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抄録：関節リウマチ患者における顎関節部リウマチ

発症の危険因子を求めることを目的とし，当院リウ

マチ膠原病科を受診している関節リウマチ患者に対

してアンケート調査およびレントゲン撮影を行っ

て，ロジスティック回帰分析を用いた統計学的調査

を施行した。

その結果，顎関節リウマチと考えられる下顎頭の

異常吸収を来たす因子として，罹病期間，顎関節部

痛の既往，RA-class, RA-stage が選択されたが，

オッズ比が一番高いものは顎関節部痛の既往であっ

た。従って，顎関節リウマチと断定できる下顎頭の

異常吸収出現の危険因子は，顎関節部痛の既往のみ

と考えられ，罹病期間などには影響されないものと

思われた。

緒 言

関節リウマチ（以下，RAと略す）は再燃と緩解を

繰り返しながら徐々に関節の破壊を生じる疾患であ

る。標的となる関節は身体多部位におよび顎関節も

例外ではない。しかし，顎関節でのリウマチ発症は

身体他部位の関節に比して遅く，さらに関節破壊の

最終形態である骨性癒着も起こりにくいと言われて

いる１）。また顎関節がリウマチに侵された場合，下

顎頭は破壊されて吸収し，支持を失った下顎骨は最

後臼歯を支点として付着筋の作用によって後上方へ

と回転移動して初期には前歯部の開咬，晩期には咽

頭空隙の狭窄による仰臥位での呼吸困難などの継発

症が生じることも知られている１，２，３）。そこで我々は，

RA患者における顎関節の特異性を検討するため５４

例のRA患者の下顎頭外形をX線所見からⅠ～Ⅴ

型に分類しRA-stage と比較した結果，①下顎頭の

吸収はRA-stage より遅れて出現する，②顎運動時

の疼痛は下顎頭吸収の初期例で多くみられ罹病期間

と相関しない，③下顎頭の吸収が進行するに伴い，

咀嚼障害，仰臥位呼吸困難などの継発症が増加する，

ことを報告した４）。しかし，対象が顎関節部痛，咀

嚼障害などを主訴にして当科を受診したRA患者で

あるため，RA患者の全体像を捉えているとは言い

難い。そこで今回，当院リウマチ膠原病科に通院し

RAの確診を得ている患者のなかで，当科を受診し

ていない患者に対してアンケート調査ならびにX

線検査を行い比較検討するとともに，下顎頭の吸収

に影響を及ぼす危険因子を抽出するため統計学的な

検討を加えた。

材料および方法

対象は平成９年２月に当院リウマチ膠原病科を受

診し，かつ当科を受診していないRA患者の５３例（男

性６例，女性４７例）で，その罹病期間は最短１年か

ら最長３０年（平均１１．５年），平均年齢は６０±９．５歳で

あった。
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対象の５３例に対し表１に示すアンケート調査を行

うとともに，同意の得られた４１例に対してオルソパ

ントモＸ線を撮影し，我々の分類４）に従って下顎頭

外形の５段階評価を行った。すなわち下顎頭に異常

所見のみられないものをⅠ型，下顎頭に erosion，

concave などの変形がみられるものをⅡ型，下顎頭

の吸収が明らかとなり下顎頭頸部まで吸収している

ものをⅢ型，下顎頭頸部から下顎切痕までの吸収を

呈するものをⅣ型，下顎切痕を超える吸収がみられ

るものをⅤ型とした（図１）。

さらに，アンケート調査から得られた罹病期間，

顎関節部痛の有無，RA-stage，RA-class，大臼歯咬

合支持の有無およびＸ線所見としての下顎頭吸収の

程度の調査項目を数値化して統計学的な検討を加え

た。なお，統計学的検討では各調査項目間で相関行

列を求めるとともに，下顎頭の異常吸収を目的変数

としたロジスティック回帰分析を行った５）。

結 果

１．アンケート調査および下顎頭外形

アンケートは表１に示すごとく，主に顎関節部の

疼痛の有無（現在，過去）と臼歯部の咬合状態，さら

に継発症としての前歯部開咬や仰臥位での呼吸状態

について調査を行い，リウマチ膠原病科医師に罹病

期間・RA-Stage・RA-Class の記載を求めた。

その結果，アンケートの回収率は１００％で，図２

のごとく顎関節部痛は１９例（３６．８％）にみられ，うち

４例では現在でも疼痛を有していた。しかし，顎関

節部の腫脹がみられたと回答したものはなく，さら

にリウマチ特有の朝のこわばりを自覚したものも認

められなかった。また，継発症としての前歯部開咬

症や仰臥位呼吸困難は，それぞれ１８．９％，１１．１％に

認められた。

次に，同意の得られた４１例に対し，オルソパント

モＸ線撮影を行い，我々の分類４）に従って下顎頭外

形を５型に分類したところ，Ⅰ型は１０例，Ⅱ型は１６

例であるのに対し，下顎部吸収の明らかなⅢ型は１１

例で，骨吸収のより著明なⅣ型およびⅤ型はそれぞ

れ２例ずつ認められた。なお下顎頭の外形異常は，

ほぼ左右対称に生じていた。また，RA-stage と下

表１ アンケート調査用紙
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顎頭外形を比較したところ下顎頭の骨吸収が明らか

なⅢ～Ⅴ型はRA-stage ⅠおよびⅡではみられず，

すべてRA-stage Ⅳの患者でみられた（図３）。

２．統計学的検討

統計学的検索に際し，調査項目の質的データを変

数として取り扱うため，以下のごとく各項目を数値

化した。すなわち，顎関節部痛については疼痛有り

を１，無しを０とし，下顎頭外形では下顎頭吸収の

明らかなⅢ，Ⅳ，Ⅴ型を１とし，Ⅰ，Ⅱ型を０とし

た。さらにRA-stage では RA-stage Ⅲ，Ⅳを１と

し，RA-stage Ⅰ，Ⅱを０とした。RA-class も同様に

RA-class Ⅱ，Ⅲを１とし，RA-class Ⅰを０とした。

最後に大臼歯の支持において，両側性の支持を有す

るものを１，その他のものを０とした。なお，統計

解析には SPSS Japan advance（Ver．５）�を使用した。

まず，顎関節部痛，下顎頭外形，大臼歯の咬合支

持，罹病期間，RA-stage，RA-class の相関行列を

作り，それぞれの相関係数を求めたところ（図４），

罹病期間とRA-stage とが相関係数０．５２９と最も有

意な正の相関傾向を示し，次いで下顎頭外形とRA-

stage とが０．４４２，顎関節部痛と下顎頭外形とが

０．４０２，さらに下顎頭外形と罹病期間とが０．３４６と有

意な正の相関関係を示した。しかし，下顎頭外形と

大臼歯の咬合支持との間には有意な相関関係は認め

られなかった。

次に，明らかな下顎頭の異常吸収，すなわち下顎

頭外形のⅢ型以上を発現する危険因子を抽出する目

的で，Ｘ線撮影を施行した４１症例に対し，ロジス

ティック回帰分析５）を行った（図５）。

その結果，罹病期間，顎関節部痛の既往，RA-class，

RA-stage が選択され，それぞれのオッズ比は１．０８，

７．３３，２．２７，１．５１であった。しかし，これら因子の

中で P値が０．０５以下で９５％信頼区間に１を含まな

いものは顎関節部痛の既往のみであった。なお，Ｘ

線撮影を施行した４１症例において現在も顎関節部痛

を有している患者は存在しないため，すべて過去に

おける既往の有無とした。

図１ Ｘ線所見による下顎頭外形の分類（右図はトレース）

田中，他：関節リウマチ患者における顎関節異常９２
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考 察

１．下顎頭X線所見の分類

RA患者における顎関節部のＸ線学的調査は比較

的古くから行われている６，７）。しかし，影山８）は顎関

節部では骨破壊に対する骨新生などの骨反応がほと

んどみられないと述べていることから，RA-Stage

分類を顎関節部に応用することは不適当であると考

えた。そこで我々は，下顎頭吸収の程度を正確にす

るために下顎頭外形をⅠ～Ⅴ型に分類して下顎頭Ｘ

線所見として評価した４）。当然のことながら erosion，

concavity などの下顎頭表面の変形は顎関節症でも

起こりうるためⅡ型を顎関節リウマチの所見と断定

することはできない。しかし，Ⅲ～Ⅴ型の骨吸収が

著しい例では顎関節リウマチの特異的所見と考えら

れた。

２．アンケート調査の統計学的検討

RA患者における顎関節リウマチの発症は身体他

部位の関節に比して遅いと言われていた１）が，我々

は口腔科学会誌４５巻４号で，顎関節部痛を有する

n＝５３

顎関節痛 下顎頭外形 臼歯支持 罹病期間 RA stage RA class

顎関節痛 １

下顎頭外形 ０．４０２ １

臼歯支持 ０．０５７ ０．０５５ １

罹病期間 ０．２７１ ０．３４６ ０．０５７ １

RA stage ０．２９８ ０．４４２ ０．２５８ ０．５２９ １

RA class ０．０８９ ０．２２４－０．１９８ ０．２２０ ０．０９３ １

※P＜０．０５

回帰係数 標準誤差 P値 オッズ比 ９５％信頼区間

罹病期間 ０．０７４ ０．７２ ０．３１ １．０８ ０．２６～４．４３

顎関節痛（既往） １．９９ ０．９１ ０．０２ ７．３３ １．２４～４３．３８

RA-class ０．８２ ０．８１ ０．３２ ２．２７ ０．４６～１１．０２

RA-stage ０．４１ ０．５５ ０．４６ １．５１ ０．５１～４．４４

Constant －０．８９ ０．４ ０．２４

感度 ８７．５％
特異度 ６０．０％

図２－a 顎関節部疼痛の有無
図４ 調査項目の相関行列

図５ Ⅲ型以上の下顎頭吸収を目的変数としたロジス
ティック回帰分析

図２－b 前歯部の開咬

図２－c 仰臥位での呼吸困難

図３ RA-stage と下顎頭外形との関係
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RA患者では罹病期間に関係なく顎関節リウマチ発

症の可能性が高いことを推察した４）。しかし，対象

が顎関節部の異常を訴えて当科を受診したRA患者

であったため，RA患者の全体像を把握していると

は言い難かった。そこでRA患者の全体像を把握す

る目的で，当科を受診していないRA患者にアン

ケート調査およびＸ線撮影を行って統計学的解析を

行った。その結果，ロジスティック回帰分析５）で顎

関節リウマチの特異的所見と断定できる下顎頭異常

吸収の危険因子として顎関節部痛の既往が選択され

たことから，我々の報告が裏付けられたものと考え

られた。しかし，下顎頭吸収の時期については不明

であるため顎関節部痛を有するRA患者では厳密な

経過観察が必要であると思われた。

結 論

５３名のRA患者に対し顎関節部のアンケート調査

を行い，下顎頭吸収の危険因子をロジスティック回

帰分析１）で抽出した。その結果，顎関節部痛の既往

が選択された。すなわち，顎関節部痛の既往を有す

るRA患者では将来的に下顎頭の吸収をきたし，支

持を失った下顎骨が後上方へ回転移動することで，

初期には前歯部開咬症などの咬合障害や末期では仰

臥位呼吸困難などの継発症を惹起する可能性が高い

ことが示唆された。

本研究の概要は，第５２回日本口腔科学会総会（１９９８年４月
１６，１７日，松山市）において発表した。
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A Questionnaire on Temporomandibular Joint Abnormalities
in Rheumatoid Arthrites Patients

Jun-ichi TANAKA１），Masahiro YOSHINO１），Shion SAITO１），Junko YAGISAWA１）

Hideki ICHIKAWA１），Masato NARITA１），Shuhei SHIOMI１），Aki ITO１）
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tion Tama-Hokubu Medical Center
３）Department of Crown and Bridge Prosthodontics
４）Tokyo
５）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental Collage

Key words : Rheumatoid Arthritis, Temporomandibular joint abnormalities, Questionnaire survey

Risk factors for rheumatoid arthritis of the temporomandibular joint were investigated in patients with

rheumatoid arthritis．

Patients with rheumatoid arthritis attending the Rheumatism/Collagen Disease Department of our hos-

pital were investigated by means of a questionnaire and X-ray radiography． The results were subjected

to statistical analysis by logistic regression analysis．

Disease duration，past medical history of temporomandibular joint pain，RA-class，and RA-stage

were selected as factors for abnormal resorption of the head of the mandible，which is considered to be

rheumatoid arthritis of the temporomandibular joint． The odds ratio was highest for a past medical his-

tory of temporomandibular joint pain．

A history of temporomandibular joint pain may be the only risk factor for abnormal resorption of the

head of the mandible，diagnosed as rheumatoid arthritis of the temporomandibular joint，and disease dura-

tion may have no influence． （The Shikwa Gakuho，１０７：９０～９５，２００７）
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