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下顎乳臼歯舌側溝展開角と寓洞外形について

関　口　　　浩　　原　　　麻　子

薬師寺　　　仁

上
し｣

東京歯科大学小児歯科学講座

(主任:葵師寺　仁教授)

年12月28日受付)

年3月1日受理)

田　臭　哲

盾　　　　著

抄　録:本研究の酎勺は,下顎第一乳臼歯と第二乳臼歯の舌側溝展開角を計測し,両歯種間で角度

の違いを明らかにすることである｡資料は,離蝕がなく,唆耗の殆ど認められない3歳0か月から

3歳1か月末溝の小児の正常乳歯列模型である｡これら模型を用いて,下顎第一乳臼歯および第二

乳臼歯の舌側溝展開角について計測を行ったo　なお,舌側溝展開角とは,近心舌側唆頭の遠心内斜

面の接線と遠JL､舌側唆頭の近心内斜面の接線が交わってなす角度とした.

1.第-乳臼歯舌側溝展開角の平均値は遠心中央小官寄り1/3では　　　　舌側縁寄り1/3では

Oであった｡

2.第二乳臼歯舌側溝展開角の平均値は遠心中央小高寄り1/3では　　O,舌側縁寄り1/3では

Oであった｡

3.罪-乳臼歯と第二乳臼歯の舌側溝展開角は近似し,舌側溝の形態は遠心中央小高から舌側縁に

向かって変化なく経過していた｡

4∴下顎乳臼歯における嵩洞形成時の舌側溝追及の有無を調査したところ,第一乳臼歯では,舌側

溝を追及した症例は　　　舌側溝が存在していたにもかかわらず,追及されていなかった症例は

16%であった｡一方,第二乳臼歯では全ての症例において舌側溝が追及されていたo

キーワード:下顎乳臼歯,舌側溝展開角,官洞外形

緒　　　　　旨

乳臼歯の唆合面については,これまでに多くの

報吾　があるが,主に唆合面の形態,唆合商各

部の大きさ,頑舌側唆頭問の展開角,唆頭数,唆

合面溝および種々な結節の出現状況等について調

査したものである｡唆合面溝の展開角について

は,服部13)の報吾があるが,資料として唆耗の影

響を強く受けている脱落親の歯牙を用いているた

めに, iE確に展開角を捉えているとは言い難い｡

別刷請求先: 〒261-　　　千葉市美浜区真砂112-2
東京歯科大学小児歯科学講座　関口　浩

乳臼歯唆合面溝の展開角を明らかにすることは,

嵩洞形成およびその後の噛原型調製等の歯冠修復

処置を実施する上で大いに役立っものと考えるO

著者らは,唆耗の殆ど認められない3歳0か月

から3歳1か月末溝の小児の正常乳歯列模撃を

用いて,これまでに上顎乳臼歯1)および下顎乳臼

歯2)の頑側溝展開角を明らかにした｡これら結果

は,乳臼歯雷渦形成時において頑側溝追及の判定

に役立てている｡本研究は,上下顎乳臼歯頑側溝

展開角　　に引き続き,下顎乳臼歯の舌側溝展開

角について計測を行い,第一乳臼歯と第二乳臼歯

問で比較するとともに,臨床で形成された雷洞を
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対象に舌側溝追及の有無について調査したので報

吾する｡

牽料および方法

舌側溝展開角の計測に使用した資料は,東京都

国立市で行われた3歳児歯科健診において,口腔

診杏の結果,舶蝕の発生を認めず,しかも正常唆

合を有すると診断された3歳0か月から3歳1か

月未満の小児を対象にアルジネート印象採待して

得られた口腔内歯列模型である｡これらのうち,

唆耗が末だ殆ど認められず,しかも,舌側溝が明

瞭に存在すると判定された下顎左側第一乳臼歯お

よび第二乳臼歯各100歯の計200歯で,これらを舌

側溝展開角計測用資料とした｡なお,舌側溝の判

定に当っては,本講座の唆合面溝に関する判定基

準　に従い,遠心中央小高から舌側方向に走行

し,唆合縁まで達し,舌側を近心唆頭と遠心唆頭

とに区分する溝を舌側溝とした｡

計測は,下顎左側第一乳臼歯および第二乳臼歯

の各舌側溝に垂直に交わる断面図を作製する目的

で,形状測定器　　　　　型(小坂製作所製),本

講座考案の雲台を具備した回転ステージ付微動裁

物台0型(日本光学製)およびⅩ-Yレコーダー

波辺測器社製)を使用して, 50倍拡

大の断面図形を記録紙上に描言己したo

舌側溝断面図の作製に当っては,模型を雲台上

の固定装置に固定し,形状測定器のピックアップ

先端の移動方向に対し,舌側溝が垂産に交わり,

しかも,舌側唆頭内斜面に対して頑舌的に垂直に

交わるよう欲動裁物台の角度を調整した｡そし

て,可及的に舌側溝に対し垂直に交わる断面図を

作製した｡

断面図を作製した部位は,下顎第一乳臼歯およ

び第二乳臼歯とも,図1に示すように,遠心中央

小高寄り1/3ならびに舌側縁寄り1/3の2部位で

ある｡断面位置の決定は,遠心中央小首に形状測

定器のピックアップ先端を合わせ,舌側溝が舌側

唆合縁と交わる位置までの平行移動距離を求め,

その値を用いて舌側溝を3等分し,遠心中央小高

寄り1/3ならびに舌倒縁寄り1/3の各断面位置を

決定した｡以上のようにして得られた断面図上

で,図2に示すように,舌側溝の近心斜面の接線

遠心斜面の接線　　　が交わってなす

角度を舌側溝の展開角β, ∂'として計測した｡

なお,各計測部位問での平均値の比較には, t

検定を用いた｡

また,本学小児歯科ならびに南山手小児歯科来

院患者のうち,下顎第-,第二乳臼歯に唆合面を

含むインレ一首洞を形成した症例から無作為に抽

出した各100歯の作業用模型を対象に,高洞形成

時の舌側溝追及の有無を調査した｡

図1舌側溝断面部位
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結　　　　　果

1.舌側溝展開角

1)第一乳臼歯

下顎第-乳臼歯の各断面部位における舌側溝展

開角の計測結果は表1に示すとおりである｡遠心

中央小高寄り1/3では最大角度は　　O,最小角

度は　　O　であり,平均角度は　　Oであった｡

舌側縁寄り1/3では最大角度は　　O,最小角度

展開角

図2　計測部位
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は　　Oであり,平均角度は　　Oであった｡

断面部位別に舌側溝展開角の平均値を比較する

と,遠心中央小高寄り1/3は舌側縁寄り1/3より

1.00大きかったが,平均値間の差の検定を行った

ところ,表2に示すとおり,有意差は認められな

かった｡

舌側溝展開角の分布状況は図3に示すとおりで

ある｡遠心中央小首寄り1/3の断面部位の展開角

は　　以上　　未満の範囲に分布しており,舌側

縁寄り1/3では700以上1500未満であった｡最も

発項数が多かったのは遠心中央中電寄り1/3では

1100以上1200未満の32歯　　　であり,舌榊縁寄

表1下顎乳臼歯舌側溝展開角の計測結果

歯 種 第一乳臼歯 第二乳臼歯

断 面 部 位
遠心中央小高 舌 榊 縁 遠心中央小蒲 舌 側 縁

寄 り 1 / 3 寄 り 1 / 3 寄 り 1 / 3 寄 り 1 / 3

被検資料数 1 0 0 1 0 0 10 0 1 0 0

平 均 値 1 1 0 . 70 l o g . I : ○ 1.0 9. 40

標 準 偏 差 ○ ｡ ○ 1 6 . 40

義 大 値 ◇ ○ ｡ ○

鼻 中 値 ○ 7 3 . 3 0 ○ ○

｡

展開角

図3　下顎第一乳臼歯舌側溝展開角の分布状況
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り1/3では　　以上1100未満の31歯　　であった｡

2)第二乳臼歯

下顎第二乳臼歯の各断面部位における舌側溝展

開角の計測結果は表1に示すとおりである｡遠心

中央小高寄り1/3では最大角度は　　○,最小角

度は　　Oであり,平均角度は　　　であった｡

舌側縁寄り1/3では最大角度は　　　　最小角度

は　　であり,平均角度は　　　であった｡

断面部位別に舌側溝展開角の平均値を比較する

表2　下顎乳臼歯舌側溝展開角の検定結果

歯 種 第 乳臼歯 第二乳臼歯

断 蘭 部 位
遠心中央中電 舌 榊 縁 遠心中央小高舌 榊 縁
寄り1 / 3 寄り1/ 3 寄り1 / 3 寄り1/ 3

罪

乳
点
開

遠心中央小高
寄り1 / 3

＼
N .S. N .S. N .S.

舌 側 線
寄り1 / 3

＼
N .S. N .S.

第

fL
巨
隆一

遠心中央小高
寄り1 / 3 N .S.

舌榊縁寄り1/3 ＼
N.S言有意差なし

と,舌側縁寄り1/3は遠心中央小高寄り1/3より

2. 30大きかったが,平均値間の差の検定を行った

ところ,表2に示すとおり,有意差は認められな

かった｡

舌側溝展開角の分布状況は図4に示すとおりで

ある｡遠心中央小高寄り1/3の断面部位の展開角

は400以上1600未満の範囲に分布していた｡舌側

線寄り1/3では600以上　　未満であった｡一

方,最も発現数が多かったのは遠心中央小高寄り

1/3では　　以上1200未満の22歯　　　であり,

舌側縁寄り1/3では1000以上1100未満の30歯(30

%)であった｡

なお,第　-乳臼歯と第二乳臼歯の各断面部位に

おける舌側溝展開角について,平均値問の差の検

定を行ったところ,表2に示すとおり,全ての郭

表3　下顎乳臼歯嵩渦形成時の舌側溝追及の有無

舌側溝追及の有無 第一乳臼歯 第二乳臼歯

舌側溝追及 有 84例 100例
舌側溝追及 無 16例 0例

計 100例 100例

図4　下顎第二乳臼歯舌側溝展開角の分布状況
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位間で有意差は認められなかった｡

2.嵩洞形成時の舌側溝追及の有無

下顎浮L臼歯において,唆合面を含む雷渦形成時

の舌側溝追及の有無について調査した結果は表3

に示すとおりである｡第二乳臼歯では全ての症例

で舌側溝が追及されていたo　これに対し,第一

乳臼歯では舌側溝を追及した症例は84例

であり,舌側溝が存在していたにもかかわらず,追

及されていなかった症例が16例　　　みられた｡

考　　　　　察

1.研究資料

これまでの乳歯の歯冠形態に関する研究　の

多くは,研究資料として年齢不明の抜去歯牙や脱

落期の歯牙を用いたものが多く,小高裂溝部の初

期雨蝕や唆耗を蒙っている資料が含まれていると

考えられる｡従って,本来の解剖学的形態を留め

ているものが少ないことが考えられる｡本研究で

使用した資料は舶蝕が認められず,しかも唆耗が

殆どみられない3歳Oか月から3歳1か月末溝の

小児から得られた歯列模型であり,乳臼歯森側溝

の展開角を調査する上で,斬他,唆耗による影響

を考慮する必要がないことから鼻も適した資料で

あると考える｡

2.第-乳臼歯と第二乳臼歯の舌側溝展開角の比較

第-乳臼歯と第二乳臼歯の各断面部位における

舌側溝展開角について平均値で比較すると,遠心､

中央小嵩寄り1/3における両者の差は　　であ

り,舌側縁寄り1/3では0.30であった｡両断面部

位とも第一乳臼歯の方が第二乳臼歯より大きい値

を示したが,その差は極く僅かであり,第一乳臼

歯と第二乳臼歯の舌側溝展開角は近似していた｡

さらに,第一乳臼歯,第二乳臼歯とも遠心中央小

官寄り1/3と舌側縁寄り1/3の舌側溝展開角は近

似していたことから,舌側溝展開角は遠心中央小

官から舌側縁に向かって変化なく経過しているこ

とが認められた｡

脱落乳歯の連続研磨標本を用いて,唆合面の溝

の形態と深さについて観察を行った服部13)によれ

ば,下顎第一乳臼歯の舌側溝は著者らの結果と同

371

樵,溝型はP型(溝の開口部が広く,両側壁のな

す角度が900以上のもの)ないしⅤ型(溝がⅤ字型

で,溝の開口部がやや広く,両側壁のなす角度が

900以下のもの)で,溝の深さは克郷質厘径の1/2

に到達しない浅いものが多かったと報害してい

る｡一方,下顎第二乳臼歯では溝型はP型, Ⅴ型

に加え, U型(溝の開口部が比較的幅広く,かつ

深部に至ってもあまり狭くならずU字型をなすも

の)が認められ,溝の深さは克郷質厚径の1/2に

到達しない浅いものから克･象境界部に達するも

のまでみられ,著者らの結果とは違いがみられ

た｡これは,資料および観察方法の違いに加え

て,本研究の資料には屈曲隆線　　が強く発達

した歯牙が多く含まれていたため,舌側溝展開角

の平均値が大きくなったものと思われる｡

3.高洞形成時の舌側溝追及の有無との関連性

f顎浮L臼歯における雷渦形成時の舌側溝追及の

有無を調査したところ,第一乳臼歯では舌側溝を

追及した症例は84例　　　であった｡

乳臼歯唆合面歯離虫の初発部位を調査した荻田

ら28)によれば,ド顎第一乳臼歯において,最も発

現頻度の高かった雨蝕初発部位は舌側溝の

であり,次いで,中央溝遠心部の　　　　遠心頑

側三角溝の　　　　遠心舌側三角溝の　　　　近

心殖側三角溝の　　　　薦沌Tj溝の　　　の順で

あった｡

すなわち,下顎第-一乳臼歯の舌側溝は他の嘆合

海溝に比べ,歯離虫に魔患しやすい部位であること

が明らかである｡それにもかかわらず舌側溝が追

及されていなかった症例が16例　　　みられた｡

その理由として,下顎第一乳白歯ほ乳臼歯4歯種

中,殖舌的圧后度が最も強く,固有唆合面の頑舌

幅が狭いため,舌側溝の追及により歯牙の抵抗形

態が損なわれることを危慎したためと考えられる｡

一方,下顎第二乳臼歯では舌側溝が全ての症例

で追及されていた｡同歯唆合面溝の雨蝕初発部位

で最も強度の高いのは舌側溝の　　　であり,次

いで,遠心頑側部の　　　　近心頑側三角溝の

近心舌側三角溝の　　　遠心頑側三角

溝の　　　頑側溝の　　の順であった　　第-
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乳臼歯とは異なり,第二乳臼歯では舌側溝を追及

しても歯質の抵抗形態を損なうことが少ないた

め,全例で溝の追及が行われていたと考えられる｡

結　　　　　論

唆耗の殆ど認められない3歳0か月から3歳1

か月末蒲の小児の正常乳歯列模型を使用し,下顎

第一乳臼歯および第二乳臼歯の舌側溝展開角につ

いて計測した結果,以下の結論を得た｡

1 )第- ･乳臼歯舌側溝展開角の平均値は遠心中央

小高寄り1/3では　　O,舌側縁寄り1/3では

Oであった｡

2 )第二乳臼歯舌側溝展開角の平均値は遠心､中央

小高寄り1/3では　　　　舌側縁寄り1/3では

であった｡

3 )第一乳臼歯および第二乳臼歯の舌側溝展開角

は近似し,舌側溝の形態は遠心中央小高から舌側

縁に向かって変化なく経過していた｡

4 )下顎乳臼歯における嵩洞形成時の舌側溝追及

の有無を調査したところ,第一乳臼歯では舌側溝

を追及した症例は　　　舌側溝が存在していたに

もかかわらず,追及されていなかった症例は16%

であった｡ -方,第二乳臼歯では全症例で舌側溝

の追及が行われていたo舌側溝追及の有無は,展

開角の大小に加えて,歯冠の頑舌的圧后度の相違

に一因があるものと思われた｡

本論文は,杉田圭吾君が,本学小児歯科学講座の指

導のもとに平成11年度卒業論文として作成したものを,

著者らが加筆したもので,ここに感謝の意を表す｡
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Relationship between the Occlusal Angles of the Lingual Grooves in

⊃
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Outline form or cavlty

The aim of this present study was to measure the occlusal angles of the lingual grooves in

the mandibular deciduous molars andtoreveal the difference of the angles between mandibular

first deciduous molars and second deciduous molars. Dental casts of the deciduous dentition

were obtained from children ag･ed between three years and three years and one month ; they

were caries-free, almost without any attrition and with normal occlusion･ The occlusal angles

of the lingual grooves in the mandibular first deciduous molars and second deciduous molars

were measured･ Tangents were drawn at the disto-internal oblique plane of the mesiollingual

cusp and the mesio-internal oblique plane of the dist0-lingual cusp. The occlusal angle of the

lingual groove was defined as the interior angle that intersected these tangents･

The results were as follows.

11 The mean occlusal angle of the lingual groove of the mandibular first deciduous molar
o

lingual margln.

2･ The mean occlusalangle of the lingual groove of the mandibular second deciduous

molar was 107.10　at the one third near disto-central pit, and was 109.40　at the one third near

the lingual marg･1n.

31 The mean occlusal angles of the lingual groove of the mandibular first deciduous

molars were approximately the same as those of the mandibular second deciduous molars,

and showeda tendency for the angles to be steady from the distoICentral pュt toward the lingual

margln･

41 According to research regarding whether the lingual groove was included in the outline

form of cavity on the mandibular deciduous molars, the cases of first deciduous molars that

included the lingual groove accounted for 84%, and those excluding the lingualgroove accounted

for 16%1 0n the other hand, the lingual groove was included in the outline form of the cavity on

the second deciduous mola_rs in all the cases.

(The Shihwa Gahuho, loo : 367-374, 2000)
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