
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
上顎側切歯に起因する審美的・機能的障害の改善を図っ

た３治験例

Author(s) 荒川, 忠博; 原崎, 守弘; 丸山, 文恵; 一色, 泰成

Journal 歯科学報, 101(3): 309-322

URL http://hdl.handle.net/10130/262

Right



緒 言

矯正治療を希望する患者には，上顎前歯部の歯

列不正による機能的・審美的障害を主訴として来

院する場合が多い１）。この中には，歯の先天性欠

如，形態異常，埋伏，著しい転位など歯の形態や

萌出位置などに問題のある場合も少なくなく，特

に側切歯にその傾向が強いことが知られてい

る２）。このような症例での矯正治療においては，

不正咬合の程度・状態，先天性欠如の部位や数，

歯の形態などを十分考慮した上で，審美，機能両

面からの適切な治療方針を立案する必要がある。

しかしながら，これらの症例に関しての治療指針

となるような報告は多くはない３）４）。今回，側切歯

に問題のある３症例を経験し良好な結果を得たこ

とから，今後の矯正治療における治療計画立案の

上で指標となりうるものと考え，報告する。

症 例

症例１

患者：１２歳１カ月の男子。

主訴：上顎両側側切歯の先天性欠如による上顎歯

列の空隙。

既往歴：約１年前より近医にて１ １の正中離開

―――― 臨 床 報 告 ――――
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抄 録：上顎側切歯に問題のある３症例について矯正治療を行い，良好な結果を得たので，その治
療方針と治療結果について報告する。

症例１は，上顎両側側切歯先天性欠如の空隙歯列弓症例である。矯正治療は側切歯部にスペース
を集約し，その後補綴処置を行った。

症例２では，矮小な上顎側切歯に近心傾斜を与えることで，上下歯牙の歯冠幅径の調和をはかっ
た。

症例３は，著しく口蓋側転位している上顎側切歯を抜去し，中切歯，犬歯，第一小臼歯と特異的
な配列をした。犬歯，第一小臼歯の咬合調整，形態修正を行うとともに歯軸傾斜に配慮した。

いずれの症例も審美，機能ともに良好な結果を得ることができた。
先天性欠如歯や矮小歯，また著しい転位歯など前歯部に問題のある症例では，歯の形態，欠如の

部位，欠如歯数，空隙量や不正の状態などを十分考慮した上で，機能，審美両面からの包括的な治
療計画を立案する必要があるものと考えられた。
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図１ 顔面写真（初診時）

図２ 口腔内写真（初診時）

図５ 顔面写真および口腔内写真（治療後）
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の閉鎖治療を受け，現在口蓋側よりワイヤーで固

定されている。

家族歴：歯数異常などの特記すべき家族歴はな

かった。

顔貌所見：正貌は左右対称，側貌は Convex type

であり，口唇閉鎖時に上下口唇部の突出が認めら

れる（図１）。

口腔内所見：１ １がワイヤーによる固定中であ

り，２ ２は先天性欠如，Ｅ Ｄが残存し，�Ｄの

頬側より�４の咬頭の一部萌出が認められる。上下

顎歯列ともに空隙歯列を呈し，歯列形態は左右対

称である。正中は上顎に対し下顎が右側に約０．５

㎜偏位している。咬合関係は Angle Ⅱ級でオー

バージェットは＋４．５㎜，オーバーバイトは＋２．５

㎜である（図２）。機能的問題としては，発音時お

よび嚥下時に舌癖を認めた。

側面頭部 X 線規格写真分析所見：骨格型では上

顎の軽度の後退と下顎の前下方への成長を認め，

歯槽型では上顎前歯の著しい唇側傾斜，下顎前歯

の唇側傾斜を認める（表１）（図３）。

模型分析所見：歯冠幅径は上顎第二小臼歯が約１

S. D. 小さく，上下顎第一大臼歯が約２S. D. 小

さい値を示す。歯列弓および歯槽基底弓は上下顎

とも幅径がやや大きな値を示す（表２）。

パノラマ X 線写真所見：上顎側切歯の両側性欠

如が認められ，Ｅ Ｄの歯冠の下に５ ４を認め

表１ 治療前後の側面頭部 X 線規格写真の分析（実線は初診時，破線は治療後）
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る。第三大臼歯歯胚は上下左右４本の存在を認め

た（図４）。

診断：Angle Ⅱ級Ⅰ類，上顎両側側切歯の先天性

欠如を伴う上下顎空隙歯列弓症例と診断した。

治療方針：舌癖改善のため，舌機能訓練を行うと

ともに，上顎では残存している�Ｅを抜歯し�５の萌

出を促し，２ ２相当のスペースは維持し，将来

的には成長終了後に前歯部の補綴処置を行うこと

とした。下顎では空隙の閉鎖と大臼歯のⅡ級関係

改善のため，臼歯を近心移動させることにした。

治療経過：�Ｅ抜歯後マルチブラケット装置を装

着，上顎では固定源としてサービカルヘッドギ

アーを使用した。パワーチェーンにて上顎犬歯の

遠心移動，Ⅱ級顎間ゴムにて上顎犬歯の遠心移動

図３ 治療前後のセファログラムの重ね合わせ
（S, S－N）（実線は初診時，破線は治療後）

表２ 模型分析（初診時）
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および下顎臼歯の近心移動を行って上下顎歯列を

配列した。１３歳９カ月時に装置を除去し，２ ２

部に人工歯を付与した保定装置にて保定を開始し

た。なお矯正治療中は，舌機能訓練を平行して

行った。動的治療期間は１年８カ月であった。１８

歳０カ月時において顎の成長はほぼ終了したと判

断し，上顎前歯部の補綴処置，３～３のブリッジ

の装着を行った。

治療結果：側面頭部 X 線規格写真分析では，骨

格型では下顎の前下方への成長が見られ，歯槽型

では上下前歯の舌側傾斜を認めた（表１）（図３）。

口腔内所見ではオーバージェット，オーバーバイ

トともに＋１．５㎜となり正常な前歯部被蓋関係が

確立され，大臼歯，犬歯ともⅠ級関係となり良好

な対咬関係が獲得された（図５）。またマルチブラ

ケット装置除去後，保定装置に人工歯を付与した

こと，成長終了後，上顎前歯部の補綴処置を行っ

たことで，審美性の獲得がなされただけでなく，

良好な発音の獲得や咀嚼機能の向上など機能的な

回復もなされた。

症例２

患者：１１歳７カ月の女子。

主訴：反対咬合。

既往歴：特記すべき事項はなく，乳歯列時は正常

被蓋であった。

家族歴：家族，親族らに反対咬合のものはいな

かった。

顔貌所見：正貌は左右対称であり，側貌は下顎の

前突感を認め，Concave type である（図６）。

口腔内所見：歯牙年齢は Hellman の歯牙年齢Ⅲ

B で， Ｅ
Ｅ Ｅ が残存し，両側側切歯は矮小を呈し

ている。前歯咬合は逆被蓋であり，大臼歯咬合は

Angle Ⅲ級を呈し，上下顎正中は一致している（図

７）。

側面頭部 X 線規格写真分析所見：軽度な上顎の

劣成長，下顎の反時計回りの回転および過成長，

下顎前歯の舌側傾斜を認める（表３）（図８）。

模型分析所見：歯冠幅径は上顎側切歯が約３S.

D. 小さな値を示し，下顎犬歯，第一，第二小臼

歯および第一大臼歯は１S. D. 強大きな値を示

す。上顎歯列弓長径はやや小さく，下顎歯槽基底

長径はやや大きな値を呈す（表４）。

パノラマ X 線写真所見：３ ３は萌出直前で粘

膜下にあり， Ｅ
Ｅ Ｅ の歯冠の下に ５

５ ５ を認め

る。第三大臼歯歯胚は上下左右４本の存在を認め

た（図９）。

診断：上顎の劣成長および下顎の過成長による骨

格性 Angle Ⅲ級症例と診断した。

治療方針：永久歯列完成までは下顎の後下方への

回転を図るため，チンキャップを使用，永久歯列

完成時より前歯部の被蓋改善と大臼歯のⅠ級関係

獲得のため，上下左右第一小臼歯の抜歯を行い矯

正治療を行うこととした。また矮小な側切歯は抜

去せず，歯冠幅径の調和を図るため，上顎中切

歯，側切歯に強い近心傾斜を与えることにした。

治療経過：約１年間チンキャップを装着した後，

上下左右第一小臼歯を抜去し本格的矯正治療を

行った。逆被蓋改善のためクロージングループに

て下顎前歯の後方移動を行い，咬合関係改善のた

めにⅢ級顎間ゴムを使用した。歯冠幅径の調和を

図るため，上顎両側中切歯，側切歯に強い近心傾

斜を与えた。

治療結果：側面頭部 X 線規格写真分析では，骨

格型では下顎の後下方への回転がわずかに見ら

れ，歯槽型では上顎前歯の唇側傾斜および下顎前

図４ パノラマ X 線写真（上：初診時，下：治療後）
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図６ 顔面写真（初診時）

図７ 口腔内写真（初診時）

図１０ 顔面写真および口腔内写真（治療後）
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歯の舌側傾斜が認められた（表３）（図８）。口腔内

所見ではオーバージェット，オーバーバイトとも

に＋１．５㎜となり，正常な前歯部被蓋関係が獲得

された。また上顎両側中切歯，側切歯に強い近心

傾斜を与えたことで上下歯牙の幅径が調和し，大

臼歯，犬歯ともにⅠ級関係となり，良好な対咬関

係が獲得された（図１０）。

症例３

患者：２１歳６カ月の成人男性。

主訴：上顎前歯の叢生。

既往歴：高校時代にアレルギー性鼻炎があった。

家族歴：両親，姉弟ともに叢生を認める。

表３ 治療前後の側面頭部 X 線規格写真の分析（実線は初診時，破線は治療後）

図８ 治療前後のセファログラムの重ね合わせ
（S, S－N）（実線は初診時，破線は治療後）

歯科学報 Vol．１０１，No．３（２００１） ３１５

― 49 ―



顔貌所見：正貌は左右対称であり，側貌では口唇

閉鎖時に下口唇部の突出が認められる（図１１）。

口腔内所見：２ ２が著しく口蓋側に転位し，正

中は約２．０㎜離開している。下顎前歯に軽度な叢

生があり，�５は舌側に転位し，�６の近心移動が認

められる。�６は齲蝕のために抜歯され，８７ の近

心移動によりスペースは閉鎖されている。８ ８

はやや頬側に傾斜して萌出し，８ ８はほぼ正常

に萌出している（図１２）。正中は上顎に対し下顎が

左側に約１．０㎜偏位している。咬合関係は Angle

Ⅱ級で，オーバージェットは＋３．５㎜，オーバー

バイトは＋５．０㎜とやや過蓋咬合を呈する。

側面頭部 X 線規格写真分析所見：下顎下縁平面

の開大，上下前歯の唇側傾斜を示す（表５）（図

表４ 模型分析（初診時）

図９ パノラマ X 線写真（上：初診時，下：治療後）
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図１１ 顔面写真（初診時）

図１２ 口腔内写真（初診時）

図１５ 顔面写真および口腔内写真（治療後）
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１３）。

模型分析所見：上顎犬歯，第一小臼歯，下顎犬歯

を除き他は全て＋１S. D. 以上大きな値を示す。

歯列弓および歯槽基底は上下ともに小さな値を示

す（表６）。

パノラマ X 線写真所見：特に異常な所見は認め

られない（図１４）。

診断：Angle Ⅱ級Ⅰ類の叢生症例と診断した。

治療方針：上顎では側切歯の口蓋側転位が著しい

こと，犬歯の歯冠幅径が側切歯の幅径とあまり変

わらないことから，両側側切歯を抜去し，犬歯を

側切歯に見立てることにした。また，頬側に傾斜

している８ ８も抜歯した。下顎では，右側第一

表５ 治療前後の側面頭部 X 線規格写真の分析（実線は初診時，破線は治療後）

図１３ 治療前後のセファログラムの重ね合わせ
（S, S－N）（実線は初診時，破線は治療後）

荒川，他：上顎側切歯に起因する不正咬合の３治験例３１８
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大臼歯が既抜されていることから，５ ５６を抜

歯し，上下左右のバランスをとり， ７８を近心

移動させることにした。

治療経過：８ ２ ２ ８
５ ５６ 抜歯後，上顎は最大固

定を求めるためヘッドギアーを装着，下顎には

ユーティリティアーチを装着し，下顎前歯の圧下

を行った。８７ ７８の近心移動を図るため，パ

ワーチェーンを使用し，また移動量の大きい左側

のみⅡ級顎間ゴムを併用した。側切歯を抜去した

ため，犬歯尖頭を削去して側切歯に見立てた。ま

た上顎第一小臼歯に近心傾斜と近心への回転を与

えた。動的治療期間は２年２カ月であった。

治療結果：側面頭部 X 線規格写真分析では，骨

格型では大きな変化はなく，歯槽型では上下前

表６ 模型分析（初診時）

図１４ パノラマ X 線写真（上：初診時，下：治療後）
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歯，特に上顎前歯の舌側傾斜が見られた。また下

顎前歯の圧下にともない咬合平面角が大きくなっ

た（表５）（図１３）。口腔内所見ではオーバージェッ

ト，オーバーバイトともに約＋２㎜となりほぼ正

常な前歯部被蓋関係が獲得された。また犬歯を削

合し側切歯に見立てるようにしたが，審美的には

問題がないと思われる。顔貌所見では口唇部が後

退し良好な結果を得た（図１５）。

考 察

人の歯は，歯の形態の「矮小化」と歯数の不足

つまり「先天欠如」という退化の傾向にあるとい

われ，ともに特定の歯種に発現することが知られ

ている２）５）～８）。矮小な歯は第三大臼歯を除くと上顎

側切歯に最も高い割合で発現するといわれ９）１０），

同様に先天性欠如の発現頻度も上顎側切歯は１～

２％と高く１１）～１３），第三大臼歯，上下第二小臼歯に

次いで高い頻度となっている１４）～２１）。また，矯正治

療を希望して来院した患者における個々の歯の位

置異常では，上下顎前歯の舌側への転位の頻度が

最も高いといわれている２１）。

一般に上顎側切歯が先天性に欠如している場

合，以下のような治療方法が考えられる。

１）欠如部の空隙を閉鎖し，残存歯のみで配列を

行う。必要であれば，下顎の抜歯（下顎前歯また

は第一小臼歯），またはストリッピングを行い，

対咬関係の改善を図る。

２）欠如部の補綴処置を目的として欠如部に空隙

を集め，補綴処置により対咬関係の改善を行う。

１）の場合，側切歯の位置に唇舌径の著しく異

なる犬歯，犬歯の位置に二咬頭の第一小臼歯とい

う配列になり，機能的，審美的に問題が生じるの

は明白であるが，これに対しては犬歯を切歯の形

態に修正することや，第一小臼歯の舌側咬頭の咬

合調整を行ったり，犬歯にリンガルルートトル

ク，第一小臼歯にブッカルルートトルクを加える

ことなどで改善することができる。２）の場合，

欠如部の補綴処置により審美性を回復でき，また

歯が本来あるべき位置に配列されることで機能的

にも良好な結果が獲得されるが，補綴処置のた

め，健全な隣接歯の削合を行わなければならな

い。Nordquist ら２２）は，上顎側切歯の先天性欠如

部の空隙閉鎖をした症例と欠如部に補綴処置を

行った症例との比較をし，両者の間に機能的，審

美的に大差はないと報告している。今回症例１で

は，側切歯欠如による空隙だけでなく上下顎歯列

ともに多くの空隙があり，全ての空隙を閉鎖する

には歯の移動量が大きくなること，治療の期間が

長くかかると考えられることなどから，補綴処置

を前提とした矯正治療を行うこととした。

上顎側切歯が矮小歯の場合の治療法としては，

以下のような治療方法が考えられる。

１）矮小な側切歯を抜歯し，欠如歯の時と同様に

空隙を閉鎖し，残存歯のみで配列を行う。

２）矮小歯は保存し，側切歯の幅径を確保して，

矮小歯の補綴処置を行う。

３）矮小歯の傾斜を強くすることで，本来の側切

歯幅径に相当する見かけ上の歯冠幅径を獲得し配

列する。

１）のときは，上下歯の歯冠幅径の調和を十分

考慮して，必要に応じて下顎の抜歯またはスト

リッピングを行う。また，先天性欠如歯のときと

同様に犬歯，第一小臼歯の形態修正，咬合調整が

必要になる。２）のときは矮小の程度により歯冠

補綴のみですむ場合と，支台を必要とする場合が

考えられる。今回の症例２では，近心傾斜を強く

したことで見かけ上の歯冠幅径を獲得することが

でき，上下歯の歯冠幅径の調和がなされたこと

で，良好な対咬関係を得ることができた。ただ，

余り傾斜を強くしすぎると鼓形空隙が大きくな

り，いわゆるブラックトライアングルを生じるこ

とになり，審美面で問題となる。

一般に，上顎前歯の抜歯は審美的に好ましくな

く，上下歯の咬合関係も正しいものとはならない

ため，なるべく避けるべきである。しかし，歯列

内への移動が困難と考えられるような著しい転位

歯や埋伏歯，保存不可能な歯，形態異常歯などが

ある場合や治療期間の短縮が望まれる場合には，

やむを得ず上顎前歯の抜去を選択せざるを得ない

ことがある。症例３においては，口蓋側への転位
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の程度が著しく，唇側へ歯牙移動を行った場合，

歯冠は歯列内に取り込むことができても，歯根が

口蓋側に残る可能性が高く，安定した保定が得ら

れにくいと考えられた。また，すでに犬歯が近心

に移動しており，側切歯を歯列内に取り込むには

上顎第一小臼歯２本を抜歯して犬歯を遠心へ移動

させる必要があり，治療が長期間かかると思われ

たこと，および犬歯の歯冠幅径が比較的小さく，

犬歯を側切歯として代用しても審美的に問題がな

いと判断したことから，口蓋側に転位している側

切歯を抜去し，中切歯，犬歯，第一小臼歯という

特異な配列を行ったが，犬歯および第一小臼歯の

咬合調整，形態修正を行うことで，機能的にも審

美的にも良好な結果を得ることができた。すなわ

ち，側切歯の位置に配列された犬歯は，尖頭を削

去し側切歯の形態にするとともに，咬合調整を行

い唇舌的厚みを補正，またリンガルルートトルク

を与えることで削去量を減じさせた。犬歯は側切

歯に比べ歯根の唇舌的な厚みがあるため，犬歯を

側切歯の位置に配列すると唇側歯槽が非薄となり

歯肉の退縮を引き起こしやすくなるため，歯槽骨

形態への対応という点でもリンガルルートトルク

を付与することは望ましいと考えた。犬歯の位置

に配列された第一小臼歯は舌側咬頭が咬頭干渉を

起こしやすいので，舌側咬頭の咬合調整を行い，

またブッカルルートトルクと近心舌側回転を与え

ることで削去量を減じさせた。また近心舌側回転

をさせることで第一小臼歯の近心隣接面が見えな

いようになり，審美的にも満足な結果となった。

ま と め

今回，上顎側切歯に問題のある３症例について

報告した。今回の症例のように矮小歯や先天性欠

如歯，また不正の状態が著しいなど前歯部に問題

のある症例では，歯の形態，欠如の部位，欠如歯

数，欠如部位の空隙の状態や不正の状態のみなら

ず，歯周組織の状態や患者の年齢，社会的環境な

どを十分配慮した上で，機能，審美両面からの包

括的な治療計画を立案する必要がある。

先天性欠如歯がある場合，空隙を閉鎖する方法

と空隙を補綴する方法とが考えられ，今回は補綴

処置をともなう矯正治療を行うことで，治療期間

の短縮化および良好な審美性，対咬関係が獲得さ

れた。また，側切歯は矮小でも極端な場合を除

き，傾斜を与えることで良好な対咬関係を得るこ

とができた。抜歯治療を選択する場合，咬合の安

定性の獲得，治療期間の短縮，機能性，審美性の

回復などを十分考慮して，抜歯部位を決定する必

要があるものと思われた。上顎側切歯の欠如，矮

小，または著しい口蓋側転位により犬歯を側切歯

に代用し，中切歯，犬歯，第一小臼歯と配列する

場合，上顎犬歯，第一小臼歯の咬合調整，形態修

正や歯軸傾斜の考慮などが必要となった。
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Three cases of esthetic and functional disorder caused by upper lateral incisors

Tadahiro ARAKAWA, Morihiro HARAZAKI, Fumie MARUYAMA,

Yasushige ISSHIKI

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Yasushige Isshiki）

Key words : Upper lateral incisor ; Congenital missing ; Dwarfed tooth ; Displaced tooth ;

Orthodontic treatment

We performed orthodontic treatment for three patients with problems in the upper lateral incisors,

and obtained good results. We report the treatment guidelines and results.

Patient１：A case of spaced dental arch with congenital absence of the upper lateral incisors.

Orthodontic treatment was performed by accumulating interdental spaces in the lateral incisor areas,

and then prosthetic treatment was performed.

Patient２：By mesially inclining the dwarfed upper lateral incisor, harmony between upper tooth

crown width and lower crown width was obtained.

Patient３：After extracting the laterl incisors with marked palatal displacement, we performed

specific arrangement of the central incisor, canine, and first premolar. Considering the inclination of

tooth axis, we performed occlusal adjustment and recontouring of the canine and first premolar.

Good esthetic and functional results were obtained in each case.

In patients with problems in the anterior tooth area, such as congenital absence of teeth, dwarfed

teeth, and markedly displaced teeth, it is necessary to plan comprehensive treatment in functional and

esthetic aspects, sufficiently considering tooth morphology, areas of absent teeth, the number of missing

teeth, the amount of space, and conditions of malocclusion.

（The Shikwa Gakuho，１０１：３０９～３２２，２００１）
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