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は じ め に

本稿の表題をみて“高齢者も顎関節症になるの

か？”という疑問を持たれた方も少なくないと思

う。確かに，顎関節症の好発年齢は２０～３０歳代で

あることは良く知られており，高齢者顎関節症患

者は決して多くはない。東京歯科大学市川総合病

院歯科・口腔外科においても２０００年４月から２００１

年３月までの１年間に顎関節症と診断した２３９例

中，６５歳以上は２４例（１０．０％），７０歳以上は１４例

（５．８％）であった（表１）。

本稿では高齢者顎関節症患者の特徴をまず確認

し，特に治療上把握しておきたい点をまとめた。

また臨床に際しいくつか考慮すべき点や将来の高

齢者顎関節症患者像に関して考えてみた。

高齢者の顎関節症患者とは

高齢者顎関節症患者の特徴を把握する上で，当

科での調査結果１，２）（表１，２，図１～３）と本邦の

臨床報告３～５）から検討を行った。

� ６５～７５歳未満の年代が高齢者顎関節症患者の

主役

これまでの報告において顎関節症患者全体に占

める６５歳以上の割合は５％前後とされているが，

特に７０歳以上でその症例数は極端に少ない。当科

の統計では７０歳以上の１４症例のうち１０例が７５歳未

満であった。つまり人口母集団が少ないことにも

よるが７５歳以上のいわゆる後期高齢者を除いた初

老期に症例が集中している。ここで高齢者の定義

を改めて確認すると，そもそも高齢者とは単に年

齢で区分された集団であり，平成１２年度の厚生白

書によれば一般を対象としたアンケートで７０歳以

上を高齢者とする者が最も多いとの結果であっ

た。特に６０歳以上のものでは７５歳以上を高齢者と

捉えるものも少なくないとしている６）。将来的に

高齢者の年齢区分はより高年齢となることが予想

されるが，今回対象とした高齢者の顎関節症は，

現在の区分としては６５～７５歳未満の初老期を対象

としていることを念頭に置いていただきたい。

� 疼痛を主訴に来院するものが７０～８０％

高齢者では顎関節の動きや開口障害などが他覚

的に認められるにもかかわらず本人の訴えが少な

いことから７），疼痛を主訴とするものが多いので

あろう。また高齢者では歯の喪失に伴い口腔機能

が低下しているという認識があり，種々の顎機能

障害を病態として認識しない傾向があるためとす

る見方もある４）。さらに，より症状の重い他の臓

器の疾患がある場合には，それらが優先され易く

顎関節症に関しては病状が進行して痛みを自覚す

るようになって初めて来院するという経緯は容易

に想像がつく。

� 変形性関節症の割合が他の年代に比べ高い

これまでの報告で高齢者顎関節症患者の３５％前

―――― 臨床ノート ――――
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後が変形性関節症であったとし，約５％前後とい

う一般症例に比べその割合は高い傾向にあるとさ

れている３，５）。顎関節部，特に下顎頭の骨形態変化

が加齢とともに発現する傾向にあることはよく知

られている。osteophyte（辺縁部骨増生像）や de-

fomity（下顎頭の萎縮・変形）は erosion（骨皮質断

裂）に比べ加齢の影響が大きいとの報告もある

が８），老化と病的な変化の詳細な区別はＸ線所見

から判断することは難しい。またＸ線所見による

形態変化と臨床症状との関連は見出されないとの

報告も多く，１９９８年の日本顎関節学会の診断基準

では変形性顎関節症に関する基準も，臨床症状と

の関連が下顎頭の高い吸収性の変化と局所的な不

透過性増生とされ，単に扁平化や骨皮質の存在す

る陥凹といった変化は進行性を示す所見が必用で

あると見直されている９）。顎関節は他の関節に比

べ，左右一対となって回転，滑走を組み合わせた

運動を行い，付着する筋肉の作用方向，大きさは

また複雑なものとなっている。このような特殊性

を持つ顎関節部の形態的変化と臨床症状との関わ

りは未だ十分に解明されていない。しかし顎関節

の変形の割合が多い高齢者では同じ症状を訴えて

いる患者において，現在のところ下顎頭の形態変

化の有無により治療方針が大きく変わることはな

いとする報告が多い。

� 現在歯数や咬合支持域数との関係は明らかで

はない

欠損歯数が多いと顎関節症を発症する危険が高

表１ 当科における顎関節症患者の年齢・性別内訳
（２０００年４月～２００１年３月）

男性 女性 計

６５歳未満 ７７ １３８ ２１５（９０．０％）

６５～６９歳 ５ ５ １０（４．２％）

７０～７４歳 ４ ６ １０（４．２％）

７５歳以上 ２ ２ ４（１．６％）

計 ８８ １５１ ２３９

表２ 当科における顎関節症患者の年齢別治療法別内
訳（２０００年４月～２００１年３月）

スプリント療法群 生活指導群

６５歳未満 ７２（３３．５％） １４３（６６．５％）

６５～６９歳 ３（３０．０％） ７（７０．０％）

７０～７４歳 ３（３０．０％） ７（７０．０％）

７５歳以上 ０（０．０％） ４（１００％）

計 ７８（３２．６％） １６１（６７．４％）

図１ 当科における顎関節症患者の年齢別病悩期間
（グラフ内数字は１００分率） 図２ 当科における顎関節症患者の臨床症状（グラフ

内数字は１００分率）

図３ 当科における顎関節症患者の治療期間（グラフ
内数字は１００分率）
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いという報告はこれまでに多数されている。現在

歯数２０本以上を有する高齢者を対象とした調査に

おいても，顎関節雑音と大臼歯咬合支持歯数が少

ないことの間に高い関連があったと報告されてい

る１０）。一方，三浦ら３）や水谷ら５）は，高齢者顎関節

症患者は非顎関節症患者に比べ現在歯数あるいは

咬合支持域数が高く，義歯装着者の割合も低い傾

向にあると報告している。また高齢者においては

義歯などを含め，機能している歯数が多いほど，

咀嚼能力が高く全身的にも運動機能が有意に維持

されるとの報告がある１１）。これらのことから歯あ

るいは義歯により口腔機能が十分維持されている

高齢者では，かえってくいしばり等に起因する顎

関節症状を生じやすいとも考えられるが，現時点

では高齢者顎関節症と現在歯数や咬合支持域数と

の関係は明らかではない。

� 他の年代と比較し治療効果に大きな差はない

治療内容に関しては施設間に若干の違いがあり

単純に比較はできないが，高齢者でも約８割前後

の症例が治癒あるいは改善傾向を示すとの報告が

多い。施設によっては一般症例の治療効果が９４％

で，それに比較すると“効果が上がりにくい”との

報告もあるが４），当科での短期的な経過観察で

は，６５歳以降の１５例（６２．５％）が１ヶ月以内に，中

断例２例を除いた２２例（９２％）が半年内に改善して

いる（図３）。また治療内容に関して我々の施設で

は生活指導にて症状が改善されず，患者のセルフ

コントロールが難しいと考えられる症例にスプリ

ント治療を行うことを一つの基準としている

が，７０％近くの症例が生活指導のみで改善してい

る（表２）。水谷ら５）も高齢者顎関節症患者に対し

顎運動訓練，スプリント治療を中心とした治療を

行い最終的に８６％が改善し，若年症例やクローズ

ドロック症例を対象にした報告とほぼ同様である

ことから高齢者においても保存治療が有効である

としている。

以上をまとめると，

１．高齢者では下顎頭の形態学的変化を含めた

他覚的にみられる顎関節症状があっても病態と認

識する頻度は低い。

２．実際に来院する症例は初老期に多い。

３．疼痛を主とした症状に対し保存療法にて他

の年代と変わらない効果が得られる。

顎関節症は「顎関節や咀嚼筋等の疼痛，関節雑

音，開口障害ないし顎運動異常を主要症状とし，

類似の症候を呈する疾患を除外したもの」という

１９９８年の日本顎関節学会の診断基準からも，鑑別

疾患の除外診断の上に成り立つ病態であることが

わかる。高齢者においても病態，寄与因子が若年

者と大きく異なる点はなく，診断が正しければ他

の世代と同様，十分な病態説明と生活指導が初期

治療の要点となる。しかしながら高齢者では加齢

変化により痛みの認識と性格特性は多少異なる点

もあるといわれており，高齢者顎関節症患者の治

療を行っていく上でこれを把握することは重要で

あると思われるので以下にまとめた。

高齢者と疼痛，性格特性

一般的に高齢者では心筋梗塞や急性虫垂炎など

での痛みの訴えが弱いことが知られている。一方

で関節痛，四肢の痛みといった慢性疼痛の頻度は

増加する傾向にある。高齢者の疼痛認知に関して

は日本の疼痛治療専門医からも総説が出されてい

る１２，１３）。まず疼痛伝導路に関し神経線維では細い

無髄線維であるＣ線維の機能は加齢による変化が

ないとする報告が多く，炎症時に見られる急性痛

に比較して内蔵痛など原始的な疼痛は若年者と変

わらず認知されると考えられている。また侵害性

刺激の大脳での処理は若年者に比較して遅いが，

疼痛の抑制系の機能も低下しており大脳での加齢

による影響は臨床的にはないともいわれている。

結論として生理学的には若年者と高齢者では疼痛

の認知に大きな差はないと考える研究者が多いよ

うである。しかし高齢者では合併疾患や性格，精

神・心理的特徴などの不定要素が多いことから疼

痛の感受性における加齢の影響は残念ながら一定

の見解が得られていないというのが現状である。

痛みは本人の体験に基づき，極めて個人的なも

のであるため本人の訴えが重要な評価となる。高

齢者では流動性知能，すなわち流暢に話をした
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り，一度に沢山のことを覚える能力は低下する傾

向にある１４）。このため自分の訴えを上手に表現で

きなかったり，治療過程においても疼痛を訴えな

い可能性もあり注意が必要である。しかし言葉の

意味の理解といった結晶性知能はむしろ老年期が

ピークといわれる。このことから十分な時間をか

け患者の訴えを聞き，初診時のみでなく再診時に

も判りやすく病態を説明し，生活指導を行うこと

が高齢者顎関節症患者の治療における一つポイン

トと考える。また縦断研究により年齢による性格

の変化は起きにくく，比較的安定していることが

明らかとなっており１５），老人は頑固であるとか怒

りっぽいといった根拠のない偏見を持ち臨床にあ

たるようでは良い医師―患者関係を築けず治療

は成功しないと思われる。

さらに顎関節症の疼痛の評価，治療ならびに管

理を行う上で心理的背景が重要であることはよく

知られている。木野ら１６）は簡便な調査票により患

者の心理特性を把握しようとその評価法を試みて

いるが，これは高齢者の治療においても有益と考

えられその確立が待たれる。特に老年期は子供の

独立，結婚，女性であれば閉経に始まり，退職，

友人や伴侶の死とまさに喪失体験の連続である。

この失った対象に対する心の整理は正常心理の過

程であるが，ライフイベントをきっかけに顎関節

症状を訴えたり，症状が悪化する症例を我々も多

く経験する。高齢者においては特にそのような背

景に配慮する必要がある。

高齢者顎関節症患者を治療するにあたって

これまでに述べた疑問点も含め高齢者顎関節症

患者の治療を行うにあたっての幾つかの要点を以

下にまとめる。

� 症状を訴えない患者は顎関節症患者ではない

のか？

これまで顎関節症患者として考えてきたもの

は，顎関節症状を“ある疾患”と認識し来院された

集団であった。しかし一般集団の３０％前後に顎関

節症状がみられることは良く知られており，日本

の高齢者においても老人施設入居者の１０９２名中何

らかの症状がみられた症例は２６７名（２４．５％）１７）と

いう報告がある。これは暗に不顕性の顎関節症患

者の多くが顎関節症状を歯の欠損のためと認識

し，義歯等による咬合回復を目的に歯科医院や大

学病院等であれば補綴科を受診しているのであろ

う。この際，ただ単に一通りの補綴治療を施すこ

とで良いだろうか。よりいっそう顎関節をはじめ

とする顎機能についての配慮も必要と考えられ

る。

一方でGreen７）は過去の高齢者顎関節症患者の

報告をまとめ，高齢者において顎関節症は決して

頻度の高い疾患ではなく，予測のできない症状悪

化のための予防処置として歯ぎしりの抑制や試行

錯誤的な咬合を付与することは控え，痛みや機能

障害を訴える症例に対してのみ治療を行うことを

強調している。また，６５歳以上の４２９名を対象と

した調査で，様々な顎関節症状が１５％程度認めら

れるものの，治療が必要と思われた症例は１％程

度であったとの報告もある１８）。顎関節症にて，開

口障害や咀嚼障害が生じ，場合により生活が規制

される状態にあれば当然治療は必要と思われる。

しかし患者が食事などの日常生活を不自由なく行

えるのであれば，積極的な治療の対象にはならな

いと考える。また今ある何らかの顎関節症状が将

来，口腔機能の破綻に結びつくという可能性があ

るとしても，その根拠を見出すことは困難であ

る。心当たりのある習癖に対し注意を促すにとど

め，過剰な説明はかえって患者心理を混乱させ，

より重篤な症状を生じさせる可能性もある。

高齢者にとって食事と欠損歯に対する歯科治療

への関心は非常に高い。高齢者が「私はかみ合わ

せが悪くてね……」等々，かたくなに顎機能のみ

に関心を向けているという状況はQOLを低下さ

せる可能性もある。すなわち顎関節，顎機能を十

分に診査し，その状態を歯科医師が把握して補綴

治療や経過観察に反映することは非常に重要であ

るが，患者の訴えがなければ敢えて触れる必要は

ないと思われる。

� 診断する上での鑑別疾患

顎関節症は鑑別診断の上に成り立つ病態である
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が，様々な症状を呈する病態ではなく重い痛みや

運動時痛といった比較的特徴的な症状を示すこと

は良く知られている。帯状疱疹や三叉神経痛など

でみられる鮮烈な痛みは顎関節症においては希で

あり，それらを顎関節症と誤診することは少ない

と考える。しかし高齢者は自分の訴えを上手に表

現できないことが多く，最も身近な歯性疾患で

あっても惑わされる可能性は十分ある。また希で

はあるが頭頸部の悪性腫瘍病変に伴う痛みや口腔

領域に発現する狭心症の痛みに関しても高齢者に

多いため，初診時の十分な診査と全身疾患に関す

る知識を持つことは重要である。

� 顎関節症と咬合

現在では不良な咬合状態が顎関節症状の大きな

要因であるという考え方は否定されつつある。し

かし仕事や子供の養育などのストレスから解放さ

れ，筋力低下が明らかな高齢者において，突然食

いしばりや就寝体位の変化，持続的な筋緊張状態

が発現し顎関節症状を引き起こすであろうか。高

齢者では多かれ少なかれ咬耗や歯周病などによる

歯の移動，欠損が避けられないことから，これら

による咬合の変化が顎関節症の発症に若年者より

も大きく影響することは否定できないと考える。

また顎関節症患者の中には安定しない顎位を主

訴に来院する症例もある。その際に「かみ合わせ

は関係がないのです」の一点張りでは，治療内容

以前に患者との適切な信頼関係も築けないのでは

ないだろうか。一部に咬合の違和感を訴える症例

のほとんどが身体表現性障害だと言い切る論者も

いるが，咬合に対する知識と技術を習得し，これ

を十分評価できる能力がなければ，顎関節症に対

する適切な評価も治療も行えないと思われる。

� 将来の高齢者顎関節症患者とは……

ここまで参考としてきた高齢者の顎関節症に関

する文献の書き出しの多くに，“来る超高齢社会

において高齢者顎関節症患者が増加するであろう

……”という予測が述べられている。高齢者をと

りまく厳しい社会環境からも母集団の増加に伴う

相対的な変化だけではない増加を我々も予想して

いる。その理由として高齢者顎関節症患者に残存

歯の多いことが一つのリスクファクターとなりう

る可能性を紹介した。また，約５年後には「団塊

の世代」（昭和２２～２４年生まれ）が高齢期に向か

う。戦後の第一次ベビーブーム世代として高度成

長とともに育ち，現代の様々な大衆文化に大きな

影響を与えてきた世代である。そしてバブル崩壊

後の平成の長い景気低迷期の末の喪失体験がス

タートする。これまでの高齢者と心理的背景が多

少なりとも異なってくる。現在，精神医学的背景

を十分に考慮する顎関節治療体系が主流となって

いる。この分野の詳細に関しては本誌１０１号６巻

の村松の解説１９）が良い参考となるが，より高度な

組織体系の確立が，超高齢社会における高齢者顎

関節症患者への有効な準備になると思われる。
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