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原　　　　著

緒　　　　　言

乳歯の歯椴吸収は,一定の期間に後継永久歯と交換す

る為にみられる他の器官にみることのない特異的な現象

であり　　　歯板の吸収状態を把座することは乳歯の治

座を行うにあたり大変重要なことである.場在の小児歯

科臨床において,歯根の状態を診査する手段はⅩ線撮影

が一般的である｡しかしながら, Ⅹ線写真から歯板の吸

収状態を明確に判定することは困東であり,特に乳歯の

中でも上顎の乳臼歯は3根であるため,吸収状態を把廃

することは最も困難であると思われる｡

乳臼歯の生理的歯根吸収の特徴として,後継永久歯が

上下顎共に乳歯の遠心根寄りに位置していることが多い

ため,遠心根の吸収が近心損よりも早期に進む傾向があ

り,上顎では遠JL､頑側板と舌側根の吸収が近JL､頑側根よ

り進みやすいとされ,吸収は後継永久歯鷹に面している

内面から進行するといわれている5)｡

♯本論文の要旨は,第242回東京歯科大学学会例会(平成
3年3月9冒,千葉),第30回日本小児歯科学会大会及び
線会(平成4年5月23日,徳島),第249回東京歯科大学学
会例会(平成5年6月12日,千葉),第98回日本解剖学会
総会(平成5年7月22日,札幌),第32回日本小児歯科学
会大会及び総会(平成6年5月20日,長崎)において発表
した｡

松本ら6)は吸収の進行程度は,遠心頑側根が最も著し

く近心頑側板がこれに次ぎ,舌側板の吸収は最も遅延す

ると報害している｡また　　　　ら3),黒蜜7),野村8)は

乳白歯の吸収は歯根の内面より起こると述べ,岩崎9)は

吸収は歯庭に近接する根面から起始すると報吾してい

る｡

吸収開始の時報については　　　　　　　が後継永久

歯の歯冠　　　　　完成期に吸収は開始すると報害して

いる｡

生理的歯板吸収の要因に関する研究　　　　は数多

くみられ,全身的あるいは局所的な様々な園子が考えら

れている｡また組織学的,生化学的な歯板吸収の機序に

関する研究　　　　　　　　　　も数多く報吾されてい

る｡さらに形態学的な歯板吸収に関する研究

も数多くなされてきた｡

しかしこれら過去の報吾において,上顎乳臼歯の歯根

吸収についての報吾は少なく, 3根の歯根長径の関係,

吸収形態,吸収方向等依然不明な点が多い｡特に後継永

久歯との関連について詳綿に検討した研究はみられな

いo　また,日常使用されているⅩ線撮影は,上顎乳臼歯

郭の歯根が隣接歯の歯根や後継永久歯と重複して撮影さ

れることが多く,歯根吸収の有無について判断すること

は楽しい｡さらに研究材料が入手困難のため,ヒトの上
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顎乳臼歯の菌枢吸収と後継永久歯との関係に関する報吾

はみられない｡

そこで著者は上顎第二乳臼歯に庄目し,暦年麻の明ら

かなと卜上顎第二乳臼歯抜去歯牙を用いて歯根長径の計

測を行い,歯根長径と歯根吸収の関連について詳細な観

察を行ったo　また乾燥頭蓋骨を用いて, Ⅹ線写真での歯

根の観察に適した方向を知るためにⅩ線の照射方向を変

えて撮影を行い,近JL､頑側根,遠心頑側根の観察を行っ

た｡次に後継永久歯と歯根吸収との関係を明らかにする

ため,小児乾燥頭蓋骨を用いて薄切切片を作製し軟Ⅹ線

写蓋の観察を行い,また歯根吸収面-骨小豪間の距離

を計測し,距離と内面の吸収との関連性について考察を

行った｡さらに永久歯の発育程度と乳歯の歯根吸収の関

連性を検索するために,上顎第二小臼歯および上顎第一

大臼歯の発育程度と上顎第二乳臼歯の歯根を観察した｡

方　　　　　法

1.歯根長径の計測および吸収の観察

研究試料は,東京歯科大学解剖学教室および岡本歯学

研究所所蔵の日本人乳歯抜去歯牙のうち,抜去時の暦年

齢が明らかで,生理的歯板吸収がみられると考えられた

8歳以降の上顎第二乳臼歯159本である｡なお,癒合歯

や癒着歯などの形態異常歯は除外し,嚇他を有する場合

は蘭蝕症第2度までのものとした｡

各歯根長径は.杉山らの計測基準30)に従い可動脚部を

短く改良した　　　　副尺付ノギスを使用し,各歯頚

線の根璃側-の凸膏の預点から根端までを計測したo待

られた歯根の長径を杉山が報吾している日本人乳歯の歯

板長の平均値(近心顛側板　　　　　　　遠心癌側根:

舌側根　　　　　　　と比較し,各試料の

歯根長径の吸収程度(吸収による歯根長径の短縮)を区分

した｡根は吸収しているが歯根長径の短縮が認められな

いもの(以後未吸収とする)から　　　未満のもの(以後

の吸収とする　　　　以上2/4未満のもの(以後

の吸収とする　　　以上3/4未満のもの(以

後　　　　　の吸収とする　　　以上のもの(以後3/4

以上の吸収とする)までと5段階に区分した(図1)o

暦齢については8歳から　　歳までの半年ごとに区分

し,歯根吸収量は計測から待られた長径を平均値と比較

することにより推測した｡

計測結果から, 3根の歯梶長径の吸収程度の比較を行

い3根間の吸収の差について観察した｡また,半年ごと

に区分した暦麻と3根の歯根吸収量の関係について観察

を行ったo次に歯根長径の吸収程度を蓋準として,歯根
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図1　歯根長径の計測(舌側根の場合)

内面の吸収状態が根管に及ぶものと,さらに進行して髄

床底にまで及ぶものとの関係について観察を行った｡ま

た,観察した試料の中から,歯板内面の吸収が特殊的な

ものを選択し観察所見を述べた｡なお,歯根内面とは3

根が相対する面とした｡

1 )各歯根の吸収程度の関係

(1)近心頑側根と舌側根の比較

(2)近心頑側根と遠JL､頑側根の比較

(3)遠心顛側根と舌側板の比較

2 )暦･齢と歯根吸収量の関係

3 )歯根長径の吸収程度と歯根内面の吸収状態との関

係

(1)歯梶内面から根管に及ぶ吸収

(2)歯根内面から髄床底に及ぶ吸収

4 )歯根内面の吸収形態の特殊例

2.歯科用Ⅹ線写真による近L灘リ根,遠L朝帽の観察

観察試料は,当教室所蔵のインド人小児乾燥頭蓋骨20

叛40側である｡なお,歯牙の欠損,歯列不正,象牙薯に

及ぶ顧蝕を有するものは対象より除外した｡これらの上

顎骨を,当教室の田中　　北村33)らが用いた分類に準

じ,歯牙の萌出状態により混合歯列3期に分幾した｡す

なわち,混合歯列前斯I :乳歯列に第一大臼歯が唆合線

に達したもの,混合歯列前期II :混合歯列前斯Iに中切
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表1乾燥頭蓋骨の歯牙萌出状態

萌 出 勤 萌 出 状 態

混合歯列前期 I A B C D E 6

混合歯列前期II 1 B C D E 6

混合歯列 中報 1 2 C D E 6

三二
｡二王=l
♂

∂-5｡

図2　Ⅹ線写真の撮影方法

歯が唆合線に達したもの,混合歯列中期:混合歯列前期

IIに側切歯が唆合線に達したものとした(表1)｡浪合歯

列前期Iは6業酎2側,混合歯列前期IIは6男貢12側,混合

歯列中期は　　　側用いて観察を行った｡

Ⅹ線写貢上の歯根の観察は,観察に適したⅩ線の方向

を知るためにⅩ線の照射方向を変えて行った｡なお舌側

根は,予備実験の際にいかなる方向で観察を行っても明

確に観察できなかったことから,本研究では近心頑側根

および遠心頑側板の2根について観察した｡

これらの試料のⅩ線撮影は,歯科用Ⅹ線装置　　　-

モリタ)を用いて上顎第二乳臼歯を中心に行っ

たo撮影方法は,乾燥頭蓋骨の頭部を固定し頑舌的には

二等分法で,フイルムの底辺を近心頑側唆頭蔵と遠心頑

側唆頭蔵を結ぶ線に平行とした.そしてⅩ線管焦点一歯

牙問,歯牙-フイルム間距離を同一条件に設定した装

置を作製したo X線の照射方向は,主線を上顎第二乳臼

歯の額面溝に一致させ,近心頑側唆頭頂と遠L､頑側唆頭

領を結ぶ線に垂直に入射した角度をOo方向とし,それ

より近遠心的に50毎変えて250まで行った(図2)｡ 1原

の乾燥頭蓋骨につき片側で11枚,両側で22枚撮影を行っ

た｡撮影条件は,管電圧　　　　　管電流:

撮影時間　　秒で行い,フイルムは,超感光度歯科用

Ⅹ線フイルム　　　　　　　を用いた｡フイルムの現

像は,場像液　　　　　　　に5分間,中間水洗をし

913

図3　乾燥頭蓋骨の上顎第2乳臼歯

た後,定着夜　　　　　　　に10分間浸活した.水洗

時間は30分以上行い自然乾燥とした.

そして,近心頑側板と遠JL､頑側板の板場が明瞭に観察

できる写真を麿射方向別に検討した｡

3.小児乾燥頭蓋骨による乳歯歯根と後継永久歯の観察

歯科用X線写真における観察だけでは,舌側板や歯根

内面の吸収状態を観察することが困兼であったことか

ら,小児乾燥頭蓋骨を用いて硬組織非脱灰連続切片を作

製し欧Ⅹ線写貢の撮影を行い,乳歯歯板と後継永久歯と

の関係を観察した｡次に,薄切切片より歯頼吸収面-

骨小乗問の最短距離を計測し,また三次元立体構築を行

い,距離と内面の吸収との関連性について考察を行った｡

試料は,当教室所蔵のインド人小児乾燥頭蓋骨のう

ち, 7項から分離した上顎骨14側であり,歯牙の欠櫨,

歯列禾正,象牙薯に及ぶ顧蝕を有するものは対象より除

外した｡歯牙の萌出時報は,混合歯列前期Iから混合歯

列中期のもので,混合歯列前期Iは4側,混合歯列前期

IIは4側,混合歯列中親は6側用いて観察を行った｡

薄切切片を作製する際の基準平面の記入として,頭蓋

骨の左右外耳孔に頭部固定装置の耳梓を挿入し,指示板

を左側眼高下点にあて眼耳平面が水平面と一致するよう

に固定し眼耳平面を明記した｡

頭蓋骨の縫合部から上顎骨を分離し,歯根吸収面-骨

小嚢問の最短距離の計測および三次元立体構築を行うた

めに,第二乳臼歯部の頑側骨壁をダイヤモンドディスク

にて切り込み取りはずして第二乳臼歯を取り出し,実体

顧微銃にて観察を行い歯椴吸収面を墨にて印記した後,

元の状態に再現した(図3)｡

上顎骨は表2の方法に従い,眼耳平面を水平面に一致

3　-
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表2　脱水および包埋

1.脱　水
70%エタノール

80%エタノール

90%エタノール

95%エタノール

エタノール

アセトン

2.樹脂の浸透

樹脂　　　アセトン　　　　　--･ 3週間

樹脂　　　アセトン　　　　　　-･ 3週間

樹脂(1) ---一一一一一一一-　1週間

樹脂(2)一一一一一一-一一一･ 1週間

*樹脂　--･　　　　　　　過酸化ベンゾイル

重室比)

3.重　合

濫室にて紫外線

照射下で初期重合　一一･ 1週間

させポリエステル系レジン樹脂(昭和高分子　ポリエス

テル樹脂リゴラック　　にて包埋した｡その際薄切後

の基準点とするため,眼耳平面と垂直に矯正用ラウンド

ワイヤー(¢　　　ロッキーマウンテンモリタ)を上報

骨周囲に3本植立させた｡硬化した試料から硬組織薄切

機　　　　　　　　　　　　　により厚さ　　　の硬

組織非脱灰連続切片を作製した｡なお,薄切方向は,眼

耳平面に対して平行となるように設定した｡

1)軟Ⅹ線写真の観察

観察した薄切切片は,眼耳平面と平行に,頑膏突起突

出部の最下点から上顎第二乳臼歯部歯槽預までの範囲を

6等分し,上方より1/6の部位　　　の部位　　　の部

位のものを用いた｡

軟Ⅹ線撮影装置　　　　　　　一　　により,滞切切

片を軟Ⅹ線写真用フイルム

IX)上に密着させて撮影した｡撮影条件は,管電圧25

管電流　　　　露光時間7秒,焦点--フイルム

間距離　　　に設定した｡なお,撮影時にステップウ

エッジを同一フイルム上に置き,現像時の濃度補正の指

標としたo　フイルムの塊像は,寛像液

に5分間,中間水洗をした後,定着嬢

に10分間浸漬した｡水洗時間は30分以上行い自然乾燥と

した｡欧Ⅹ線写真から上顎第二乳臼歯の歯根と後継永久

歯である上顎第二小臼歯とその骨小嚢の観察を行った｡

2 )歯根吸収面-骨小裏間の距離計測

M:近心頑側板　D:遠心癌側根
L:舌側根　C:骨小嚢

図4　歯根吸収面一骨小嚢間の最短距離の計測

軟Ⅹ線写桑で観察した上顎第二乳臼歯の歯板と後継永

久歯である上顎第二小臼歯の骨小嚢との関係を明確にす

るために,各薄切切片より歯根吸収面-骨小嚢間の距

離を計測した｡薄切切片は,眼耳平面と平行に,頑骨突

起突出部の最下点から上顎第二乳臼歯部歯槽頂までの範

囲のものを用いた｡この薄切切片を東京歯科大学共用

機審管理部情報処理系研究室の多目的画像処理装置

にTVカメラよりスライス像(第二乳臼歯の歯

根,吸収面および後継永久歯の骨小豪)の輪郭線を入力

した｡そして2値化処理によって後継永久歯の骨小嚢と

第二乳臼歯の3取とをトレースして濃淡画像処理により

2値化画像を作成した｡作成した画像をもとに2値画像

計測を行い,各切片毎に歯取吸収面と骨小裏の2点間の最

短距離を計測した(図4).計測結果を混合歯列3期およ

び歯根別に分残し,以下の3項目について比較検討した｡

(1)歯牙萌出時期による比較

(2)各歯榔こおける歯牙萌出時期間の比較

(3)各歯牙萌出時報における歯根間の比較

なお,この際統計学的処理法により,平均値,標準誤

差を求めた｡平均値の有意差は複数の比較において,

のq検定(5 %水準)で求めた｡

また,歯板と骨小嚢との関係を再現するため, TVカ

メラによりスライス像を入力後,ネットワークにより

ワークステーションへ転送した｡ワークステーション上

4　-
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の三次元立体再構築システム(ラトックシステムエンジ

ニアリング　　　　　にて歯根と骨小嚢の関係を三次元

的に再現した｡使用機器は画像処理装置(画像メモリサ

イズ512×512画素, 16面, 1画素　　　　　階調,画

像間演算速度　　　　　日本アビオニクス

II)とホストコンビュ-夕-(メインメモリ

光磁気ディスク　日本電気　PC

並びにエンジニアリング･ワークステー

ション(メインメモリ　　　　　　　　　　　　東芝AS

より構成されたものを使用した0

4.永久歯の発育程度と乳歯の歯根吸収の観察

観察試料は,東京歯科大学解剖学教室所蔵のインド人

小児乾燥頭蓋骨48鹿で,歯牙の欠也,歯列不正,象牙薯

に及ぶ痢蝕を有するものは対象より除外した｡歯牙の萌

出時期は,乳歯列親から混合歯列中報のもので,乱歯列

期は24項,混合歯列前期Iは8度,浪合歯列前期IHま8

塞,混合歯列中期は8顧用いて観察を行ったO

これらの試料のⅩ線撮影は,歯科用Ⅹ線装置を用いて

上顎臼歯部を撮影したO撮影装置,撮影時間,フイルム

および場像方法は,上述の2.歯科用Ⅹ線写真による近

JL＼頑側板,遠心頑側根の観察で行ったものに準じた｡ Ⅹ

線の照射方向は,上述の2.歯科用Ⅹ線写嘉による近心

頑側板,遠心東側根の観察で行ったOo方向と同-の条

件とした. X線の撮影終了後,試料から上顎臼歯部の頑

側骨壁を取りはずし,永久歯の歯冠および歯板の発育程

度を観察した｡永久歯は,後継永久歯の上顎第二小臼歯

を観察すると共に,臼歯部のⅩ線挽影の際,周園との重

複が少ないことから発育程度が観察しやすい上顎第一大
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臼歯についても観察を行った.発育程度は,藤田が報吾

している永久歯の計刺蓋準34)に従い,上顎第二小臼歯お

よび上顎第一大臼歯の歯冠長径,歯根長径の計測を行

い,この計測値を,藤田が報菖している永久歯の歯冠長

荏(上顎第二小臼歯　　　　　　上顎第-大臼歯

歯根長径(上顎第二小臼歯　　　　　　上顎第-

大臼歯　　　　　の平均値35)と比較することにより判

定したo発育程度の判定は,歯冠形成前より歯冠1/4形

成,歯冠2/4形成,歯冠3/4形成,歯冠完成,歯取1/4

形成,歯根2/4形成,歯根3/4形成,歯根完成の9段階

とした｡

続いて,上顎第二乳臼歯の歯根の吸収の有無を実体覇

微鏡にて観察を行い判定した｡なお,吸収の判定は, 3

板のいずれかに吸収が認められたものを吸収とし,また

3根がすべて板端まで完成していないものは歯根未完成

とした｡

これらの観察により,上顎第二小臼歯および上顎第一

大臼歯の発育程度と上顎第二乳臼歯の歯根吸収の開始と

の関係を検討した｡

観　察　結　果

1.歯椴長径の計測および吸収の観察

1 )各歯根の吸収程度の関係

(1)近心頑側根と舌側根の比較

近心東側根の吸収程度を基準として,舌側根の吸収程

度と比較した(表3)｡

近JL､頑側根においては,板は吸収しているが歯梶長径

が平均値より長いもの(末吸収)が9本　　　未満の吸収

表3　近JL､頑側根と舌側根との吸収程度の比較(%)

近心頑側根 未 吸 収 0 ～ 1/ 4 1/ 4 ～ 2/ 4 2 / 4 ～ 3/ 4 3+ 4 以 上

舌側根 ( 9 ) (30) (41) (36) (43)

未 吸 収 33.3 3.3 2.4 2.8
0

( 6 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )

0 ～ 1/ 4 33.3 33.3 17. 1 8.3
0

(2 3) ( 3 ) (10) ( 7 ) ( 3 )

1/ 4 ～ 2/ 4 22.2 50.0 39. 0 36. 1 14.0

(52) ( 2 ) (15) (16) (13) ( 6 )

2/ 4 ～ 3/ 4
0

13.3 29. 3 25.0 14.0

(31) ( 4 ) (12) ( 9 ) ( 6 )

以 上 ll.1
0

12. 2 27.8 72.1

(47) ( 1 ) ( 5 ) (10) (31)

( )は歯数を示す

一　5　一
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表4　近JL､頑側板と遠心頑側板との吸収程度の比較(%)

近JL､頑側根 末 吸 収 0 ～ 1/ 4 1/ 4 ～ 2/ 4 2/ 4 ～ 3/ 4 十

遠 心､頑側根 ( 9 ) (30) (4 1) (36) (43)

末 吸 収

( 6 )

44.4

( 4 )

6.7

( 2 )
0 0 0

0 ～ 1/ 4 22.2 20.0 17. 1 2.8 2.3

0 7) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 1 ) ( 1 )

1./ 4 ～ 2/ 4 . 33.3 70.0 4 6. 3 38.9 9.3

(61) ( 3 ) (2 1) (19) (14) ( 4 )

2/ 4 ～ 3/ 4
0

3.3 2 9. 3 41.7 9.3

(32) = つ (12) (15) ( 4 )

3/ 4 以 上
0 0

7.3 16.7 79.千

(43) ( 3 ) ( 6 ) (34)

の吸収)が30本　　　以上2/4未満の吸収

の吸収)が41本　　　以上3/4未満の吸収

の吸収)が36本　　　以上の吸収　　以上

の吸収)が43本であった｡

近心頑側根が未吸収9本のうち,舌側根の吸収が未吸

収は3本　　　　　　　　　の吸収は3本

の吸収は2本　　　　　　　　　　の吸収は

みられず　　　以上の吸収は1本　　　　であった｡近

心顛側根が　　　　の吸収30本のうち,舌側根の吸収が

末吸収は1本　　　　　　　　の吸収は10本

の吸収は15本　　　　　　　　　　の吸収は

4本　　　　　　　以上の吸収はみられなかった｡近心

頑側板が　　　　　の吸収41本のうち,舌側根の吸収が

未吸収は1本　　　　　　　　の吸収は7本

の吸収は16本　　　　　　　　　　の吸収は

12本(29.　　　　　以上の吸収は5本　　　　であっ

た｡近心頑側根が　　　　　の吸収36本のうち,舌側板

の吸収が未吸収は1本(2.　　　　　　　の吸収は3本

の吸収は13本

3/4の吸収は9本　　　　　　　　以上の吸収は10本

であった｡近心顛側椴が3/4以上の吸収43本の

うち,舌側根の吸収が未吸収　　　　　の吸収はみられ

ず　　　　　　の吸収は6本　　　　　　　　　　の吸

収は6本　　　　　　　　以上の吸収は31本　　　　で

あった.これらのことから近心頑側根が未吸収では,舌

側板は未吸収よりもそれ以上の吸収の方が多く,近心頑

側根が　　　　の吸収では,舌側根は　　　　　の吸収

で50%と初期の段階では舌側板の吸収が近心頑側板より

( )は歯数を示す

進行している傾向が認められた｡

(2)近JL､頑側板と遠心頑側板の比較

近心頬側根の吸収程度を基準にして遠心噸側板の吸収

程度と比較した(表4)｡

近心頑側根が末吸収9本のうち,遠心顧側根の吸収が

未吸収は4本　　　　　　　　　　の吸収は2本

の吸収は3本　　　　　　　　　　の

吸収　　　以上の吸収はみられなかった｡近JL､東側根が

の吸収30本のうち,遠心頑側根の吸収が未吸収

は2本　　　　　　　　　の吸収は6本

の吸収は21本(70.　　　　　　　　の吸収は1本

以上の吸収はみられなかったo近JL､頑側

板が　　　　　の吸収41本のうち,遠心頑側根の吸収が

未吸収はみられず∴　　　　の吸収は7本

の吸収は19本(46.　　　　　　　　の吸収は

12本　　　　　　　　以上の吸収は3本　　　　であっ

た｡近心東側根が　　　　　の吸収36本のうち,遠心頑

側根の吸収が末吸収はみられず　　　　　の吸収は1本

の吸収は14本

3/4の吸収は15本　　　　　　　以上の吸収は6本

であったo近JL､癌側板が　　以上の吸収43本の

うち,遠JL､頑側根の吸収が末吸収はみられず

の吸収は1本　　　　　　　　　　　の吸収は4本

の吸収は4本　　　　　　　以上の吸収

は34本　　　　であったo　これらのことから,近心頑側

根が　　　　の吸収では,遠心頑側根は　　　　　の吸

収で　　　と高い値を示し,初期の段階では遠心頑側根

の吸収が近心頑側根より進行している傾向が認められ

6
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表5　遠心頑側根と舌側板との吸収程度の比較(%)

917

遠JL､癖側板 未 吸 収 0 ～ 1/ 4 1/ 4 ～ 2/ 4 2/ 4 ～ 3/ 4 3/ 4 以 上

舌側根 (6) 0 7) (61) (32) (43)

未 吸 収 16.7 17.6 3.3
0 0

(6) (1) (3) (2)

0 ～ 1/ 4 16.7 35.3 23.0 6.3
0

(23) (1) (6) (14) (2)

1/ 4 ～ 2/ 4 33.3 29.4 47.5 34.4 ll.6

(52) (2) (5) (29) (ll) (5)

2/ 4 ～ 3/ 4 16.7 ll.8 18.0 31.3 16.3

(31) (1) (2) 白日 (10) (7)

3+ 4 以 士 16.7 5.9 8.2 28.1 72.1

(47) (1) (1) (5) (9) (31)

た｡

(3)遠心頑側板と舌側板の比較

遠心頑側根の吸収程度を基準として舌側板の吸収程度

と比較した(表5)｡

遠jL､頑側根においては,未吸収が6本　　　　　の吸

収が17本　　　　　　の吸収が61本　　　　　　の吸収

が32本　　　以上の吸収が43本であったo遠心頑側根が

未吸収6本のうち,舌側板の吸収が末吸収は1本

の吸収は1本　　　　　　　　　　　の吸

収は2本　　　　　　　　　　の吸収は1本

3/4以上の吸収は1本　　　　であった｡遠心頑側根が

の吸収17本のうち,舌側根の吸収が末吸収は3

本　　　　　　　　　の吸収は6本

2/4の吸収は5本　　　　　　　　　　の吸収は2本

以上の吸収は1本　　　であったo遠

心頑側板が　　　　　の吸収61本のうち,舌側板の吸収

が末吸収は2本　　　　　　　　　の吸収は14本

の吸収は29本　　　　　　　　　　　の

吸収は11本　　　　　　　以上の吸収は5本　　　で

あったo遠jL､頑側板が　　　　　の吸収32本のうち,香

側椴の吸収が未吸収はみられず　　　　　の吸収は2本

の吸収は11本

3/4の吸収は10本　　　　　　　　以上の吸収は9本

であった｡遠JL､頑側根が3/4以上の吸収43本の

うち,舌側根の吸収が未吸収　　　　　の吸収はみられ

ず　　　　　　の吸収は5本　　　　　　　　　　の吸

収は7本　　　　　　　　以上の吸収は31本　　　　で

あった｡この2検問においては,吸収の進行に差は認め

( )は歯数を示す

られなかった｡

2)暦麻と歯根吸収室の関係(表6)(図5)

これらの結果は,表6および図5で示した通りであ

る0　8歳以上8.5歳未満における歯根吸収量の平均値

は,近心頑側根では　　　　　遠心頑側根では

mm,舌側根では　　　　であった｡ 8.5歳以上9歳未

満においては,近心頑側根では　　　　　遠JL､額側根

では　　　　　舌側根では　　　　であった｡ 9歳以上

9. 5歳未満においては,近心東側根では　　　　　遠心

頑側根では　　　　　舌側根では　　　　であった｡

9.5歳以上10歳未満においては,近JL､頑側板では

mm,遠心東側根では　　　　　舌側根では　　　　で

あった｡ 10歳以上　　歳末蒲においては,近JL､頑側根で

は　　　　　遠心頑側根では　　　　　舌側根では

mmであった｡以上のことより, 8歳以上　　歳末溝で

は遠心､頑側板の吸収量は,近心頑側根,舌側板よりも大

きかった｡

3 )歯根長径の吸収程度と歯根内面の吸収状態との関

係

歯板長径を蓋準として,各歯根内面の吸収状態が根管

に及ぶ吸収と髄床底に及ぶ吸収について観察を行った｡

なお,板管に及ぶ吸収は歯板内面から頼管だけに吸収が

認められるものとし,さらに吸収が進行し根管と髄床底

の両方に及ぶものについては,髄床底に及ぶ吸収とし

た｡

3根の歯根長径の吸収程度は表3から表5に示した通

りである｡

(1)歯板内面から根管に及ぶ吸収(図6)

-　7　-
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表6　上顎第二乳臼歯における暦麻と歯取吸収量との関係

塞

* ♯

8 - 8 . 5 8 . 5 - 9 9 - 9 . 5 9. 5 - 1 0 1 0 - 1 0 . 5 1 0 . 5 - l l 1 1 〔 l 工 5 l l. 5 - 12 1 2 - 12 . 5

近 JL ､頑 側 根 4 . 3 2 3 . 6 6 5 . 2 3 5 . 0 4 6 . 1 0 5 . 0 8 6. 12 6 . l l 7. 1 7

遠 心 頑 側 根 4 . 8 8 4 - 5 1 5 . 5 0 6 . 5 1 6 . 5 4 早. 2 4 5. 6 5 6 . 4 0 6. 02

舌 側 板 4. 2 1 4 . 0 5 4 . 8 1 5 . 9 2 6 . 3 8 5 . 2 3 5. 8 9 6 . 0 9 7. 8 0

(塞:暦麻　-:歯根)

I s･E･

□近心頬側根　　　　　圏遠心頬側根　　　　　団舌側租
図5　暦僻と歯根吸収室の関係

近心頑側根の吸収程度と歯根内面から根管に及ぶ吸収と

の関係は,未吸収では9本中2本　　　　　　　　　の

吸収では30本中5本　　　　　　　　　　の吸収では41

本中18本　　　　　　　　　　の吸収では36本中8本

にみられ　　　以上の吸収では43本のいずれに

もみられなかった(図7)｡

遠心頑側板の吸収程度と歯根内面から根管に及ぶ吸収

との関係は,未吸収では6本中2本

の吸収では17本中3本　　　　　　　　　　の吸収では

61本中17本　　　　　　　　　　の吸収では32本中6本

にみられ　　　以上の吸収では43本のいずれに

もみられなかった(図8)｡

舌側板の吸収程度と歯根内面から根管に及ぶ吸収との

関係は　　　　　の吸収では23本中7本

の吸収では52本中21本　　　　　　　　　　の吸

収では31本中3本　　　にみられ,末吸収では6本,

3/4以上の吸収では47本のいずれにもみられなかった

(図9)｡

-　8　-
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図6　歯根内面から根管に及ぶ吸収

未吸収　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

(遠心頬側根の吸収程度)

図8　遠心､頑側根の吸収程度と歯板内面から梶管
に及ぶ吸収との関係

以上の結果から,歯根内面から板管に及ぶ吸収は,歯

根長径が　　　　の吸収では近,L､頑側根および舌側板

に40%近く認められ,遠JL､頑側榔こおいても30%近く認

められた｡

(2)歯根内面から髄床底に及ぶ吸収(図10)

近JL､頑側根の吸収程度と歯根内面から髄床底に及ぶ吸

919

末吸収　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

(近心頬側根の吸収程度)

図7　近JL､頑側根の吸収程度と歯根内面から梶管

に及ぶ吸収との関係

末吸収　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

(舌側根の吸収程度)

図9　舌側根の吸収程度と歯根内面から根管に及

ぶ吸収との関係

収との関係は　　　　　の吸収では41本中7本

の吸収では36本中12本

以上の吸収では43本中37本　　　にみられ,末吸収で

は9本　　　　の吸収では30本のいずれにもみられな

かった(図11)｡

遠心､東側根の吸収程度と歯梶内面から髄床底に及ぶ吸

-　9　--
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図10　歯板内面から髄床底に及ぶ吸収

未吸収　　　　　　　　　　　　　　　以上

(遠心頬側根の吸収程度)

図12　遠心殖側板の吸収程度と歯根内面から髄床
底に及ぶ吸収との関係

収との関係は　　　　　の吸収では61本中4本

の吸収では32本中9本(28.

以上の吸収では43本中40本　　　にみられ,未吸収で

は6本　　　　の吸収では17本のいずれにもみられな

かった(図

舌側板の吸収程度と歯根内面から髄床底に及ぶ吸収と

の関係は　　　　　の吸収では52本中4本

(%)
1001

901

80

70-

60

50

40

30

20

10

0

末吸収　　　　　　　　　　　　　　　　以上

(近心頬側板の吸収程度)

図11近心頻側板の吸収程度と歯椴内面から髄床
底に及ぶ吸収との関係

末吸収　　　　　　　　　　　　　　　　以上

(舌側根の吸収程度)

図13　舌側根の吸収程度と歯根内面から髄床底に
及ぶ吸収との関係

の吸収では31本中9本　　　　　　以上の

吸収では47本中43本　　　にみられ,未吸収では6

本　　　　の吸収では23本のいずれにもみられなかっ

た(図

以上の結果から,歯椴内面から髄床底に及ぶ吸収は,

3根とも　　　　の吸収で30%近く認められ　　　以

上の吸収では90%近くに認められた｡しかし

～ 10-
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2/4の吸収において認められるものも観察された｡

4 )歯板の吸収形態の特殊例

ヒト上顎第二乳臼歯抜去歯牙を観察した中で,近心璃

側椴,遠心殖側根の歯根長径の短縮がわずかでも,内面

からの観察では根管にまで大きく吸収している例が認め

られた(図　　また遠心頑側板の歯根長径の短縮がわず

かでも,内面からの観察では根管に吸収が及びさらに板

管に沿って髄床底にまで吸収が進行している例も認めら

れた(図15)｡歯視内面で吸収が根管に及ぶ例は,歯板の

板端部付近(図　　ほぼ中央部(図　　分岐部付近(図

18)と様々なパターンの吸収形態が認められた｡さらに

歯板内面中央部付近を境に根撮側および分岐都側に分か

れて,根管に及ぶ吸収が認められる例(図19)も観察され

た｡

2.歯科用Ⅹ線写貢による近JL､頑側根,遠心頑側根の観

察

歯科用Ⅹ線写桑の撮影は,近JL､頑側板,遠心頑側板の

観察に適したⅩ線の照射方向を見つけることを目的とし

て,上顎第二乳臼歯を中心として近遠心的に50毎に照

射方向を変えて行った｡指標として,根端まで明瞭に観

察できるものとした｡その結果,近心頑側榔こおいて根

(A)

921

鴎まで明酷に観察できたものは, Ⅹ線の照射方向が近心

方向より250では　　　　では　　　　　では

100では　　　　　では　　　　　では　　　　遠心

方向より50では　　　　　では

ではO %であった｡遠心頑側根において根端まで明瞭に

観察できたものは, Ⅹ線の照射方向が近心方向より

では　　　　　では　　　　　では　　　　　で

は　　　　｡では　　　　遠心方向より5｡では

では　　　　　　では　　　　　　　　では0%

であった(表7)｡以上の結果から近心頑側板においては

Ⅹ線の入射方向を近心寄り　　　　方向から(図　　ま

た遠心頑側板においては　　　遠心寄り100方向から

(図21)撮影を行うことにより,各根の板端までの状態が

観察しやすい傾向が認められた｡しかし,一番多くみら

れる角度でも近心頑側板では　　　遠心頑側板では30

%と一方向だけで歯根を明確に観察することは薙しいと

いう結果であった｡

また,舌側根については,後継永久歯膝と重複するこ

とが多く観察が固葉であり,また歯板内面の吸収状態

は,いずれの椴においても把握することが困兼であっ

たoそこで,乾燥頭蓋骨を用いて乳歯歯取と後継永久歯

(B)

頑側　　　　舌側

図14　頑側根の歯根長径の短縮がわずかでも内面は板管まで吸収が及んでいる例

- 11一一
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(C) (D)

頑側　(D):舌側

図15　頑側根の歯根長径の短縮がわずかでも内面は髄床底にまで吸収が及んでいる例

図16　歯根内面から根管に及ぶ吸収
(板端部付近)

- 12　-

図17　歯板内面から根管に及ぶ吸収
(中央部付近)
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図18　歯板内面から名管に及ぶ吸収
(分岐部付近)

M :近心頑側板

図20　近心5度方向から照射したⅩ線写貢

図19　歯取内面中央部を境に椴端側,分
岐部側に分かれて板管に及ぶ吸収が

認められる例

D :遠心頑側根
図21遠心5度方向から照射したⅩ線写真

表7　入射方向を変えた歯科用Ⅹ線撮影による歯椴の観察(%)

入 射 角度

入 射方 向
0 0 5 0 l o o 1 5 0 2 0 0 2 5 0

近 心
10 . 0 2 2 . 5 2 7. 5 2 5 . 0 5 . 0 0

17 . 5 15 . 0 7 . 5 5 . 0 0 0

遠 心
7. 5 2 . 5 0 0 0

3 0 . 0 2 0 . 0 5 . 0 0 0

(上段:近心頑側根,下段:遠JL､頑側板)

13
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との関係について観察を行った｡

3.小児乾燥頭蓋骨による乳歯歯根と後継永久歯の観察

1)軟Ⅹ線写貢の観察

歯牙の萌出相により混合歯列を3期に分戴し,萌出相

の推移に伴う乳歯歯根と後継永久歯の変化について観察

を行った｡

(1)浪合歯列前期I (図22)

後継永久歯膝を含む骨小豪の位置は, 3根に対して頑

舌的には舌側板寄りに観察され,近遠心的には根璃寄り

ではほぼ中央に観察されたが,板分岐部側に近づくに従

い近心寄りに観察された｡舌側根と相対する骨小薬の壁

は認められず,舌側根の吸収が開始している様子が観察

された｡しかし近心頑側根,遠JL､頑側木酎こ相対する骨小

嚢の壁は認められ,歯根の吸収も認められなかったo

骨中華の大きさは,分岐部方向に向かうに従い小さく

なり,骨小豪の成長がさほど進行していないことが観察

された｡

骨小嚢の壁を構成する敏密質の厚さは,分岐部側に向

かうに従い厚みを増し,分岐部に近い位置(図22- 3)で

は骨が密になっていることが観察された｡

遠jL､頑側根を囲む歯槽壁は観察され,近心頑側根を園

む歯槽壁は,近JL､側において消失が認められたo舌側根

を囲む歯槽壁は,歯根と共に骨小嚢の中に含まれており

認められなかった｡

歯根の吸収は,近心頑側根,遠心頑側根においては認

められず,舌側根においては一部(図　　　認められ

た｡

(2)混合歯列前親II (図23)

後継永久歯族を含む骨小嚢の位置は, 3根に対してほ

ぼ中央に観察された｡舌側根と相対する骨小嚢の壁は認

められず,遠心頑側根と相対する骨小嚢の壁も認められ

なかった(図　　　　またこの時期では,舌側椴,遠心

頑側板の歯榎は吸収が認められた｡近心頑側根と相対す

る骨中華の壁は認められるが,近心頑側根の吸収は開始

している様子が観察された(図

骨小嚢の大きさは,混合歯列前期Iと同様に分岐部方

向に向かうに従い小さくなっていた｡しかし,骨小嚢

は,遠心頑側板と舌側根が接近している位置の切片(図

23-3)に認められることから,分岐部方向に成長して

いる様子が観察された｡

骨小嚢の壁を構成する敏密質の厚さは,分岐部方向に

向かうに従い厚みを増し,分岐部に近い位置(図

では骨が密になっていることが観察された｡また全体的

な厚さは混合歯列前期Iよりも薄くなっていた｡

ー14　-

(上方より根端側から分岐部方向)
図22　浪合歯列前期Iの軟Ⅹ線写真
M:近JL､頑側板　D :遠心頑側板

L:舌側根　C:骨小裏
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(上方より板端側から分岐部方向)
図23　混合歯列前期Ⅲの軟Ⅹ線写真
M:近心顛側根　D :遠心頑側板

L:舌側根　C･.骨小嚢

925

遠心頑側板と舌側板を囲む歯槽壁は,歯板と共に骨小

嚢の中に含まれており認められなかった｡また近心頑側

梶を囲む歯槽壁は,近JL､側において混合歯列前期Iと同

様に消失が認められた｡

歯根の吸収は,近心頑側根,遠心頑側板および舌側根

ともに観察された｡

(3)混合歯列中期(図24)

後継永久歯膝を含む骨小嚢の位置は,混合歯列前斯Ⅱ

と同様に3根に対してほぼ中央に観察された｡この時期

になると骨小嚢と各歯梶がさらに近接し,骨小嚢と周囲

骨の境界は不明瞭になっていた｡

骨小嚢の大きさは,分岐部方向に成長し大きくなって

いる様子が観察された｡

骨小裏の壁を構成する敏密覚の厚さは,どの位置にお

いても変化がなく,混合歯列前親Hより薄くなってい

た｡また,分岐部方向の切片(図　　　には,骨小嚢の

壁が密になった状態が認められず,後継永久歯である上

顎第二小臼歯の歯冠尖頭が観察されたo

遠JL､頑側梶と舌側根を囲む歯槽壁は,混合歯列前期H

と同様に認められなかったが,近心頑側根においては,

骨小嚢と相対する歯槽壁が認められた｡

歯根の吸収は3板ともさらに進行し,特に遠JL､頑側根

においては吸収程度が大きくなり,歯根内面から板管に

及ぶ吸収も認められた｡

2 )歯根吸収面一骨小嚢問の距離計測

各歯根の吸収面と骨小嚢との最短距離を計測し比較を

行った｡観察した薄切切片は,眼耳平面と平行に,頬骨

突起突出部の鼻下点から上顎第二乳臼歯部歯槽項までの

範囲とした｡

(1)歯牙萌出時期による比較(表8)(図25)

混合歯列前期Iにおける距離の平均値は　　　　　最

大値は　　　　　最小値はO mmであった｡混合歯列前

期Hでは平均値は　　　　　最大値は　　　　　鼻中値

はOmmであった｡混合歯列中期では平均値は

mm,最大値は　　　　　最小値はOmmであった｡混

合歯列前期Iと混合歯列中期,混合歯列前期IIと混合歯

列中期の間で有意差を認めた｡

(2)各歯根における歯牙萌出時期間の比較(表9)

近心頑側椴における距離の平均値は,混合歯列前期I

混合歯列前期　　　　　　浪合歯列中期

mmであったo混合歯列前期Iと混合歯列中期,混合歯

列前斯IIと混合歯列中期の間で有意差を認めた(図26)｡

また重大値は,混合歯列前期　　　　　　混合歯列前

期　　　　　　混合歯列中期　　　　　最小値は,混合

15-
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(上方より板場側から分岐部方向)
図24　混合歯列中期の軟Ⅹ線写貢
M:近JL､頑側根　D :遠心頑側根

L:舌側根　C:骨小嚢

歯列前期　　　　　混合歯列前期　　　　浪合歯列

中期Ommであった｡この結果から,浪合歯列前期Iに

おいては　　　　以上,混合歯列前期fHこおいては

上,浪合歯列中期においては　　　以上の距離

では,近心頑側根の吸収は開始していないことが認めら

れた｡

遠心頑側根における距離の平均値は,混合歯列前期I

混合歯列前期　　　　　混合歯列中期

mmであった｡混合歯列前期Iと混合歯列前期H,浪合

歯列前期Iと混合歯列中期,浪合歯列前期IIと混合歯列

中新の間で有意差を認めた(図27)｡

また最大値は,混合歯列前期　　　　　混合歯列前

期　　　　　混合歯列中期　　　　最小値は,浪合

歯列前期　　　　　混合歯列前期工　　　　混合歯列

中期OmmであったO　この結果から,混合歯列前期Iに

おいては　　　　以上,混合歯列前期IHこおいては

mm以上,混合歯列中期においては　　　以上の距離

では,遠心頑側板の吸収は開始していないことが認めら

れた｡

舌側根における距離の平均値は,浪合歯列前期I 0

mm,混合歯列前期　　　　　　混合歯列中親

であった｡舌側根においては,どの時期の問にも有意差

は認められなかった(図28)｡

また最大値は,混合歯列前斯　　　　　浪合歯列前期

混合歯列中親　　　　　最小値は,混合歯

列前期　　　　混合歯列前期　　　　混合歯列中期

Ommであった｡この結果から,混合歯列前期IHこおい

ては　　　　以上,混合歯列中期においては　　　　以

上の距離では,舌側根の吸収は開始していないことが認

められた｡

(3)各歯牙萌出時報における歯根間の比較(表9)

混合歯列前期Iにおける距離の平均値は,近JL､頑側板

遠心頑側根　　　　　舌側櫓O mmであっ

た｡近JL､頑側板と遠JL､頑側根,近心頑側板と舌側根,逮

心璃側根と舌側根の問で有意差を認めた(図　付図

表8　歯牙萌出時期における歯根吸収面一骨小嚢
問の鼻短距離

平 均 S . E 最 大 値 最 小 値

混 前 I 期 0 . 5 8 0. l l 2 . 2 1 0

浪 前 II親 0 . 4 4 0. 0 7 1. 9 9 0

混 合 中 期 0 . 1 8 0 . 0 3 1. 04 0

(mm)

16　-
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表9　各歯梶と歯牙萌出時期における歯般吸収面一骨小嚢問の最短距離

927

混 前 I 期 混 前 II 斯

平 均 S .E . 最大値 最小値 平 均 S .E . 重大値 最小値 平 均 S .E . 最大値

0.66 0.07 1.21 0.31 0.72 0.14 1.99 0 0.22 0.04 1.14

1.69 0.08 2.21 1.54 0.29 0.09 1.78 0 0.04 0.02 1.04

0 0 0 0 0.27 0.09 1.49 0 0.28 0.08 1.53

I s･E･

混合歯列前期I　混合歯列前期II　混金歯列中期

子昆前I期 子昆前II期

* *

* 5%水準で有意差あり

図25　各歯牙萌出時期における歯根吸収面-骨小嚢間の最短距離の比較

混合歯列前期I　混倉歯列前期II　混金歯列車期

* *

* 5%水準で有意差あり

図26　各歯牙萌出時期における近心頑側根の吸収面-骨小嚢間の最短距離の比較

1)｡

浪合歯列前期tHこおける距離の平均値は,近JL､頑側根

遠心頑側根　　　　　舌側根　　　　であっ

た｡近心頑側根と遠JL､頑側根,近心頑側根と舌側根との

間で有意差を認めた(図　　付図2 )｡

混合歯列中期における距離の平均値は,近心頑側根

遠JL､頑側根　　　　　舌側根　　　　であっ

た｡近JL､頑側根と遠JL､頑側根,遠JL､頑側根と舌側板の問

で有意差を認めた(図　　付図3 )0

4.永久歯の発育程度と乳歯の歯根吸収の観察

17一
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(mm)

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

混前I期 子昆前II期

* *

｢= 互
* 5%水準で有意差あり

混合歯列前期I　混金歯列前期II　混金歯列中期

図27　各歯牙萌出時期における遠心頑側根の吸収面I-骨中華間の鼻短距離の比較

I s･E･

｢ i二
混前I期 混前II期

rlll-混ノ合中期

混前II期

* 5%水準で有意差あり
混合歯列前期I　混金歯列前期II　混倉歯列中期

図28　各歯牙萌出時期における舌側根の吸収面一骨中華間の最短距離の比較

近心頭側根　　遠心頬側根　　　舌側根

* *

*

* 5%水準で有意差あり

図29　混合歯列前期Iにおける各歯根の吸収面-骨小裏間の豪短距離の比較

一18　-
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1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

929

*

*

* 5%水準で有意差あり
近心頬側根　　遠心頬側根　　　舌側根

図30　混合歯列前期IIにおける各歯板の吸収面-骨小嚢間の最短距離の比較

I s･E･

近心頼側根 遠心頬側根

! i *
∫ -* 〕

舌側根

遠心頬側根

* 5%水準で有意差あり
近心頼側根　　遠心頬側根　　　舌側根

図31混合歯列中期における各歯根の吸収面-骨小嚢間の最短距離の比較

上顎第二小臼歯と上顎第一大臼歯の発育程度と上顎第

二乳臼歯の歯板吸収の開始時勘との関連性について観察

を行った｡

上顎第二小臼歯が歯冠形成前では,上顎第二乳臼歯の

歯取が未完成のものが3例　　　　未吸収のもの,吸

収していたものは認められなかった｡歯冠1/4形成期で

は上顎第二乳臼歯の歯根が未完成のものは7例

%),未吸収のもの,吸収していたものは認められな

かったo歯冠2/4形成期では上顎第二乳臼歯の歯板が未

完成のものは4例　　　　未吸収のもの,吸収してい

たものは認められなかったo歯冠3/4形成期では上顎第

二乳臼歯の歯根が未完成のものは4例　　　　　未吸収

のものは3例　　　　　吸収していたものは認められな

かった｡歯冠完成期では上顎第二乳臼歯の歯根が未完成

のものは認められず,未吸収のものは3例　　　　　吸

収していたものは4例　　　　であった｡歯根1/4形成

期では上顎第二乳臼歯の歯根が未完成のものは認められ

ず,未吸収のものは3例　　　　　吸収していたものは

7例　　　　であった｡歯根2/4形成勘では上顎第二乳

臼歯の歯根が未完成のもの,未吸収のものは認められ

ず,吸収していたものは9例　　　　であった｡歯根

3/4形成期では上顎第二乳臼歯の歯根が未完成のもの,

未吸収のものは認められず,吸収していたものは1例

であった｡歯根完成期では上顎第二乳臼歯の歯

板が未完成のもの,末吸収のもの,吸収していたものい

ずれも認められなかった(表　　図32)｡

以上の結果を総合すると,上顎第二小臼歯の歯冠が形

成前から2/4形成期までは,上顎第二乳臼歯の歯板は末

- 19　-
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表10　上顎第二小臼歯の発育程度と上顎第二乳臼歯の歯根状態との関係(%)

㌻ ＼ ＼こ 歯冠末形成 歯冠1/ 4形成 歯冠2/ 4形成 歯冠3/ 4形成 歯冠完成 歯根1/ 4形成 歯楓2/ 4形成 歯根3/ 4形成 歯根完成

歯根未完成100 100 100 57.1l / / /
歯板未吸収/ / 42.9 42.9 30.0 / /
歯板吸収 了 . .∴ / 57.1. 70.0 1.00 100

(塞 :上顎第二小臼歯の発育程度　** :上顎第二乳臼歯の歯取状態)

表11上顎第一人臼歯の発育程度と上顎第二乳臼歯の歯根状態との関係(%)

二 ＼ 二 歯冠未形成 歯冠1/ 4形成 歯冠2/ 4形成 歯冠3/ 4形成 歯冠完成 歯榔ノ4形成 歯頼2/ 4形成 歯根3/ 4形成 歯根完成

歯板未完成 / / / 100 71.4. I/ /
歯根未吸収/ / / / / 21.4 46.2 25.0歯板吸収/ / / / 7.2 53.8 75.0 100(塞 :上顎第-人臼歯の発育程度　出:上顎第二乳臼歯の歯板状態)

完成であり,上顎第二小臼歯の歯冠が3/4形成鋤で,I

顎第二乳臼歯の歯梶は未完成のものと完成はしているが

未吸収のものが認められた｡しかし上顎第二小臼歯が歯

冠完成期になると,上顎第二乳臼歯は歯根吸収の開始が

譜められ,上顎第二小臼歯の歯根が2/4形成期になる

と,上顎第二乳臼歯の歯根はすべて吸収していたo

上顎第I-大臼歯の歯冠が3/4形成期以前では,上顎第

二乳臼歯の歯根が未完成のもの,未吸収のもの,吸収し

ていたものいずれも認められなかった｡歯冠完成期では

上顎第二乳臼歯の歯根が未完成のものは6例

未吸収のもの,吸収していたものは認められなかった｡

歯根1/4形成期では上顎第二乳臼歯の歯根が未完成のも

のは10例　　　　　末吸収のものは3例　　　　　吸収

していたものは1例　　　であった｡歯根2/4形成期

では上顎第二乳臼歯の歯根が未完成のものは認められ

ず,末吸収のものは6例　　　　　吸収していたものは

7例　　　　であった｡歯根3/4形成期では上顎第二乳

臼歯の歯根が未完成のものは認められず,未吸収のもの

は2例　　　　　吸収していたものは6例　　　　で

あったO歯娘完成期では上顎第二乳臼歯の歯椴が未完成

のもの,未吸収のものは認められず,吸収していたもの

は7例　　　であった(表　　図33)｡

以上の結果を総合すると,上顎第一大臼歯の歯冠が完

成期では,上顎第二乳臼歯のすべての歯板が未完成であ

り,上顎第一大臼歯の歯板が1/4形成報では,歯根未完

成のものから歯根吸収のものまで幅広く認められ,上顎

第二乳臼歯の歯根の状態が非常に不安定な時期であるこ

とが観察されたo　上顎第〔夫臼歯の歯板が2/4形成報で

は,上顎第二乳臼歯の歯板が未吸収のものと吸収してい

るものとはぼ半数であったが,上顎第-大臼歯の歯根が

3/4形成期では,上顎第二乳臼歯の歯根が吸収している

ものは75%に認められた｡上顎第一大臼歯の歯根が完成

期では,上顎第二乳臼歯の歯榔ますべて吸収していた｡

考　　　　　巴

1.歯根長径の計測および吸収の観察

本研究において,上顎第二乳臼歯3根の吸収程度を比

較すると,初期の段階において遠心頑側椴と舌側根は近

心頑側根より吸収の進行が速い傾向がみられた.松本ら

6)は上顎乳臼歯抜去歯牙の歯根吸収状態の肉眼的所見と

して,遠心頑側根は他の2根よりも吸収の程度が著し

く,これに対して舌側板の吸収は初期では遅い｡しかし

近心煩側根,遠心頑側根の吸収が歯頚部近くまで及ぶ時

期に至ると,舌側板の吸収は急速に進行すると報害して

いる｡また小野ら5)は後継永久歯の発育が遠心､寄りに発

育することが多いため,乳臼歯の遠心板の吸収は近JL､板

よりも進む傾向にある｡従って,上顎の場合では遠心頑

側根と舌側板の吸収が近し､頑側根より進む傾向にあると

述べており,本研究ではこれと同様の結果が認められ

た｡しかし吸収の進行と共に, 3根の吸収程度は大きな

差がみられなくなった｡このことから,後継永久歯の萌

出方向が,遠心方向から近JL､方向に向かうことにより,

3根の吸収程度は次第にほぼ均等になっていくことが示

唆された｡
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岩崎は9)吸収の初期では,吸収は椴分岐部から始まり

同時親に歯根垢の内面においても開始するo　また吸収は

進行と共に,歯根端から内面に沿って板中央部にも認め

られると報害している0本研究において肉眼観案を行っ

た結果,同様の吸収状態のものを多く観察したo　このこ

とから,歯根の吸収は必ずしも根垢から一定に吸収する

のではなく,歯根長径が短縮していない状態でも歯根内

面の吸収は起きていると考えられた｡そこで,歯根内面

から根管に及ぶ吸収,さらに吸収が進行して髄床底にま

で及ぶ吸収の2つの形態と歯取長径との関係を観察し

た｡

歯根内面から根管に及ぶ吸収は,歯根長径が

2/4の吸収になると近JL､頑側根および舌側板では40%近

く認められ,遠心頑側板においても30%近く認められ

たo一般に臨床ではⅩ線による診査が中心で,歯根内面

上顎第二小臼歯歯板1/4形成期

9工　　　　1　　1 931

の状態まで観察することは不可能である.また,電気的

板管長測定器を用いても,吸収親では板端を越えた値を

示すことが多い｡さらに途中で板管が露出しているもの

は正確な値を得ることが難しい36)｡本研究での観察にお

いて,近JL､頑側根や遠心頑側板の歯根長径の短縮がわず

かであっても,歯椴内面は椴管および髄床底にまで大き

く吸収が及んでいる例も認められたことから,歯板長径

のみから吸収を判断することは非常に難しいと考えられ

た｡

吸収がさらに進行して歯板内面から髄床底に及ぶもの

は, 3板とも　　　　　の吸収で30%近く認められ,

以上の吸収では90%近くに認められた.しかし,

の吸収においても髄床底にまで及ぶ吸収が認

められることもあり,やはり歯根長径だけで吸収の進行

は判断できないと考えられた｡永谷4),大野26)は,吸収

上顎第二乳臼歯歯根吸収状態
a:吸収面　b:未吸収面

図32　上顎第二小臼歯の発育程度と上顎第二乳臼歯の歯根吸収状態

上顎第一大臼歯歯根3/4形成期

図33　上顎第一大臼歯の発育程度と上顎第二乳臼歯の歯根吸収状態
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が歯根長径の1/2以上になると外面からの吸収だけでな

く,歯髄側からの内部吸収も生じると報害している｡こ

のことから歯根長径が半分以上吸収したものは,吸収の

速度がより遠くなるのではないかと考えられた｡特に近

心頑側板は　　　　　　の吸収で　　　と他の2根と比

較して高い値を示した｡この理由として,近心殖側根の

吸収が,歯般内面では髄床底にまで及んでいても歯根外

面では吸収が遅いため,歯根長径の短縮は少なく半分程

度残っている例もあるのではないかと推案された0

本研究においては,敵地の程度を繭蝕症第2度までの

ものとした｡舶蝕がさらに進行した場合においても,板

部歯髄が健全であれば正常な吸収現象は進行していくこ

とから,町田37)はできる限り根郭歯髄を生存させること

が望ましいと述べている｡また歯髄が壊死または除去さ

れた場合では一般的に吸収の進行が速くなる｡根管が感

染し根端病巣を形成した場合においては,直ちに歯根の

吸収が開始されることもあり,最終的な脱落は健全乳歯

よりも遅れたり　まったりする傾向が認められる　　幼

犬の乳歯が根端病巣を有した場合は,健全な場合と比較

して,吸収の初期においては進行が速い｡また晩期にお

いては逆に健全乳歯櫨の吸収が速く進行したという報吾

39)があるように生理的な歯根吸収とは吸収の進行に違い

がある｡また,嚇蝕だけで歯頼吸収の加速が認められた

場合もあるという報吾40)から考えても,さらに櫨端病巣

を有する場合では健全歯とは異なった吸収がみられるこ

とを考慮しておかなければならないと考えられた｡

2.歯科用Ⅹ線写頁による近心頑側板,遠JL､頑側板の観

察

今回行った歯科用Ⅹ線写真の撮影は,近心頑側根と遠

心頑側板の状態を明確に観察するために行ったo上顎の

乳臼歯は3梶であるためⅩ線写真上で歯根が他のものと

重複することが多い｡これまで小児の歯科用Ⅹ線写貢の

抜影方法は,特にⅩ線の照射方向には庄冒せず殖舌的に

2等/分法を基準にして行うというのが-一般的であったo

そこで本研究では, X線の照射方向を変えることによ

り,府側榔こついては娘端まで観察できる方向を検討し

た｡近心頑側板は近心寄り5°　　方向から撮影を行う

ことにより第　乳臼歯の遠心璃側根との重複を避けるこ

とができるため,また遠心頑側板は00-遠心寄り100方

向から撮影を行うことにより第一大臼歯との重複を避け

ることができるため,近心璃側板,遠心頑側板共に根端

部と歯根の近遠心部の吸収は観察できると恩われた｡し

かし一番多くみられた角度でも近JL､頑側根で　　　　遠

心癖側板では30%と一方向だけで歯梶を観案することは

難しいと考えられた｡

また,歯取内面の吸収および歯根と後継永久歯の関係

等, Ⅹ線撮影だけでは歯梶吸収の判定を下すことは困葉

であるため,さらに歯根吸収について検討する必要があ

ると考えられた｡

3.小児乾燥頭蓋骨による乳歯歯根と後継永久歯の観察

1)軟Ⅹ線写貢の観察

ヒトで後継永久歯が先天的に欠如した乳歯を観察した

もの　　　　周1)-45)や,イヌおよびネコで実験的に後継

永久歯膝を摘出した乳歯を観察したもの

があるoいずれの場合でも,後継永久歯胚が存在しない

場合は,存在する場合と比較して乳歯の歯根吸収の開始

時期や進行の速度は遅延する｡しかし吸収は起こり,必

ずしも後継永久歯肺だけが吸収の要因ではない事を示唆

している.また歯月利こよって吸収が開始する時期以前

に,歯椎と直接関係のない部位にも吸収が観察されてい

る　　｡このように,乳歯歯根吸収と後継永久歯との

関係については様々な幸腔.'･がなされているが,今回は乳

歯歯板と後継永久歯との関係が正常なものについての観

察を行った｡

ら49)は,イヌを用いた実験で,骨小嚢のみを

残して永久歯胚を摘出した場合では,歯槽骨の吸収と乳

歯根の吸収および永久歯隆義底部の歯槽骨の形成を認め

た.永久歯萌出の際にみられるこれらの吸収と形成に

は,後継永久歯杯の歯冠や歯榔ま必要ではなく,骨小嚢

が中心的な役割を果たしていると報告している｡また岸

51)は乳歯取の吸収は骨小嚢の拡大に伴い,周囲脈管系特

に静脈の馨血を起こしこれが破骨細胞による吸収と相

まって開始するのではないかと述べている｡このように

後継永久歯の中でも,永久歯胚ではなく骨小嚢が持っ意

義は大きいと考えられ,著者はこの骨小裏と歯根との関

係を観察した｡

これまでに当教室では上顎骨,下顎骨において骨小嚢

が萌出相の推移と共に大きさ,形や位置が変化すること

をすでに報吾している　　　岸　　西村　　庵原56)は

第二小臼歯の骨小嚢の位置は,璃舌的方向については乳

歯列頻では舌側方向に位置し成長するに従い癖側方向へ

移動し,近遠心方向については近JL＼-偏位してくると報

害している｡

今回の軟Ⅹ線写真の観察においても,舌側根に関して

は混合歯列前非Iで,歯根と相対する骨小嚢の壁は接し

ている状態であった｡このことからも西村53)や庵原56)ら

の報吾と同様に骨小嚢の成長方向が舌側方向から始まり

頑側方向-向かうことが示唆された｡しかし近遠心方向
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については,遠心頑側根--骨小嚢間の距離は,混合歯

列前期Iにおいて近心頑側板-骨小嚢間の距離よりも

離れているが,混合歯列中期に至ると逆に接近してい

る｡このことから骨小嚢は頑側方向へ成長し,近遠心的

には近心方向よりも遠心方向-の成長が大きく,骨小嚢

が遠心方向に回転しながら成長しているのではないかと

考えられた｡また骨小嚢の形態は後継永久歯の歯冠形態

に歎似しており,骨小嚢が先行乳歯方向に成長する途中

に一旦距離が近づいても,歯冠の最大皇隆部付近と近接

していると考えられるので,さらに成長すると逆に距離

が離れることも観察された｡

また近心頑側板と遠心頑側根の吸収が後継永久歯の影

響だけではなく,近心頑側板ではその近心側に位置する

第一小臼歯の骨小嚢の壁が,また遠心頑側板ではその遠

心側に位置する第一大臼歯の近心頑側椴が近接している

影響により吸収が起こっていると考えられる例も認めら

れた｡このことから歯根外面の吸収は,隣在菌の影響を

受けることが示唆された｡

2 )歯根吸収面-骨小嚢間の距離計測

歯板が吸収している面と骨小豪との最短距離を計測し

た結果,歯牙萌出時期における距離の差は浪合歯列前期

Iと混合歯列中期,混合歯列前期Ttと混合歯列中期の間

に有意差が認められた.混合歯列中期は他の時ま釦こ比べ

て期間が長いことから,菌頼吸収面---骨小裏間の距離

がさらに近接し,吸収が活発に進行する時期なのではな

いかと考えられた｡また近心頑側榔ま混合歯列前期Iと

混合歯列中期,混合歯列前期IIと混合歯列中報の間で有

意差が認められた.一方,遠心頑側根は混合歯列前期I

と混合歯列前期IIの間にも有意差が認められた｡このこ

とから,歯根の吸収はこの3つの時期で吸収が開始し,

急激に進行するのではないかと考えられた｡

また,各歯根の吸収面と骨小豪間の最短距離の最大値

は,近JL､頑側板において,浪合歯列前期Iでは

mm,混合歯列前期Ⅱでは　　　　混合歯列中期では

遠心､頑側根において,混合歯列前期Iでは

混合歯列前期Hでは　　　　混合歯列中期

では　　　　舌側根において,浪合歯列前期IではO

mm,浪合歯列前期Hでは　　　　混合歯列中期では

であり,この距離以上では各根のどの時報にお

いても吸収は開始していないと考えられた｡中でも舌側

榔ま,混合歯列前期Iにおいて最大値がO mmと骨小嚢

と接しているが,萌出相の推移と共に骨小嚢との距離が

離れていくことが確認でき,軟Ⅹ線写真での観察を裏付

ける結果が待られた｡
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続いて三次元立体構築を行うことにより,歯根と骨小

嚢との関係を再現し観察した｡この観察においても,顔

出相の推移と共に歯根の吸収面が増加し,また骨小嚢の

位置が根分岐部方向に推移していくことが観察され,二

次元的な距離の計測結果を裏付けることができた｡

黒蜜7)は乳歯の歯根吸収の過程で,吸収現象は常に直

線的に進むものではなく,吸収が活発に進む時期と一時

休止する時親があると報吾している｡須賀11)は,イヌは

吸収のみがほとんど一方的に進行しているが,ヒトは,

吸収面に二次的な新しい硬組織の沈着をみることがある

と報吾している｡さらに組織学的な観察によると,その

新しい硬組織の沈着はセメント薯の新庄添加によるもの

であるといわれている　　　　　　　このことから考え

ても,吸収の初期では吸収と添加を繰り返している状態

で吸収量も小さいが,混合歯列中期を迎えると急激に吸

収量も大きくなるのではないかと考えられた｡

小児乾燥頭蓋骨による乳歯歯椴と後継永久歯の観察な

らびに抜去乳歯の吸収程度で考察したことを総合する

と,初期の段階において遠心頑側根と舌側根の吸収が近

心頑側板よりも早い｡この理由として,骨小嚢の位置は

舌側寄りにあり,近心癌側椴の吸収面-骨小嚢問の距

離は,遠JL､頑側根の吸収面-骨小嚢間の距離よりも近

いが,歯根吸収面は吸収と添加を繰り返している時期で

歯板長径の吸収は顕著ではない.混合歯列前期Iから混

合歯列中期へと推移し,遠心頑側板は骨小裏との距離が

急激に近くなり,その歯撮長径は減少し吸収がさらに進

行すると考えられた｡近JL､頑側根は媛徐に吸収するが,

他の2根と比較して吸収速度は相対的に遅くなるのでは

ないかと考えられた｡しかし,さらに吸収が進行するに

従い,近心頑側根の吸収程度が他の2根と同等になるこ

とにより,歯根長径の差はあまりなくなり均等に吸収し

ていくものと推察された｡

これらのことから,歯根吸収は生物学的または化学的

な要因など様々な条件が加わって進行するが,萌出相の

推移と共に骨小嚢が歯根に近接することによる影響は,

菌根吸収の大きな要因であると考えられた｡

4.永久歯の発育程度と乳歯の歯根吸収の観察

歯科用Ⅹ線写真において,乳臼歯の歯板は同一歯の歯

根のみならず後継永久歯膝や隣在歯の歯視と垂凌するこ

ともあり,吸収を観察することは楽しいo　そこで著者

は, Ⅹ線写真と肉眼観察から後継永久歯である上顎第二

小臼歯と上顎第一大臼歯の発育程度を判定し,上顎第二

乳臼歯の歯根吸収開始との関係を観察した

o)は,フィンランドの小児において,乳臼歯の歯根吸収
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は後継永久歯の歯冠が　　　　　完成する時期に開始す

ると述べている.本研究では,上顎第二乳臼歯の歯根吸

収は,後継永久歯である上顎第二小臼歯の歯冠完成期以

降で認められた｡特に上顎第二小臼歯が歯冠3/4形成期

では,上顎第二乳臼歯の歯根が吸収しているものは認め

られなかったが,歯冠完成期では歯根が吸収しているも

のが　　　と大きな変化が認められた｡しかし,その時

報以前では吸収の開始は認められず.上顎第二小臼歯の

歯冠が3/4形成期においては,上顎第二乳臼歯の歯根が

未完成のものが　　　　歯冠が2/4形成期においては,

すべて歯根は未完成であった｡このことから,本研究に

おいては　　　　　　の報吾より吸収の開始時親は遅い

という結果であった｡今井ら57)は,乳歯歯椴の1/4の吸

収時期は,後継永久歯の歯冠完成期および歯根形成初期

が対応すると報吾している｡今回の観察においても後継

永久歯が歯冠完成もしくは菌板1/4形成期では,乳歯歯

梶の吸収が開始しほぼ癌似の結果であった｡後継永久歯

による物理的刺激は,歯冠が完成するまでさほど上顎第

二乳臼歯の歯根吸収に影響を与えないが,歯冠完成後は

乳歯歯板と後継永久歯との距離も近接し始め歯梶吸収に

影響を与える｡また,最初に吸収が確認された部位は歯

櫨内面でも板端部に近い部位がほとんどであった｡この

ことから,後継永久歯と乳歯の歯根吸収との関係は,分

岐部よりも近い距離の根席郭から吸収が起こると考えら

れた｡

これまでのⅩ線撮影を行った報吾は,オルソパントモ

グラフィーでの観察がほとんどであった｡しかし本研究

では,小児歯科臨床で最も慮繁に用いられ,他の撮影法

より鮮鋭度が高く,また手軽で短時間の内に観察したい

像が得られる58)歯科用Ⅹ線写巽を使用したo本来乳歯の

歯根吸収は,後継永久歯の影響が大きいことはいうまで

もない.しかし,上顎第二乳臼歯の歯根を観察する際

に,後継永久歯である上顎第二小臼歯は, Ⅹ線写真上だ

けで発育程度を明確に把産することは困難であるo　そこ

で本研究では他の永久歯の中から,同-のⅩ線写真Lで

発育程度が観察しやすい上顎第一大臼歯に庄目したo　そ

して上顎第一大臼歯の発育程度と歯根吸収との関連につ

いても観察を行った｡上顎第一大臼歯の歯冠が完成期以

前では吸収は認められないが,歯根1/4形成期から吸収

するものが認められた｡歯根2/4形成期でははぼ半数に

詰められ,歯根3/4形成斯以降では　　　も吸収してい

た｡この結果から上顎第二乳臼歯の歯根は,上顎第一大

臼歯の歯視が2/4形成している時報から吸収している可

能性があると考えられた｡
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これらのことから,乳臼歯部の歯科用Ⅹ線写真を撮影

する際は,乳臼歯だけでなく上顎第一大臼歯も含めて振

影を行い,上顎第二小臼歯だけでなく上顎第--二大臼歯の

発育程度を参考にすることも,乳臼歯の歯根吸収を判断

するための1つの指針になるのではないかと考えられた｡

結　　　　　静

東京歯科大学解剖学教室および岡本歯学研究所所蔵の

日本人上顎第二乳臼歯抜去歯牙159本の歯根長径の計測

を行い,計測値を5段階に区分して3根の吸収程度およ

び吸収形態の関係を観察した｡また,暦麻により半年ご

とに区分し菌根吸収量を比較した｡次いで,乾燥頭蓋骨

20顧40側の上顎第二乳臼歯の近心頑側根,遠心頑側根を

Ⅹ線の照射方向を変え観察した｡さらに,乳歯および永

久歯の萌出状態により3期に分類した当教室所蔵のイン

ド人小児乾燥頭蓋骨7顆のうち上顎骨14側の軟Ⅹ線写裏

を撮影して観察を行い,歯板吸収面と骨小豪との距離の

計測を行ったo　また,乾燥頭蓋骨48額を用いて上顎第二

小臼歯,上顎第----大臼歯の発育程度と上顎第二乳臼歯の

歯取吸収との関連について観察した｡

1.歯視長径の計測および吸収の観察

1 )各歯根の吸収程度の関係

初期の吸収段階では遠心頑側根,舌側板は近JL､頑側板

より吸収の進行が速い傾向が認められた｡遠JL､頑側根と

舌側根では差は認められなかった｡

2)暦麻と歯根吸収量の関係

乳歯抜去歯牙を8歳以上　　歳末溝の問で半年ごとに

区分し,その区分ごとに歯根吸収量を比較した｡ 8歳以

上　　歳末溝では遠JL､頑側根の吸収量は,近心頑側根,

舌側板よりも大きかったが　　　歳以降では特に3根の

間に差は認められなかった｡

3 )歯根長径の吸収程度と歯根内面の吸収状態との関

係

各歯根長径の吸収程度と,吸収が菌根内面から根管に

まで及ぶものとの関係を観察した｡その結果,各板とも

から　　　　　の吸収に認められ,特に近心頑

側取,舌側椴では　　　　　の吸収で一番多く40%近く

認められた｡また各根の吸収程度と吸収が歯根内面から

髄床底にまで及ぶものとの関係を観察した結果, 3根と

も3/4以上の吸収になると一番多く90%近く認められ

た｡

2.歯科用Ⅹ線写真による近心頑側板,遠心頑側根の観

察

Ⅹ線の照射方向が,近JL､東側梶では近JL､寄り100方向
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からの照射で　　　遠心顛側根で遠心寄り5 0方向か

らの照射で　　　の割合で各般の根端までを観察するこ

とができた｡

3.小児乾燥頭蓋骨による乳歯歯根と後継永久歯の観察

1)軟Ⅹ線写真の観察

後継永久歯を含む骨小嚢の位置は,萌出相の推移と共

に歯板に対して頑舌的には舌側方向から中央に,また近

遠心的には近JL､方向から中央に位置することが観察され

た｡

骨小嚢の大きさは,萌出相の推移と共に枢分岐部方向

への成長と共に大きくなることが観察されたo

歯根周囲の歯槽壁は,舌側根では,乳歯列に第一大臼

歯が唆合縁に達した時期(混合歯列前期I )以降,遠JL､頑

側根では,混合歯列前斯Iに中切歯が唆合線に達した時

期(混合歯列前期H)以降において,骨小嚢と近接してい

る部分が消失していたo近心頑側根では,隣接する上顎

第一小臼歯の菌膝の影響により近心側が消失していた｡

歯根の吸収は,混合歯列前期Iにおいて舌側根に認め

られ,混合歯列前期IIにおいて3根とも認められた｡混

合歯列前期IHこ側切歯が唆金線に達した時期(混合歯列

中期)において,遠JL､頑側根,舌側根は,吸収がさらに

進行し取管に及ぶ吸収も認められたo近心頑側根もさら

に吸収が進行し,隣接する上顎第一小臼歯の影響を受け

歯根外面にも吸収が認められた｡

2 )歯根吸収面-骨小豪間の距離計測

(1)歯牙萌出時期による比較

混合歯列中期までに歯根と骨小嚢との距離は近づくこ

とが観察され,混合歯列前期Iと混合歯列中期,混合歯

列前期IIと混合歯列中期の間に有意差が認められたo

(2)各歯根における歯牙萌出時期の比較

近JL､頑側根においては,混合歯列中期までに歯板と骨

小嚢との距離は近づくことが観察され,混合歯列前期I

と混合歯列中親,混合歯列前斯Hと混合歯列中期との間

に有意差が認められたo遠JL､頑側根においては,混合歯

列前親Iから萌出相の推移と共に歯根と骨小嚢との距離

は近づくことが観察された｡

(3)各歯牙萌出時期における歯櫨の比較

混合歯列前斯Iにおいては,遠心頑側根が近JL､頑側

梶,舌側根よりも骨小嚢との距離は離れているが,萌出

相の推移と共に距離が近づくことが観察された｡

4.永久歯の発育程度と乳歯の歯根吸収の観察

上顎第二小臼歯の発育程度が歯冠2/4形成以前では上

顎第二乳臼歯の歯根はすべて未完成で,歯冠3/4形成で

は,上顎第二乳臼歯の歯板吸収は認められないが,歯冠
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完成で　　　　歯根1/4形成で　　　に認められ,歯根

2/4形成後はすべて歯根吸収が認められたO上顎第一大

臼歯の発育程度が歯冠完成以前では,上顎第二乳Ej歯の

歯板は未完成であったが,歯板1/4形成では　　　歯

根2/4形成で　　　　歯根3/4形成で75%に上顎第二乳

臼歯の歯根吸収が認められ,歯根完成ではすべて歯根吸

収が認められた｡

稿を終えるにあたり,終始櫛懇篤なる御指導と御校閲とを賜

りました恩師,本学解剖学講座主任井出書信教授に謹んで謝意

を衷するとともに,種々御協力戴きました講座各位に深く感謝

いたします｡
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付図3 混合歯列中期における立体構築画像  
白：歯根 赤：吸収面 青：骨小嚢  
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Maxillary Second Deciduous Molars, Shihwa Gahuho, 94 : 911-940, 1994.

(The first DepartmentofAnatomy, TokyoI)ental College, Chiba 261, Japan)

れon1-

Dry skulls of chudren.

The purpose of this study was 1) to clarify the details of root resorption of deciduous teeth,

such as cha.nges in the length of the root and the resorption morphology, 2) to determine the

optimal direction of irradiation for observing the deciduous roots, and 3) to examine the

relationship between root resorptlOn and the develomental Eitate of permanent teeth.

The study involved 159 maxllary second deciduous molars from the collections of the Tokyo

Dental College Department of Anatomy and the Okamoto Institute of Dental Research. The

length of the root was divided into five classes, depending on the degree of resorption of the

three roots, and the degree and morphology of resorptlOn Were investlgated. The examined teeth

had been extracted from children, whose ages had ranged from 8 to 12.5 years. These were

subdivided into 9 groups by six month intervals. The length of the roots in each group was

measured. The mesiobuccaland distobuccal roots of 40 maxillary second deciduous molars

from 20 dry skulls of Indian children were also observed by means of radiography at various

incident angles. Fourteen specimens of the maxilla from 7 dry skulls classified into three

eruption stages of deciduous and permanent dentition were observed with soft radiography, and

the distances between the absorbed surface and the bony crypt were measured. An additional

48 dry skulls were used to clarify the relation between the dcvelopmental state of the maxillary

first molars and second premolars and the root resorpt10n Of the second deciduous molars.

Measurement of root length and observation of resorptlOn revealed that the distobuccal and

lingual roots were absorbed earlier than the mesiobuccal roots in the initial resorption stage.

AbsorptlOn extending from the inward edge of the roots to the root canals could be detected in

､＼,　　　　　　　　　　　　　　　　　　1つ　　　　士民

the inside of the roots to the floor of the pulp chamber was observed initially when the root

lengths had decreased by 1/4 to 2/4, and in approximately 90% of the roots when they were com

pletely absorbed. The distobuccal root was much more completely absorbed than the other two

roots between the ages of 8 and 10.5 years.

Dental radiography of mesiobuccal and distobuccal roots revealed that the incident angle

should be between 5 and_ 15 d_egrees on the mesial side for distinctly observing the mesiobuccal

root. The angle should be between 0 and 10 degrees on the distal side to clearly detect the

distobuccalroot.

In soft radiog･raphs of deciduous roots and the following permanent teeth in dry skulls of

children, root resorption was observed on the lingual root when the first molar reached the

occlusal line in the deciduous dentition (anterior stadium I of mixed dentition) and on all

three roots when the central incisor reached t,he line in the anterior stadium I of mixed dentition

(anterior stadium I of mixed dentition). When the lateral incisor Tea_ched the line in the anterior

stadium II of mixed dentition (middle stadium of mixed dentition), resorption proceeded to

the distobuccal root, and the root canal.
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Distances between the absorbed surface and the bony crypt in the middle stadium

slgnificantly differed from those in the anterior stadium I and II of mixed dentition. The dist

ances grew short during the middle stadium of mixed dentition. There was a slgnificant differ

ence in the distance between the absorbed surface and the bony crypt at the mesiobuccal root b

etween the anterior stadium I and the middle stadium and also between the anterior stadium

I and the middle stadium of mixed dentition. At the distobuccal root, the distance between th

e absorbed surface and the bony crypt shortened from the anterior stadium I. Althoug･h disto

buccal roots were distant from the bony crypt in the anterior stadium I , the three roots equiv

alently approached the bony crypt as the eruption proceeded.

There was no evidence of root resorption in maxillary second deciduous molars at the time

before 3/4 0f the crown of maxillary second premolar was formed, However, resorptlOn Of the

deciduous roots could be seen at the time after 2/4 0f the root of the following premolar was

formed. There was no evidence of root resorption in maxillary second deciduous molars at the

time before 1/4 0f the root of maxillary first molar was formed, but resorption was evident in

almost all teeth by the time 3/4 0f the root was formed.
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