの数は非

投与群に比べて少ない｡さらに下顎頭原基の外周に硝子

様欧骨が形成されているものの,空胞形成の範囲は狭

く,軟骨細胞の数も少ないoなお非投与群の下顎頭磯部

はメッケル軟骨の外上方に常に位置しているのに対し

図37　投与群　　　　　胎麻15日　前項断光顔像
H･ E染色(×

て,投与群ではそれは外下方に位置している｡

側頭骨原義下顎首相当部にも間葉細胞が集積している

が,非投与ま酎こ比べて集積範囲は非常に狭い｡集積して

いる間葉細胞は　　　のものに比べて大きいものの,

分化程度は非投与群に比べて低く,線維芽細胞の数も少

ない｡

側頭骨原基頑骨突起相当部にも非投与群と同様に間菜

細胞が集積しているo　しかし,これら綿胞の集積範囲や

細胞密度は低く,間葉細胞が痕跡的に出現しているにす

ぎない胎仔もあるoまた滅形成が東署で,問葉細胞の集

積がみられるのみで,軟骨細胞化の全く生じていない胎

仔も存在している｡

メッケル軟骨は問葉細胞の集積として一部の胎仔で認

められるが,非投与ま酎こ比べてその出現頻度は低いo同

部の間菓細胞は　　　に比べて大きく,形態も楕円形

を呈しているものの,軟骨細胞化は認められない｡空胞

形成は非投与群と同様に本　　　より観察される｡

関節円仮原基は下顎頭原基の外上方に間菓細胞の集積

として観察され,線維芽細胞が数層にわたり存在してい

る｡しかしその範園は非投与群より狭く,線維組織とし

ては未成熟な状態にある｡

図

下顎頭原蓋の全域にわたって欧骨細胞が出現し,その

外周を線椎芽細胞が被覆している｡また一部に石灰化が

認められるが,その範囲は非投与群に比べて狭い｡唆

筋,内側翼実筋ならびに外側翼突筋の各筋群の筋束も小
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図38　投与群　　　　　胎麻16日　前額断光顔像
H･E染色(×

図39　投与群　　　　　胎麻17日　前額断光轟像
H･E染色(×

さく,未成熟である.下顎頭頭部には線維性骨化がみら

れるものの,その範囲は狭く,線維細胞がかなり残存し

ている｡また非投与君羊に比べて軟骨膜の出場程度は弱

く,内外側の骨漠性骨化が劣る｡

側頭骨原蓋下顎高相当部には石灰化が始まっている

が,その程度はきわめて弱く,線維芽細胞が数多く残存

しており,軟骨膜や骨髄腔の形成は全くみられない｡さ

らに側頭首に相当する部位は低形成を示し,側豆亘筋とな

図40　投与群　　　　　胎麻17日　矢状断光顕像
H･ E染色(×

る筋束も少ない｡下顎音の深さは非投与群に比べて浅

く,中央部には骨芽細胞が散見されるが,その数はごく

塵かで,骨髄腔および軟骨膜の形成はみられない｡

柳頭骨原基頑骨突起相当部における軟骨綿胞はその数

が著しく少なく,大部分が線推成分で,石灰化は全くみ

られないo　この部位の発育状態は顎関節構成器官の各原

基の中で最も不良である｡

メッケル軟骨は軟骨細胞化がかなり進行しており前後

径が短い以外には,非投与薪と比べて著しい相違はな

い｡

関節円板原義では線維芽細胞が数層にわたって塊則正

しく配列されているが,非投与群に比べるとその範囲は

狭く,線維組織としては未成熟な状態であり,下顎頭と

の境界は不明瞭であるo関節円仮盾基の上下の上下顎関

節腔相当部では　　　　に比べて間菓細胞が減少してい

るものの,残存する細胞数は非投与群よりも若干多いO

伸　　　　　図41, 421

下顎頭原蓋では下顎頭下方部から下顎栗部まで非投与

群と同様に軟骨内骨化が出場している.下顎頭磯部には

線推性骨化が認められるが,線推細胞は非投与群よりも

数多く存在し,線椎細胞層が厚い｡下顎頭内外刺には軟

骨膜が存在し,骨膜性骨化が進行している｡しかし全体

として下顎頭から下顎角間の距離は非投与群に比べて短

い｡

側頭骨原基は低形成が著しく,下顎高相当部には線維

細胞がかなり残存し,軟骨細胞は僅かにしか認められな

いo側頭骨の形成が多少進んだものでも,石灰化の程度

はきわめて低い｡頑骨突起部には線維細胞や軟骨糸田胞が

多数残存しており,石灰化も少なく,骨癒合は全く認め

られない｡
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図41投与群　　　　　胎齢19日　前額断光顕像
×

図42　投与群　　　　　胎麻20日　前額断光顔像
H･ E染色(×

メッケル軟骨は非投与啓と同様に内部に多数の軟骨細

胞を含んでおり,周囲に線維層が存在するものも観察さ

れる｡しかし,前後径は非投与群に比べて短い｡

関節円板原基は下顎頭1萎部付近に2 - 3層の線維芽細

胞の束として認められるが,その厚径は非投与群よりも

小さく,上関節腔も形成されているものの,その大きさ

も小さい｡下関節腔は本　　　では観察されず,間葉

細胞が多数残存している.

図43　投与群　　　　　胎齢20日　前額断光顕像
H･E染色(×

図44　投与群　　　　　胎麻20日　前額断光顕像
トルイジンブルー染色(×

図

下顎頭原基の下方部には欧骨内骨化が,下顎頭頭部に

は線維性骨化が進行しているが,非投与群に比べるとこ

れら骨化の程度はやや劣る｡一部の胎仔では下顎頭の形

成がきわめて少なく,特に下顎頭磯部においてその傾向

が著明である.下顎頭内外側の骨膜性骨化は非投与啓と

ほぼ同程度で,骨髄腔の形成もみられるo内側翼突筋の

発育状態は非投与群とあまり違いがみられないものの,
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唆薪ならびに外側窒突筋の発育状態は非投与群よりも低

下している｡

側頭骨原基における下顎嵩には末だ軟骨綿胞や線維成

分が観察され,骨化の程度は非投与啓に比べて低い｡ま

た骨翼の形成はみられず骨髄腔の形成も著しく少ない｡

頑骨突起部には線維細胞が多く残存しており,石灰化も

少なく,骨癒合も全く待られていない｡しかしメッケル

軟骨は前後径の短縮以外,非投与群との大きな相違を示

さない｡

関節円板は非投与群よりもやや薄く,形態も全体とし

て平坦である｡上関節腔は　　　　に比べて広くなり,

下関節腔も形成されており,関節包および滑膜の存在も

確認されるが,上下関節腔の空隙は非投与群よりも狭い｡

投与群の各胎麻時期における各種

の出現頻度は,非投与群と同様に胎斬　　および12日で

は　　の胎仔が　　　　を示し,胎齢13日の-部まで

同　　　を認めたが,その出場率は　　　と非投与群

よりも高かった｡胎齢14日および15日には　　の胎仔

が　　　　を示し,胎齢16日まで同　　　を認めた｡胎

麻　　および17日では非投与群は　　の胎仔が

3を示すのに対し,投与‡酎こおける　　　　の出現率は

であった｡胎歯18日では非投与群の-部に

4が出現していたが,投与群では全ての胎仔が

であったo胎麻19日より　　　　が観察された｡しかし

その出現慮度は　　　で非投与群に比べて著しく低下し

ていたo胎麻　　には非投与群では　　　　が出現して

いたが,投与群では全くそれを認めず,胎齢20日でもS

の出現率は　　　であり,非投与群より低い値

を示した(表7)｡

要するに全胎麻親を通じて非投与欝と同様に胎麻の増

加とともに高い　　　が漸次増加して顎関節の形成さ

れることを認めた｡しかし非投与啓と比較して,各

の出卯寺期の遅延と出場率の低下が認められた.

考　　　　　案

1.正常顎関節の発塗過程について

正常顎関節の発生学的研究はとトでは　　　　　ら3',

森永

などによって行われている｡しかしとトで

はその資料収集の困楽なことから胎生初期から連続的に

多数の資料について検索したものは少なく,ラット,マ

ウス,ネコ,ヒツジなどの動物を用いた研究が今E]まで

多く行われている0本研究ではとトと同様の顎関節発生

過程を示すラットを実験材料に用いたo

顎顔面低域の発塗には胎生期における鯉性器官が密接

に関係しており,顎関節およびその周囲組織は第1なら

びに第2鯉弓に由来することが広く知られている｡ヒト

では胎生の4- 5過の問に外部を外膝葉,内部を内族葉

で被覆される左右5対の鯉弓と鯉溝の発生が始まり,各

鯉弓の内部に神経塊編胞が移動することにより顔面発生

に関与する各突起ないし原基が形成される｡なかでも第

1鯉弓は顎骨弓と呼ばれ上顎突起から上顎骨,頑骨,刺

頭骨が,下顎突起から下顎骨が形成される.また第1鯉

弓軟骨はメッケル軟骨と呼ばれ,中耳の耳小骨のうちツ

チ骨とキヌタ骨の形成に関与するo一方,第2建弓は舌

骨弓と呼ばれ,舌骨を形成する｡また舌骨弓の背側には

と呼ばれる小丘が存在し,同部から耳介が形

成される｡そして第2鯉弓軟骨はライシェルト軟骨と呼

ばれ耳小骨のうちのアブミ骨と側頭骨の茎状突起の形成

に関与するといわれている　　｡

表　　　　　　　　投与群における顎関節の発育
段階と胎齢との関係

胎 齢

S ta g e
1 2 3 .ち 4 6 合 計

11冒
18

(100)
18

12 日
18

(100)
18

13 日
5

(29.4)

12

(80.6)
17

14 日
16

(100)
16

15 日
18

(100)
18

16 日
3

(18.8)

13

(81.2)
16

17 冒
17

(100)
17

18 日
17

(100)
17

19 日
13

(81.2)

3

(18.8)
16

20 日
8

(57. 1)

6

(42.9)
14

合 計 41 49 60 ll 6
167

(24.5) (29. 3) (35. 9) (6.6) (3.6)

( )内は百分率
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1 )顎関節および周囲組織の初期発生

顎関節および周囲組織の初期発塗についてヒトでは胎

生4週頃から第1,第2鯉弓が形成されはじめ,胎生6

- 7週で前頭突起,上顎突起,下顎突起などに分化する

といわれている45)｡ラットではとトの胎生4過が胎献11

E]に,胎生6-7週が胎麻12日頃にあたると推測され,

三木19)は　　　　系ラット顎関節の胎齢11日から生後

360日までの正常発生に関する外形ならびに光顕的観察

を行った結果,胎齢12日に下顎頭ならびに側頭骨原墓相

当部に間葉細胞の集積をみたと報告している｡

本研究では胎齢11日の全ての胎仔において第1 ,第2

建弓が形成されており,胎齢　　になると顎顔面領域の

形成に関与する各突起への分化が走査電顔側面中拡大像

において観察された｡しかし,この時親の光顕像では顎

関節構成器官の原基に相当するいずれの部位にも間葉細

胞の集積は認められず,胎麻13日になり初めて下顎頭な

らびに側頭骨原墓相当部に間葉細胞の集積がみられ,三

木の報吾とはぼ一致していた0

2 )下顎頭の発生過程

ラットの下顎頭の発生は胎薗12日ないし13日より下顎

頭原墓相当部に間葉細胞の集積が観案され,その後徐々

に細胞密度が高くなるとともに空胞形成が発現するのに

呼応して軟骨綿胞が出現し,漸次骨化が進行する｡下顎

頭原蓋全体にわたって軟骨細胞の存在が認められる時期

を　　　　　は胎献17日としているが,胎麻15日との報

吾19)もあり,報害者によって若干の相違がある｡下顎衰貢

頭部表層には初斯では硝子様軟骨が観察され,漸次線維

性軟骨へと変化をしていく｡硝子様欧骨は概ね胎麻

に線維性軟骨に変化し,軟骨基質の増加とともに骨化が

進行し,下顎頭の下方郭では軟骨内骨化が,下顎頭磯部

では線推性骨化が,そして下顎頭内外柳では骨膜性骨化

が観察されるが,その時期は胎麻17日～19日とされてい

る　仕　　　　　　　　　は　　　　系ラット生下時

の下顎頭について走査電磁的観察を行い,下顎頭の軟骨

層は数層より成るが,その境界は禾明醇であったと報告

しているo　また同時期では下顎蟹部が形態的に不明瞭で

あるという報吾もある　　｡ヒトでも生後3ヵ月頃ま

では同様な所見が観察されている6)｡

本研究でも間葉細胞の集積時期,軟骨細胞,硝子様軟

骨ならびに線稚性軟骨の出場時期は,諸家の報吾とほぼ

一致しており,また下顎頭原基各部位における軟骨内骨

化,線維性骨化および骨膜性骨化が観察された｡胎齢終

期の下顎頭の形態も諸家の報吾と同様に,下顎頭磯部の

線維層の境界や下顎蟹の形成は不明瞭であり,これらの

1055

形態の形成には顎運動の関与が示唆された｡

3 )側頭骨の発生過程

ラットの側頭骨原素相当部への間葉綿胞の集積は,下

顎頭の場合と同時斯の胎麻13日で確認されている

19)｡その後胎麻の増加とともに間葉細胞の細胞密度が高

くなり,さらに下顎藤原基と同様に空胞形成がおこり,

周囲を線維芽細胞で固まれる軟骨綿胞が出現するOそし

て軟骨原基によって側頭骨の概形が形成されるととも

に,線維性骨化がおこり,軟骨細胞が減少して軟骨基繋

が増加し,骨化が進行するo下顎官は時日の経過ととも

に徐々にその深さを増し,関節面に相対する部位に塊則

正しい線維細胞の配列をみるようになる｡そして欧骨細

胞が完全に消失する時期には骨髄腔,骨契ともに多数観

察される｡

頑骨突起部における間葉細胞の集積はやや遅れ,ラッ

ト胎仔では胎齢14日頃であるとの報吾がある｡しかしこ

の間菜細胞は骨細胞化して骨化をきたして結合組織性骨

化の状態を示すので,頑骨突起は顎関節構成器官の中で

は最も骨化が早くみられるといわれている

本研究では胎薗13日より全ての胎仔において側頭骨原

墓相当部に間薬師胞の集積を認め,胎酷15日では軟骨抽

胞ならびに骨芽細胞の出場をみた｡胎齢16日では関節面

に相対する部位に線維細胞の配列を認めたが,下顎膏は

まだその深さが浅く形態としては禾完全であった｡しか

し頑骨突起部はこの時期ですでに骨化を認める部位が存

在し,顎関節構成器官の中で最も早く骨化が観察され,

諸家の報吾と一致していた｡また胎麻19日では軟骨細胞

が完全に消失し,骨髄腔,骨翼が形成されていた｡下顎

官の関節面に相対する部位もやはり下顎頭頭部と同様

に,その形態的な成熟には顎運動の関連が推察された｡

4)メッケル軟骨の発生過程

メッケル軟骨は第1鯉弓由来の組織形成に密接に関連

することが広く知られている　　　　　　はラットの

メッケル軟骨について胎生初期から観察をし,胎麻

よりその存在を確認し,前方部は前下内方へ発育して下

顎の正中部で癒合する｡またメッケル軟骨の前方半分は

下顎体形成を,後方半分は下顎頭,ツチ骨,キヌタ骨お

よび関節円板の形成を誘導するが,喋下顎靭帯の形成に

は関与しない｡そして生後5日まではツチ骨との連絡を

みるが,生後6日では同部から分離し漸次退化言肖失す

ると報吾している｡　　　　はとトでもメッケル軟骨

の前方半分は下顎体の形成に関与すると述べている｡ま

た　　　　　　はマウスの胎麻15日においてメッケル

軟骨と下歯槽神経および外側翼突筋との連絡をみたと
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報害している｡

本研究でも諸家の報吾と同様な出場時期や成熟過程を

示し,顎関節構成器官の発生に深く関係しているのが確

認された｡

5)関節円板の発生過程

関節円板の発生も第1鯉弓に由来することが広く知ら

れているが,最終的な分化過程についてはいまだ一定の

見解が待られていない｡ヒトの関節円板の発生過程につ

いては　　　　　　の報吾が最も古く,胎児の外側巽

突筋の線維束の一部が関節円坂内を通り,ツチ骨に至る

ことから,外側翼突筋の線維束が関節円坂を形成するも

のであるとしている　　　　　　ら3)も関節円板と外側

翼突筋の鹿膜との連絡がみられたことから,関節円板は

外側翼突筋から分化するのではないかと推察している｡

さらに　　　　　も外側巽突筋は正中伽で関節円板を介

しツチ骨と連絡していることから,関節円板は外側翼突

筋の線維束が延長して形成されるとし

らと同様な説を唱えている　　　　　も関節

円板は第一鯉弓由来で外側翼突筋および唆筋を形成する

間葉細胞層からおこるとしている0 -万,阿部46)は外側

妾突筋の外側部分が関節円板の内側部分の形成に貢献し

た場合,両者の付着は成人になっても保たれているはず

であるとし　　　　　　らの報吾には一部疑問が残る

としている｡実験動物に関しては三木19)はラットでは5

-6層の線推芽編胞が下顎頭より分離することにより関

節円板が発生するとし,また植村23)もマウスを用いた実

験で同様の見解を記しているが,後述するごとく上下関

節腔発生順序に相違のあることから,ヒトと動物におけ

る関節円板の組織由来に相違があるかも知れない｡

本研究では胎麻13日に関節円板の原基に相当する部位

に間葉綿胞の集積を認めた｡しかし,それは下顎頭なら

びに側頭骨原基相当部における間葉糸田胞の集積より軽度

であった｡その後同部は胎齢15日で線維芽細胞に変化

し,線維芽細胞の層は徐々に厚さを増し,さらに線維組

織となって胎齢19日に下顎頭の最表層から分離して関節

円板としての形態を示した｡関節円板形成の時期は三木

によれば胎麻16日であり,本研究よりその時親が早かっ

たが　　　　　　　　　　　)らは胎斬19日であったと

報害しており,本研究と一致していたo関節円板は胎麻

終期でも前後,左右方向ともにほぼ平坦な形態で,関節

円板としての特徴的な形態を呈するのはラットでは生後

25日頃であるとされている　　　本研究でも胎薗終期

では関節円板は前額断,矢状断方向とも全体としてはぼ

平坦な形態であった｡このような結果は顎運動との関連

が考えられ,その活動が盛んになるのが出生後であるが

ために関節円板の形態的成熟には生後ある程度の時間を

要すると推測される｡

6 )顎関節腔の発生過程

顎閑節腔の発生については,胎生後期に関節腔相当部

に組織液が貯留し,吸魔運動等により組織に裂隊が生じ

るために形成されるとする裂除説　と,関節腔相当部

に存在していた間菓細胞は融解,消失するように運命づ

けられており,その結果関節腔が形成されるとする融解

読ll)とがある｡また上関節腔と下関節腔の間には発生時

親に若干の時間差が存在し,また形成服序も劫物の種に

よって異なるようであるo　ヒトでは胎生12週の終わりか

ら13週の初めに下関節腔相当部の内部に問葉細胞の存在

を認めるものの索粗となり,綿胞間腔が広がるO　この状

態を森永5)は原始関節腔と呼び顎関節腔発生の開始とし

ている｡そして上関節腔の形成が明敏となり,その形態

がほぼ完成するのは胎生18過であると述べている｡ラッ

トならびにマウスなどのげっ歯薫では上関節腔が先に形

成されることが観察されており,マウスでは胎麻16日に

上関節腔が,生後2日に下関節腔が形成されたとするも

の23)と,胎薗19日に上関節腔が,次いでその直後に下関

節腔が形成されたとする報告がある　　　　　　はヒツ

ジの顎関節腔と中耳領域の発塗学的研究を行い,胎麻38

日でツチ骨とキヌタ骨との問に空隙が存在するが,顎関

節腔の形成はみられず,胎麻47日になり上関節腔の間葉

細胞が消失することにより,顎関節腔が形成され,その

樵,メッケル軟骨はまだツチ骨と連絡していると報害し

ている｡

ラット顎関節腔の発生時斯については上関節腔が胎麻

17日,下関節腔が胎麻19日とするもの19)や,それぞれ胎

麻19日,胎齢20日とするもの　　および両者とも胎麻19

日であったとする報吾17)などがある｡小林20)の報吾では

その発生時新がさらに遅く,上関節腔は胎麻　　　下関

節腔にいたっては生後5日であったと述べている｡また

関節腔の発生順序に関してはほとんどが上関節腔が先ん

じるとしている　　　　が,禾明であったと記載するも

のもある17)｡

本研究では大多数の胎仔で胎歯19日にまず上関節腔

が,胎麻20日で下開節腔の形成を認め,関節腔の発生機

序については上関節腔相当部に裂隊が認められたもの

の,下関節腔相当部では間葉細胞が胎齢19日～20日の

間に消失する様子が観察されたことから,裂隊説,融解

説のいずれによるかを明らかにすることはできなかっ

た｡
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7 )正常顎関節の発生段階

正常顎関節の発生段階について分薮した報吾は全くみ

られない｡本研究では光鹿像弱拡大像ならびに中拡大像

により第1,第2櫨弓発塗初期から顎関節構成各器官が

その形態を整えるまで5段階に分戴することを試みた｡

すなわち　　　　　間葉細胞未集積親　　　　　間

葉細胞集積斯　　　　:石灰化開始斯　　　　　上

関節腔形成斯,および　　　　下関節腔形成期であ

る｡さらにこれら各種　　　と胎齢との関係について

みると,胎麻の進行とともに高い　　　が漸次出現

し,その出現率から概ね　　　　は胎酪　　　日

2は胎齢13日～15日　　　　　は16目

は胎齢19日,そして　　　　は胎麻20日に該当してい

たo　また　　　　　の間ではそれぞれ次の　　　に移

行するのに2-3日を薯やしており,間葉細胞が集積し

て各器官を形成する細胞へと分化し,各器官の形態を整

えるのには比較的長時間を要すると考えられた.しかし

から5への移行は1日のみであったことから,

上関節腔の形成から下関節腔の形成まではきわめて短時

間に発現する現象であるといえる｡従来の正常ラット顎

関節の発生過程に関する研究結果に対して本分楽を応用

すると,三木の報吾では　　　以降,各　　　の出現

する時期が本研究よりもやや早かったが,小林を除くそ

の他の報吾とはほぼ一致していた｡また同じげっ歯楽で

あるマウスでもその出現時効は異なるものの同様な発育

段階を示すようであった｡

2.顎関節形成不全の発生過程について

顎顔面領域において顎関節に形成不全をきたす先天

異常は,古くから比較的多く報告されている　｡

しかし顎関節に限局して形成異常のみられることはきわ

めて稀で,その多くは顎顔面領域の先天奇形を伴う｡

顎関節の形成不全を示す顎顔面奇形には第1櫨弓症候

群,第1 ･第2鯉弓症候群

症候群　　　　　　　-

-　　　　症候薪

および　　　　　　　　　　症候群

などがあるが,それらの発生

原図ならびに発生機序については末だ不明な点が多い｡

投与による顎関節および下顎の形

成不全

催奇形実験において,下顎の形成不全を発現させた研

究はいくつかみられる　　　づ6)o伊原ら47)は妊娠10日

目のラットにビタミン　　　　　　　　の単一腹腔内投

与を行い,胎麻21日の胎仔の　　　に下顎低形成を,

1057

さらに　　　の胎仔には下顎無形成を認めたo中村48)は

妊娠ラットに対し,妊娠5日目から15日目までビタミン

の経口投与を行い,胎麻21日の胎仔

に下顎の低形成をみたと報吾しているo　また

ら56)は妊娠8日目のマウスに

の経口投与を行い,胎麻　　の胎仔の

に顎関節の滅形成を認め,そのうち　　　の胎仔では下

顎の無形成を伴っていたとしている｡しかしこれらの研究

はいずれも外形および骨格のみの観察にとどまっている｡

異常顎関節を胎生初親より詳細に観察し,さらに顎顔

面領域の異常との関連性を検討した実験奇形学的研究は

きわめて少ない｡　　　　　は妊娠　　臼のマウスに

の投与を行い,第1 ･第2鯉弓症候群に戴似

した所見を認め,胎麻17日において下顎頭ならびに上関

節腔の形成不全を観案しているo　さらに　　　　　は

妊娠8.5日の　　　　系ラットにビタミンAの投与を行

い　　　　　-　　　症候群に類似した奇形を発生さ

せ,胎歯11日　　　　および22日において下顎頭の形成

不全が認められたと報害している｡しかし,いずれの報

吾も顎関節についての記述はきわめて少ない0

本研究では,予傭実験として妊娠8日12時間, 9日0

時間, 9日12時間および10日0時間の各時期に

および　　　　　のa11-

の単一腹腔内投与を施したところ,妊娠9日12時

間に　　　　の投与を行った啓が,外形異常発塗数が

鼻も多く,死亡旋･胎仔数が最も少なかったため,投与

時期並びに投与量を決定した｡そして胎轟11日から20日

における顎関節の発生過程について詳細な観察を行い,

非投与群の所見と比較検討した結果,顎関節はいずれの

発塗段階においても非投与群との相違が認められた｡

および2では,顎関節における間葉細胞の集積

不全,綿胞間腔の増大,問葉細胞分化の遅延,各原基に

おける軟骨細胞の減少などが認められた　　　　では

下顎頭および頬骨突起部を含む側頭骨に石灰化禾全を含

む形成禾全が観察され,特に頑骨突起部は結合組織性骨

化の形成をとることから,非投与群との相違が鼻も著明

に認められ　　　　までこの傾向は続いていたo　また

関節円板原基となる線推芽細胞層の狭小化ならびに唆

筋,側頭筋,内外側翼突筋の低形成が同時に観察され

た｡さらに　　　　および5では上下顎関節腔の狭小化

とともに関節腔内部の間菓細胞の残存が観察され,関節

円板は形態が平坦であった｡なお顛骨突起部は

においても骨癒合は全く得られていなかった｡また全胎

齢斯を通じ各　　　の出場時期の遅延と出現率の低下
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が認められ　　　　以降メッケル軟骨の前後径短縮が

観察された｡以上の様な所見が観察された理由として,

本研究では　　　　　　　の投与時親が胎麻の初期で

あったために下顎の形態発生の早期から障害を受けるこ

ととなり,形態の分化斯,引いては形成薪にまで障害が

及んだ結果であると推測される｡

投与による顎関節および下顎以外

の形成禾全

下顎低形成は脳異常,外耳形成不全と深く関連すると

いわれている　　づ　　　　　　このようなことは第1

･第2鯉弓の形成に神経鼻細胞が深く関与するためであ

る｡脳異常は中枢神経系異常の一環として観察され,

様々な発寛形式をとるが,これらは主として神経管の閉

亀時に成立する異常と神経管の閉鎖後におこる異常とに

大別され,いずれも顎顔面の形成異常を伴うことが多い

58)調)｡また耳介の発生は前方部は第1鯉弓に,後方部

は第2鯉弓に由来するとされており　　　これら鯉弓

の障害から外耳の形成禾全および奇形が発現すると考え

られている｡

当教室の磯谷41)は　　　　系ラットを用い

による催奇形実験を行った結果,脳異常として神経管閉

鎖時の障害である無頭症,外脳症,脳ヘルニアが,また

神経管閉也後の障害である中頭症,三角頭,耳頭症が,

さらに外耳形成不全として耳低位が観察され,これらの

外表奇形が発現した胎仔では下顎低形成を高廉度で伴っ

ていたと報害している｡　　　　　は妊娠ハムスター

に対し　　　　　　　の投与を行った結果,妊娠7日12

時間に投与を行った啓では外脳症,無耳症を含む外耳形

成不全および下顎の低形成が同時にしかも比較的高い塵

度で観察されたと報吾している｡　　　　　ら40)は妊

娠したサルに対してal1-　　　　　　　　　による催

奇形実験を行い,両側の外耳形成不全と同時に下顎骨,側

頭骨および額骨の滅形成をみたと報吾している｡

ら61)は妊娠ハムスターに対し13一　　　　　　　　の

投与を行い,耳小骨の滅形成を含む内耳の形成不全を,

また　　　ら62)は妊娠マウスに対し,同薬剤を投与し

て四肢の形成不全をみたとそれぞれ報吾している｡

本研究でも胎麻17日より脳ヘルニア,外耳形成不全,

鼻上顎低形成および上下顎低形成が新著に認められ,そ

れらの発項頻度はそれぞれ　　　　　　　　　　　およ

び　　　であったo脳異常としては　　　　　　　の投

与時期が妊娠9日12時間であったため,本研究では脳ヘ

ルニアが観察されたのみで,外脳症および神経管の閉鎖

後に発窮する脳異常は全く観察されなかった｡外耳の形

成不全としては耳低位および副耳を伴う耳介の形成不全

がみられたoまた鼻上顎複合体と下顎の低形成ははぼ同

時に認められていた｡

による顎顔面奇形の発生原因

顎関節に形成不全をきたす顎顔面蔑域の先天異常は-

般に片側性あるいは両側性に下顎骨,頬骨,上顎骨,価

頭骨,顔面表情筋,唄噛筋,舌および耳下腺などの形成

禾全や発育不全が複合的に発現し,耳介の低形成や副耳

を伴う耳介奇形を伴うことが多く,それらの発現形式に

より分華,呼称されているo形成不全が片側性に発現す

るものとして第1鯉弓症候群,第1 ･第2鯉弓症候群お

よび　　　　　症候群があり,両側性に発現するもの

として　　　　　　　　　症候群ならびに

一　　　症候群があるが,それらの発生原図ならびに

発生機序は全く異なるものであるとされている　　｡

ら63)はとトの顎顔面庸域における血管の初期発

塗について報害しており,胎生3週では心臓から各鯉弓

へ　接血管が流入している状態でこれらの血管は大動脈

弓と呼ばれているo胎生6過では第2鯉弓の基底部にお

ける大動脈弓は産骨動脈となり,第2鯉弓ならびに一部

第1鯉弓の栄養血管となる｡さらに胎生9週では鐙骨動

脈から外栗動脈-と引き継がれる｡このことから

は鍾骨動脈から外棄動脈への変換の際に障

害が起こり末梢循環不全が生じた結果,第1 ･第2櫨弓

症候群が発生すると述べ　　　　　　はマウスを用い

実験的に証明している｡

ヒトの顎顔面蘭域の形成に関与する間菓組織の由来

は,鳥類などの所見から神経鼻細胞であるとみなされて

いる64)が,いまだ確証はえられておらず,また神経鼻細

胞の移動経路や移動時斯については不明な点が多い｡高

久保65)は胎歯　　に　　　　系ラットの母獣より胎仔

を摘出し,レチノールを含有した培養液中で50体節の時

斯まで光顕的ならびに走査竃顕的観察を行い,非投与群

と比較した結果,神経塊細胞死によって頭部神経管の破

裂と第1,第2鯉弓の形成不全が観察されたとし,さら

に神経塊細胞の移動経路について推察している｡またそ

の他のビタミンAおよび　　　　　　を用いた動物実

験においても頭部神経管破裂ならびに第1,第2鯉弓の

形成不全が報吾されており　　　　　第1,第2鯉弓の

障害に起因する先天異常の原図には神経塊糸田胞の遊走障

害が推測されている｡　　　　　はビタミンA過剰投与

による神経堤細胞の遊走障害の原因として母獣に炭水化

物の代謝障害が生じた結果,異化タンパクが形成され神

経堤細胞の編胞基薯にとりこまれ遊走障害が発現すると
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述べ　現在までこの説が支持されている.また

ら67)は　　　　　　　　　　　　を用いた　　　　の実

験でウズラ胎仔の神経鼻編胞の綿胞基寛に異化タンパク

がとりこまれている様子を走査電蹟的に観察している｡

ら37)は器官発生の初斯段階では規則的な細胞死

が随時発現し,器官が形成さ

れるとしている.この際,過剰な細胞死が起きた場合に

先天異常が発寛し,全ての顎顔面領域の先天異常には

が関与していると述べている｡そして動物実

験からも　　　　　　　　　症候群の病因として神経

鼻細胞死を支持している｡　　　　　もビタミンA過

剰投与により　　　　　　　　　症候群に楽似した先

天異常をラット胎仔に認め,原因として神経塊細胞死を

挙げている｡一方　　　　　　　ら38)は妊娠ラットに

ならびにallr

の投与を行った結果,第1,第2鯉弓の障害に起因する

症候群に顛似した形成禾全が発壊し,神経塊細胞死とと

もに顔面勤脈領域に血腫形成を認めたことから

ならびに末梢循環障害の両者を原因としている｡

以上のように　　　　　　　投与による顎顔面奇形の

原図としては,器官分化期の末梢循環不全,神経塊細胞

の遊走障害および神経鼻細胞死などが考えられているo

また鼻近では,器官形成の際に直接作用する園子が存在

するのではないかと推察されている

本研究では妊娠ラット-の　　　　　　　投与によっ

て胎仔に脳異常の他,両側における鼻上顎複合体や下顎

の形成不全,外耳奇形など　　　　　　　　症候群

に歎似した奇形が認められ,顎関節の形成不全を随伴し

ていた｡また胎齢11日より側貌の観察において頭部神経

管破裂および第1,第2嫡弓部の劣成長が観察され,脂

薗12日では前頭突起,上顎および下顎突起,内側および

外側鼻突起など顎顔面の形成に関与する各種顔面突起の

形成不全がみられたことから,本研究における顎関節形

成不全を始め各種異常の発生原図の1つとして神経堤細

胞の遊走障害ならびに神経堤編胞死が深く関与したもの

と想像される｡

結　　　　　論

妊娠　　　時問の　　　　系ラットに

の単一腹腔内投与を行い,脂

轟11冒から　　までの胎仔頭部を顎関節を中心として走

査電顕的ならびに光顕的に観察し,本薬剤の投与を行わ

ない非投与群の所見と比較して,次のごとき結果を待

た｡

93, No. ll (1993) 1059

1.ラット顎関節部の発育段階を光顔像より

間葉細胞末集積斯　　　　　間菓綿胞集積斯

3 :石灰化開始期　　　　　上関節腔形成期および

下関節腔形成期の5期に分戴することができ

た｡

2.ラット寛関節部正常発生過程について

1)非投与群では胎麻　　に第1および第2鯉弓が形

成され,胎麻12日にはそれらは顎顔面領域の形成に

関与する各種顔面突起に分化した｡

2)下顎頭の初期発生として胎麻13日にメッケル軟骨

の外上方に間葉細胞の集積が観察され,胎麻16日よ

り石灰化が始まり,胎麻18日には下顎頭の各部位で

軟骨内骨化,線維性骨化および骨膜性骨化がみら

れ,その後,漸次石灰化が進行した｡

3 )伽頭骨の原基として胎麻13日に間葉細胞の集積が

認められ,胎麻15日より同部に軟骨細胞ならびに骨

芽細胞が観察されたO胎麻　　には頑骨突起部で骨

化がおこり,胎斬19目には下顎嵩において軟骨細胞

が完全に消失し,骨髄腔および骨翼の形成が認めら

れた｡

4)メッケル欧骨は胎麻13日に間葉細胞の集積として

観察され,胎麻15日には空胞形成が発現した｡胎麻

17日には内部の細胞は全て軟骨細胞に置換されてい

た｡

5 )関節円板の原義として胎麻13日に他の顎関節構成

器官より程度は低いものの,間葉細胞の集積が観察

され,胎麻15日には線椎芽細胞に変化していた｡こ

の線稚芽細胞層は徐々に厚さを増し,線維組織とな

り,胎麻19日には下顎頭の表層より分離して関節円

板の形成をみた｡

6 )顎関節腔の発生は胎麻13日より間薬師胞の分布が

周囲組織に比べて索粗化することにより始まり,胎

齢18目の胎仔の一部で上関節腔が裂隙として観察さ

れた｡胎麻19日では　　の胎仔で上関節腔の形成

を　　　　の胎仔で上下関節腔の形成をみた｡また

胎薗20日では　　の胎仔で上下関節腔の形成が認

められ,上関節腔は下関節腔より早期に形成される

傾向を示した｡

3.ラット項関節部形成禾全の発庄過程について

投与群では顎関節発生に関する各

の出御寺斯遅延と出現率の低下が認められか

つ,いずれの　　　でも非投与群と異なる光来像

を示した　　　　および2では間菓細胞の集積不

全,細胞間腔の増大および間葉細胞の分化の遅延が
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宇野葎:ラット顎関節の形態発生学的研究

みられ　　　　以降ではメッケル軟骨の前後径の
短縮が観察された　　　　では下顎頭および側頭骨

に石灰化不全が　　　　および5では上下関節腔の

狭小化ならびに関節円板の形成不全が認められた｡

投与群では外形異常として胎麻11

Ejの胎仔で頭部神経管破裂および第1 ,第2鯉弓形

成不全が認められた｡胎薗17日からの胎仔では脳ヘ

ルニアの他　　　　　　　　　　症候群にみられる

異常すなわち,外耳形成不全,鼻上顎低形成および

下顎低形成を認め,それらの発寛塵度はそれぞれ

および　　　であった｡

投与群における顎関節形成不全な

らびに各種顎顔面奇形は主として神経塊細胞の顔面

部移動障害による第1および第2鯉弓の形成不全に

起因するものと考えられた｡

稿を終えるに臨み,終始御懇篤なる徹指導,御校閲を賜った

重松知寛教授に深甚なる感謝の意を捧げますo　また終始御鞭

潅,伽指導を購った高橋庄二郎名誉教授に深甚なる敬意を表し

ます.さらに種々㈲協力戴いた形態系研究室のEf]所克巳氏,冒

腔外科学教室員諸兄ならびに北村信隆助手に感謝致します｡
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ZiTey u10rds : Tcmp(.vomnndtlEmlar AInl/oTmZalion lt'al-R(,tt'noic dCt-a.

Pregnant Wistar rats were treated with single intraperitoneal administrations of 40mg/kg

a一l-　　　･

and light-microscopic observations of the rat temporomandibular (TM) region were carried

out at insemination ages of from ll to 20 days, and comparisons were made with similar

observations of normal Wistar rats.

Results

The developmental process of the rat TM region Was Classified into the following 5 stages.

lelly I

Stage 2 : Mesenchymal cells in the concentrating stage.

Stage 3 : Calcifying stage.

Stage Ll : Upper joint eoTnPat･tment in the forming stage.

Stag

In normal rats, the first and second branchial arches were formed at ll days insemination

age and were differentiated into facial processes at 12 days insemination age･ During the early

development of the mandibular condyle, at 13 days insemination age, mesenchymal cells in the

latero-superior reglOn Of Meckel's cartilage condensed. Condylar calcification began at 16days

insemination age. Enchondral, fibrous, and intramembraneous ossification was observed in

various parts of the condyle at 18 days insemination age. Thereafter, calcification progressed

gradually until birth.
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reg10n ; and, at 15 days, chondrocytes and osteoblasts were observed in the same reglOn･

Ossification of the zygomatic process was noticed at 16 days insemination age. At 19 days

insemination age, chondrocytes had completely disappeared, and bone marrow and bone

outlines were formed.

In the reglOn Of Meckel's cartilage, mesodermal concentration occurred at 13 days insemina-

tion age ; vacuolar formation occurred 15 days insemination age. At 17 days insemination age,

all mesenchymal cells in Meckel's cartilage had differentiated into chondrocytesI

At 13 days insemination age, mesenchymal cells were somewhat less densely concentrated

in the articular-disk reglOn than in other parts of the TM reglOn, at 15 days insemination age,

had differentiated into fibroblasts. The fibroblast layer gradually thickened and evolved into

fibrous tissue, which separated from the condylar surfaces at 19 days insemination age･ At

this point, the articular disk was formed.

Formation of the temporomandibular joint compartment began at 13 days insemination

age as a result of a loss of mesenchymal cellsI The upper joint compartment was identifiable

as a distinct cleft in some fetuses at 18 days insemination age. At 19 days insemination age,

upper joint compartments appeared in 85.0% and upper and lower joint compartments in 15･0%

of the fetuses. The incidence of upper and lower joint compartments at 20 days insemination

age was 87.2%.This finding･ indicates that the upper joint compartment occurred earlier than

the lower joint compartment.

In the group treated with retinoic acid, initiation of each developmental stage in the TM

region Was delayed and incidence was decreased. I)ata obtained from light-microscopic

observation of these animals differed from those obtained from normal rats, At stages 1 and

2,in the experimental animals, condensation was low, differentiation of mesenchymal cells

was delayed, and intracellular cavities were widened. After stage 2,the antero-posterior length

of Meckel's cartilage was shortened･ At stage 3,disturbances were noted in the calcification of

the condyle and the temporal bone. And, in stages 4 and 5,upper and lower joint compartme-

nts were narrow ; and the articular disk incompletely developed.

Such congenital anomalies as cleft cranial tube and malformation of the first and second

branchial arches were observed at ll days insemination age. From 17 days insemination age,

in addition to brain hernia (incidence 60.0%), such conditions of the kind associated with the

Treacher-Collins syndrome as externalear malformation (incidence 60.0%), nasomaxillary

hypoplasia (incidence 66.7%) and mandibular hypoplasia (incidence 73･3%) were observed･

Malformation of the first and second branchial arches and disturbed migration of neural-

crest cells are thought to have caused anomalies in the TM and facial regl0nS Of rats treated

with retinoic acid.
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