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抄録：低位あるいは埋伏乳歯は，日常の小児歯科臨
床において時折遭遇する疾患である。通常，乳歯の
埋伏歯への対応としては，骨性癒着のために萌出す
る可能性が少ないことや後継永久歯への影響を考慮
して早期の抜歯が選択される場合が多い。今回，わ
れわれは５歳９か月児の上顎右側第二乳臼歯が半埋
伏している症例に遭遇した。当該歯の歯根は年齢に
反して未完成であったため開窓術を試みたところ，
萌出が認められた。さらに，後継永久歯である上顎
右側第二小臼歯の位置異常にも改善傾向が認められ
た。これらの結果は，埋伏あるいは半埋伏状態にあ
る乳歯が歯根未完成であった場合，第一選択肢とし
て開窓術を試みることの有用性を示唆していると考
えられる。

緒 言

乳歯の萌出障害は小児歯科臨床で時折遭遇する疾
患であり，できるだけ早い時期に対応する必要があ
るが，発見の遅れや不用意な経過観察によって，後
継永久歯の発育や永久歯列に重大な障害をもたらす
ことも多い１）。

今回，われわれは５歳９か月児の上顎右側第二乳
臼歯が歯根未完成で歯冠の一部のみが口腔内に露出
し，後継永久歯である上顎右側第二小臼歯歯胚の位
置異常を併発している症例に遭遇した。この歯に対
して開窓術を施したところ，咬合平面に達するまで
萌出し，さらに上顎右側第二小臼歯歯胚の位置異常

にも改善傾向が認められたので報告する。
なお，本症例の論文掲載について同意を得てい

る。

症 例

患児：初診時年齢 ５歳９か月 男児
初診時主訴：上顎右側第二乳臼歯の萌出不全
既往歴・家族歴：特記事項なし
現病歴：近医にて，４歳１０か月時に上顎右側第二乳
臼歯の萌出遅延を指摘され，６か月間経過観察して
いたが，その後，放置していた。５歳６か月時に定
期検診のため受診した別の近医にて再び同じ指摘を
受けた。１か月間の経過観察を行うも状態の変化が
認められないため，翌月に同医より当科を紹介され
来院した。

現 症

全身所見：特記事項なし
口腔内所見：上顎右側第二乳臼歯以外のすべての乳
歯が萌出していた。上顎右側第二乳臼歯は近心咬頭
の一部がわずかに認められるものの，歯冠の大部分
が歯肉に覆われていた（図１）。対合歯の挺出は認め
られず，疼痛や咀嚼障害もみとめられなかった。
エックス線写真所見：上顎右側第二乳臼歯の歯冠を
覆う骨は吸収されているものの，歯冠のほとんどが
歯槽骨内に存在し，歯根の形成は遅延していた（図
２ａ）。後継永久歯である上顎右側第二小臼歯の歯
胚は上顎右側第二乳臼歯の上部には認められず，そ
の位置は偏位し，上顎右側第一乳臼歯の上部，上顎
右側第一小臼歯歯胚に近接した位置に観察された

（図２ｂ）。
診断：上顎右側第二乳臼歯の半埋伏および歯根形成
遅延，上顎右側第二小臼歯歯胚の位置異常
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治療計画：上顎右側第二乳臼歯の歯根形成が遅延し
ていたため，まず上顎右側第二乳臼歯に対して開窓
術を施した後，３～６か月の経過観察を行い，自然
萌出が認められない場合は牽引処置を行うこととし
た。

また，牽引処置を施しても萌出困難，あるいは萌
出後も歯根形成が認められず保存不可能な場合は抜
歯を行い，保隙および上顎右側第二小臼歯の萌出誘
導を行うこととした。

処置および経過（表１）

治療計画を保護者に説明し同意を得て，初回来院
から１か月後に，局所麻酔下にて上顎右側第二乳臼
歯部の開窓術を行った（図３）。上顎右側第二乳臼歯
の歯冠全体を露出させるために電気メスを用いてや
や大きく歯冠を覆う歯肉の切除を行った。続いて，
上顎右側第二乳臼歯の歯冠全体を露出させるため
に，歯冠周囲組織の除去を行った。開窓術後１週間
では歯肉が上顎右側第二乳臼歯の歯冠を再び覆い始
めていたが，開窓術後１か月には，歯冠咬合面遠心

図２ｂ 初診時デンタルエックス線画像
矢印は上顎右側第二小臼歯歯胚を

示す。同歯は偏位し，上顎右側第一
小臼歯歯胚に近接した位置に存在し
ている。上顎右側第二乳臼歯歯根の
形成は遅延している

図２ａ 初診時パノラマエックス線画像
矢印は上顎右側第二小臼歯歯胚を示す。歯冠を覆う骨は吸収されているが

歯冠のほとんどが歯槽骨内に存在している

図１ 初診時口腔内写真（５歳９か月）
上顎右側第二乳臼歯近心咬頭の一部がわずかに認められるが，歯冠の大部分が歯肉に覆

われている
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は歯肉に覆われていたものの，近心の約１／２が視診
で確認でき（図４），２か月後には歯冠咬合面全体が
口腔内に現れ，遠心に認められた歯肉は消失してい
た（図５ａ）。さらに，上顎右側第二乳臼歯の歯根形
成と垂直方向の萌出が認められた（図５ｂ）。萌出傾
向は開窓術後３か月には視診においても明白となり

（図６），開窓術後４か月にはさらに萌出が進み（図
７ａ），上顎右側第二乳臼歯の歯根形成の促進とそ
の後継永久歯である同部第二小臼歯歯胚の遠心方向
への移動が確認された（図７ｂ）。これらのことは開
窓術後５か月に撮影したパノラマエックス線写真画
像においても確認でき（図８），開窓術後６か月には
上顎右側第二乳臼歯と下顎右側第二乳臼歯との咬合
が認められた。ターミナルプレーンについては左右
側ともに近心階段型であった。その後，上顎第二乳
臼歯に予防塡塞を施し，経過観察を行った。開窓術

表１ 処置および経過

年齢 処置内容 上顎右側第二乳臼歯 上顎右側第二小臼歯

５y９m 口腔内検査
エックス線検査

近心咬頭の一部のみ露出
歯根形成は認められない

上顎右側第一小臼歯歯胚の上方に上顎
右側第二小臼歯歯胚を認める

５y９m 口腔内写真
印象採得（診断用）

５y１０m 診断用模型を用いて
治療計画の説明

５y１０m 開窓術

５y１１m 口腔内写真 咬合面（近心１／２）露出

６y０m 口腔内写真
エックス線検査 萌出開始 歯胚はやや遠心方向へ移動

６y１m 口腔内写真 歯冠１／２萌出

６y２m 口腔内写真
エックス線検査 ほぼ咬合平面に達する 歯胚は上顎第二乳臼歯上方付近へ移動

６y３m
口腔内写真
エックス線検査
印象採得

下顎右側第二乳臼歯と咬合

６y４m 口腔内検査
エックス線写真説明

歯胚はさらに上顎第二乳臼歯上方付近
へ移動

６y９m 口腔内検査
予防塡塞 予防塡塞

７y１m 口腔内写真

７y４m 口腔内写真
エックス線検査

歯胚は歯冠を遠心に向けながら上顎右
側第二乳臼歯上方へ移動

７y８m 口腔内写真

８y０m 口腔内写真 ターミナルプレーン：
著しい近心階段型を認める

図３ 開窓術後口腔内写真（５歳１０か月）
上顎第二乳臼歯歯冠より大きく歯肉

を削除し，歯冠全体を露出させた

歯科学報 Vol．１１５，No．５（２０１５） ４２７

― ４５ ―



図５ｂ デンタルエックス線画像
（６歳０か月）
矢印は上顎右側第二小臼歯

歯胚を示す。上顎右側第二乳
臼歯の歯根形成と垂直方向の
萌出が認められる図４ 口腔内写真（５歳１１か月）

上顎第二乳臼歯近心咬頭１／２
が露出している

図５ａ 口腔内写真（６歳０か月）
上顎第二乳臼歯咬頭全体が

露出している

図６ 口腔内写真（６歳１か月）
上顎第二乳臼歯の垂直的な萌出が認められる

図７ｂ デンタルエックス線画像（６
歳２か月）
矢印：第二小臼歯歯胚 上顎右

側第二乳臼歯の歯根形成の促進が
認められる図７ａ 口腔内写真（６歳２か月）

４２８ 熊澤，他：半埋伏の上顎第二乳臼歯の萌出をみた１例
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後１年６か月，上顎右側第二乳歯の歯根形成と上顎
右側第二小臼歯歯胚の位置異常の改善はさらに促進
していた（図９）。現在，開窓術後２年２か月が経過
し，下顎中切歯，側切歯が萌出し，上顎中切歯の交
換中である。また，下顎右側乳犬歯が側切歯交換時
に早期脱落したが，乳臼歯部の咬合は開窓術後６か
月の状態と大きな変化はない（図１０）。

考 察

埋伏乳歯の頻度と原因について
乳歯の萌出障害は永久歯に比べて少なく，萌出障

害症例の３．６％に過ぎないとされている。その中

で，上下顎ともに第二乳臼歯が多く，最も多くみら
れるのは下顎第二乳臼歯で３０．８％，次いで上顎第二
乳臼歯出２６．９％であると報告されている１，２）。また，
工藤らは埋伏乳臼歯の発症率はわずか０．１％である
と報告している３）。日本小児歯科学会の調査による
と上顎第二乳臼歯の萌出時期は男児が２歳５か月±
４か月，女児が２歳６か月±４か月，下顎第二乳臼
歯の萌出時期は男児が２歳３か月±３か月，女児が
２歳３か月±４か月である４）。本症例は，初診年齢
が５歳９か月と上顎第二乳臼歯の平均的な萌出時期
から約３年経過した時点での来院であった。一般的
に，第二乳臼歯の埋伏は平均的萌出時期より上顎第

図８ パノラマエックス線（６歳３か月）
矢印は上顎右側第二小臼歯歯胚を示す。上顎右側第二乳臼歯の歯根形成の促

進とその後継永久歯である同部第二小臼歯歯胚の遠心方向への移動が確認され
る

図９ パノラマエックス線（７歳４か月）
矢印は上顎右側第二小臼歯歯胚を示す。上顎右側第二乳歯の歯根形成と上顎

右側第二小臼歯歯胚の位置異常のさらなる改善が認められる
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二乳臼歯で２年以上，下顎第二乳臼歯で１年以上経
過してから発見されることが多い３，５－１７）。これは，
２～３歳という低年齢では萌出障害が起こっている
かどうかを視診のみで判断することは難しく，診断
に必要なエックス線検査を行うことも困難であるた
めと考えられる。また，低年齢で発見できたとして
も，処置が全身麻酔下以外では困難を極めるため，
歯科医あるいは保護者が処置を躊躇して経過観察を
選択し，後になって再発見されることも多い３，１４）。

半埋伏あるいは不完全埋伏は完全埋伏に比べては
るかに少なく，乳歯では極めて稀であるとされてお
り１，１８），その報告は数少ない３，７，１６）。埋伏あるいは半埋
伏歯の原因は，全身的原因によるものとしては，く
る病，クレチン病，鎖骨頭蓋異形成症などが，局所
的原因としては，１）歯胚の位置および萌出方向の
異常，２）萌出スペースの不足，４）顎骨内の嚢胞
あるいは歯原性腫瘍，５）埋伏歯の大きさや形態の
異常，６）歯肉の肥厚，などが挙げられる１８）。本症
例は，上顎右側第二乳臼歯が半埋伏であった。反対
側同名歯は正常に萌出しており，既往歴や家族歴か
ら全身疾患によるものとは考えにくい。局所的には

１）～４）は認められず，低位乳歯の原因としてよ
く知られている歯根の骨性癒着は初診時に歯根形成
が極めて未熟であったことから否定することができ
る。また，歯根の形成不全は開窓術後の歯の萌出再
開に伴って速やかに形成が進んだことからも原因と
することはできない。

一方で，本症例の模型分析において，各乳歯の
歯冠近遠心的幅径を計測したところ，日本人の平均
値９．３０mm±０．４１と比較して上顎右側第二乳臼歯が
１０．４mm，上顎左側第二乳臼歯が１０．１５mm と２S. D.
を越えて大きく,右側は左側より大きいことが判明
した１９）。また，歯肉の過形成や歯冠周囲過誤腫が原
因で起こる歯肉の肥厚が埋伏歯の原因となることは
よく知られている１４）。これらの事実と開窓術後の速
やかな患歯の萌出を考えると，本症例には埋伏歯の
大きさと歯肉の肥厚が大きく関与していたものと考
えられる。
処置について

乳臼歯の埋伏の処置としては，埋伏歯の抜去と後
継永久歯のための保隙あるいは咬合誘導が一般的で
ある。埋伏乳歯に関する過去の報告でも開窓術のみ

図１０ 口腔内写真（８歳０か月）
ターミナルプレーンについては左右側ともに近心階段型であるが，咬合関係に異常は認められない

４３０ 熊澤，他：半埋伏の上顎第二乳臼歯の萌出をみた１例
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で萌出したものは少なく７，９，１６），牽引処置を必要とし
た症例，あるいは抜歯を選択した症例の報告が多
かった６，１２，１４，１７）。しかし，上顎第二乳臼歯では４～５
歳に開窓術を行うと自然萌出が認められ，６歳～８
歳では牽引処置で乳歯の萌出がみられたという報告
も多い３，９）。１０歳以降に処置を施す場合は第二小臼歯
の萌出時期が近いためか最終的に抜歯が選択されて
いた８，１３）。他方，下顎第二乳臼歯では４～５歳とい
う比較的早期に処置を開始しても牽引処置を必要と
しており，６歳以降になると抜去されることが少な
くない５，７，１０，１１，１４）。一般的に，年齢が高くなるにつれ，
開窓術後の牽引処置や抜歯を選択することが多くな
り，近心に傾斜して萌出した第一大臼歯に対してス
ペースリゲイニングを行う必要が生じる７，１０，１３，１５，１７）。
これは通常，加齢とともに歯根の形成が進み，歯根
が完成すると歯は萌出力を失うとともに，場合に
よっては歯嚢の嚢胞化や歯根彎曲，歯根の骨性癒着
を起こすからである８，１１，１４）。今回の症例は，患児が
５歳９か月で患児の協力度が高かったため処置を行
えたこと，患歯が上顎の第二乳臼歯であったこと，
さらに歯根が未完成であったことが幸いして開窓術
のみで同歯の萌出を導くことができたものと考えら
れる。さらに，本症例では上顎右側第二乳臼歯の萌
出を障害していたと考えられる歯肉を第二乳臼歯の
歯冠外形よりも一層広い範囲で，特に遠心歯肉を除
去し，さらに歯冠周囲の結合組織を確実に除去し
た。やや広範囲に歯肉と結合組織を除去すること
で，上顎右側第二乳臼歯の萌出を促進し，歯肉が再
生するまでの間に十分な上顎右側第二乳臼歯の萌出
経路と萌出時間を得ることができたと考えられる。

以上のことは埋伏した歯の歯根形成量が少ない時
期に開窓を行った場合，特に上顎の乳臼歯は自然に
萌出が起こる可能性が高いことを示唆している。
後継永久歯の位置異常について

乳臼歯の埋伏症例において，後継永久歯（第二小
臼歯）の位置異常が認められた報告は過去にも多数
存在する５，８，９，１２，１３，１７）。その中には，後継永久歯である
第二小臼歯歯胚が第二乳臼歯の咬合面側に存在する
位置異常，第二乳臼歯と第一大臼歯の間に認められ
る位置異常が報告されている８，１２，１７）。小臼歯の歯胚
は先行乳臼歯歯胚の舌側に生じ，上顎では出生時に
乳臼歯の近心舌側咬頭と近心頬側咬頭の間に存在す

る。その後，生後８か月頃には歯冠より浅い咬合面
側に移動し，乳臼歯の歯根が形成され始める生後１１
か月頃には再び小臼歯歯胚は乳臼歯歯冠の舌側に移
動し，乳臼歯が萌出する生後２年頃にはおよそ歯頚
部に，しかも遠心よりに位置している。その後，小
臼歯の発育とともに生後３年頃には乳臼歯の根間を
占め，石灰化を開始する２０）。したがって，小臼歯歯
胚が乳臼歯歯胚の舌側に発生して乳臼歯の根間に位
置するまでの過程で，乳臼歯の正常な萌出が妨げら
れることによって本症例のような小臼歯歯胚の位置
異常が引き起こされると考えられる。そのため，埋
伏乳歯の萌出を促すことで，位置異常を生じた後継
永久歯歯胚の正常な位置への復帰を期待することが
できると考えられる。

また，上顎第二小臼歯の萌出障害について田口ら
は
Ⅰ型：第二小臼歯歯胚の形成位置に異常があるもの

（第二乳臼歯の近心側，あるいは遠心側，口
蓋側に位置するもので，第二乳臼歯の歯根尖
が第一小臼歯上方に位置し，遠心方向への傾
斜異常を伴うものを含む）

Ⅱ型：歯胚の形成方向が近心に傾斜しているもの
Ⅲ型：歯胚の形成方向に頬舌的異常があるもの
と３つの型に分類しているが，そのなかで最も多く
みられるのはⅠ型で６０％，次いでⅢ型が２７％，最も
少ないのはⅡ型で１３％であると報告している１）。Ⅰ
型に分類される症例は，先行乳臼歯の抜去，あるい
は開窓術のみで改善されることが多いとされてい
る。

本症例は，初診時に上顎右側第二小臼歯歯胚は上
顎右側第二乳臼歯の近心根の上方，上顎右側第一小
臼歯歯胚に近接し，低位に位置し，田口らの分類に
よればⅠ型に分類される。第二小臼歯と第二乳臼歯
の位置の逆転や著しい歯胚の位置異常が認められな
かったこと，一部歯冠が露出した半埋伏状態を呈し
ていたことから，生後３年頃までは正常な発育を認
めていたと考えられる。しかし，上顎右側第二乳臼
歯が口腔内に萌出する時期にその萌出が妨げられた
ため，上顎右側第二小臼歯歯胚は発育するスペース
が徐々に狭くなり，近心へ偏位して位置異常を呈し
た可能性が高い。そのため，開窓術後に上顎右側第
二乳臼歯が萌出すると，上顎右側第二小臼歯歯胚の
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発育が促進され，歯胚位置の改善が進んだようであ
る。
今後について

現在，本患者は前歯部の歯の交換は認められるも
のの，第一大臼歯のまだ萌出を認めない。また，
ターミナルプレーンは左右側ともに近心階段型であ
る。これらは上顎第二乳臼歯の歯冠近遠心的幅径が
大きいことと，咬合がややⅢ級傾向を呈しているこ
とによると考えられる。今後は第一大臼歯の萌出誘
導あるいは咬合関係の是正を行っていく必要がある
と思われる。また，上顎第二小臼歯の位置異常は改
善されつつあるというものの，先行乳歯との交換期
には咬合誘導が必要になることも考えられ，萌出後
には歯の形成障害など新たな問題を秘めていること
が懸念される。今後も長期にわたって定期的に観察
し，問題が生じた場合にはできる限り早期に対応し
ていく予定である。

結 論

今回，上顎第二乳臼歯の半埋伏に対して，開窓術
のみを行い，その後自然に萌出させることに成功し
た。さらに，位置異常が認められた後継永久歯であ
る上顎右側第一小臼歯歯胚の位置の改善傾向を確認
した。半埋伏の原因は上顎右側第二乳臼歯の歯冠幅
径が大きかったことと歯冠周囲の歯肉の肥厚が考え
られた。本症例から，早期発見と埋伏歯の発育状態
と位置を適切に診断することで開窓術のみという患
児にとって侵襲の少ない処置で埋伏乳臼歯の自然な
萌出を促すことが可能であることがわかった。埋伏
乳歯は後継永久歯歯胚の位置異常や萌出障害をもた
らすことが多い。早期の治療はこれら埋伏乳歯が後
継永久歯に及ぼす障害の改善にも繋がることが示唆
された。

本論文の要旨は，９th Biennial Conference of the Pediatric
Dentistry Association of Asia（２０１４年８月２４日，Singapore）
において発表した。
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Eruption of a semi-impacted maxillary second primary molar with
surgical exposure : A case report

Kaido KUMAZAWA，Kyoko KAWAKAMI，Seikou SHINTANI

Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College

Key words : impacted second primary molar, permanent successor, surgical exposure, long-term course

Tooth impaction is caused by a failure to erupt of primary or permanent teeth into the dentition within
the desired period． The impaction of primary teeth is relatively rare ; however，pediatric dentists must
choose an appropriate treatment among follow-up，surgical exposure，traction or extraction when they en-
counter the problem． Here，we present a case of tooth impaction and eruption of maxillary second pri-
mary molar，treated by surgical exposure． A ５‐year-old boy visited our clinic with infraposition of the
maxillary right second primary molar． The tooth was incompletely impacted with insufficiently devel-
oped roots，and the succeeding second premolar was dislocated anteriorly． The semi-impacted tooth
was surgically exposed． Six months after treatment，the tooth had reached the occlusal plane，and de-
veloped immature roots． Furthermore，the succeeding premolar germ recovered its normal position af-
ter ２ years．

The result suggested that surgical exposure is effective treatment of impacted primary molars with in-
completely developed roots． （The Shikwa Gakuho，１１５：４２５－４３３，２０１５）
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