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はじめに

解剖学研究はマクロ解剖からミクロ解剖まで広範
囲にわたっており，多くのテーマがある。その中
で，東京歯科大学解剖学講座では「高度な臨床を支
えるのは，確実な基礎データに基づく」との考えか
ら，臨床の講座と連携して，臨床に繋がる研究を
行ってきた。これまでの研究は，主として３つの柱
に大別できる。

第１は，「顎関節の解剖」である。これは大学院
歯学研究科を専攻した時，上條教授より与えられた
研究テーマが「胎齢の増加に伴うヒト胎児顎関節の
形態変化に関する研究」で，最初の研究であった。

第２は，「歯科インプラント術を安全に行うため
の顎骨の解剖」である。近年，盛んに行われるよう
になった歯科インプラント術であるが，血管・神経
の損傷など，偶発症の報告が多くみられる。そこ
で，歯科インプラント術において偶発症の抑止を目
的として，歯の喪失に伴う顎骨の形態変化について
行なった研究である。

第３は，「摂食・嚥下にかかわる器官の解剖」で
ある。超高齢社会を迎えた現在，高齢者の摂食・嚥
下機能の低下や障害による誤嚥が問題となっている
ことに鑑みて行った研究である。

本稿では，これら３つのテーマについて概説す
る。

１．顎関節の解剖

顎関節は，頭蓋における唯一の関節で，側頭骨の
下顎窩と下顎骨の下顎頭との間に存在する左右１対
の関節である。他の関節とは異なり，両側が同時に
機能する特徴を有する。この顎関節を構成するの
は，下顎窩，下顎頭の他，下顎窩の前方に位置する
関節結節，線維軟骨性の関節円板，および過剰な下
顎運動を防ぐ靭帯などが関与する。顎関節の形態は
咀嚼機能と密接な関連があることから，歯の有無な
らびに歯の萌出状況により違いがみられる。そこ
で，胎児期および成長発育に伴う顎関節の形態変
化，さらに歯が脱落した無歯顎における顎関節の形
態についての観察所見を示す。

１）胎児顎関節の形態
顎関節の基本構造は，胎齢約３ヵ月に下顎頭およ

び側頭骨下顎窩の原基に間葉組織が集合することに
より顎関節の形成が開始する。胎齢５ヵ月頃に，下
顎窩・関節腔・関節結節などの形成が始まる。下顎
窩の大きさは，胎齢５ヵ月では最も広い部位で前後
径（２．２１mm），内外径（２．６１mm）で，内外径の方が
わずかであるが大きい。胎齢６ヵ月以降は等差級数
的に成長し，胎齢１０ヵ月における下顎窩の前後径は
胎齢５ヵ月の約３．８倍，内外径は胎齢５ヵ月の約３．６
倍となる。下顎窩の深さは胎齢５ヵ月の最も深い部
位は矢状断では０．２９mm，前額断では０．３５mm であ
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り，胎齢１０ヵ月における矢状断では胎齢５ヵ月にお
ける約３倍，前額断では胎齢５ヵ月の約２．７倍で
あった。

一方，胎児の下顎頭は軟骨組織の占める割合は多
いが，胎齢７ヵ月以降に急速に減少し，薄くなる。
下顎頭の外形は，胎齢４，５ヵ月では方形を呈して
いるが，胎齢が上がるに従い，上方に突出した形態
を示す。突出部は，内側が外側より，前方が後方よ
り早期に出現することが認められた１）。

２）成長発育に伴う顎関節の形態変化
下顎窩は，新生児期では前後径と内外径が概ね

１：１であるが，歯の萌出に伴い内外径の比が大き
くなる。関節結節は，歯の萌出に伴い突出度を増
す。特に，中切歯と側切歯が萌出すると，高さと彎
曲の度合いを増し，Ｓ字状カーブを呈する。下顎頭
において，前後径は，乳歯萌出期から第一大臼歯萌
出期まで徐々に発育するが，その後停止する。内外
径は，乳歯未萌出期にすでに前後径より大きく，そ
の後，乳歯萌出から第一大臼歯萌出期の間に著しく
増加する。関節円板の厚さは，出生時から１０歳代ま
でに増加するが，２０歳代以降では顕著な差は認めら
れなかった。

３）成人の顎関節および歯の喪失に伴う顎関節の形
態変化
成人の下顎頭は，前後径より内外径が発達した横

長の楕円球状を呈している。また，下顎頭の内側端
は外側端より突出度が大きい。下顎頭の上面は関節

面となっており，この面は，一般の関節軟骨が硝子
軟骨であるのに対し，コラーゲン線維を多く含んだ
線維軟骨で構成される。下顎窩は頬骨弓と外耳孔と
の間に位置する浅い楕円形の窪みであり，前縁は関
節結節の隆起に移行する。関節結節は，下顎窩前方
の高まりで，開口時に下顎頭のガイドの役割を果た
す。後方は鼓室の骨壁で，この骨壁への移行部に
は，顔面神経の枝の鼓索神経が頭蓋底から出る部位
である錐体鼓室裂が横走する。

歯が喪失して無歯顎になると，顎関節の形態は，
大きく変化する（図１）。その変化として，下顎頭で
はその高さと突出度が減少し，中には下顎頭が殆ど
消失してしまう場合もみられる。また，下顎窩では
前縁に骨吸収が顕著にみられ，関節結節後縁の凸彎
部が平坦化する。さらに，外部の形態のみならず内
部の構造にも変化がみられ，骨内部の海綿質骨梁が
細くなり，骨梁の連続性が失われる２）（図２）。

２．歯科インプラント術を安全に行なうための
顎骨の解剖

近年，歯科インプラント術は日進月歩で向上して
おり，ルーチンワークとして行われるようになって
きているが，常に血管損傷，神経損傷など，偶発症
を惹起させる危険性を伴っている。顎骨は歯の喪失
に伴い形態が大きく変化するため，このことを踏ま
えて顎骨周囲に位置する筋，脈管，神経の走行につ
いて，歯が喪失した後の顎骨の形態と関連付けて考
えることが重要である。そこで，インプラント治療
時に重要であると思われる顎骨周囲の解剖に焦点を
絞り，歯が喪失することによって現れる顎骨の特徴
的な形態変化と顎骨周囲の筋・脈管・神経の走行に
ついて所見を述べる。

１）歯の喪失に伴う下顎骨の形態変化
歯が喪失すると，顎骨に加わる機能圧の変化に伴

い顎骨の外部形態・内部構造に大きな変化が生じ
る。下顎骨においては，歯が植立する部分である歯
槽部での変化が著しく，骨吸収により歯槽部が消失
する。骨吸収の状況は，喪失した歯数，歯が喪失し
てからの経過時間などにより異なるが，最も吸収し
た場合，前歯部ではオトガイ舌筋，オトガイ舌骨筋
が付着するオトガイ棘まで，小臼歯部ではオトガイ図１ 無歯顎の下顎頭形態変化
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孔まで，大臼歯部では顎舌骨筋が付着する顎舌骨筋
線の位置まで吸収する（図３）。

下顎骨各部における形態変化の特徴として，前歯
部では，上部の歯槽部が吸収すると共に，唇側のオ
トガイ隆起部においては骨の添加が，舌側のオトガ
イ棘より下部においては骨吸収がみられる結果，上
方は舌側に向かい傾き，下顎底部は唇側に向かい突
出した形態を呈する。臼歯部では，歯槽部は上方か

ら下方へ向かう骨吸収を示す傾向がみられ，吸収が
顕著な場合は，オトガイ動脈・オトガイ神経が通る
オトガイ孔が下顎骨の上縁に位置し，開口部が拡大
する（図４）。また，顎舌骨筋線の部分は吸収が免れ
るためこの部の骨が鋭縁となる３）。

インプラント体埋入時に，上述した歯の喪失に伴
う顎骨の形態変化を十分に把握していないと偶発症
を惹起する可能性が大きい。

２）下顎骨周囲の神経・脈管
下顎骨を対象としてインプラント体を埋入する際

に，特に注意が必要な神経・脈管として下顎骨周
囲・内部を走行する下顎神経と顎動脈の枝である下
歯槽動脈，舌動脈の枝の舌下動脈，顔面動脈の枝の
オトガイ下動脈が挙げられる。
⑴ 下顎神経

下顎神経は，知覚神経と運動神経との混合神経
で，三叉神経節の後方の枝として起こり，卵円孔を
通って頭蓋底を出る。その直後，深側頭神経・咬筋
神経・内側翼突筋神経・外側翼突筋神経など，咀嚼
筋に向かう運動神経が分枝する。その後，主枝は側
頭下窩を経由し，下顎枝内面を下行する。その間，
顔面側部の皮膚へ向かう耳介側頭神経，舌粘膜に向
かう舌神経を出す。主枝は，舌神経を分枝すると下
歯槽神経となり，下顎枝内面の下顎孔より下顎管に

図２ 有歯顎・無歯顎の顎関節内部骨梁

図３ 有歯顎・無歯顎の下顎骨内面
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入り，下顎骨中を前走して，第二小臼歯相当部位に
位置するオトガイ孔より出て下唇に分布する。これ
らの中で，インプラント施術時に特に注意が必要な
舌神経と下歯槽神経の走行について述べる。
①舌神経

下顎神経は，耳神経節付近で，下歯槽神経と舌神
経に分かれる。舌神経は，下歯槽神経の前内側を下
行し，内側翼突筋と外側翼突筋の間を走行する。こ
の舌神経に錐体鼓室裂より出た鼓索神経（顔面神経
の枝）が上後方から鋭角に合する。鼓索神経は副交
感神経の分泌神経線維と特殊感覚である味覚に関与
する神経線維を含む。舌神経は鼓索神経を受けた
後，外側翼突筋の下方で，下顎枝と内側翼突筋の間
を下方に向かって経過する。その後，内側翼突筋の
前縁より出て顎舌骨筋の深部を通り，顎下神経節と
交通する。第三大臼歯部歯肉下では，舌神経が時と
して下顎骨内面に沿うように走行する（図５）。その
ため，第三大臼歯部歯肉に切開を施す際に，切開を
舌側に行うと舌神経損傷の危険性を伴う。舌神経に
鼓索神経が合した後の部位で神経損傷が生じると，
知覚のみではなく舌の味覚や顎下腺・舌下腺の分泌
異常が生じる。
②下歯槽神経

下歯槽神経は，下顎神経の主枝として下顎枝の内
面を下行し，下顎枝内面のほぼ中央にある下顎孔よ
り下顎管中に入り，下顎管に沿って前走する。下顎
孔に入る直前で，顎舌骨筋と顎二腹筋前腹に顎舌骨
筋神経を分枝する。下顎管中に入った下歯槽神経

は，下顎管中で後方から順次，臼後歯，臼歯枝，切
歯枝の３本の下歯槽枝を歯に向けて分枝する。オト
ガイ孔を出た下歯槽神経は，オトガイ神経となり，
扇状をなして上方に放散し，オトガイと下唇の皮
膚および歯肉を含む口腔粘膜の広範囲に分布する

（図６）。そのため，口腔前庭の粘膜切開に際して
は，神経の走行範囲を十分に考慮する必要がある。
⑵ 下歯槽動脈

顎動脈の枝である下歯槽動脈は，下歯槽神経と共
に下顎孔から下顎管に入る。下顎管中を経過する間
に歯髄・歯根膜・歯槽骨・歯肉に枝を出す。

歯が喪失すると歯槽部の骨が吸収し，下顎骨の高

図４ 有歯顎・無歯顎の下顎骨外面

図５ 舌神経の走行
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さが低くなり，下顎管の相対的な位置が変わる４）。
そのため，インプラント体を埋入する際に十分な診
査を行わないと下歯槽神経や下歯槽動脈を損傷する
危険性がある。
⑶ 舌下動脈

舌動脈の分枝である舌下動脈は，舌骨舌筋前縁付
近でおこり，オトガイ舌筋と舌下腺の間を前走す
る。次に舌下腺前縁に沿って上行し舌下小丘近辺で
反対側の舌下動脈の枝と吻合，下顎前歯部舌側歯肉
中に分布する。この舌下動脈は変異が大きく，４０～
５０％において欠如し，欠如の際には，顔面動脈の分
枝であるオトガイ下動脈が顎舌骨筋を貫いて舌下部
に入り，舌下動脈の分布領域を代償する。これらの
ことから下顎前歯部舌側歯肉の剥離の際には注意が
必要となる。
⑷ オトガイ下動脈

顔面動脈の枝であるオトガイ下動脈は，本幹の顔
面動脈が頚部より上方の顔面に向かって走行方向を
変える部で起こる。その後，下顎底に沿って前走
し，オトガイ部に達する。さらに下顎底部を越えて
オトガイ部の顎骨，筋，皮膚などに分布する。

３）歯の喪失に伴う上顎骨の形態変化
下顎骨と上顎骨とは歯が植立するという点では共

通の特徴を有するが，発生学的・形態学的に異なる
点も多々ある。特に，上顎骨は上顎洞を有するた
め，複雑な構造を呈する。上顎洞は上顎骨体と類似
の形態を呈し，尖端を後方の頬骨突起側に向けた錐
体形をなしており，一般に第一小臼歯近心側から第
三大臼歯遠心側まで広がっている。上顎洞底は上顎

第一大臼歯，第二大臼歯付近で最も下方へ下がるも
のが多い（図７）。

歯が喪失すると，上顎骨は下顎骨と同様に歯が植
立していた部分である歯槽突起に顕著な骨吸収がみ
られる。特に，上顎骨では下顎骨より骨吸収が急速
に進行して歯槽突起の大部分が消失することが多
い。さらに，歯槽突起の吸収は全体的に唇・頬側か
ら起こるため，無歯顎になると歯槽頂の位置が舌側
に移動し，歯槽頂がつくる馬蹄形は有歯顎と比べて
小さくなる（図８）。その結果，無歯顎における上顎
洞の広がりは，歯槽頂より外側に位置するようにな
る。また，上顎洞を囲む骨壁は薄くなり，内部の海
綿質骨梁も細くなる。インプラント治療に際しては
この上顎骨の吸収の状態と上顎洞の位置に関する十
分な審査が必要である。

４）上顎骨周囲の神経・脈管
インプラント体を上顎骨に埋入する際に特に注意

すべき神経・脈管として上顎骨周囲を走行する上顎
神経と顎動脈の枝を中心に解説する。
⑴ 上顎神経

上顎神経は知覚神経で，三叉神経の中央の枝とし
て起こる。正円孔を通って頭蓋腔の外に出て翼口蓋
窩に入り，ここで口蓋粘膜の方へ向かう翼口蓋神経
と頬骨部の皮膚に向かう頬骨神経を出し，中央の主
枝は眼窩下神経となる。
①眼窩下神経

眼窩下神経は，下眼窩裂を通って眼窩に入り，眼
窩下壁に位置する眼窩下溝，眼窩下管中を走行し，

図６ オトガイ神経の分布領域

図７ 上顎洞の形態・位置 マイクロ CT 像
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眼窩下孔を出て顔面に至る。この経過中，歯に分布
する３本の枝（前上歯槽枝，中上歯槽枝，後上歯槽
枝）が起る。これらの枝は分岐・吻合し，上歯神経
叢を形成する。この神経叢の枝が上顎の歯髄・歯根
膜・歯肉に分布する。

前上歯槽枝は，眼窩下孔後方の眼窩下管後端で，
眼窩下神経の外側より起る。上顎骨前壁を経過中，
数本の枝が分かれ，分枝吻合し，上歯神経叢の構成
に関与する。中上歯槽枝は，眼窩下溝の前半部で起
始後，眼窩下壁外側を前外方に向かい，頬骨突起付
着部付近で顔面に出る。後上歯槽枝は，翼口蓋窩で
本幹より起こる。起始後，前下方に向かい，上顎骨
後壁に沿って経過する。経過中に分岐し上顎結節付
近にみられる歯槽孔より骨中に入る。骨中に入った
神経の一部は上顎洞粘膜と上顎骨に分布する。

②翼口蓋神経
翼口蓋神経は，翼口蓋窩で上顎神経と翼口蓋神経

節を結び下行する神経である。大部分は翼口蓋神経
節を通過する知覚神経線維からなる。この神経は，
翼口蓋神経節を通過する際に顔面神経の大錐体神経

（副交感神経線維）と深錐体神経（交感神経線維）を受
ける。

翼口蓋神経節からは，眼窩枝，咽頭枝，後鼻枝，
大口蓋神経が分かれる。大口蓋神経は，大口蓋管中
を通り硬口蓋に達し，硬口蓋粘膜，口蓋腺および舌
側歯肉に分布する。さらに大口蓋神経から小口蓋神
経が分かれ小口蓋管中を下行し軟口蓋，口蓋扁桃に
分布する。
⑵ 顎動脈

顎動脈は外頚動脈の終枝として下顎枝関節突起の
底部で起こり，下顎枝内側を前方に向かい走行し，
最後に翼口蓋窩に入る。この間，主として咀嚼筋，
下顎骨，上顎骨，鼻腔などに枝を分岐する。

翼口蓋窩では，上顎骨後面に向かう後上歯槽動
脈，上顎骨上面に向かう眼窩下動脈，口蓋に向かう
下行口蓋動脈，頭蓋底に向かう翼突管動脈，鼻腔に
向かう蝶口蓋動脈が分枝する。

後上歯槽動脈は翼口蓋窩の入り口付近で，本幹よ
り起こる。その後，歯槽孔より上顎骨中に入る。こ
の経過中に大臼歯部の歯と歯槽骨および上顎洞粘膜
に枝を出す。さらに，これら動脈のすぐ後方に翼突
筋静脈叢が位置する。翼突筋静脈叢の一部は内側翼
突筋と外側翼突筋，また外側翼突筋と側頭筋の間の
空間を占めている密な静脈網で，顎動脈が経過中に
分枝した多くの枝と対応した静脈が流入し，顎動脈
を網の目状に取り囲んでいる。これら血管が，損傷
され出血した際には止血が困難であるため，サイナ
スリフト（上顎洞底挙上術）施術およびインプラント
体の埋入時には，十分な注意が必要である。

眼窩下動脈は，眼窩下神経と伴行して眼窩下溝，
眼窩下管を前走し，眼窩下孔を通り顔面に出て鼻根
部，鼻背部に分布する。

蝶口蓋動脈は，鼻腔内で広く分布した後，切歯管
を下走し，口腔内の口蓋粘膜を栄養する大口蓋動脈
と合する。切歯管を通る動脈は比較的太く，切歯管
の破壊による血管損傷によって多量の出血が考えら
れる。

図８ 有歯顎・無歯顎の上顎骨
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インプラント施術に際しては，対象となる顎骨が
どのような状態なのか，またこれに伴い変化する顎
骨周囲の解剖を念頭に置いて種々の診査を行った上
で処置を施すことが偶発症の抑止へとつながる。

３．摂食・嚥下にかかわる器官の解剖

超高齢社会を迎え，高齢者の摂食・嚥下機能の低
下や障害が問題となっていることに鑑みて，口腔，
咽頭，喉頭などの構造ならびに筋・神経の走行およ
び嚥下のメカニズムを形態学的に解析してきた。

摂食・嚥下は，食物の認識（先行期）から始まり，
口腔への取り込み（捕食）から咀嚼を経て食塊を形成

（準備期）し，それを口腔から咽頭へ送り込む（口腔
期）と，嚥下反射が起こり咽頭から食道入口への移
動（咽頭期）を経て，食塊が食道を通過し胃に入る

（食道期）までの連続動作である（図９）。この摂食・
嚥下行動は，歯，顎骨，顎関節および筋の働きと，
これらを支配する中枢および末梢神経が協調するこ
とにより円滑に行われる。このメカニズムは，食物
を口に入れると口腔粘膜に分布する知覚や味覚の受
容器が情報をキャッチし，中枢に送る。情報は中枢
で処理され，運動神経を介して咀嚼・嚥下に関わる
筋が活動することによって食塊を口腔から咽頭・食

道に送ることができる。摂食・嚥下はこのように中
枢と末梢神経が連動した一連のシステムで制御され
ているため，摂食・嚥下動作の中のいずれか一箇所
でも故障すると，システム全体の働きが低下し，摂
食・嚥下障害が起こることになる。このシステムの
中で，最初に食物が入る口腔は食物の性状に関する
情報をキャッチして，咀嚼筋の運動をコントロール
し，下顎運動により咀嚼が行われる重要な場であ
る。咀嚼が不十分であると次の段階の嚥下がスムー
ズに行われない。

摂食・嚥下を理解するためには，摂食・嚥下の動
作ならびにこの摂食動作の中心となる口腔，咽頭の
構造および咀嚼・嚥下関与筋とその支配神経などを
理解することが重要である。

１）口腔の構造と機能
口腔は，口裂から口峡までのスペースで，前方を

口唇，側方を頬，上方を口蓋（硬口蓋・軟口蓋），下
方を口（腔）底で囲まれる。この口腔は，歯列と口
唇・頬との狭い間隙である口腔前庭と上・下顎の歯
列に囲まれたスペースである固有口腔とに分けられ
る。固有口腔の大部分を舌が占める（図１０）。

口腔の内面は，口腔粘膜で覆われ，唾液により常

図９ 摂食・嚥下行動
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に湿潤している。口腔に開口する唾液腺には大唾液
腺と小唾液腺とがあり，大唾液腺は，分泌細胞（腺
細胞）でつくられた唾液が太い導管により，口腔の
特定の場所に分泌される。この大唾液腺には，耳下
腺，顎下腺，舌下腺の３種類が分類される。唾液の
性状は，デンプンの消化酵素であるアミラーゼを多
く含む漿液性唾液と，粘膜の表面を滑らかにする粘
液性唾液とに分類される。

耳下腺は漿液性唾液を分泌し，導管である耳下腺
管は，上顎第２大臼歯付近の口腔前庭粘膜にみられ
る耳下腺乳頭に開口する。顎下腺と舌下腺は，口

（腔）底に位置し，漿液と粘液の混合性唾液を分泌す
る。顎舌骨筋をはさんで舌下腺は上方に，顎下腺は
下方に位置し，両唾液腺はそれぞれ顎下腺は舌下小
丘へ，舌下腺は舌下小丘と舌下ヒダに唾液を分泌す
る。

食物の口腔への取り込みは，主として口唇，歯に
よって行われる。食物を口腔に取り込むためには，
前頚部に走行する舌骨上筋群と舌骨下筋群の働きに
よって開口することから始まる。舌骨下筋群（胸骨
舌骨筋，胸骨甲状筋，甲状舌骨筋，肩甲舌骨筋）の
助けにより舌骨が固定され，舌骨と下顎骨を結ぶ舌
骨上筋群（顎舌骨筋，オトガイ舌骨筋，顎二腹筋，
茎突舌骨筋）が収縮すると開口する。舌骨が固定さ
れていなければ開口ができない。これと共に，口腔
への取り込みには口腔周囲の表情筋（大頬骨筋，小
頬骨筋，上唇挙筋，上唇鼻翼挙筋，口角挙筋，下唇
下制筋，口角下制筋，口輪筋，頬筋など）が重要な

働きをする。表情筋の一つであり口裂の周囲を輪走
する口輪筋は，上顎骨と下顎骨に付着し，下顎骨を
挙上する咀嚼筋（咬筋，側頭筋，内側翼突筋，外側
翼突筋）と共に閉口に働く。これら表情筋の運動は
全て顔面神経に支配される。顔面神経が麻痺すると
口唇の閉鎖が不完全となり食物が口からこぼれ落
ち，捕食の効率が悪くなる。

口腔内に食物が取り込まれると，食物に関する温
度，触覚および圧覚の情報は，口腔粘膜の感覚受容
器から三叉神経を介して大脳皮質の体性感覚野（中
心後回）に送られる。一方，特殊感覚である味覚の
情報伝達経路は舌の部位により異なり，受容器であ
る味蕾からそれぞれ顔面神経（舌前２／３の領域），舌
咽神経（有郭乳頭を含む舌後１／３の領域），迷走神経

（舌の奥・喉頭蓋付近）を介して大脳皮質の味覚野に
送られる。大脳は，これら感覚情報を解析して運動
神経のニューロンを介して咀嚼筋を主とした筋群を
動かし，下顎運動を行う。咀嚼筋群は，全て下顎骨
に付着し，これらの運動は下顎神経に支配される。

２）咽頭の構造と機能
咽頭は頚椎の前方に位置し，鼻腔・口腔と交通す

ると共に，咽頭の前方部に空気の通路である喉頭を
入れている長さ約１２cm のロート状を呈する中空性
器官である（図１１）。咽頭腔は，上部より鼻部（上咽
頭），口部（中咽頭），喉頭部（下咽頭）に区分され
る。咽頭は，食物の通り道であると共に空気の通り
道でもあり，食物は口腔から咽頭を経て後方の食道
へ，空気は鼻腔から咽頭を経て前方の喉頭・気管へ
と送られる。嚥下の際は，食物の通り道が優先で，
瞬時であるが，鼻腔と咽頭の間が閉鎖され，呼吸を
止め，さらに喉頭蓋で喉頭の入り口を塞ぎ，声門を
閉鎖して喉頭や気管へ食塊が流入するのを防止す
る。しかし，交通整理役の喉頭蓋のタイミングがず
れると誤嚥が生じることとなる。

咽頭壁を構成する筋は２層性で，内層は縦走する
咽頭挙上筋，外層は輪走する咽頭収縮筋からなる。
咽頭挙上筋は茎状突起から起始する茎突咽頭筋（舌
咽神経支配），耳管軟骨から起始する耳管咽頭筋（咽
頭神経叢支配），口蓋腱膜の上面から起始する口蓋
咽頭筋（咽頭神経叢支配）の３筋からなり５），これら
はすべて咽頭壁に停止し，嚥下に際し咽頭を挙上さ

図１０ 口腔・咽頭
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せる働きを有する（図１２）。

３）食道の構造と機能
食道は咽頭下部に続き，第６頚椎の高さから始ま

り，気管の後方を下行する胃の噴門部までの約２５
cm の中空性器官である。上部は，気管と頚椎の間
をまっすぐに下降するが，次第に左方に寄り，左気
管支の後方を通る。

食道の入り口部は通常閉鎖しており，食塊の通過
時にのみ拡がる。このことにより，飲食物が食道か
ら咽頭へ逆流することと，呼吸時に空気が食道へ流

入するのを防止している。食道壁の上部は横紋筋，
下部は平滑筋で，中部は横紋筋と平滑筋の両者で
構成されている。食道には，入口部（輪状軟骨狭窄
部），気管支分岐部で大動脈弓と気管支が交差する
部（大動脈狭窄部）および横隔膜を貫く部位（横隔膜
狭窄部）の３箇所に狭窄部が存在する。これらの狭
窄部は，食塊や異物などがつまりやすい部位であ
る。

食道壁は，内腔側から重層扁平上皮からなる粘膜
上皮，粘膜固有層，粘膜筋板，粘膜下組織，筋層，
外膜から構成される。粘膜固有層と粘膜下組織の間
に存在する平滑筋からなる粘膜筋板は粘膜の微細な
運動に関与する。筋層は，内輪筋層と外縦筋層の２
層からなり，両筋層間には筋層間神経叢（アウエル
バッハの神経叢）が存在し，筋の運動を司る。食道
に入った飲食物の中で，液体は重力のみでも胃に運
ばれるが，食塊は主として筋層の蠕動運動によって
運ばれる。蠕動運動は，食塊の進む前方の筋が弛緩
すると同時に食塊後方の筋が収縮することにより食
塊を順次，胃の方に押し進める運動である。そのた
め，仰臥位でも食塊が送られる。

おわりに

マクロ解剖の教育や研究での新知見を見いだすに
は，多くの時間を要することから，マクロ解剖が敬
遠されがちである。日本解剖学会雑誌および海外の
解剖学関連の雑誌をみてもミクロ解剖，さらに分子

図１１ 咽頭を後方から観察

図１２ 咽頭の筋
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生物学的な超ミクロ解剖の研究論文がページの大半
を占めている。その上，現在は研究論文の価値をイ
ンパクトファクターで評価する傾向にあるため，イ
ンパクトファクターが高い分子生物学分野の研究が
多くみられるのが現状である。

しかし，マクロ解剖の研究における知見は，即，
臨床に役立つ内容が多くみられることから，今後も
臨床を見据えたマクロ解剖を熱心に行ってくれる人
材を育てて行く必要があると考える。
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