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Abstract：In this study, we used cone-beam computed tomography (CBCT) images of the 
mandibular condyle to examine whether bone transformation could be effectively detected by the 
orthopantomogram (OP), panoramic TMJ projection (TMJ-OP), or lateral roentgen cephalogram (LC), 
thus improving diagnosis of arthrosis deformans of the TMJ.
A total of 377 women presented to our orthodontic clinic to undergo an interview and clinical 
examinations for temporomandibular disorder (TMD). A total of 126 of these were suspected TMD 
cases; they underwent an imaging investigation that included CBCT. Twenty-one additional patients 
developed TMD symptoms during orthodontic treatment in our clinic; they underwent a similar 
imaging investigation. From these 147 patients who underwent the imaging investigation, we selected 
23 women with a retrusive mandible. The average age was 24y 4m (range: 12y 8m-32y 11m). Subjects 
with a history of facial injury, ankylodactylia, tumor, or generalized arthritis were excluded, as were 
those with developmental disorders.
Two orthodontists conferred to define the CBCT evaluation of bone transformation within the 
mandibular condyle. The same two orthodontists assessed all other images independently. Using 
confirmed diagnosis by CBCT image as a source of comparison, diagnostic parameters was determined 
by the assessments of the two observers on OP and TMJ-OP images and downward and backward 
rotations of the mandible.
Additionally, we compared the success of diagnosis upon combining these methods. 
1. CBCT imaging evaluations detected bone transformation in 32 (69.6%) of 46 joints. Erosion, 

osteophyte, and sclerosis (deformity) were found in 26, 12, and 10 joints, respectively.
2. Among 22 joints in which osteophyte and sclerosis (deformity) were found, 15 joints showed 

erosion. Therefore, erosion is the primary finding of bone transformation in arthrosis deformans of 
the TMJ.
3. The diagnostic success rate of the bone transformation of the mandibular condyle was 0.52 and 
0.74 for the estimation by OP and TMJ-OP images, respectively. The success rate increased by 
combining the estimation of OP and TMJ-OP images.
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緒　　　言

 一般に，顎関節症を伴う患者の顎位は不安定なことが

多く，とくに下顎頭の骨変化を伴う変形性顎関節症で

は，関節円板の位置変化や下顎頭の形態変化により顆頭

点および切歯点の位置が大きく変化し，治療後に安定し

た咬合を獲得することが難しいとされている 1, 2）。顎関

節症のそれぞれの病態分類の経時的，あるいは病理的な

相互関係には不明な点が多いが，下顎頭に形態変化をも

たらすⅣ型が，不正咬合の矯正歯科治療中に発症するこ

とを経験している。特にⅡ級の骨格関係を有する上顎前

突の治療時に発症すると，開咬を引き起こすと同時にⅡ

級の顎間関係を増悪させる。その時行われる側面頭部

エックス線規格写真（以下 LA）の分析により，下顎骨
の後下方への回転が確認されることがある 3）。また，磁

気共鳴映像法（MRI）ならびに軸位補正側面エックス線
断層撮影法によって，下顎頭の骨変形や骨吸収が確認さ

れることがある 3）。一方，リウマチ性疾患が下顎頭に形

態変化を起こすように，全身的症状の一つとして下顎頭

に骨変化をもたらすこともある 4-6）。このような変化は

矯正歯科治療を困難にし，予後も不安定になる可能性が

あることから，下顎頭の骨変化を正確に診断することは

臨床上重要である。日本顎関節学会が報告している診療

に関するガイドラインでは，顎関節の形態形成の完了時

期から考えて変形性顎関節症の診断の対象年齢は15歳

以上とされている 7）。変形性顎関節症は，顎関節内障の

進行後にみられる下顎頭の退行性変性と考えられること

から年齢と相関があると思われるが，若年者での発症も

報告されており 8），我々の診療室においても低年齢にお

いてその臨床像を経験している。この事から，下顎頭の

骨変化を評価し，経年的に観察することが重要になると

考えられる。

 コンピュータ断層撮影法（以下 CT）は，小照射野歯
科用コーンビーム CT（以下 CBCT）とマルチスライス
CT（以下MSCT）に分けられる 11）。CBCTは撮像範囲
を限定することで，MSCTより高い空間分解能を有し
ており，被曝線量軽減の観点から，顎関節診断に CBCT
が広く用いられている 9-11）。また，CBCTは骨の形態や
骨梁構造，関節周囲の石灰化物の有無などの硬組織を対

象としていることから，下顎頭の骨変化や吸収などの形

態的評価に関しては非常に高い信頼性を有すると報告さ

れている 12-16）。しかしながら，高額な機器のため一般開

業医での導入は進んでいない。歯科診療の診断で広く用

いられているパノラマエックス線検査法は，歯や顎全域

を併せて観察できる通常のパノラマエックス線撮影法

（以下 OP）と，顎関節の形態や開口時の下顎頭の移動量
を診査する顎関節４分割パノラマエックス線撮影法（以

下 TMJ-OP）に分類され，下顎頭の骨変形の診断にも利
用されている 17, 18）。この２種類のパノラマエックス線検

査方法は，断層軌道が異なり，下顎頭の骨変形の診断に

おいて TMJ-OPは OPより高い正診率を有すると報告さ
れている 17-19）。

 本研究では，日常歯科診療で用いられている OPと
TMJ-OPに加えて，矯正歯科の診断に多用されている
LCの分析が下顎頭に発症する骨変形や骨吸収を判別す
るために有用であるかを検討した。CBCT画像による評
価を基準として，各画像単独の評価，下顎骨の後下方へ

の回転の有無による評価，あるいはこれらの組み合わせ

による下顎頭の吸収や変形の評価の精度を正診率，敏感

度，特異性，陽性的中率，陰性的中率，偽陰性率，偽陽

性率などを用いて比較検討した。

対象および方法

１．対象

 当クリニックでは，問診において過去に顎関節症状の

特徴である顎の痛み，開口障害，関節雑音などの既往

を尋ね，臨床検査では関節痛の有無，関節雑音の有無，

タッピング運動の安定性，dual biteの有無，開閉口運動
経路などを調べることで顎関節画像検査の必要性を判断

している。CBCTを導入してからは，矯正歯科治療に必
要な OP，正面頭部エックス線規格写真撮影（以下 PA）
および LC検査を行った後，顎関節の画像検査が必要と
判断した症例には，TMJ-OP（咬合位，開口位および必
要に応じて後退顎位）および CBCT検査を行い，不正
咬合および下顎頭骨変形の診断を行ってきた。平成21

年から27年の間に矯正歯科治療を目的にクリニックを

受診した女性患者377名中，顎関節画像検査を行った患

者は126名存在した。また，矯正歯科治療中に顎の痛み

あるいは開口障害を発症した女性患者21人に対しても

同様な検査を行った。さらに，変形性顎関節症患者の顔

面骨格形態の特徴として，下顎骨が後退する骨格性Ⅱ級

傾向にあると報告されている 3, 20-22）。そこで本研究では，

顎関節画像検査を行った147例の中から LC分析におい

4. By estimating the mandibular rotation, the diagnostic success rate and diagnostic sensitivity 
were comparatively high (0.87 and 0.95, respectively). This estimation method may be useful for 
diagnosis by exclusion in a case of arthrosis deformans of the TMJ.

Diagnosis of arthrosis deformans of the TMJ is improved using panoramic radiography, as well as 
division into two temporomandibular joints on the panoramic radiograph and mandibular clockwise 
rotation decided by lateral roentgen cephalometry.
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て下顎後退症が認められた患者14名と矯正歯科治療中

に顎の痛みあるいは開口障害を発症した患者９名の併せ

て女性23名（12歳８ヶ月から32歳11ヶ月；平均年齢24

歳４ヶ月），46関節を選択した。対象者には，顔面外傷，

強直症，腫瘍，発育障害の既往，関節リウマチなどの全

身性関節炎の既往のある患者は含まれていない。

２．各種検査方法

１）OP，TMJ-OPおよび LCの撮影には，OP/OC 200 D
（ヨシダ）を用い，撮影条件は，管電圧85 kV，管電流
12 mAを基準とした。OP撮影は，通法に従いフランク
フルト平面を基準とし上顎犬歯を参考に前歯部断層域の

設定し，付属のバイトフォークにて下顎を前方に移動し

た状態で行った。TMJ-OP撮影においては，付属の顎関
節撮影モード使用し，撮影中心を外耳道の1 cm前方に
設定し，開口位にて撮影した。

２）LCの撮影条件は，管電圧85 kV，管電流12 mA，照
射時間10 sを基準とした。通法に従い頭部を固定し，術
者が下顎を後方に誘導し採得したバイトワックスを咬合

した状態で行った。

３）CBCT検査は，Kavo 3D eXamを用い，自然頭位で
咬頭嵌合位にて撮影した。撮影条件は，管電圧80 kV，
管電流5 mA，照射時間26.9 s，解像度0.2 Voxelを基準
とした。

３．各画像における下顎頭骨変化の有無の評価

１）CBCT画像の評価
 日本矯正歯科学会指導医を取得した臨床経験豊富な２

名の矯正専門医が，それぞれ別々に46関節を画像解析

ソフト（Invivo 5；Anatomage Inc.）を用いて評価した。
解析にあたり，正面および側面下顎頭の断層面を自由に

変更しながら，画像の濃度やコントラストは観察者が適

宜変更可能とし，患者情報，臨床症状，観察者間相互の

評価結果は参照できないようにした。顎関節学会の診

断基準 23）を参考に，CBCT画像で erosion，osteophyte，
subchondral cyst，deformity （generalized sclerosis）を認め
た顎関節を，下顎頭の骨形態に変化があると判定した。

２）OP，TMJ-OPの単独画像評価
 46関節の OPと TMJ-OPの画像を２名の観察者が個別
に観察し，下顎頭骨変化の有無について評価した。顎関

節学会の診断基準を参考に，それぞれの画像で erosion，
osteophyte，subchondral cyst，deformity （generalized 
sclerosis） を認めた顎関節を，下顎頭の骨形態に変化が
あると判定した。さらに，両観察者間で判定結果が異

なった症例を「どちらともいえない」と判定した。評価

に当たっては，画像の濃度やコントラストは観察者が適

宜に変更を可能とし，患者情報，臨床症状，観察者間相

互の評価結果は参照できないようにした。

３）OPおよび TMJ-OP画像の併用評価
 OPおよび TMJ-OP画像を併用した評価では，単独評
価方法と同じ基準および条件で下顎頭骨変化の有無につ

いて，両観察者はそれぞれ個別に評価した。両観察者間

で判定結果が異なった症例を「どちらともいえない」と

判定した。

４．LCによる下顎骨の後下方回転の評価

 開咬は，１．前歯が低位を示すもの ２．臼歯が高位

を示すもの ３．顎骨形態の異常なものの三つのタイプ

に分類される 24）。なかでも，下顎骨が後下方に回転して

生じる開咬では下顎枝が短い，大臼歯が挺出する，前顔

面の垂直高が大きいなどの特徴がみられる。変形性顎関

節症の顎顔面形態の特徴として，下顎頭の吸収や変形

が下顎枝の短縮をもたらし，下顎骨の後下方への回転

をもたらすと考えられる 3, 20, 25）。そこで，下顎骨の後下

方回転の有無が下顎頭骨変形の有無を判定するにあた

りどの程度有効な指標になりうるか評価した。下顎骨

の後下方への回転の有無を検討するために，LC分析の
下顎骨の回転を示す項目として Y-axis，mandibular plane 
angle to SN （MP-SN），mandibular plane angle to FH （MP-
FH），Ramus plane angle to SN，Ramus plane angle to FH，
gonial angle，ANS-Me, Cd-Goを選択し分析した。Ramus 
to SN plane angle，ramus to FH plane angleなどの SN平面
や FH平面に対する下顎枝後縁の角度と Co- Go（下顎枝
の長さ）を基に下顎骨の後下方への回転の有無を判定し

た。下顎骨の後下方回転が認められた症例を下顎頭の骨

変化が陽性，回転が認められない症例は陰性と規定し，

CBCT画像の評価と比較し，疫学分析を行った。

５．疫学的分析

１）CBCT画像を用いた下顎頭骨変化の評価結果を各画
像評価の基準とした。

２）下顎頭の骨変化は，（１）OP画像単独評価，（２）
TMJ-OP画像単独評価，（３）OPと TMJ-OPの画像併用
評価，（４）下顎骨の後下方回転の有無による評価，（５）

OPと TMJ-OP画像，および下顎骨の後方回転の有無を
併用して評価を行った。相互の評価が一致しないものは

「どちらともいえない」と評価した。２名の観察者の評

価が一致した各評価の精度を発見率，敏感度，特異性，

正診率，陽性的中率，陰性的中率，偽陽性率，偽陰性率

として算出した。なお，下顎骨の後下方への回転の有無

で単独に評価する時には，CBCT画像の評価で確定した
顎関節数ではなく対象者数（一方でも下顎頭が骨変化を

示すものも含む）で表した。

 表１の如く，発見率とは a／46（23人；LC分析）。正
診率とは総数において有病者が陽性になり，無病者が陰

性になる確率（a+d）／46（23人；LC分析）。敏感度とは
a／32（19人；LC分析）であり，疾患の見落としの少
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ない確率である。陽性的中率は a／（a+b）で，疾患があ
りとした中で本当に疾患が有る確率。特異性とは d／14
（４人；LC分析）であり，疾患がないことの確実性であ
る。陰性的中率とは，d／（c+d）であり，疾患がないと
した中で本当に疾患がない確率。偽陰性率（疾患がある

のにないとする確率：１－敏感度）と，偽陽性率（疾患

がないのにあるとする確率：１－特異度）は誤診が起こ

りうる可能性を表す。

結　　　果

１．CBCT画像による下顎頭の吸収と変形の評価（表２）

 CBCT画像では，下顎頭変形の有無に関して観察者
間で判定結果が異なる症例はなく，46関節中 32関節 
（発見率：69.6％） に骨変形を認めた。しかし，erosion，
osteophyte，sclerosisが画像上同時に認められた症例が
あり，下顎頭の骨変形の病態分類が異なった２症例に関

しては協議して確定した。その結果病態分類の内訳は，

erosionが26関節，osteophyteが12関節，subchondral cyst
が１関節，deformityが 10関節であった。Osteophyte，
deformity （generalized sclerosis） が単独で認められたのは
わずか７関節で，14関節に erosionが単独で認められた。
Osteophyte，deformity （generalized sclerosis） がみられた22
関節のうち，erosionを伴っていたのは15関節であった。

２．OP画像による評価（表３）

 OP画像による評価では，46関節中16関節（発見率：
34.8％）に骨変化を認め，CBCT画像の評価で骨変化が

確定した32関節中16関節に骨変化があると判定された。

一方，骨変化がない14関節中８関節を骨変化なしと判

定された。しかし，13関節で観察者間の評価が異なり

「どちらともいえない」（△）と判定した結果，２名の評

価者間の一致率は71.7％であった。OP画像を用いた下
顎頭骨変化の正診率は0.52（24／46），敏感度0.50（16／
32），特異性0.57（8／14），陽性的中率1.0，陰性的中率
0.47であった。陽性的中率が1.0なので，OP画像で陽性
と判断した16下顎頭には骨変形が確実にあることが示

された。しかし，CBCT画像評価で陽性と判定されたに
もかかわらず OP画像評価で陰性と判定された症例，い
わゆる見落としされるものが半数認められた（偽陰性

率：0.5）。

３．TMJ-OP 画像による評価（表４）

 TMJ-OP画像評価では，46関節中 24関節（発見率：
52.2％）に骨変化を認め，骨変化がある32関節中24関
節に骨変化を認めていた。一方，骨変化がない14関節

中10関節を骨変化なしとしていたが，８関節を「どち

らともいえない」（△）と評価した。その結果，２名の

観察者間の一致率は82.6％であった。TMJ-OP画像を用
いた下顎頭骨変化の正診率は0.74，敏感度0.75，特異性
0.71，陽性的中率が0.96，陰性的中率は0.77であった。
TMJ-OP画像の評価は OP画像の評価よりも正診率，敏
感度，特異度などが高く，骨変化を見落とす偽陰性率も

OP画像評価に比べて低いことが明らかとなった。

表１ 疫学分析の四分表

表２ CBCT画像による下顎頭骨変形の確定診断

表３ OP画像による下顎頭骨変形の判定結果
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４．OP画像と TMJ-OP 画像を併用した評価（表５）

 ２名の観察者で下顎頭骨変化の有無に関する評価は全

て一致し，46関節中29関節（発見率：63.0％），骨変化
がある32関節中29関節に骨変化ありと評価した。一方，

骨変化がない14関節中13関節を骨変化なしと評価した

結果，OP画像と TMJ-OP画像を併用した評価の正診率
は 0.91，敏感度 0.91，特異性 0.93，陽性的中率が 0.97，
陰性的中率は0.81であった。さらに，偽陰性率は0.09，
偽陽性率は0.07であり，OP，TMJ-OPの単独評価よりも
精度が向上していた。しかし，下顎頭の骨変化の病態分

類において，両観察者で意見が異なった下顎頭を９例認

めた。

５．下顎骨の後下方回転の有無による評価（表６）

 23症例のうち，LC分析において下顎骨の後下方への
回転が19症例に確認された。その19症例の38関節のう

ち，CBCT画像評価では29関節に骨変形が認められた。
次に，下顎骨の後下方への回転が確認された症例19症

例は下顎頭骨変形が陽性とし，確認されなかった４症

例は陰性と規定して，CBCT画像の評価と比較したとこ
ろ，正診率は 0.87（20／23），敏感度 0.95（18／20），陽

性的中率が0.9（18／20），陰性的中率は0.67（2／3），偽
陰性率は0.05となり，OP画像と TMJ-OP画像を同時に
用いた評価に近似する値を示した。しかし，特異性0.50
（2／4），偽陽性率は 0.5（1.0-0.5）非常に高い値を示し 
た。

６．全てを併用した評価（表７）

 発見率は67.3％で CBCTの69.6％に近づいていた。さ
らに，精度を表す指標である正診率，敏感度，特異性も

上昇していた。

７．各評価法の比較（表８）

 CBCTの発見率 a／（46）は69.6％であり，下顎頭に骨
変化が確認確定された。OP単独評価 34.8％，OP-TMJ
単独評価52.2％，併用評価63.0％と発見率は上昇した。
診断の正当性が正診率で表され，OP画像単独評価で
0.52であったものが，TMJ-OP単独評価では0.74に上昇
し，OPと TMJ-OP画像の併用により正診率は0.91まで
向上した。実存する下顎頭の骨変形の存在を見出す敏感

率も，顎関節の骨変形が存在しないことを認める特異率

いずれも，正診率と同様に向上した。

表４ TMJ-OP画像による下顎頭骨変形の判定結果

表５ OPと TMJ-OP画像併用による下顎頭骨変形の判定結果

表６ LC分析による下顎の回転の有無による下顎頭骨変形の判定結果

表７ 全ての画像および下顎の回転の有無を用いた下顎頭骨変形の判定結果
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考　　　察

 顎関節症，とりわけ下顎頭の退行性変性と考えられて

いる変形性顎関節症が，矯正歯科治療を含めた歯科治療

時に発症すると，治療の難度が高まり，時には患者との

信頼関係の崩壊をまねく危険性が考えられる。下顎頭

骨形態変化の確定診断には CBCTやMRIが必要である
が，顎関節疾患の一次治療施設である一般開業医院にお

いて容易に行える検査ではない。変形性顎関節症患者に

おける画像診断の役割は，病態の把握，適切な治療方法

の選択，治療効果の検討のための情報提供にあること

から，下顎頭の骨外形を正確に観察する必要性がある。

本研究の目的は，下顎頭変形の確定診断に必要な CBCT
を持たない矯正歯科専従および一般歯科開業医が，既存

の撮影法を用い下顎頭骨変形の診断精度の向上がどの程

度可能であるか調査した。

１．対象について

 本研究では，CBCT画像を用いて下顎頭骨変化の有無
を評価したところ選択した対象者の69.8％に骨変化が認
められた。五十嵐らは，顎関節症の疑いでMRI検査を
行った復位を伴わない円板前方転位例の1028関節を対

象とし，海面骨まで及ぶ骨破壊，著しい骨増生や下顎

窩から関節隆起にわたる部位の骨表面の不正が認めら

れた症例を変形性顎関節症と診断した結果，その発症

率は23.5％と報告している 8）。一方，臨床診断ならびに

エックス線学的に下顎頭骨形態の精査が望まれた症例を

対象とした研究では，CBCT画像を用いた下顎頭骨変化
の発見率が61％との報告もある 19, 26）。さらに，顎変形症

患者を対象とした下顎頭骨形態異常の発症率に関する研

究では，顎変形症全体では28.3％，骨格性下顎後退症で
は47.1％と報告されていることから 21），母集団の成り立

ち，対象の抽出方法および画像検査の描出限界の違いに

より下顎頭骨変化の発症率が大きく異なると考えられ

る。本研究では，問診と臨床検査で顎関節症を有する疑

いのある対象をまず選択した。また，顎変形症患者を含

めた不正咬合患者が対象であり，さらには変形性顎関節

症患者の顎顔面骨格の形態的特徴であると報告されてい

る 3, 20, 21）下顎後退症が認められる症例を選択したことが，

従来の報告の発症率比べて非常に高い値を示した一つの

要因と考えられる。また，変形性顎関節症と矯正歯科治

療との関係についてパノラマエックス線写真を用いた過

去の研究では，erosion，osteophyteの発現率は矯正治療
群，未治療群の両群で差がなかったのに対し，治療群に

おいて flatteningの発現頻度が高かったことが報告され
ている 27）。一方，パノラマエックス線写真を用いて治療

前後の下顎頭骨変化を縦断的に比較検討した研究では，

治療後に骨形態異常の発現頻度が増加したとの報告もあ

り 28），矯正歯科治療と変形性顎関節症との因果関係は明

確にはなっていない。本研究の対象に，下顎骨前方移動

術後の症例は選択していないが，矯正歯科治療中に顎の

痛みあるいは開口障害を発症した患者が多く含まれてい

ることも，高い確率で下顎頭骨変化が認められた要因の

一つと考えられる。しかし，本研究の母集団とその抽出

方法に関して変形性顎関節症の実態調査を目的とした研

究としては検討の余地があるが，下顎頭骨変化の有無に

対するエックス線撮影方法別に比較した発見率の評価を

目的とした今回の研究では問題が少ないと判断した。

 変形性顎関節症において顎関節に何らかの痛みが認

められたものは全体の半数，また開口障害を認めたも

のは60％と報告されていることから 8），痛みと開口障害

が下顎頭骨変化と関連性が高いと考えられた。顎関節症

の臨床診断とMRIによる顎関節円板転位の確定診断と
の一致率は46％から61％であったとしており 29, 30），顎

変形症患者においても顎関節臨床症状と顎関節円板転位

との関連性は少ないと報告されている 21）。円板復位群と

非復位群に分けて変形性顎関節症患者の長期にわたる追

跡調査を行った研究では，非復位群の多くの症例では下

顎頭に進行性の骨変化が観察されたのに対し，復位群で

は退行変性の進行がわずかであったが，円板転位がなく

ても変形性顎関節症が進行すると報告されていることか

ら 31），変形性顎関節症における関節雑音と下顎頭骨変化

との関連性は低いと考えている。一方，山田らは 32）顎

表８ 各撮影法による下顎頭骨変形の診断精度
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変形症患者を対象に下顎頭に骨形態変化が認められる群

で有意に大きな切歯点のタッピング終末位の変位量を示

したと報告している。本研究の対象にタッピング運動が

不安定な症例を多く認めたことから，変形性顎関節症

のスクリーニングにおける臨床検査の有用性に関して，

タッピング終末位変位量と下顎頭骨変化の病態分類との

関連をさらに詳細に検討することが必要と考えている。

２．CBCT画像で下顎頭に発生した骨変化を判定する画

像の特徴について

 変形性顎関節症は，顎関節内障の進行後にみられる

下顎頭の退行性変性であり，体の全ての関節における

吸収性変形と同様に物理的因子と炎症に対する骨のリ

モデリングによって進行すると考えられている。臨床

症状として関節痛，運動制限，関節液の貯留を伴い，

変形性顎関節症患者の関節液中に炎症性サイトカイン

（IL-1β，TNF-α）が検出されたとの報告がある 33）。IL-
1βや TNF-αにより滑膜繊維芽細胞が刺激されると，滑
膜繊維芽細胞に異常増殖がおこり IL-6や LIFを過剰に
産生する。LIFは，軟骨細胞から matrix metalloproteinase
（MMP）産生を増加することから，滑膜細胞や軟骨細
胞からのMMPs産生が増加することで，軟骨基質の破
壊が引き起こされ病変が進行性すると考えられる。関

節の恒常性は，滑膜細胞から産生される滑液および軟

骨細胞により維持されているが，急性・慢性刺激によ

り軟骨表面に変性や亀裂が生じ，骨組織の露出へとつ

ながる。病変の進行とともに軟部組織にも変化が進

み，滑膜には続発性に滑膜炎が生じ，関節液が貯留す

る。滑膜と軟骨の境界部では，骨棘や骨縁堤形成が生

じ，荷重負荷部を中心に骨梁の微少骨折（erosion：骨
組織のびらんによるエックス線による骨外形の欠落），

骨嚢胞形成，反応性骨硬化へとつながり，変形性顎関

節症における下顎頭骨変化のエックス線画像の特徴が

数々報告されている 34-36）。顎関節の骨変化を示す画像

所見として上村らは 37），Schuller氏変法，Grant-Lanting
法ならびに orthopantomographyで撮影された写真を用
い，eburnation，sclerosis，erosion，concavity，deformity，
flattening，marginal proliferation，loss of bone densityに分 
類し，本邦で多く用いられてきた。また，Petersonらは 38）， 
erosion，flattering，osteophyte，sclerosis，subchondral 
pseudocyst，concavity，calcificationに分類し，CTおよび
MRI分類にも用いられ報告されている。顎関節症診療
に関するガイドラインでは，顎関節症Ⅳ型における下顎

頭骨変化の画像の特徴を erosion，osteophyte，deformity
と分類し，それ以外の所見 sclerosisや flatteningはそれ
単独ではⅣ型を確定する診断基準とはされていない 6）。

本研究においては，下顎頭の骨変化は顎関節症学会のコ

ンセンサス 23）を参考に変形性顎関節症の病的状態を表

す画像所見として，骨基質の断裂を伴う吸収性骨変化は

erosion，骨辺縁部の局所的不透過生増生は subchondral 

cyst，嚢胞様骨透過像は subchondral cyst，骨吸収に伴
う下顎頭の変形は deformity（generalized sclerosis）とし
CBCT画像を評価した結果，問診や臨床検査によって選
択した対象者の多くに下顎頭の骨変化が認められた。顎

関節の骨変形を示す代表的画像所見である erosionは，
軟骨代謝における平衡関係が失われた場合に比較的早

期の反応として発現する形態変化で 39），関節痛を認めた

症例に比較的多く確認されると報告されている 34）。豊田

らは 40）変形性顎関節症の多くに認められた erosionは，
６か月以上の期間をおいて再検査行ったところ 84％

の症例で消失あるいは flatteningへの変化を示したが，
osteophyteや deformityは再検査時にも多くの下顎頭に
依然として認められたとし，erosionは一時的な下顎頭
の変化であるのに対し osteophyteは継続性の高い形態変
化であると考察している。本研究でも変形性顎関節症に

おける下顎頭の骨変形は erosionが圧倒的に多く基本的
な所見であることが確認されたが，若年者の患者では下

顎頭皮質骨外形のエックス線学的描出は明確ではなく，

１回の CBCT画像で erosionが認められたとしても変形
性顎関節症を確定するのは難しいと考えられる。若年者

に変形性顎関節症が発症すると，顎関節の退行性変性に

より下顎頭の軟骨成長が阻害され，下顎枝の成長に影響

を与える可能性が示唆されている 8, 41）。顎関節症の発生

頻度が思春期，特に第２大臼歯萌出時期に高いこと，思

春期後期に下顎枝が最大成長を迎えることを併せて考え

ると，erosion等の下顎頭骨変形が確認された若年期の
症例では，病態の進行および顎顔面形態の変化を比較的

に短い間隔で継続的に評価する必要性があると考えられ

る。

 一方，osteophyteは，膝関節に認められる変化と同様
に，機械的負荷に対する適応性骨新生の結果であると考

えられる 42）。事実，erosionから osteophyteへ変化した
症例が報告されていることから 40），erosionは関節内の
平衡が崩れたとき早期に起こる吸収性の変化であるのに

対し，osteophyte，sclerosis ，flattening，deformityは比較
的安定した状態と考えられる。しかし，細木らは 43）関

節の二時点における軸位補正エックス線断層写真上で，

flatteningと思われる顎関節病態の進行を明確に認めて
いることから，flatteningが必ずしも安定した状態にある
とは限らないとも考えられる。このことは，一時点の所

見に基づいて下顎頭骨形態の判断を行うことは困難であ

り，変形性顎関節症の所見が明らかな症例では，骨変化

の安定性を注意深く観察することが望ましいと考えられ

る。

３．下顎頭に発生した骨変化の評価方法別の精度について

１）OP画像を用いた評価
 パノラマエックス線検査はどの歯科医院においても

実施することができるため，臨床的に非常に重要な役

割を担っている。雨宮は，OP画像診断による変形性顎
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関節症の正診率を0.58，TMJ-OP画像診断では0.76と報
告している 26）。今回の結果では，OP画像を用いた変形
性関節症の正診率は0.52，偽陰性と偽陽性は高い値を示
し，13関節については「どちらともいえない」と判定

した。OP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。そのため顎関節相当部の断層域は

ある程度広く設定されているが，画像診断をする上で描

出された画像が左右対称に描出されることが必要であ

る。今回用いた資料もこの点に注意して撮影したにもか

かわらず正診率が低くかったのは，CBCT撮影で描出で
きるレベルの微細な骨変形が OP撮影法では下顎頭に対
し斜めにエックス線が照射され，歪んだ断層像が形成さ

れたため判定が難しかったと考えられた。しかし，陽性

的中率が１，すなわち OP画像を用いた下顎頭骨変形の
評価方法の特徴は，発見率は TMJ-OP画像および CBCT
画像には劣るが，OP画像において下顎頭に骨形態変化
があると診断された症例には，高い確率で下顎頭に骨変

化があることが示唆された。

２）TMJ-OP画像を用いた評価
 本研究において，TMJ-OP画像の単独評価では，変形
性関節症の正診率，敏感率，特異率ともに OP画像単独
評価よりも向上しており，TMJ-OP撮影の基準が顎関節
撮影専用の断層域内に顎関節部を設定し，開口位で両側

顎関節部を撮影するため，OP撮影とは断層域が異なり
障害陰影の重複が少ないことで視認性が良くなったから

と考えられる。また，顎関節４分割撮影モードの断層厚

は厚いため，human errorや極端な顎骨の非対称症例を
除けば，断層域と被検部の不一致が生じにくいと考えら

れている 44）。しかし，偽陰性率，偽陽性率ともに高く，

下顎頭の骨変形の有無を画像診断するにあたり確定診断

としては不十分であると考えられた。年齢別では20歳

未満の関節がもっとも見えにくく，観察が困難になる傾

向が報告されている 37, 44）。本研究の対象には若年者が含

まれており，若年者では下顎頭の骨皮質形成が不十分で

あり，TMJ-OP画像上で骨外形線が形成されにくくなっ
た可能性が考えられることから，若年者と成人に分けた

対象に同様の調査をする必要性が確認された。

３）OP画像と TMJ-OP画像を併用した評価
 OP画像と TMJ-OP画像を同時に観ながら下顎頭骨変
形の評価を行ったところ，発見率，正診率，敏感率，特

異性，陽性的中率，陰性的中率は各単独評価に比較して

大幅に向上し，偽陰性率と偽陽性率は大きく低下した。

下顎頭骨変化の有無の評価において，OP画像と TMJ-
OP画像を同時に用いることで CBCT画像と同様に高い
確率で下顎頭皮質骨外形のエックス線学的描出が可能

であることが示唆された。しかし，下顎頭骨変化の病態

分類では，９関節で観察者間の評価が異なり，CBCT画

像（２関節）評価時より多く認められた。他の骨との重

積に対しては，断層厚の適正化による画質の改善が必要

と考えられるが，接線効果の成立にはエックス線の入射

方向，形態の個体差，個体の位置づけに影響されるた

め OPおよび TMJ-OP撮影方法の検討が必要と考えられ
た。

４）下顎骨の後下方への回転の有無による評価

 下顎骨の後下方への回転を引き起こす要因の一つであ

る下顎枝の短小は，下顎骨の劣成長の他に下顎頭の変形

や吸収によっても引き起こされる。変形性顎関節症を両

側に有する患者では下顎下縁平面が急傾斜し，下顎骨が

後方位を示し，下顎枝高が短小な骨格性Ⅱ級の顎顔面形

態を有し，片側に発症すると下顎骨が患側へ偏位すると

報告されている 25, 45）。また，顎関節内障を呈する開咬患

者は顎関節症を有さない開咬患者に比較して，下顎骨が

より後下方に回転した形態を呈しており，下顎骨の後下

方への回転を示す項目が顎関節内障の判別に有効な指標

であることを報告している 25）。側面頭部エックス線規格

写真では下顎頭の変形や吸収を直接評価することはでき

ないが，下顎枝の短縮や下顎骨の後下方回転の有無は評

価できる。そこで，下顎骨の後下方回転の有無が下顎頭

骨変形の有無を判定するにあたりどの程度有効な指標に

なりうるか，CBCT画像の評価と比較検討した。下顎骨
の後下方回転が認められた症例を下顎頭骨変形陽性，回

転が認められない症例は陰性と規定し疫学分析を行った

ところ，正診率，敏感度，偽陰性率は，OP画像と TMJ-
OP画像を同時に用いた評価と近似する値を示したが，
特異性0.50，偽陽性率は0.5（1.0－0.5）と高い値が認め
られた。下顎枝の短小や下顎骨の後下方への回転を引き

起こす要因は下顎頭の吸収や変形だけではないので，今

後，骨吸収を示す対象と健全者の下顎枝の垂直的長さや

下顎骨の回転を比較すること，あるいは骨吸収を示す対

象の経年的，縦断的な追跡調査を行い，下顎頭の骨吸収

に伴う下顎枝の垂直的長さの変化と下顎骨の回転との関

係を検討する必要があると考えている。さらに，症型診

断においても，両側で一つの症型にするのか，左右別々

に診断すべきについては顎関節症学会ガイドラインにも

記載されていない 6, 23）。今回の研究では，側面頭部 X線
規格写真において左右別々に下顎骨の回転を評価するこ

とができないことから，左右の平均的画像（二等分線）

により分析評価した。また，CBCT画像の評価で片側の
下顎頭に骨変化が認められたものも骨変形があった症例

として評価した。最近の CBCT画像解析では左右別々
に下顎骨の形態や大きさを評価できるようになったこと

から，片側性に生じた顎関節に骨変化が下顎骨の形や位

置に及ぼす影響を検討することが可能ではないかと考え

ている。

 画像診断とは，見えているものを的確に診断し，さら

に診たいものが見える追加検査を選択し，病態の状態を
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的確に把握することである。今回の研究より，顎関節疾

患の一次治療施設である一般開業医院においても，パノ

ラマエックス線検査，顎関節４分割パノラマエックス

線検査さらには側面頭部エックス線規格写真分析によ

る下顎骨の後下方回転の有無を併用し評価することで，

CBCT画像評価と同程度の精度で下顎頭の骨変形が描出
できると考えられた。今後，下顎頭骨変形の病態分類

erosion，osteophyte，subchondral cyst，deformity （generalized 
sclerosis） と顎関節症の自覚的，他覚的な臨床症状を有
する患者の病変の進行との関係や治療による症状改善の

改善との関係など画像評価の意義は，縦断的資料の採取

とその観察，評価，分析により明らかにされると考えら

れる。

 最後に下顎頭骨変形を認め，下顎骨の後下方回転を示

した患者の OP画像，TMJ-OP画像，CBCT画像と側面
頭部 X線写真とプロフィログラムを示す。

症例１

主訴；歯並びが悪く，ものが噛みにくいが以前とそれほ

ど変わりはない

初診時年齢：32歳11ヶ月

顎関節症の既往：疲れてくると左右顎関節に痛みがある

臨床検査所見 :タッピング運動が不安定で，開口量は40 
mm，最大開口時に軽度関節痛を認めたが，関節雑音は
なく，開閉口運動経路はほぼ正常であった。

側面頭部 X線規格写真分析より，下顎枝の短縮や下顎
枝後縁の後方への回転が認められた（図１）。側面頭部

X線規格写真分析の回転を示す項目の平均値，標準偏差
と計測値を示す（表９）。右下顎頭の骨変形が，OP画像

において subchondral cystおよび osteophyte，TMJ-OP画
像および CBCT画像では osteophyteと評価され，左下顎
頭の骨変形がいずれの画像においても osteophyteと評価
された（図２）。

症例２

主訴；口を開けると顎が痛く，噛む位置が分からない

初診時年齢：24歳3ヶ月

顎関節症の既往：以前より右顎関節に痛みがあり，関節

雑音を自覚。時折口が開きにくかったが，最近噛む位置

が分からなくなってきた。

臨床検査所見 :タッピング運動が非常に不安定で，右側
に関節痛を認めた。開口20 mm付近において両側に関
節雑音を認め，最大開口量は35 mmであった。
側面頭部 X線規格写真分析より，下顎後縁の後方回転
が認められた（図３）。

側面頭部 X線規格写真分析の回転を示す項目の平均値，
標準偏差と計測値を示す（表９）。

 右下顎頭が，TMJ-OP画像および CBCT画像で erosion
と評価され，左下顎頭の骨変形が TMJ-OP画像および
CBCT画像で osteophyteと評価されたが，OP画像では
陰性と判定された（図４）。

結　　　論

 本研究では，OPと TMJ-OPに加えて，LC分析が下
顎頭に発症する骨変形や骨吸収を判別するために有用で

あるかを検討した。問診および臨床検査で顎関節画像検

査が必要と判断した患者14名および矯正歯科治療中に

顎関節症状を発症した患者９名併せて女性23名（12歳

表９ 側面頭部 X線規格写真分析値（平均値との比較）
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図２ Ａ），Ｂ）：パノラマ X線画像
Ｃ），Ｄ）：顎関節２分割パノラマ X線画像
Ｅ），Ｆ）：CBCT画像（矢状断像）

図３ プロフィログラムの重ね合わせ（SN at Ar）
   症例２（24才３ヶ月）
   日本人女子平均（成人）

図４ Ａ），Ｂ）：パノラマ X線画像
Ｃ），Ｄ）：顎関節２分割パノラマ X線画像
Ｅ），Ｆ）：CBCT画像（矢状断像）

図１ プロフィログラムの重ね合わせ（SN at Ar）
   症例１（32才11ヶ月）
   日本人女子平均（成人）
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８ヶ月から32歳11ヶ月；平均年齢24歳４ヶ月），計46関

節を対象とした。CBCT画像を用いた下顎頭骨変形の評
価を基準として，各画像単独の評価，下顎骨の後下方へ

の回転の有無による評価，あるいはこれらの組み合わせ

による評価を比較することで各検査法の診断精度を調査

し，以下の結論を得た。

１．CBCT評価では，46関節中 32関節（69.6％）に
骨変形を認めた。その内訳は，erosionが 26関節，
osteophyteが 12関節，sclerosis（deformity）が 10関
節であった。

２．Osteophyte，sclerosis（deformity）がみられた 22関
節のうち，Osteophyte，sclerosis（deformity）が単独
でみられたのは７関節で，14関節で erosionを伴っ
ていた。

３．OPあるいは TMJ-OP画像単独評価における下顎頭
骨変形の正診率は，それぞれ0.52，0.74であったが，
OPおよび TMJ-OP画像併用評価では0.91まで高ま
り，敏感度，特異率とも上昇した。さらに，誤診を

起こす可能性を表す指標である偽陰性率，偽陽性率

はそれぞれ0.09，0.07まで低下した。
４．下顎骨の後下方への回転を指標にした評価では，正

診率0.87，敏感度0.95と高い値を示したが，特異率，
偽陽性率とも0.50であった。

５．OP，TMJ-OP画像評価に下顎骨の回転を指標にした
評価を併用することで，下顎頭骨変化の診断精度が

向上した。

 以上の結果より，変形性顎関節症の鑑別診断には，

OP画像，TMJ-OP画像さらには LC分析による下顎骨
の回転を指標にした評価を用いることで，CBCT画像と
同程度の精度で確定診断が行えることが示唆された。
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