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永久歯の排列状態と第三大臼歯との関連について

の研究は多数報告されている。それらの中には，第

三大臼歯の存在が永久歯の排列状態に影響を及ぼす

とする報告１，２）がある。一方，第三大臼歯と永久歯排

列状態との間には一定の傾向を認められない事か

ら，永久歯排列状態は第三大臼歯の存在とは無関係

であるとの報告３～５），下顎第三大臼歯の埋伏は下顎

叢生の原因とはならず，下顎の成長が不十分なため

であるとする報告６），第三大臼歯自体が叢生に影響

を及ぼすとは考えられず，歯牙の大きさが叢生に関

係があるとする報告７），思春期男女の顔面成長と第

三大臼歯の萌出との関係を調査した結果，二次的な

叢生は第三大臼歯の萌出に起因するかどうか説明で

きなかったとする報告８～１０），永久歯の排列状態には

第三大臼歯の存在は無関係とする報告１１）や矯正治療

後でも下顎前歯部に叢生が発現することがあり，こ

れは第三大臼歯の有無に関係なく叢生が発現してい

ることから，第三大臼歯と叢生の間には関連性がな

いとの報告がある１２）。

このように，永久歯の排列状態には第三大臼歯の

存在は無関係で，その他の要因が排列状態に関与し

ているとするものが多い。

本学小児歯科学講座の杉浦１３），町田ら１４）は叢生歯

列の発現因子の一つとして第三大臼歯の有無を調査

しており，その中で叢生歯列群において第三大臼歯

の存在する症例が多いと述べている。今回，本講座

の研究結果を基に不正歯列あるいは不正咬合の大き

な原因の一つと考えられる乳歯，永久歯の早期喪失

を来さずに乳歯列から永久歯列に達した本講座所蔵

の小児の累年石膏模型とエックス線写真を用いて，

杉浦１３），町田ら１４）の発表より症例数を追加した結果

を得て，第三大臼歯がどのように永久歯列排列状態

に影響を与えるのか否か，第三大臼歯以外の因子が

あるとすればどの時期から不正歯列になっていくの

かについて述べていく。

本学小児歯科学講座では，文京区小石川保健所に

おける３歳時検診に訪れた小児ならびに東京歯科大

学水道橋病院小児歯科外来に来院した乳歯列期の小

児のうち，全身疾患ならびに齲蝕などの口腔内疾患

を認めず，しかも乳歯が健全であると診断された正

常歯列の小児に対し本人と保護者の同意のもと可及

的に２か月間隔に印象採得を行い上下顎累年石膏模

型を最低３歳０か月から最高２８歳０か月の間作製し

ている。さらに，口腔内写真とエックス線写真撮影

などの資料採得を本人と保護者の同意のもと行って

きた。資料採得期間中は小児の口腔状態を健全に維

持させるため，定期的にフッ化物の歯面塗布と刷掃

指導を行った。これら累年石膏模型から，齲蝕や外

傷などにより乳歯および永久歯の早期喪失を来すこ

となく永久歯列まで達し，さらに永久歯に先天性欠

如や矮小歯を有したものを除外した男児３７名，女児

４６名の計８３名を今回の調査対象とした。

臨床ノート
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１）永久歯列完成期における第三大臼歯の有無と排

列状態の関係

表１・表２に永久歯列完成期における第三大臼歯

の有無と排列状態の関係を上下顎別に示す。全ての

症例は乳歯列期において正常歯列と診断された症例

であるが，乳歯正常歯列から永久歯正常歯列へ移行

したものは上顎，下顎とも５割を越え，次いで上

顎，下顎ともに叢生歯列，空隙歯列の順であった。

口腔内Ｘ線写真にて第三大臼歯の有無が確認され

た症例の永久歯排列状態を上顎についてみると，両

側の２歯とも存在している症例が６５例（７８．３％）と最

も多く，次いで両側の２歯とも欠如している症例が

１４例（１６．９％），片側１歯のみ存在している症例が４

例（４．８％）であった。正常歯列群，空隙歯列群，叢

生歯列群毎にみると三群とも両側の２歯とも存在し

ている症例が最も多い結果であった。下顎について

みると両側の２歯とも存在している症例が６２例

（７４．７％）と最も多く，次いで両側の２歯とも欠如し

ている症例が１１例（１３．３％），片側１歯のみ存在して

いる症例が１０例（１２．０％）であった。正常歯列群，空

隙歯列群，叢生歯列群毎にみると正常歯列群，叢生

歯列群では両側の２歯とも存在している症例が最も

多い結果であった。χ２検定を行った結果，上顎にお

いては有意差が認められなかったが，下顎において

は５％の危険率で有意差が認められた。

２）第三大臼歯の顎骨内傾斜の有無と歯列の関係に

ついて

表３・表４に第三大臼歯の顎骨内歯軸傾斜の状態

を同顎の左右側別に示す。今回，口腔内Ｘ線写真に

て確認された第三大臼歯の歯軸傾斜を歯軸が萌出方

向に向いているものを垂直型，歯軸が萌出方向から

ずれて傾斜しているものを傾斜型に分類した。上顎

についてみると正常歯列群，叢生歯列群とも両側の

２歯とも垂直に萌出している症例が最も多く認めら

れた。下顎についてみると正常歯列群，叢生歯列群

とも両側の２歯とも傾斜している症例が最も多い結

果であった。χ２検定を行った結果，上下顎それぞれ

において有意差は認められなかった。

３）永久歯叢生歯列に以降した代表症例

図１～６に乳歯列正常咬合で永久歯列期に叢生を

呈した代表症例を示す。上顎の左右側第三大臼歯は

垂直型で，下顎の左右側第三大臼歯は傾斜型であ

る。本例は最終観察時期の２４歳１か月の時点で上下

顎の第三大臼歯は萌出しており，上顎右側側切歯

部，上顎両側小臼歯部，上顎右側大臼歯部，下顎切

歯部，下顎右側小臼歯部，下顎両側大臼歯部に叢生

を呈している。叢生の発現は第三大臼歯の萌出によ

るものではなく，前歯および臼歯交換萌出により発

表１ 上顎における第三大臼歯の有無
症例数（％）

排列状態 １歯有 ２歯有 ２歯無 合 計

正常歯列 ２（２．４） ３２（３８．６） ８（ ９．６） ４２（５０．６）

空隙歯列 ０（０ ） ８（ ９．６） ５（ ６．０） １３（１５．７）

叢生歯列 ２（２．４） ２５（３０．１） １（ １．２） ２８（３３．７）

総 数 ４（４．８） ６５（７８．３） １４（１６．９） ８３（ １００）

表２ 下顎における第三大臼歯の有無
症例数（％）

排列状態 １歯有 ２歯有 ２歯無 合 計

正常歯列 ６（ ７．２） ３１（３７．３） ７（ ８．４） ４４（５３．０）

空隙歯列 ３（ ３．６） ３（ ３．６） ２（ ２．４） ８（ ９．６）

叢生歯列 １（ １．２） ２８（３３．７） ２（ ２．４） ３１（３７．３）

総 数 １０（１２．０） ６２（７４．７） １１（１３．３） ８３（ １００）

＊ : P<0.05

＊
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表３ 上顎における第三大臼歯の歯軸傾斜

排列状態

１歯有 ２歯有 ２歯無

右側・左側 右側・左側 右側・左側 右側・左側

無・垂直 垂直・無 垂直・垂直 無・無

正常歯列 ２ ０ ３２ ８

空隙歯列 ０ ０ ８ ５

叢生歯列 ０ ２ ２５ １

総 数 ２ ２ ６５ １４

表４ 下顎における第三大臼歯の歯軸傾斜

排列状態

１歯有 ２歯有 ２歯無

右側・左側 右側・左側 右側・左側 右側・左側 右側・左側 右側・左側 右側・左側 右側・左側

無・傾斜 傾斜・無 垂直・無 傾斜・垂直 傾斜・傾斜 垂直・傾斜 垂直・垂直 無・無

正常歯列 １ ２ ３ ２ １６ ２ １１ ７

空隙歯列 １ ０ ２ ０ ３ ０ ０ ２

叢生歯列 １ ０ ０ ４ １８ ２ ４ ２

総 数 ３ ２ ５ ６ ３７ ４ １５ １１

図１ ３歳６か月 図２ ７歳１０か月
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現をしたと考えられた。

考 察

乳歯列から永久歯列に成長発育する過程におい

て，歯牙の排列状態や咬合状態は変化していく。健

全な乳歯を有する乳歯列が全て正常咬合に移行する

わけでなく不正咬合に移行する症例も存在する。今

回，乳歯列正常咬合から永久歯叢生歯列に移行した

症例を用いて叢生歯列発現と第三大臼歯の関連につ

いて検討を試みた。叢生歯列群において第三大臼歯

の存在する症例は多く認められた。しかし，下顎で

は第三大臼歯が２歯とも存在しなくても叢生が発現

する症例もあり，第三大臼歯の存在の有無が，永久

歯列の排列状態に影響を及ぼすか否かについては，

今回の結果からは明確な関連性を見いだすことはで

きない。

乳歯列期に正常咬合であった３歳０か月から２８歳

０か月の間作製した上下顎累年石膏模型を用いた研

究の中で，永久歯列期に叢生歯列へ移行したもの

は，歯牙が口腔内に萌出し咬合線に達した時点から

叢生を呈した症例は上顎では８４．６％，下顎では

６４．５％であり，他の歯牙の萌出に伴い叢生を呈した

症例は上顎では１５．４％，下顎では３５．５％で，特に上

顎では犬歯の萌出に伴い他の前歯部に叢生を呈した

症例が多く，第二大臼歯の萌出位置の異常を呈する

ものも少なくはないと報告されている１３，１４）。これら

は，代表症例に示した累年石膏模型にも認められる

事項である。この研究結果をふまえると，各歯牙が

萌出した時点で位置の異常がおきると叢生になりや

すく，さらに前歯部近遠心歯冠幅径，犬歯唇舌側歯

冠幅径，犬歯歯牙間幅径，歯列弓幅径，歯列弓長

径，歯槽基底部長径，歯槽基底部高径，中切歯歯軸

傾斜角等の因子が叢生の発現を引き起こす１３，１４）と思

われる。叢生が発現した症例では第二大臼歯，第三

図３ １２歳２か月 図４ １３歳０か月
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大臼歯の萌出と顎骨の成長変化等の因子によりさら

に叢生が増悪する傾向になるものと思われた。

本論文の要旨は，第９回東京歯科大学水道橋病院身近な臨

床勉強会（２００１年１１月２６日，東京）において発表した。
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