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抄録：本研究の目的は，埋伏および萌出異常をしめ
す歯（以下埋伏歯と総称する）の発現状況を調査し，
診断，治療法への理解をはかることである。平成１０
年から平成２０年に当科に来院し診断をうけた患者
５，１３８名のうち埋伏歯を認めた患者４５５名を調査対象
とした。診療録，パノラマＸ線写真などを資料とし
て調査を行い，さらに上顎犬歯の埋伏について調査
した。診断時に埋伏歯を認めた患者は４５５名で，全
対象者に対して８．７％であった。犬歯の埋伏発現率は
５，１３８人中１５９人で０．０３％，４５５人中１５９人で３４．９％で
あった。埋伏犬歯の影響で隣在歯に歯根吸収の認め
た者は４２人，保存不可能のため歯根吸収した歯を抜
去したのは１５人，犬歯の抜去を行ったのは８人で
あった。今回の調査により，上顎犬歯の萌出異常が
最も多くみられ，犬歯による隣在歯の歯根吸収が一
定程度存在することを理解し，早期発見と適切な対
応を行う事が必要と思われる。

諸 言

歯の埋伏は，“歯の形，位置，歯軸，方向，萌出
余地などの観点から正常な萌出期に至るも萌出しな
い歯を埋伏歯という”１）と定義されている。局所的な
原因には，埋伏歯の歯胚の位置異常や萌出方向の異
常，過剰歯や歯牙腫の存在などが挙げられ，全身的
な原因には鎖骨頭蓋異骨症などがある。

しかし，埋伏歯は自覚症状が少ないため，その存
在に気付かず，歯科医院の来院時に偶然発見される

ことが多い。また一般に歯の萌出時期は１年～３年
の幅を持つものであり，このため埋伏歯と萌出遅延
歯を区別することは難しい２）。

しかしながら，埋伏歯および萌出異常歯を発見
し，適切な処置を施すことは，隣在歯への影響，咬
合への影響から極めて重要である。その状態によ
り，隣在歯の歯根吸収や転位，歯の萌出障害，咬合
関係の悪化などを生じるため，埋伏歯の位置や治療
法について正確に診断しなければならない３－６）。

本研究の目的は，埋伏歯および萌出異常歯の発現
状況を調査し改めて好発部位を再確認すること，そ
して埋伏歯の診断，治療の現状を知り，治療法への
理解をはかることである。

また，埋伏歯の中で第三大臼歯の次に多いと言わ
れる６，７）上顎犬歯の埋伏および萌出異常に焦点をあ
て，隣在歯の歯根吸収８）を含めた症例についても別
に調査し，考察を行ったので報告する。

材料および方法

平成１０年から平成２０年に東京歯科大学千葉病院矯
正科に来院し，診断をうけた日本人の患者５，１３８名

（男性１，８８０名，女性３，２５８名）を対象者とし，そのう
ち埋伏歯あるいは萌出異常歯があると診断された患
者４５５名（男性１８５名，女性２７０名）を調査対象とし
た。

診療録ならびに口腔内写真，パノラマおよびデン
タルＸ線写真などを資料として年齢，性別，埋伏歯
の発現率，歯種，推定される原因，治療方針につい
て調査した。なお，対象者の年齢が広範囲に渡るた
め第三大臼歯は調査対象から除外した。また骨内で
萌出異常を認める歯は埋伏歯に含め，以下埋伏歯と
表現した。

さらに，上顎犬歯の埋伏について，年齢，性別，
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左右差，隣在歯の歯根吸収，治療方法を調査した。
また，上顎犬歯の位置に関しては Ericson らに準

じて分類した８，９）（図１）。
本研究は第５８回倫理委員会で審査，承認されてい

る。（受付番号５０８）

結 果

１．埋伏歯の発現状況について
１）埋伏歯保有者の年齢分布

診断時に埋伏歯を認めた患者は４５５名（男性１８５名，
女性２７０名）で，全対象者に対する頻度は８．７％（男性
９．９％，女性８．３％）であった。この４５５名中，資料の
そろった３８４名（男性１４３名，女性２４１名）について調

査した。年齢は６歳から４８歳と広範囲にみられた。
成人患者は少なく，９歳から１５歳までの患者が多く
みられた（図２）。
２）歯 種

犬歯（３５％）が最も多く，過剰歯（１７％）中切歯（１４
％）の順であり，これらの歯は下顎よりも上顎に多
くみられた（図３）。下顎では第二小臼歯が最も多く
みられた（図４）。
３）原 因

原因としては萌出方向の異常が３３％と最も多く，
次いで過剰歯（２０％），位置異常（９％）があった。そ
の他にアンキローシス，歯牙腫，嚢胞などがあげら
れた（図５）。

全身疾患を伴うものは１０．４％，唇顎口蓋裂，軟口
蓋裂，甲状腺機能低下症，Treacher collins 症候群，
第１第２鰓弓症候群，鎖骨頭蓋異骨症，MR，基底
細胞母斑症候群，Down 症候群などがあった。
４）治療方針

埋伏歯に対する処置としては牽引が６２％と大部分
をしめており，他には空隙の確保，埋伏歯の抜歯，
定期観察などがあった（図６）。

また牽引を行った歯種については，前歯部では
６８．８％，犬歯では７４．６％と歯列弓の前方部で多く，
小臼歯部では５４．８％，大臼歯部では４８．８％と少なく
なった。

図１ 上顎犬歯の埋伏位置の分類法８）を示す。
犬歯咬頭が位置する部位でコード化した

図２ 埋伏歯保有者の年齢分布
最小年齢は６歳，最高年齢は４８歳。
９歳から１５歳までの子供に多い

図３ 歯種別埋伏歯（上顎）
過剰歯を除いて，犬歯が最も多く，次いで中切歯に

みられる

図４ 歯種別埋伏歯（下顎）
下顎では第二小臼歯が最も多い

図５ 埋伏歯原因
方向の異常が最も多い
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２．犬歯の埋伏状況について
１）年齢分布

年齢は，８歳から４２歳と広範囲にわたり，１２歳か
ら１４歳の患者に多く見られた（図７）。

２）発現率
発現率は５，１３８人中１５９人，０．０３％であり，埋伏を

認めた４５５人中１５９人，３４．９％であった。また，１５９
人中男性４７人（３０％），女性１１２人（７０％）と性別では
女性に多く見られたが対象者は女性が多く性差はみ
られなかった（図８）。

また犬歯の本数では，上顎右側犬歯９３本，上顎左
側犬歯９８本，下顎右側犬歯６本，下顎左側犬歯８本
で上顎犬歯の発現率は０．９２％，下顎犬歯の発現率は
０．０６％であった。
３）原 因

原因としては萌出方向異常によるものが多く，ま
た，全身的な原因としては，鎖骨頭蓋異骨症や，
Treacher collins 症候群がみられた（図９）。
４）治療法

埋伏歯に対する処置としては開窓・牽引が最も多
かった（図１０）。
５）埋伏犬歯の位置

上顎犬歯の位置は，Sector１は２２％，Sector２は
１８％，Sector３は２４％，Sector４は２５％，Sector５
は最も少なく１３％であった（図１１）。Sector５を除く
とその差はなかった。

図６ 埋伏歯の治療方針
牽引が最も多く，埋伏歯の抜歯，空隙確保の順で

みられる

図９ 埋伏犬歯の原因
萌出方向の異常が最も多い

図１０ 埋伏犬歯の治療方針
牽引が最も多い

図７ 埋伏犬歯の年齢分布
１２歳から１４歳の患者に多くみられる

図８ 犬歯の埋伏の性別
女性に多くみられる

図１１ Ericson らの分類に
準じた上顎犬歯の位置
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６）歯根吸収
埋伏犬歯により隣在歯に歯根吸収を認めた者は４２

人で８２本で，歯根吸収を引き起こした犬歯は６１本で
あった。埋伏犬歯の位置により歯根吸収を示す隣在
歯が約０．８％存在した。保存不可能のため歯根吸収
した歯を抜去したのは１５人，犬歯の抜去をしたのは
８人であった。

また，上顎犬歯の位置による歯根吸収の割合は，
Sector１は５％，Sector２で は１０％，Sector３は３４
％，Sector４は３６％，Sector５は７５％と位置が近心
にくるほど歯根吸収を認めた。

考 察

１．埋伏歯の発現状況について
１）埋伏歯発現率について

今回我々は正常な萌出期に至るも萌出しない歯に
加え，明らかに萌出異常を伴い正常な萌出過程をと
らないと思われる歯も含めて埋伏歯として検討し
た。

埋伏歯の発現率について，藤岡らの報告１０）では
３．６％，井上らの報告１）では３．３２％という報告であ
り，本調査の発現率は８．７％とこれらの報告よりも
多い値を示した。藤岡らの報告は，調査対象が口腔
外科領域における報告であり，対象に含まれる不正
咬合の割合が異なるためと考えられる。また，紹介
目的が埋伏歯の外科処置と考えられ，若年者の埋伏
歯についての治療は小児歯科矯正歯科が多く，口腔
外科への紹介理由として少ないことも考えられる。
井上らの報告は，本研究と同じく矯正患者を対象と
した調査であるが，本研究の調査対象が埋伏歯だけ
でなく，顎骨内で明らかに萌出異常を示す歯も含め
ているため調査対象の定義が異なり埋伏歯の発現率
に違いがでたと考えられる。また埋伏歯の診断目的
の依頼が多いため発現率が高かったと考えられた。
２）歯種について

Noda ら５）は上顎中切歯が３８．６％と最も多いと報
告したが，本調査では，過剰歯（８４本）が最も多く，
次いで犬歯，中切歯の順であった。下顎よりも上顎
に多くみられたのは Noda らの報告と同様であっ
た。Noda らの報告は調査対象が小児歯科の来院患
者であり，過剰歯は含まれず，その報告の対象年齢
は１歳から１６歳であり，本研究での年齢層よりも低

い患者を対象にしたことによると考えられる。
以上により，歯種については智歯以外では犬歯，

切歯と歯列弓前方部に多いことが示された。
３）原 因

原因としては萌出方向の異常が最も多かった。
Jacoby１１）は埋伏の原因として隣接する側切歯の異常
や，歯列弓長径の不足などが関連していると報告し
た。また原因に関する報告１２）では，歯胚の方向や位
置の異常が多いとされているが，その原因は不明で
あるという報告や，女子に多いこと，同一家系内で
の発現率が高いことから，遺伝的要因が推測されて
いる。また上顎犬歯の異所萌出は上顎骨の劣成長は
見られるとして，顎顔面形態が関与するという報告
もある。今回の調査では，埋伏歯の全身的な原因は
把握できたが，局所的な原因のうち萌出方向異常の
原因を特定する事は困難だった。
２．犬歯の埋伏状況

上顎犬歯は上顎の深い位置で形成され，他の歯と
比較して長い萌出経路を持つため，萌出障害を起こ
しやすいと考えられる。Montelius の研究１３）では上
顎犬歯の埋伏の頻度が，白人と中国人で２：１と白
人の方が高いという報告がある。また，上顎犬歯の
埋伏の位置も白人と日本人では違いがみられる。白
人では口蓋側に多く，日本人では唇側や唇舌的中央
にみられることが多く，口蓋側に位置するものは少
ないとあり１２，１４），犬歯の埋伏には人種差があること
が報告されている。

上顎犬歯の埋伏の発現頻度は０．８％－２．９％１５）と報
告されており，本調査では上顎犬歯が０．９２％とほぼ
同じ値を示した。また，下顎犬歯の埋伏の発現頻度
は０．０５％－０．４％１６）いう報告があり，本調査では０．０６
％とほぼ同じ値を示した。上顎は下顎より２倍以上
多い１６）という報告がなされている。

また，性別では，女性が男性より２倍多い１８）とい
われているが，本調査においては総患者数が，男性
１，８８０名，女性３，２５８名と女性が圧倒的に多く，性差
はみられなかった。

原因としては他の埋伏歯と同様に，萌出方向の異
常が多くをしめたが，乳歯の重度の齲蝕や根尖病巣
が原因で萌出方向が異常とは考えにくい。女子に多
いこと，同一家系内での発現率が高いことから，遺
伝的要因が推測される１２）。
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埋伏犬歯の診断年齢に関して，Becker１９）は９歳か
ら１０歳の患者で，唇側のふくらみが認められないも
のは，犬歯の埋伏を疑い，レントゲン写真にて確認
しなければならないと報告している。また，Eric-
son ら２０）は１０－１３歳が子供の成長に応じて検査する
のに最適な年齢と報告している。

今回の調査では，埋伏の診断年齢は，犬歯の平均
萌出時期から＋２S. D 経過した２１）１３．２歳であり，そ
の中で切歯の歯根吸収が２６．４％と多く存在してい
た。そのうち１６％の犬歯が牽引不可能のため抜歯さ
れていた。切歯の歯根吸収には抜歯に至るような重
篤な吸収を認められるものも存在した。Becker１９）が
報告したように９歳から１０歳で埋伏を疑わなければ
ならず，犬歯萌出時期の定期検診や，乳犬歯の動
揺，必要に応じたレントゲン撮影などを行い，早期
の発見が必要だと考えられる。

上顎犬歯の位置は，Sector１は２２％，Sector２は
１８％，Sector３は２４％，Sector４は２５％と Sector１
から４までほぼ同様の値を示したが，Sector５は最
も少なく１３％であった。Archna ら２２）は Sector１が
最も多く，５４．４１％を示すと報告した。パノラマＸ
写真を利用するこの分類は，治療方針を決定するの
に簡便であるが，三次元的な位置の同定が困難であ
り，これだけでは不十分な場合コーンビーム CT な
どの検査が重要であると考えられる。埋伏犬歯によ
る隣在歯の歯根吸収発現については，Ericson らは
１２％２０，２３）と比較的高い頻度を報告したが，本研究の
４２人（０．８％）という結果は Marisela ら２４）の０．７％と
いう報告と同様な値であった。

治療法としては，牽引や埋伏犬歯の抜去の頻度が
高かった。sector１，２に分類される４１例の埋伏犬
歯は先行乳歯の抜歯後１４例に自然萌出を認めた。ま
た乳犬歯の抜歯を行うと埋伏犬歯の歯軸の改善が期
待でき，１年以内に９１％が自然萌出するという報
告９）もあり，有効な治療法といえる。本調査では，
乳犬歯の抜歯および萌出誘導の方針は少なかった。
これは大学病院でより重篤なものが集まりやすく，
また，叢生の多い日本人症例ではより積極的に治療
が必要であるためと考えられる。

結 論

平成１０年から平成２０年までに東京歯科大学千葉病

院矯正歯科に来院し，診断をうけた患者５，１３８名（男
性１，８８０名，女性３，２５８名）を対象とし，埋伏歯に関
する臨床統計を調査した。
①歯種では過剰歯，犬歯，中切歯，第２小臼歯の順

で多かった。
②原因としては萌出方向の異常が最も多く，次に位

置異常，萌出空隙不足があった。全身疾患に起因
するものも認めた。

③埋伏歯に対する処置としては牽引が大部分をしめ
ており，他には空隙の確保，埋伏歯の抜歯，定期
観察などがあった。

④埋伏犬歯の位置により歯根吸収を示す隣在歯が約
０．８％存在した。その処置としては犬歯牽引が多
く，その他に歯根吸収歯の抜歯，埋伏犬歯の抜歯
があった。
犬歯の埋伏は隣在歯の歯根吸収を引き起こすこと

があり，早期の発見と治療が重要であると言える。
早期発見とよく管理された外科的処置および矯正治
療で，埋伏した上顎犬歯は萌出することができる。
しかしながら隣在歯の歯根吸収も多く，歯根吸収歯
の保存の可否や，犬歯抜歯について検討を要すると
いえる。今回，犬歯の埋伏については発生頻度，原
因，処置方針，隣在歯の根吸収の有無などを調べた
が，今後，歯根吸収した歯の予後や牽引後の犬歯の
予後についても調査する必要があると思われる。

本論文の要旨は第６８回，第６９回日本矯正歯科学会にて発表
した。（西暦２００９年９月２７日 福岡，西 暦２０１０年１１月１６日 神
奈川）
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Clinical statistics on patients with impacted teeth
at the orthodontic clinic of a university hospital

Yasuko TAZUHAMA，Kennji SUEISHI

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

Key words : Impacted teeth, Clinical statistics, Orthodontic clinic

The purpose of this study was to investigate the incidence of teeth with impaction and eruptive abnor-
malities（impacted teeth），and to understand the diagnosis and treatment method． Among５，１３８patients
who visited our department for diagnosis between １９９８ and ２００８，４５５ patients with impacted teeth were
selected as the subjects for investigation． At the time of diagnosis，４５５ patients showed impacted
teeth，accounting for ８．７% of all patients． Impacted teeth most frequently involved the canines，and
the most common cause was abnormality in the eruption direction． Traction was the most frequently
performed treatment for the impacted teeth． Impacted canines were noted in １５９ of the ５，１３８ patients

（３%），accounting for ３４．９% of the ４５５ patients． Tooth root resorption of adjoining teeth due to
impacted canines was noted in４２patients，adjoining teeth with tooth root resorption were extracted in１５
patients because preservation was impossible，and the impacted canines were extracted in ８ patients．
From this investigation，it is considered necessary to understand that the maxillary canines most fre-
quently show eruptive abnormalities，involving tooth root resorption of adjoining teeth due to the canines
to a certain extent，and promote early detection and appropriate treatment．

（The Shikwa Gakuho，１１４：１５５－１６０，２０１４）
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