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は じ め に

顎関節疾患は，２００１年に日本顎関節学会から発

表された“顎関節症診療に関するガイドライン”に

よると，発育異常，外傷，炎症，退行性関節疾

患，腫瘍および腫瘍類似疾患，全身性疾患に関連

した顎関節異常，顎関節強直症そして顎関節症の

８項目に分類されている１）。とくに，『顎関節症』

という用語は，顎関節や咬筋，側頭筋，内・外側

翼突筋の４咀嚼筋―必要に応じて顎二腹筋およ

び胸鎖乳突筋を含めることもある―の疼痛，関

節（雑）音，開口障害ないし顎運動異常を主要症候

とする慢性疾患群を総括した診断名として用いら

れる。そして，咀嚼筋障害，関節包・靱帯障害，

関節円板障害，変形性関節症などの病態・主徴候

をもとに，�～�型に症型分類される。
顎関節症の診断を下すためには，前述した４つ

の主要症候のうち少なくとも１つが発現している

ことを必須条件とする。各種画像検査が診断のた

めに併用されることは言うまでもないが，これら

の臨床症状が無い場合には，画像上で構造物の形

態異常や位置異常が認められたとしても，本診断

名をつけることはできない。

顎関節症が急速に脚光を浴びるようになったの

は，１９７０年代の後半，顎関節円板前方転位を顎関

節腔造影エックス線検査によって検出できるよう

になってからである。それ以前の画像診断はいわ

ゆる単純撮影に依存しており，下顎頭，関節隆起

および下顎窩などの硬組織のみの形態的変化が診

断対象であった。ところが，造影検査手技の確立

によって，円板前方転位と関節（雑）音あるいは開

口障害との関連性が臨床的に明らかにされるよう

になった２）３）。この顎関節腔造影エックス線検査が

重要視されて以来，エックス線透視法２）３）４），断層

撮影法５），コンピュータ断層撮影法（CT）６）への応

用が進められた。CTは当初，外科的侵襲を加え

ずに関節円板を描出しうるモダリティとして期待

されたが，軟組織に対するコントラスト分解能の

限界７）８）から，検査時にはやはり顎関節腔造影エッ

クス線検査が必要である。近年，CTの描出限界

を補うべく，軟組織に対するコントラスト分解能

が極めて高い磁気共鳴撮像法（MRI）が利用される

ようになった。これによって得られる画像は，関

節円板を直接描出することが可能であることか

ら，今日では，顎関節内障の診断に威力を発揮し

ている９）。

顎関節症の診断における画像検査の目的は，下

顎頭，関節隆起および下顎窩などの硬組織を対象

とした形態診断と，関節円板や関節腔を含む軟組
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織の形態・位置の診断が中心となる。すなわち，

画像検査は変形性関節症を主徴候とする顎関節症

�型，関節円板障害を主徴候とする顎関節症�型
の診断に最も有効である。

この稿では，顎関節画像診断のために利用され

る画像検査法の種類，撮影術式，各種検査法の用

途に加え，診断の一般的な手順と画像所見の特徴

について概説する。

画 像 検 査 法

１）標準パノラマエックス線撮影法

本撮影法は，患者の歯列を目に見えない馬蹄形

の断層域内に設定し，断層域内にある歯と顎骨を

鮮明に描出する方法である。顎関節相当部の断層

域はある程度広く設定されているのが一般的であ

るが，画像診断をする上で，描出された画像が左

右対象に描出されることが大前提である。また，

咬頭嵌合位では下顎頭と関節隆起とが重複する危

険性があるため，切端咬合位あるいはやや下顎を

前突させての撮影が必要となる。

本撮影法はスクリーニング検査として利用さ

れ，とくに顎関節症を対象とした場合は，下顎

頭，関節隆起，下顎窩を中心とした骨の形態変化

の検出が目的となる１０）。また，筋突起過形成，顎

関節の発育異常，外傷のほか，関節リウマチ，腫

瘍および腫瘍類似疾患，強直症でも骨変化または

図１ パノラマ撮影時のエックス線束入射方向と下顎頭像

＊被写体に付けられた標識（�：下顎頭頭頂部，�：下顎頭前面外側，�：下顎頭後面外側，�：下顎頭前面
内側，�：下顎頭後面内側，�：下顎頭内側極，	：下顎頭外側極）の投影位置が，標準パノラマ撮影とパ
ノラマ顎関節分割撮影とで異なっているのがわかる。
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石灰化が認められれば検出は可能となる。

２）パノラマ顎関節撮影法

標準パノラマエックス線撮影法と同じ装置を用

いて，顎関節部のみを撮影するものである。本撮

影法は，顎関節撮影専用の断層域内に顎関節部を

設定し，開口位で両側顎関節部をそれぞれ撮影し

た後，閉口位で同様の撮影を施行することで，計

４つの画像を１枚のエックス線フィルム上に分割

像として描出することができる。これが，パノラ

マ顎関節分割撮影法とも呼ばれる所以である。

本撮影法の目的は，標準パノラマ撮影と同様

に，下顎頭，関節隆起，下顎窩を中心とした骨の

形態変化の検出にある。標準パノラマ撮影に比べ

て，エックス線束がより下顎頭長軸に沿って入射

するため，より正確な下顎頭の側面像が得られ

る。その診断精度は，標準撮影と同等もしくはや

や高いと言われている１１）。

図１は，標準パノラマ撮影，パノラマ顎関節分

割撮影時のエックス線束の入射方向とそれぞれの

下顎頭像である１２）。

¨３）側斜位経頭蓋撮影法（Schuller 法）

¨Schuller 法は，本来，耳鼻科領域において側頭

骨撮影のために考案されたもので，含気蜂巣の側

面的広がりの観察を主目的としている１３）。これを

¨図２ Schuller 変法の模式図と正常像
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エックス線の中心線が下顎頭長軸に入射するよう

に改良したものが，顎関節撮影法としての

¨Schuller 変法である。手技としては，検側側頭部

をカセットに密着させ，カセットに対して頭部正

中矢状面を平行に，さらにフランクフルト平面を

垂直に設定し，反対側上方２５°，前頭面に対して

後方２～５°の角度で検側外耳孔に向けて中心線

を入射させる（図２）。開閉口時の顎関節（下顎頭）

側面像に類似した像を個別に得る方法である。

撮影目的は，パノラマ撮影と同様に下顎頭，関

節結節，下顎窩を中心とした骨の形態変化の検出

ならびにそれらの位置関係の把握である。

¨Schuller 変法は両側顎関節部の像を重複させず

に側面像を描出させることを特徴とするが，同じ

特徴を有する撮影法に Parma 法がある。これ

は，近接撮影の原理を顎関節撮影法に適用したも

のである。すなわち，非検側の顎関節部にエック

ス線管焦点を可及的に近づけ，フランクフルト平

面に対して下方１０°，やや後方から検側外耳孔に

向けて中心線を入射させる。そして，非検側の顎

関節部の画像を拡大と半影によりぼかし，検側の

みの顎関節を描出する（図３）。本撮影法も

¨Schuller 変法と同様に，骨の形態変化ならびにそ

れらの位置関係の把握が中心となるが，ボケ像の

重複により画像の鮮明さが劣るため，現在ではそ

の応用頻度が少なくなりつつある。

図３ Parma 法の模式図と正常像
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４）眼窩下顎頭方向撮影法（眼窩下顎枝方向撮影

法）

本撮影法は，まず，咬合平面を水平にし，カ

セットと頭部正中矢状面とが７０°程度になるよう

に頭位を設定する。後頭部をカセットに接触させ

たのち，中心線を上方２５°から検側の眼窩を介し

て下顎頭に向けて入射させる（図４）。下顎頭と関

節隆起との重複を避けるために開口位で行うのが

原則で，極度の開口障害がある患者は適応外とな

る。

本撮影法は下顎頭の正面像を得ることを目的と

しているが，その外形線は，下顎頭後面で形成さ

れる１４）ため，関節面に限局した骨形態変化の検出

能は劣る。

５）断層撮影法

断層撮影法は，側斜位経頭蓋撮影法，Parma

法および眼窩下顎頭方向撮影法などの単純撮影と

は異なり，構造物のある特定の平面（断層面）のみ

を鮮明に描出させることを目的とする。実際に

は，鮮明に描出される領域はある程度の幅を有

し，これを断層域という。断層域からはずれた構

造物はボケ像として重複されることになる。断層

域の幅は，直線断層撮影法の場合にはエックス線

管焦点の動く直線距離によって，多層断層撮影法

の場合には振り角によって調節される。顎関節撮

影時には，顎関節部のとくに描出したい領域を断

層域に設定するのは当然であるが，エックス線の

入射方向と下顎頭長軸との関係，さらに断層域の

幅についても考慮する必要がある１５）１６）。

本撮影法では，顎関節下顎頭の形態や骨形態変

化の生じた部位によって診断精度が影響されるこ

とはあまりなく，単純撮影法およびCTよりも信

頼性があるといわれている１７）。しかし，振り角を

小さくし断層域を広げて撮影する広域断層撮影法

（Zonography）を選択するか，あるいは振り角を

大きくし断層域を狭くして多層断層像として診断

するかによって，精度に違いがあると考えられ

る。

６）コンピュータ断層撮影法（CT）

本撮影法は，対向したエックス線管と検出器を

人体の周りで回転させ，各位置で得た透過エック

ス線量分布を基に，数学的手法を用いて人体横断

面の各小区域ごとのＸ線吸収値をコンピュータで

計算し，それを濃度値に変換して画像化するもの

である。CT画像は，他のディジタル画像と同様

に，画素の集合として標本化され，画素ごとの濃

度値もCT値として量子化されている。装置とし

ては，これまでに数々の改良がなされ，現在では

図４ 眼窩下顎頭方向撮影法の模式図と正常像
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対向したエックス線管と検出器が連続回転し，そ

こを患者寝台が連続移動するらせん型CTが一般

的になっている。また，スライス厚０．５mmでス

キャンすることが可能になり，３次元方向の空間

分解能を全く同じ（１line pair／mm）にすること

もできる。

CT画像の軟組織のコントラスト分解能は後述

のMRI に比べて低く，顎関節疾患の診断対象は

制限される。とくに顎関節症を対象とした場合に

は，軸位断像で円板転位の診断が可能とする報

告１８）もあるが，その形態については観察できな

い。一方，骨形態については，画像処理ソフトウ

エアで作成した三次元画像（図５）あるいは多断面

再構成（Multi－planner Reconstruction；MPR）

画像を用いて任意の方向から観察できるため，容

易に把握することが可能である。皮質骨の様相の

把握，皮質骨と海綿骨の識別等についてもウイン

ドウ値やウインドウ幅を調節することで容易に行

前面観 上方面観 左、外側面観

後方面観 前上方面観 左、内側面観

図５ CT画像データをもとにした顎関節部三次元再構成画像

和光，他：顎関節症を見直す８５８
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える。正診率についての報告１７）１９）では見解にかな

りの幅があり，断層撮影と同等で，他の単純撮影

と比べても決して遜色はないとの報告もあるが，

被曝線量あるいは物理的な空間分解能の問題点か

らルーティン検査法としては推奨されていな

い２０）。一般には，顎関節症以外の顎関節疾患に適

応される。

７）関節腔造影法（単一造影法および二重造影法）

本法は，関節腔内に造影剤を注入することによ

り，間接的に関節円板，後部軟組織を描出させ

る。単一造影法では顎関節腔内穿刺を行った後，

陽性のヨード系水溶性造影剤（ウログラフィン，

イオパミロンなど）もしくは陰性造影剤（空気）を

注入する。一方，二重造影法では陽性・水溶性造

影剤を下関節腔に注入し，次いで上関節腔に入れ

る。パンピング操作をして注入液の逆流があるこ

とを確認した後，造影剤を排出，陰性造影剤（空

気）を注入して関節腔内壁面部に陽性造影剤が付

着した状態で撮影する。撮影法には既述した単純

撮影法，断層撮影法のほか，CT，エックス線透

視のいずれかを応用する。図６は，上下関節腔単

一造影法を用いて歯科用小照射野CT（Ortho－

CT）で撮影した画像と剖検像とを対比させたもの

である。また，エックス線透視法を併用すること

により，関節円板と下顎頭との動態観察が可能に

なる２０）。

本法の診断目的は，下顎頭に対する関節円板の

位置ならびにその形態変化の有無に加えて，関節

腔内癒着，関節円板および後部組織穿孔の有無を

検出することである。癒着，穿孔に関しては正診

率が極めて高いことが報告２１）２２）されているが，こ

れらを除く関節円板障害の検出については，後述

するMRI が普及した今日では，侵襲的検査法で

ある本法を第一選択とすることはない。ペース

メーカーを装着した患者または他の理由でMRI

検査が施行できない場合にのみ第一選択とな

る２０）。

８）磁気共鳴撮像法（MRI）

本法は，身体を構成する元素の一つである水素

の原子核が，磁場の中で固有の周波数の電磁波を

吸収したり放出したりする核磁気共鳴現象を利用

している。すなわち，生体を静磁場（大きな磁石）

中においてラジオ周波数帯域の電磁波（ラジオ波）

を与え，生体に存在する水素原子核の自転軸の向

図６ 剖検像とOrtho－CTを用いた上下関節腔単一造影像（剖検像は東京歯科大学解剖学講座より
御提供戴いた。）

＊剖検像の被写体は比較対照のために提示されたもので関節腔造影像と同一のものではない。
造影剤は陽性造影剤を使用している。
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きが変化することによって発生する信号をコイル

（アンテナ）で受信し，それをコンピュータを用い

て画像化する。

顎関節部軟組織診断のための画像検査法には既

述したCT，関節腔造影法そしてMRI がある。

とくに，MRI は関節腔内癒着，円板穿孔の有無

の確認を主目的にする場合を除けば，非侵襲性か

つ軟組織のコントラスト分解能が優れているとい

う長所から第一選択として定着している。一方，

硬組織である下顎頭あるいは関節隆起の皮質骨

は，その水素原子含有率が極めて乏しいことか

ら，エックス線画像とは反対に無信号像（画像上

で黒）として描出される。本来ほぼ均一な厚さと

して描出される皮質骨の無信号領域の変化に着目

することによって，ある程度は硬組織の形態変化

を診断することも可能である。しかし，骨形態変

化についての診断精度については，優れていると

する報告２３）２４）２５），断層撮影やCTと同等もしくは

やや劣るとする報告２６）２７）とがあり，統一した見解

はない。

９）超音波検査法（US）

超音波は，我々が音として聴きとれる１６－２０，０００

Hzよりもはるかに高い周波数をもって伝搬する

音である。我々が対象とする頸部あるいは表在臓

器の診断には，７．５－１０MHz（１０６Hz）の超音波が

利用される。超音波画像は，超音波が音響イン

ピーダンス（密度と音速の積）の異なる媒質の境界

で反射する性質を利用して得られる。すなわち，

圧電素子からなる探触子が発する超音波を生体に

入射させ，各組織・臓器の境界面で反射して返っ

てくる超音波（エコー）を同じ探触子で二次的に検

出し，反射位置に相当するエコーが返ってくるま

での時間とエコー強度の情報を基に画像を得るも

のである。硬組織や空気あるいはガスは，他の組

織・臓器と音響インピーダンスが極端に異なるこ

とから強反射体となる。このため，超音波はそれ

より深部に到達しにくい。したがって，超音波診

断の適応は，実質臓器に代表される軟組織疾患で

ある。

顎関節疾患とくに顎関節症に対する画像診断の

目的は，関節円板・周囲軟組織と周囲骨との関係

を観察することであるが，このような超音波の性

質から，本検査法を用いた報告２８）２９）３０）は極めて少

なく，その診断精度についてもいまだ不明な点が

多い。

画像診断の手順

表１ 顎関節症の症型分類に関する画像診断手順の一例

骨形態変化（標準パノラマおよびパノラマ分割撮影像，
側斜位経頭蓋撮影像，眼窩下顎頭方向撮影像）

（所見なし） （所見あり）
変形性関節症（顎関節症�型）

クリック音（弾発音）の存在または既往による開口障害
なし あり

（関節腔造影，MRI：機能診断）��関節円板位置，形態異常の確認
（関節腔造影）���������円板の穿孔，断裂

関節円板障害（顎関節症�型）

（あり）
咀嚼筋の運動時痛 （関節腔造影，MRI） 咀嚼筋障害（顎関節症�型）

なし

（あり）
顎関節の顎運動時痛と圧痛 （関節腔造影，MRI） 関節包・靱帯障害（顎関節症�型）

なし
不定愁訴を含む顎関節症�型あるいは顎関節疾患以外の疾患を疑う。
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顎関節症の診断においては，既述したように顎

関節や咀嚼筋の疼痛，関節（雑）音，開口障害ない

し顎運動異常のうち，少なくとも１つ以上の臨床

症状を有することが必須条件であるが，まず，こ

れらと同様の症状を呈する疾患との鑑別を行う必

要がある。その上で，本症の病態すなわち症型分

類が必要となる。症型分類の系統診断は，顎関節

症�型（変形性関節症，１５歳以上を対象とする），
顎関節症�型（関節円板障害），顎関節症�型（咀
嚼筋障害），顎関節症�型（関節包・靱帯障害）そ
して顎関節症�型（�～�型に該当しないもの）の
手順で行われ，それぞれの診断基準にしたがって

判定する３１）。表１は，その際の画像検査法ならび

に読影手順の例である。この項では，画像検査法

が顎関節症診断に寄与する頻度の高い�型ならび
に�型について概説する。
１）変形性関節症

本症の画像所見で問題となるのが適合性骨変化

との鑑別である。これは，骨形態変化の画像所見

用語が変形性関節症としての病態あるいは適合性

変化（適応性のリモデリング）のいずれにも相当す

るからである。現在では，関節痛，開口障害ある

いは関節（雑）音の臨床症状を少なくとも一つ呈

し，かつそれらとの関連性が高いとされる画像所

見のみを本症の診断基準３２）として扱うことになっ

ている（表２，図７）。したがって，皮質骨の肥厚

（eburnation，），骨の硬化（sclerosis），骨皮質の

存在する外形の扁平化（flattening），骨皮質の存

在する陥凹（concavity），石灰化物（calcification）

および関節浮遊体の単独所見では本診断名を推定

することはできない。これらの所見については，

経過観察を行い，進行性の場合に変形性関節症の

診断を下す。とくに石灰化物の浮遊所見について

は滑膜性軟骨腫などの腫瘍性病変あるいは偽痛風

などとの鑑別も必要となるため，断層撮影，

CT，MRI などの診断精度のより高い検査法を追

加する必要がある。なお，本症の画像診断にはパ

ノラマ撮影ならびにその他単純撮影が最低限必要

である。骨形態変化に関して報告された各種検査

法の正診率１１）１７）１９）２３）～２７）３５）３６）３７）を表３にまとめて示

す。

表２ 変形性関節症の診断基準

Peterson ら３３） 上村ら３４） 日本顎関節学会による診断基準３２）

erosion erosion
骨皮質の断裂を伴う骨吸収性変化

subchondral pseudocyst

flattening flattening

osteophyte marginal proliferation 辺縁部骨増生

sclerosis sclerosis

concavity concavity

calcification

eburnation

deformity 吸収性変化を伴う下顎頭の縮小化

loss of bone density

表３ 骨形態変化に関する各種画像検査法の正診率

画像検査法 正診率

標準パノラマエックス線撮影法 ７１～８４％
パノラマ顎関節撮影法 ７８％
側斜位経頭蓋撮影法 ５０～６０％
断層撮影法 ６３～８８％
CT ６６～８７％
MRI ６０～１００％
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２）関節円板障害

顎関節症�型を診断する上でも，まず，関節
痛，開口障害あるいは関節（雑）音の臨床症状を少

なくとも一つ呈していることが前提である。ま

た，骨形態変化が各種画像所見にて確認されたも

のについては本診断名を除外するという前提があ

る。換言すれば，臨床症状があるが骨変化の画像

所見がない場合に本病態の可能性を考えることに

パノラマ顎関節分割撮影像

ａ．骨皮質の断裂を伴う吸収性骨変化（erosion，erosive bone change）（矢印）

標準パノラマエックス線像
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なる。

一般に，開閉口時の関節（雑）音とくにクリック

音（相反性，単一性を含む弾発音）の発現，あるい

は下顎頭の前方運動障害といった臨床症状が画像

診断のための重要な情報源となる。これらの症状

は，下顎頭に対する関節円板後方肥厚部，ごく稀

に前方肥厚部との動的異常を示唆するものにほか

ならない。円板の位置異常は，ごく稀に最大開口

時の後方転位として認められるが，そのほとんど

は前方ないし前内方転位である。関節円板障害の

病態は，転位していた関節円板が顎運動中に雑音

とともに正常位置に復する顎関節症�ａ型（復位

パノラマ顎関節分割撮影像

ｂ．吸収性変化を伴う下顎頭の縮小化（deformity）（矢印）
本症例では，右側下顎頭に偽嚢胞（cyst－like lesion）所見が認められる。

標準パノラマエックス線像
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を伴う円板前方転位）と顎運動中を通して転位し

たままの状態である�ｂ型（復位を伴わない円板
前方転位）とに大別される。これらの病態を確認

するためには，MRI（図８）あるいは関節腔造影法

が必要となる。なお，関節円板の位置異常に関す

る画像検査法の正診率は，関節腔造影法１９）２１）２５）３６）で

８４－１００％，MRI１９）２３）～２６）３６）で７３－９５％，CT１９）で４０

－６７％との調査結果が報告されている。

前述したように，顎関節症の診断を下す過程に

おいて，関節痛，関節（雑）音，開口障害の臨床症

状が少なくとも１つ発現していることが必要とな

る。関節（雑）音，開口障害の各症状については，

解剖学的画像所見によってそれを系統的に裏付け

ることが比較的容易である。しかし，関節痛につ

いては，顎関節症�～�型のいずれにおいても発
現する可能性があり，その原因と病態との関係を

画像上で認識することは難しい。�型，�型ある
いは�型に発現する関節痛の多くは，一般に顎関
節外側壁，関節円板後部組織，滑膜下組織にある

とされる発痛点の侵襲による３８）３９）４０）。滑膜滲出性

炎の併発がその原因の一つと考えられる。滑膜

は，関節包内の上下関節腔面を被覆する間葉系の

疎性結合織からなり，前方滑膜と後方滑膜からな

る。滑膜の表層細胞は関節を潤滑する滑液を産生

すると同時に関節腔内に産生された老廃物を貪

食・排出する機能が主体である４１）。したがって，

変形性関節症あるいは関節円板障害あるいは関節

包・靱帯障害の疑いのある患者が関節痛を伴って

いる場合には，関節内視鏡により滑膜の発赤，び

らん，出血状態を観察すると同時に，MRI を用

いて滑液の関節腔内貯留の有無を確認することも

必要である（図９）。

ま と め

顎関節症に関する研究は，１９７０年代から９０年代

にかけて勢力的に行われた。その背景のひとつに

は，機能的診断を含む画像検査法の進歩がある。

学校歯科健診に顎関節の診査が導入されている今

日では，本症を疑わせる症状を訴えて来院する患

者の数が増加し，臨床における画像診断レポート

を書く機会も大幅に増加している。顎関節症は，

もはや齲蝕・歯周疾患と並ぶ第３の歯科疾患であ

ると認識する必要があろう。画像検査は，臨床症

状を裏付けるための，時として確定診断のための

視覚素材として有効ではあるが，そこから抽出さ

パノラマ顎関節分割撮影像

ｃ．骨辺縁部の局所的不透過性増生（辺縁性増生：osteophyte，marginal proliferation）（矢印）

図７ 変形性関節症の診断を下すために必要な画像所見
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れる情報となると未だ不明な点が多い。診査，診

断，治療の流れの中で画像検査の位置付けをさら

に拡充するためには，情報量のさらなる抽出法を

考案すると同時に，各種画像の相互的分析を更に

推進しなければならない。画像情報と分析結果と

が治療法の拡充，あるいは，より適切な選択基準

に寄与する素材として活用できる時代が来ること

を期待してやまない。

ａ．復位を伴う関節円板前方転位（クリック音発現症例）
開口時に円板が正常位に復位している（矢印参照）。

ｂ．復位を伴わない関節円板前方転位（closed lock 症例）
開閉口時ともに円板が下顎頭の前方に位置している（矢印参照）と同時にerosion 所見が認めら
れる。

図８ 関節円板障害の診断を下すために必要なMRI 所見（Ｔ１強調像）
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