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は じ め に

咀嚼運動は左右側の咀嚼筋群が下顎骨に付着

し，それらの活動によって顎関節を中心に運動が

営まれている。ヒトの顎関節は身体各部の関節と

異なり，形態的にも機能的にもきわめて特異的な

ところである。それは下顎頭が回転するだけでな

く，前下方に滑走する点，あるいは両側の顎関節

からの感覚情報が中枢で統合され，顎の円滑な運

動が行われている点などである。しかし顎関節か

らの感覚は意識として認知することなく，咀嚼運

動の円滑な動きに貢献していると考えられる。こ

のような観点から顎関節は咀嚼運動を担う重要な

ところである。何らかの原因で生じた顎関節症

は，歯学のもう一つの重要な問題である。この複

雑な問題の解明にあたっては解剖学的あるいは生

理学的特徴を把握し，これらの知識に基づいた病

態生理学的考察の蓄積が問題解決の糸口になると

思われる。ここでは顎関節の感覚が複雑な咀嚼運

動にどのような影響を与えているか，その役割に

ついて考えてみたいと思う。

顎関節の感覚

感覚は体性感覚，内臓感覚ならびに特殊感覚に

分類することができる（表１）。体性感覚は主に皮

膚や粘膜の感覚で，痛覚，触・圧覚ならびに温・

冷覚の感覚をいう。基本的には特殊感覚のように

特別な感覚受容細胞を持たず，感覚神経（知覚神

経）の末端部が直接皮膚や粘膜に分布している。

さらに体性感覚は表面感覚と深部感覚に分類され

る。顎関節は皮膚や粘膜に分布する感覚神経終末

（受容器）とほぼ同様の形態をした受容器が分布し

ている。皮膚の深部の感覚という点で，顎関節の

感覚は体性感覚の深部感覚に分類される。顎関節

の感覚は通常意識レベルに上らず，咀嚼運動中の

下顎の運動開始時期や終了時期あるいは運動量と

いった感覚や下顎窩における下顎頭の位置，運動

方向，速度，加速度などの感覚を感知し，下顎の

開口量や運動速度の調節をしているものと考えら

れる。さらにこれらの感覚は顎関節包および周囲

の靭帯に分布する受容器によって受容され，三叉

神経を介して中枢に伝えられている１～４）。

―――― 臨床ノート ――――
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表１ 感覚の分類

感覚の種類 口腔感覚

体性感覚

表面感覚
粘膜の感覚（痛覚，触・
圧覚，温・冷覚）

深部感覚
歯髄，歯根膜，顎関節，
咀嚼筋などの感覚

内臓感覚
臓器感覚 口渇感など

内臓痛覚 唾液腺などの痛み

特殊感覚
味覚，嗅覚，視覚，
聴覚，平衡感覚

７０５
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神経支配と受容器

ヒトの顎関節は三叉神経の分枝である耳介側頭

神経，深側頭神経関節枝，咬筋神経関節枝の神経支

配を受けている（図１）。耳介側頭神経は後方から

入り，関節包後面に密に分布する。その一部は関

節包内側面と外側面にも分布している。内側面の

神経分布は疎であるが，外側面は深側頭神経関節

枝の支配も受け，神経の分布は比較的密である。

一方咬筋神経関節枝は前方から入り，関節包前面

と一部内側面を支配している１～４）。神経線維の太

さは直径５µm以下のものが約３／４を占める。細
い無髄神経線維の一部は交感神経の節後線維であ

る。残りの神経線維もほとんどが１０µm以下で，１０
µm以上の太さの神経線維は少ない。顎関節に分
布する感覚神経線維の細胞体は三叉神経節にあ

り，三叉神経中脳路核には見出されていない。ま

た交感神経節後線維の細胞体は上頸神経節と星状

神経節に見出されている４）。

顎関節の受容器は主に関節包および周囲の靭帯

に分布する。形態学的には自由神経終末（図２），

ルフィニ小体（図３），パチニ小体（図４），ゴルジ

－マツォニ小体（図５），ゴルジ腱器官（図６）など

の受容器が報告されている１～５）。自由神経終末は

有髄神経の末端が無髄となり結合織中に終わるも

ので，終末部に神経要素以外の特別な構造物を認

めない終末である６，７）。自由神経終末は至るところ

に多数分布する。関節円板の周辺部はこの自由神

経終末が分布するものの，中心部には受容器は存

在しない。ルフィニ小体は自由神経終末と同様，

終末部に神経要素以外の特別な構造物を示さない

（図７）。しかし感覚神経の終末部の軸索は複雑に

分岐し，まるで桜の花が咲いたような散形状の特

別な形態をしている。パチニ小体は神経末端の軸

索の周囲にシュワン細胞および神経周膜由来の被

膜状構造物が数十層取り巻く有被膜性小体であ

る。顎関節の外側靭帯に近接して観察されるが，

顎関節のパチニ小体はネコの腸間膜や膀胱（図４）

で観察できるような多数の層板構造を有していな

い。パチニ小体は受容器の中で最も大きく，肉眼

で容易に観察することができるため電気生理学的

研究材料として古くから用いられてきた。電気生

理学的応答特性は異論８）があるものの，現在のと

ころ後述する速順応性応答となっている。ゴルジ

－マツォニ小体はパチニ小体の縮小版であるた

め，スモールパチニ小体とも呼ばれている。この

小体は小さいため肉眼で確認することはできな

い。神経末端部の軸索周囲の被膜を染色すると，

数層の被膜が観察できる（図８）。また被膜内の軸

図２ 自由神経終末
ネコ口腔粘膜。メチレンブルー生体染色。横

線：１００µm

図１ 顎関節の神経支配

田�：顎関節症を見直す７０６
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図３ ルフィニ小体
ハツカネズミ下唇粘膜。メチレンブルー生体染

色。横線：５０µm

図４ パチニ小体
ネコ膀胱。オスミウム酸染色。横線：１００µm

図６ ゴルジ腱器官の模式図
et：ゴルジ腱器官 cp：パチニ小体

図５ ゴルジ－マツォニ小体
ネコ口腔粘膜。メチレンブルー生体染色。横

線：５０µm

図７ ルフィニ小体
ハツカネズミ下唇粘膜。オスミウム酸染色。横

線：２０µm

図８ ゴルジ－マツォニ小体
ハツカネズミ口腔粘膜。オスミウム酸染色。横

線：２０µm
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索が複雑に分岐し，糸球体状になっているクラウ

ゼ小体（図９）も分布している。これらの終末はゴ

ルジ－マツォニ小体と同様，被膜を有しているこ

とから，ゴルジ－マツォニ小体と同じ機能を有す

る受容器と考えられる。ゴルジ腱器官はルフィニ

小体のように散形状の特別な形態をし，外側靭帯

に分布している９）。この終末は関節の動く速度に

対しては鈍感であるが，筋肉の伸張度に敏感で，

張力を感知している受容器である。感覚神経線維

の直径と受容器の関係は概ね次のようになってい

る。直径１µm前後の極めて細い神経線維は自由
神経終末を，直径５µm前後の神経線維はルフィ
ニ小体やゴルジ－マツォニ小体を，また直径１０µm
前後の比較的太い神経はパチニ小体やゴルジ腱器

官を支配していると考えられる。

受容器と応答特性

受容器に機械的刺激を与えたとき，その神経線

維には２種類の感覚情報が得られる５～７，１０）。その感

覚情報は遅順応性応答（図１０）と速順応性応答（図

１１）である。前者は機械的刺激が加わっている

間，感覚情報を発信し続けることから，顎が移動

した変位量（開口量）などを感知しているものと考

えられる。一方後者は機械的刺激を加えたときに

のみ感覚情報を発信することから，顎の動きを感

知していると考えられる。これらの受容器と感覚

情報を対比すると表２のようになる。

自由神経終末は遅順応性応答か速順応性応答を

する。またその中間的な応答をする自由神経終末

も観察されている１０）。この受容器は顎関節におけ

る下顎頭の偏位量や運動方向・位置といった情報

の感知に関与すると考えられる。しかし自由神経

図１０ 遅順応性応答
各トレースの上段は活動電位の記録，下段は機

械的刺激のトレース。変位量はＡ：１７µm，Ｂ：
３４µm，Ｃ：５０µm，Ｄ：１３０µm。横線：１秒図９ クラウゼ小体

ハツカネズミ下唇粘膜に観察されたクラウゼ小
体様の小体。メチレンブルー生体染色。横線：２０
µm

図１１ 速順応性応答
各トレースの上段は活動電位の記録，下段は機

械的刺激のトレース。変位量はＡ：４µm，Ｂ：
１８µm。横線：１秒

図１２ 顎関節の受容器からの感覚情報
各トレースの上段は活動電位の記録，下段は下

顎の開口量のトレース。下方は開口したことを示
す。

田�：顎関節症を見直す７０８
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終末は侵害受容器として顎関節の痛覚の発現に重

要な役割を果たしている。顎関節に負担がかかる

ような咬合状態になると，この受容器がそれを感

知し，痛覚を発現している。

ルフィニ小体は遅順応性応答をする受容器であ

る。図１２はネコの下顎頭を他動的に開閉させたと

き，耳介側頭神経の単一神経線維から得られた感

覚情報を示したものである。開口運動の開始期と

終止期に一過性の速順応性応答を示した１例以外

（図１２－Ａ）は，すべて遅順応性応答（図１２－Ｂ，

Ｃ）であったことが報告されている１１）。遅順応性

応答の感覚情報の発射頻度（活動電位数つまり感

覚情報量）と開口度の関係は，開口量の増大とと

もに感覚情報量は増加している（図１３）。また下顎

頭の回転速度や回転角度にも対応して感覚情報量

が変化する。このことからルフィニ小体あるいは

自由神経終末は顎関節における下顎頭の変位量

（開口量）や回転速度などを感知しているものと考

表２ 受容器の特徴と応答様式

受容器 終末部の状態 被膜の有無 応答様式

自由神経終末 器官化していない 無
遅順応性
速順応性

ルフィニ小体 器官化している 無 非被覆性小体 遅順応性

パチニ小体
ゴルジ－マツォニ小体

（クラウゼ小体）
器官化している 有 有被膜性小体 速順応性

図１３ 遅順応性ユニットの開口度と感覚情報量の関連
上段は感覚情報量。下段は開口度

図１４ 腕の屈曲速度と感覚情報量の関係
中段：腕を破線の矢印方向に移動（下段トレー

ス）したときの屈曲速度のトレース。
上段：屈曲速度に対する感覚情報量。破線：手

が障害物で動かない状態で，張力のみが
発生しているときの感覚情報量。

歯科学報 Vol．１０２，No．９（２００２） ７０９
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えられる。

パチニ小体，ゴルジ－マツォニ小体あるいはク

ラウゼ小体は速順応性応答をする。前述した様に

速順応性応答をするユニット数は少なく，顎運動

の初期あるいは終止期に感覚情報を発信する。こ

のことからこれらの終末は，顎運動の開始あるい

は終止といった感覚情報を感知し中枢へ伝えてい

るものと考えられる。

ゴルジ腱器官は筋肉と腱との移行部に分布し，

筋肉に張力が加わったとき感覚情報を発信する。

靭帯の伸展に対し遅順応性応答を示す。図１４は腱

器官からの屈曲速度（張力）の情報と信号の大きさ

（活動電位の放電頻度）の関係を示した図であ

る９）。信号の大きさを表す実線は，一定の速度で

１０秒間腕を持ち上げたときの活動電位の放電頻度

である。また点線は腕が障害物に阻まれたときの

活動電位の放電頻度を示している。障害物を持ち

上げようとすると，信号の大きさはさらに大きく

なる。つまり張力が発生したとき，その信号の大

きさが増加することから，ゴルジ腱器官は筋の張

力を感知している受容器と考えられる。ゴルジ腱

器官はルフィニ小体などと同じように顎関節にお

ける下顎頭の変位量（開口量）などを感知している

ものと考えられる。

感覚情報と顎反射

顎関節からの感覚情報によりいくつかの顎反射

が観察されている。反射は特定の部位に刺激を与

えることにより，意思とは無関係に特定の効果器

（筋など）に効果（運動など）が生じることをいう。

反射に関連する感覚情報の伝達経路を反射弓とい

う。反射弓は受容器，求心性ニューロン（感覚神

経），反射中枢，遠心性ニューロン（運動神経），

効果器（筋）の５つの要素から構成されている。顎

反射は口腔領域に分布する受容器からの感覚情報

によって，咀嚼筋の収縮（興奮）あるいは弛緩（抑

制）という効果をもたらす下顎の反射をいう。

図１５のＡは舌神経への電気刺激により咬筋運動

神経の活動性が抑制されたことを示している。Ｂ

は顎関節包への局所的な圧刺激（下段のトレース）

によって，活動電位（上段のトレース）の発生頻度

が減少する反射を示している。Ｃは下顎頭の回転

（下段のトレース）によって，活動電位の発生頻度

が減少する反射が観察されている１１）。このように

顎関節包への機械的刺激や下顎頭の開口方向への

回転あるいは開口位での保持によって，咬筋運動

神経の活動性が抑制される反射が存在すること

や，関節を支配している感覚神経への電気刺激に

より，閉口筋に抑制的効果が得られたことなどを

考慮すると，顎関節からの感覚情報によって，閉口

筋活動が抑制的に調節されていると考えられる。

一方図１６は顎二腹筋への効果を示したものであ

る。ＡとＢは顎関節包への電気刺激の効果を調べ

たものである。Ａは顎二腹筋の筋電図である

が，１から５のように刺激強度を増大すると顎二

腹筋の活動性は促進する。Ｂも同様で，刺激と同

図１５ 顎関節領域の刺激に対する咬筋運動神経線維へ
の効果

図１６ 顎関節領域の刺激に対する顎二腹筋筋電図と運
動神経線維への効果

田�：顎関節症を見直す７１０
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側の顎二腹筋の運動神経の活動性はコントロール

側（下段）と比較し大きくなっている（上段）。Ｃで

は顎関節包への機械的刺激をａからｄへ順次増大

すると顎二腹筋の運動神経の活動電位数は増加す

る傾向を示した。また顎関節包への機械的刺激や

顎関節を支配している感覚神経への電気刺激に

よって開口運動が誘発されることも観察されてい

る１１）。これらのことから顎関節からの感覚情報は

開口筋の活動を促進的に調節しているものと考え

られる。

ま と め

顎関節における受容器は侵害刺激に対し，生体

防御機構としての感覚を発現すること，あるいは

開口量の把握あるいは下顎頭の回転速度や角度な

どの感覚情報を中枢に伝えていることなどが考え

られる。またこれらの感覚情報は閉口筋運動神経

の活動性を抑制させる方向に作用するとともに，

開口筋運動神経の活動性を興奮させる方向に作用

している。これらのことから，顎関節からの感覚

情報は開口運動の発現を補助する効果を持ってい

るように思われる。

参 考 文 献
１）東京医科歯科大学歯学部・顎口腔総合研究所：顎運
動とそのメカニズム．４９～１１３，日本歯科評論社，東
京，１９７６．
２）坂田三弥，中村嘉男：基礎歯科生理学．２７３～２７５，
医歯薬出版株式会社，東京，１９８７．
３）上村修三郎，杉崎正志，柴田考典：顎関節小事典．１３０
～１３７，１５０～１５９，日本歯科評論社，東京，１９９０．
４）中村嘉男：咀嚼運動の生理学．１４３～１４５，医歯薬出
版株式会社，東京，１９９８．
５）Kwamura, Y., Majima, T. and Kato, I. : Physi-
ologic roleof deep mechanoreceptor in temporoman-
dibular joint capsule., J. Osaka Univ. Dent. Sch., ７：
６３～７６，１９６７．
６）田�雅和：口腔機能に関する口腔粘膜の感覚神経終
末．日本歯科医師会雑誌，５４�：１７～２５，２００１．
７）田�雅和：口腔粘膜の感覚神経終末と義歯．The
Quintessence,２１�：７０１～７０９，２００２．
８）Sakada, S., et al. : Slow－adapting responses of
Pacinian corpuscles of cat planta., Brain Res.,３３２：
１９４～１９９，１９８５．
９）伊藤文雄：筋感覚研究の展開．１０５～１５５，協同医書
出版社，東京，２０００．

１０）Sakada, S. : Physuiology of Mechanical senses of
the oral structure. In Front. Oral Physiol., ４：１～
３２, Karger, Basel,１９８３．

１１）Kwamura, Y. and Abe, K. : Role of sensory infor-
mation from temporomandibular joint., Bull. Tokyo
Med. Dent. Univ.,２１（Suppl.）：７８～８２，１９７４．

歯科学報 Vol．１０２，No．９（２００２） ７１１

― 7 ―


