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は じ め に

顎関節症を学んでいくためには，顎関節部の基

本的な解剖について，その機能を含めた理解が必

要である。

顎関節の形態は進化と発生から形作られた面

と，その後の機能の変化に適応して形成された二

次的な要素を含んでいる。顎関節に影響を与えて

いる要素として，歯牙の有無や食性の変化，年齢

や性別による機能力の違いなどさまざまなものが

考えられる。

そこで本シリーズ２回目として，顎関節の発生

について記載した後，顎関節の基本的正常構造と

して，骨部，軟組織部に分け，解説を行う。

�．顎関節の発生
ヒトの顎関節は，系統発生と個体発生の結果，

二次的に生じた器官であるといわれている。下顎

骨は第一鰓弓のメッケル軟骨の側方に形成される

が，メッケル軟骨の背側端に発生するツチ骨とキ

ヌタ骨の間の関節が一次的な顎関節であり，これ

は爬虫類や両生類にみられるものである。哺乳類

では，この一次的な顎関節は中耳の鼓室の発生に

伴って下顎骨からくびれて中耳内に隔離され，伝

音器官となる。このようにして一次顎関節に代

わってまったく新しい二次的な顎関節が発生し，

機能するようになる。

�．顎関節の発育
顎関節の基本的構造は，胎齢１０週頃では下顎

窩，関節結節の区別はできないが，胎齢１４週頃に

完成し，胎児の顎運動により，下顎窩，関節腔，

関節突起などが形作られていく。胎齢５ヶ月頃に

は，下顎窩の陥凹，関節結節の突出がわずかにみ

られるようになる（図１）。出生後の成長期では，

乳児期から小児期にかけて，すなわち乳歯の萌出

に伴って，下顎窩の陥凹，関節結節の突出がはっ

きりとみられるようになる（図２）。

�．顎関節の骨部
ヒトの顎関節は，下顎骨関節突起上端の下顎頭

と，側頭骨の下顎窩，関節結節の間で造られる左

右で１対の“複関節”という構造である。この骨

部に軟組織性の構造物が付随して，関節として機

能するようになる。

顎関節の骨部は，下顎骨下顎頭，側頭骨の下顎

窩，関節結節および関節隆起から構成される（図

３）。

１）下顎頭

下顎骨下顎枝の後方の関節突起の上端を下顎頭

と呼ぶ。下顎頭の上面は関節面となっており，線

惟軟骨に覆われている。下顎頭は長軸をやや内方

に向けた横長の楕円形をしており，その顎部内側

の前面には外側翼突筋が停止する翼突筋窩が存在
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図１ 胎児の顎関節（矢状断で左が前方）

Ａ：胎齢１０週の顎関節 下顎窩，関節結節の区別はできない。
Ｂ：胎齢５ヶ月半の顎関節 下顎窩はわずかに陥凹し，関節結節の突出が見られるようになる。
ａ：下顎窩 ｂ：関節結節 ｃ：下顎頭

図２ 成長期の顎関節

Ａ：乳児期 Ｂ：小児期
乳児期では，下顎窩は浅く，下顎頭の表層には軟骨層（＊）を認める。
小児期になると，下顎窩は深くなる。

６５０ 阿部，他：顎関節症を見直す
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する（図４）。下顎頭では，歯牙喪失後，骨の吸収

が進み，下顎頭内部の海綿骨が露出する場合もあ

る（図５）。

２）下顎窩

前方の頬骨弓の基部と後方の外耳孔の間に位置

し，側頭骨の下面にある浅い横楕円形のくぼみを

下顎窩と呼ぶ。このくぼみの前縁はなだらかに隆

起して，関節隆起，関節結節を形成する（解剖学

用語では両者を併せて関節結節と呼ぶ）。関節結

節は外側靭帯の付着部である。下顎窩の後方は，

鼓室部の薄い骨が後壁となっている。この骨壁と

下顎窩との移行部には，鼓室部と側頭鱗の癒合線

である鼓室鱗裂が横に走行している。鼓室鱗裂は

内方では前方の錐体鱗裂と後方の錐体鼓室裂の２

本の癒合線に分かれている。この錐体鼓室裂は，

顔面神経の鼓索神経が頭蓋底に出る部位である。

歯牙喪失後の下顎窩の形態変化としては，前方の

関節結節が高さを減じ，その変化は特に外側部で

顕著である（図６）。したがって下顎窩底から関節

結節にいたる S字状のカーブは無歯顎では平坦

となっており，無歯顎では容易に顎位が変化する

原因となる。

�．軟組織部
顎関節を構成する軟組織部としては，関節円

板，関節円板後部結合組織，関節包，靭帯，筋な

どが挙げられる。

１）関節円板

下顎窩，関節結節と下顎頭の間に存在する線惟

性の円板であり，関節腔を上関節腔，下関節腔に

分けている。上関節腔と下関節腔の広さを比べる

と，上関節腔の方が広い（図７，８）。

図３ 顎関節の骨部

ａ：関節結節 ｂ：下顎窩 ｃ：下顎頭
ｄ：外耳道 ｅ：乳様突起 ｆ：筋突起

図４ 上方からみた下顎骨 図５ 無歯顎の下顎頭
下顎頭�は，長軸をやや内方に向けた横長の

楕円形を呈しており，その頸部内側の前面に
は，外側翼突筋が停止する翼突筋窩�が存在す
る。外側翼突筋の収縮により，下顎骨は前下内
方に動く（矢印）。

歯牙を喪失すると下顎頭の，特に後面から吸
収が始まり，内部の海綿骨が露出する場合があ
る（＊）。
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関節円板は前方肥厚部，中央狭窄部，後方肥厚

部に分けられる。この中で中央狭窄部には血管，

神経の進入はほとんど認められない（図９）。

２）関節円板後部結合組織

また関節円板後方部は，疎な結合組織からな

り，神経，血管に富む。下顎窩後縁および鼓室鱗

裂に付着する上層（主に弾性線惟）と，下顎頭後面

に付着する下層（主に膠原線惟）の二層で構成され

ている（図８）。

３）関節包

顎関節を取り巻く結合組織の線維膜で，下顎窩

の周囲から関節突起の周囲に付着している。関節

図６ 下顎窩の歯牙喪失後の形態変化

Ａ：正常な下顎窩周囲（有歯顎）
Ｂ：関節結節�に吸収が始まっている（無歯顎）
ａ：関節隆起 ｂ：関節結節 ｃ：下顎窩 ｄ：錐体鼓室裂

図７ 顎関節部の前顎断面像 図８ 開口時の顎関節の構造（矢状断）

ａ：下顎窩 ｂ：関節円板 ｃ：下顎頭
ｄ：頭蓋底 ｅ：上関節腔 ｆ：下関節腔

ａ：関節結節 ｂ：下顎窩 ｃ：上関節腔
ｄ：関節円板 ｅ：下関節腔 ｆ：後部結合組
織（上部は側頭骨，下部は下顎骨に付着する）
ｇ：下顎頭 ｈ：外耳道

６５２ 阿部，他：顎関節症を見直す
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Ａ：新鮮遺体より摘出した関節突起，関節円板，外側翼突筋の一部
Ｂ：割断した関節円板
関節円板は前方肥厚部（�），中央狭窄部（�），後方肥厚部（�）に分かれる。
Ｄ：関節円板 LPM：外側翼突筋 Ｃ：下顎頭

図１０ 外側靭帯を割断し，下顎頭を明示

ａ：外側靭帯 ｂ：頬骨弓 ｃ：咬筋

歯科学報 Vol．１０２，No．８（２００２） ６５３
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包の内面は繊毛様のヒダを持つ滑膜によって覆わ

れ，関節の円滑な運動のための滑液を分泌してい

る。

４）靭帯

顎関節の周囲には外側靭帯と副靭帯がみられ，

副靭帯には蝶下顎靭帯と茎突下顎靭帯がある。

ａ．外側靭帯（図１０）

外側靭帯は顎関節の主靭帯で，関節包の外面の

前方に存在する。起始部は側頭骨の頬骨突起と関

節結節で，後下方に走行して下顎頭外側端の直下

および後方に停止している。

外側靭帯は顎関節の外側を保持する靭帯として

比較的強靭で，下顎頭の外側への逸脱を防止し，

下顎頭の前進，後退を制限している。

ｂ．副靭帯（図１１，１２）

蝶下顎靭帯は錐体鼓室裂，蝶形骨棘から起こ

り，扇状に広がりながら下方へ走行し，顎動脈，

顎静脈，耳介側頭神経と耳下腺との間を通り，下

図１２ 内側翼突筋と蝶下顎靭帯の位置的関係

MPM：内側翼突筋 SML：蝶下顎靭帯

図１１ 下顎枝内面（右側）に付着する顎関
節の副靱帯

ａ：蝶下顎靭帯 ｂ：茎突下顎靭帯
ｃ：茎状突起 ｄ：下顎角部

図１４ 外側翼突筋の上頭と下頭は合流して停止部へ向
かう

Ｄ：関節円板 U. LPM：外側翼突筋上頭
L. LPM：外側翼突筋下頭

図１３ 外側翼突筋の側方面観（頬骨弓，咬筋，側頭筋，
筋突起を切断，除去）

U. LPM：外側翼突筋上頭 L. LPM：外側翼突
筋下頭 TM：側頭筋の一部筋束 MPM：内
側翼突筋

６５４ 阿部，他：顎関節症を見直す

― 6 ―



*

D
U.LPM

L.LPM

D

U.LPM

L.LPM

D

U.LPM

L.LPM

D U.LPM

L.LPM

***

DDD

S.L.S.L.S.L.

図１５ 関節円板に付着する外側翼突筋（関節円板を割
断し，外側部分を翻転）

図１６ 外側翼突筋，関節円板，関節突起を一塊として
取り出す

Ｄ：割断した関節円板 U. LPM：外側翼突筋
上頭 L. LPM：外側翼突筋下頭
※外側翼突筋の一部筋線維束が関節円板に付着
している

Ｄ：関節円板 U. LPM：外側翼突筋上頭
L. LPM：外側翼突筋下頭

図１７ 翼突筋窩に付着する外側翼突筋 図１８ 下方より観察した関節円板

Ｄ：関節円板 U. LPM：外側翼突筋上頭
L. LPM：外側翼突筋下頭

Ｄ：関節円板 U. LPM：外側翼突筋上頭
L. LPM：外側翼突筋下頭

図１９ 下顎骨内面からみた外側翼突筋（LPM）と蝶下
顎靭帯（S. L.）の関係

図２０ 関節円板に付着する（※）蝶下顎靭帯

Ｄ：関節円板 S. L.：蝶下顎靭帯
M. B.：下顎骨

歯科学報 Vol．１０２，No．８（２００２） ６５５
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図２１ 関節円板（D）前方では，外側翼突筋（LPM）が付
着し，後方では広く蝶下顎靭帯（S. L.）が付着する
（＊）。

図２２ 胎生７ヶ月のツチ骨下顎靭帯

Ｍ：ツチ骨 SS：蝶形骨棘 SML：ツチ骨下
顎靭帯（後の蝶下顎靭帯の部位） MB：下顎骨
胎生７ヶ月ではツチ骨下顎靭帯は蝶形骨棘に付
着していない。

図２３ 胎生１０ヶ月のツチ骨下顎靭帯

Ｍ：ツチ骨 SS：蝶形骨棘 SML：ツチ骨下
顎靭帯（後の蝶下顎靭帯の部位） MB：下顎骨
FO：卵円孔
※蝶下顎靭帯が蝶形骨棘に付着している部位
胎生１０ヶ月ではツチ骨下顎靭帯は蝶形骨棘に
付着している。

図２４ 上頭，下頭からなる典型的な外側翼突筋

J. P.：関節突起 U. LPM：外側翼突筋上頭
L. LPM：外側翼突筋下頭

図２６ ３頭筋

U. LPM：外側翼突筋上頭 M. LPM：外側翼
突筋内側頭 L. LPM：外側翼突筋下頭 MB：
上顎骨

図２５ １頭筋

LPM：外側翼突筋 MB：上顎骨

６５６ 阿部，他：顎関節症を見直す
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顎小舌などの下顎孔周囲に停止している。機能的

には，開口および側方運動の規制に役立つ。

茎突下顎靭帯は側頭骨茎状突起と茎突舌骨靭帯

より起こり，下顎角から下顎枝後縁に停止してい

る。機能的には，下顎の前方移動の規制に役立っ

ている。

�．外側翼突筋
顎関節の運動には，下顎頭頸部の翼突筋窩に停

止する外側翼突筋が大きく関与する。

外側翼突筋は上頭および，下頭からなる２頭筋

である（図１３）。上頭は薄く偏平な筋束で，蝶形骨

大翼側頭下面から起始する。また，下頭は太い筋

束で，蝶形骨翼状突起外側板外面から起始する。

上頭および下頭は後外側方向へ走行した後，筋線

維束が合流し（図１４），下顎骨関節突起部の翼突筋

窩ならびに関節円板，関節包に停止する。外側翼

突筋の作用としては下顎頭を前方に引き，下顎骨

を前下内方に移動させ若干の開口を行うととも

に，片側のみの筋が収縮した際，下顎骨の側方運

動を行う。

�．外側翼突筋と関節円板の関係
外側翼突筋の一部は関節円板に付着している

（図１５）。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１６），関節円板に付着する筋線維束を残した

状態で，翼突筋窩に付着する筋線維束をすべて切

断し（図１７），下顎頭を除去後，関節円板を下方か

ら観察してみると，関節円板には上頭の筋線維束

だけでなく，下頭の筋線維束も広く付着している

ことがわかる（図１８）。

�．外側翼突筋と蝶下顎靭帯の関係
顎関節の副靭帯である蝶下顎靭帯は，外側翼突

筋と密接な関係があることが近年報告されている

（図１９）。その中で，蝶下顎靭帯の付着部である蝶

図２７ 側頭筋の一部と思われる破格な筋線維束の走行
（※）

図２８ 上方から（経頭蓋的に）観察した顎関節部

※卵円孔から出る下顎神経 LPM：外側翼突
筋 TPN：深側頭神経 MN：咬筋神経
TM：側頭筋 Ｄ：関節円板

LPM：外側翼突筋 MPM：内側翼突筋
MB：上顎骨

図２９ 外側翼突筋を貫く下顎神経の枝

Ｄ：関節円板 TPN：深側頭神経
BN：頬神経 LPN：外側翼突筋神経

歯科学報 Vol．１０２，No．８（２００２） ６５７

― 9 ―



形骨棘，錐体鼓室裂付近で，関節円板へも広く付

着していることが明らかとなった（図２０）。すなわ

ち，関節円板前方では外側翼突筋が付着し，後方

では蝶下顎靭帯が付着していることになり，顎運

動の際，関節円板の前方への動きを規制している

可能性が指摘された（図２１）。発生学的には蝶下顎

靭帯はツチ骨下顎靭帯から発生しており，顎運動

が始まる胎生８ヶ月ごろに蝶下顎靭帯への付着が

確認された（図２２，２３）。関節円板も同部位から発

生してくることが知られ，関節円板と蝶下顎靭帯

の間に線維の連続があっても不思議ではない。

�．外側翼突筋の破格例
外側翼突筋は上頭，下頭からなる２頭筋が典型

であるが（図２４），まれに上頭，下頭の区別のでき

ない１頭筋（図２５），また，上頭，下頭以外に内側

部分に内側頭を有する３頭筋も出現する（図２６）。

さらには，外側翼突筋周囲には破格な筋線維束が

走行することが報告されている。図２７は，側頭筋

の一部と思われる筋線維束が外側翼突筋の筋線維

束と合流し，共同腱をなして，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標本であ

る。この筋線維束は，骨から骨へ走行しており，

機能は不明である。

�．外側翼突筋を貫く下顎神経の枝
卵円孔から出た下顎神経は，その直後に多くの

枝を分枝し，それらの神経は外側翼突筋を貫いて

目的地へ向かい走行する（図２８，２９）。顎関節症

が，これらの神経に影響を与え，多くの関連痛の

原因になっていることも指摘されている。

�．おわりに
顎関節の形態を理解するためには，顎関節を構

成する骨部だけでなく，関節円板，関節包，靱帯

など周囲軟組織を十分に知る必要がある。そして

顎関節の機能を理解するためには，顎運動に関与

する閉口筋（咀嚼筋），開口筋（舌骨上筋）など，顎

骨周囲の筋の機能を知る必要がある。
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