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は じ め に

永久切歯交換期にみられる特徴的な排列状態と

して，上顎中切歯ならびに側切歯の歯軸が遠心傾

斜し，切歯は扇状に排列し正中離開がみられる“み

にくいアヒルの子の時代”１）や下顎乳切歯脱落前

に永久切歯がその舌側に萌出し，乳歯と永久歯が

階段状に排列する“エスカレーター様萌出”があ

る。保護者および患児はこれらの排列状態を不正

と判断し，治療や相談を希望して本学小児歯科に

来院することがある。一般的にはこれらの排列状

態は不正ではなく，正常な排列状態であることが

多い。しかし，各症例において生理的な成長発育

の一過程であるのか不正なのかを見極めなければ

ならない。そのため十分な診査を行い，これらの

一時的な排列不正の自然的改善を阻害する要因が

関与していないことを確認することが大切であ

る。もし何らかの原因が存在する場合には早期に

除去し，適切な処置を行うべきである。

永久切歯の正常排列および被蓋を阻害する要因

には，永久切歯自体に原因する場合，先行乳切歯

に原因する場合，上下顎の発育異常あるいは歯牙

と顎の不調和，口腔軟組織の形態ないし機能の異

常に大別できる。これらの要因は単独にあるいは

重複して永久切歯の排列不正の原因となってい

る。従って，複数の症例において，現症としての

永久切歯の排列不正が同様であっても，係わる要

因が異なる場合，その処置法も当然異なってくる

ことから，関連するすべての要因について十分な

診査を行い，正しい診断の下に適切な処置を進め

ることが望ましい。ここで言う処置には，次のス

テージである側方歯群部の交換期を考慮し，経過

観察が最適な処置である場合が含まれていること

を忘れてはならない。本稿では，切歯交換期の咬

合誘導処置と切歯萌出期に好発する外傷永久切歯

の処置について概説する。

１．切歯交換期の咬合誘導

切歯交換期に処置対象として比較的高頻度で見

られる切歯部の不正には以下のものがある。

１）下顎切歯の叢生

前歯部歯槽部の前方および側方発育，乳犬歯間

幅径の拡大等の切歯排列の調節機構が十分機能す

る前に永久４切歯が萌出した場合や，乳歯列期の

不正咬合，口腔機能異常による歯槽部や歯列弓形

態に異常がある場合には，萌出中の永久切歯の排

列余地不足を生じ，切歯の叢生を招く。また，歯
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槽部の大きさと歯牙の大きさの不調和による切歯

部叢生の原因として，本講座の研究結果２）では，

側切歯の歯冠近遠心幅径が大きいことが明らかで

あり，しかも，この時期の切歯部叢生歯列は永久

歯列完成時に叢生歯列となるケースが殆どであ

る。特に乳犬歯の早期喪失例ではその確立は更に

大となることから，側切歯の舌側萌出による乳犬

歯の早期抜歯は避けねばならない。

本講座の研究結果３）では，切歯排列完了時に４

切歯間に重なりがみられる叢生歯列において，側

切歯が乳犬歯の唇側にあるものは，乳犬歯の舌側

にあるものよりも永久歯列完成時に叢生歯列には

成らず，正常歯列に移行する確立が高いことが判

明している。すなわち，この時期の重なり型歯列

では側切歯と乳犬歯の位置関係が将来の永久歯列

の排列状態に係わりが大であることを報告してい

る。

処置開始に先立ち，混合歯列分析を行い，切歯

および側方歯の排列に要求されるスペース量を確

認する。また，今後の顎の発育予測を行い，排列

余地は確保されているが乳犬歯間距離の拡大等の

遅れに因る一時的なスペース不足に対しては，乳

犬歯近心面のディスキングにより叢生の解消を計

る。排列余地不足の症例では，歯列弓の側方拡

大，連続抜歯や永久歯の便宜抜歯が必要となる

が，現在の叢生状態の軽減を目的にディスキング

を行い，経過観察することが望ましい。

２）上顎切歯の萌出の位置，方向および時期の異

常

� １～２歯の逆被蓋（唇舌的位置異常）

永久切歯１～２歯の逆被蓋の多くは局所的原因

で成立しており，上下顎骨の前後的関係は正常な

ものが多く，その原因が上顎にあることが多い。

萌出初期の逆被蓋は原因の除去のみで自然治癒す

ることが多いが，被蓋状態が深く，しかも対合歯

との接触が強い場合は，対合歯の動揺，歯齦退縮

を招く他，逆被蓋状態が継続すると骨格性の反対

咬合に移行する場合があるので早期処置が望まし

い。

処置にはカンチレバースプリング，エクスパン

ジョンスクリュー，ピストンスプリングなどの

フォースシステムを付加した可撤性床型装置（図

１）や舌側（口蓋）弧線装置が用いられる。なお，

逆被蓋状態が歯性か骨格性かの鑑別が必要であ

る。Ｘ線セファログラム分析，歯列模型分析の結

果，上下顎間関係に形態的な問題はなく，歯牙と

歯槽基底部のディスクレパンシー量が僅かであ

り，１～２本の切歯が転位して生じた逆被蓋症例

の場合には，積極的に処置を行うのが望ましい。

しかし，遺伝要因が疑われる症例については矯正

歯科専門医に管理および治療をゆだねるべきであ

る。

� 近遠心的位置異常

正中離開は生理的なものが多い４）が，時に過剰

埋伏歯の存在，側切歯の矮小歯，側切歯の先天性

欠如等が原因で正中離開を来した症例，または，

原因となる因子が存在せず，切歯歯軸が遠心傾斜

していない症例，離開程度が著しい症例では，正

中離開が解消されなかったり，側切歯の萌出位置

異常の原因となるため，処置が必要となる。

� 萌出遅延

臨床において歯牙の萌出遅延と埋伏を区別する

ことは困難であるが，本講座では標準的な出齦時

期を著しく過ぎても未だ口腔内に萌出してこない

歯牙，反対側同名歯の出齦時期から大きく遅れて

いる未出齦歯，あるいは前歯部においては出齦順

序に錯誤が生じ出齦が遅延している歯牙等におい

て，将来歯列咬合に異常を来すと診断された歯牙

で，しかも歯根未完成歯を萌出遅延歯と定義して

いる５）。なお，歯根の完成状態を考慮しながら，

反対側同名歯の出齦から６か月以上経過しても出

齦しない歯牙に対して処置の可否を決定してい

る。原因には，永久歯歯胚の先天的位置異常，乳

歯の外傷による歯胚の位置異常，萌出性嚢胞や濾

胞性歯牙嚢胞などの嚢胞の形成，過剰歯，歯牙腫

の存在，乳歯の歯根吸収不全や骨性癒着による晩

期残存，隣在歯の転位による萌出余地不足，歯齦

粘膜の繊維性肥厚，先天性あるいは外傷などによ

る歯牙の形態異常，上唇小帯の付着位置異常など

が挙げられる。

８７８ 関口，他：少子社会における小児期の口腔健康管理

― 2 ―



上記の原因により歯牙が萌出遅延の状態にあ

り，外科的処置を含む適切な処置により将来萌出

させることが可能であり，また口腔内において機

能させることが臨床的に価値があると判定される

萌出遅延歯に対しては，外科的咬合誘導法，すな

わち原因の除去，開窓法，牽引法ならびに抜歯，

経過観察などの方法が適応される。

処置方針をたてる場合，原因の除去あるいは開

窓法のみでよいか，牽引法が必要かどうかを判断

するに際しては，診査用模型や各種Ｘ線写真を用

いて，歯牙の萌出方向，歯根の完成程度および萌

出余地の有無について精査する。すなわち，歯牙

が正常な萌出方向に位置し，歯根が未完成で歯牙

の萌出力が期待でき，十分な萌出余地が確保され

ていれば，原因の除去を行って開窓法を施すこと

により，自然に萌出し正常歯列内に排列すること

が期待できる。しかし，これら諸条件が満たされ

ず，歯牙の位置異常や歯根の彎曲が認められる場

合には，牽引法あるいは抜歯を選択することにな

る。牽引法を行うことにより歯牙を誘導しうる基

準としては，その歯牙の歯軸が正常に排列した場

合の歯軸に対して９０度以内にあること，また歯根

の彎曲が認められた場合，その彎曲が６０度以内で

あることが条件として挙げられる。さらに牽引法

を施すに際しては，歯牙の誘導のための空隙が確

保できること，外科的侵襲が少ないこと，またそ

の後の牽引操作を行う上で，障害となるものがな

いことが必要な条件となる。

�原因の除去
萌出遅延の状態にある歯牙が未だ萌出力を有す

ると診断された場合，萌出遅延の原因と考えられ

る因子を外科的に除去し，その後歯牙が自然に萌

出し，将来正常歯列内に排列することを期待する

方法である。すなわち，晩期残存乳歯の抜歯，過

剰歯の抜歯，嚢胞の摘出，腫瘍の摘出，肥厚した

歯齦粘膜の除去，小帯の付着位置異常の整形術な

図１ 上顎両側中切歯の逆被蓋（ピストンスプリングを
付加した可撤性床型咬合誘導装置の使用）
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どが挙げられる。

�開窓法
歯牙の萌出を阻害していると思われる原因を取

り除いた後，萌出方向に相当する歯槽頂部の歯齦

粘膜を切除し，また歯牙が歯槽骨で被われている

場合には，歯齦粘膜の切除と同時に骨を除去し，

歯冠の切端部あるいは咬合面部を露出させ，歯牙

の萌出を促進させる処置法である（図２）。

�牽引法
歯根が既に完成し萌出が期待できない歯牙や，

位置異常のために萌出方向が異常な場合に，開窓

法を行った後，矯正力を加えることによって，歯

牙を牽引して萌出させ誘導する方法である。牽引

法を施すに当っては，処置を行う前に歯牙を牽引

するための咬合誘導装置の設計，製作を行い，場

合によっては萌出余地の確保を予め行った後，外

科的に露出させた歯牙にブラケットを接着し，牽

引力を与えるようにする（図３）。

３）口腔習癖に因る開咬と処置

吸指癖，舌突出癖，異常嚥下癖は相互に関連

し，上顎前突や開咬の原因となる。あるいは，開

咬が舌突出癖等の口腔習癖の発生原因となってい

ることもあり得る。いずれにせよ口腔習癖の継続

は不正咬合をさらに悪化させるために，習癖の除

去と機能訓練が必要である。舌突出癖や異常嚥下

癖では舌が前方に突出し，正常な嚥下が困難な場

合はタングクリブなどの装置を使用する。このタ

ングクリブは舌の前方への突出を防止し，嚥下中

に舌尖部が口蓋皺襞に接するように舌を訓練する

ためのものであり，その結果，舌は正しい位置と

正常な嚥下運動を学習するというものである（図

４）。半年から１年使用して改善がみられない場

合は他の治療法を考慮すべきである。

４）早期喪失永久切歯部の保隙および空隙回復

切歯萌出に外傷等で永久切歯の喪失が生ずる

と，隣接歯の喪失部への移動が急速に起こるため

図２ 上顎左側中切歯の萌出遅延（開窓法）
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に，喪失後直ちに保隙を行わなければならない。

空隙の縮小がある場合には，空隙回復処置後，保

隙を行う。保隙には可撤性床型装置や接着ブリッ

ジが応用される（図５）。

２．永久歯の外傷

近年，スポーツや遊戯の多様化，また交通事

情，家屋構造などの生活環境の変化により，小児

の歯牙の外傷が増加傾向にある。成長発達期にお

ける小児の歯牙の外傷は歯列や咬合の発育に影響

を与える可能性が高く，適切な診断と処置が必要

である。臨床的に可能なかぎり外傷受傷歯牙の保

存に努めなければならない６）。

１）永久歯外傷の発現状況

永久歯の歯牙外傷を主訴として本学小児歯科臨

床に来院した患児についてみると，年齢的には７

歳から１０歳の間が圧倒的に多く，９歳が最多で

あった。男児は女児の約２倍の発生頻度である。

部位別にみると上顎中切歯が７８％と最も多く，次

いで，下顎中切歯，上顎側切歯である。

２）受傷原因

転倒，衝突，打撲などが多く，交通事故や殴打

あるいはスポーツ中などの受傷もみられる。

３）受傷状態

歯冠破折が６０％と最も多く，次いで，転位（歯

牙陥入，挺出，唇舌的変位）が２２％，脱落，動揺

がそれぞれ４％であった。外傷時の歯根形成状態

と受傷状態の関係をみると歯根未完成の歯牙では

動揺，脱落，転位が多く，歯根形成が進行した歯

牙では破折が多い。このことは萌出後間もない歯

根未完成歯では歯槽骨などの歯周組織がまだ脆弱

で，外力が加わった場合に脱臼を起こしやすく，

より強固な歯周組織をもつ歯根完成歯では歯冠破

折または歯根破折を起こしやすいことを示唆して

いる。

図３ 上顎右側中切歯の萌出遅延（開窓・牽引法）
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４）受傷状態と処置法

受傷状態別にみた処置法については，乳歯の場

合と基本的に同一であり，本シリーズの「３．乳

歯列期における口腔管理」に記載の乳歯外傷に対

する処置方針を参照されたい。

� 外傷歯に対する歯髄除去療法

外傷による歯冠破折に伴う歯髄の損傷，感染の

ために，歯髄除去療法を施さなければならない症

例でも，その歯牙が歯根未完成であれば，できる

かぎり歯髄を保存し，歯根の完成をはかるため，

歯髄掻爬療法や生活歯髄切断法を実施すべきであ

る。本講座で行った調査では外傷歯に対する水酸

化カルシウム・ヨードホルム製剤（カルビタール）

を応用した生活歯髄切断法の予後は殆どの症例に

おいて良好であり，適応症を適確に選択し，制腐

的に処置が行われるならば生活歯髄切断法は歯冠

破折歯の露髄に対し臨床的に推奨できる処置法と

考える。また，抜髄法を応用しなければならない

症例でも，感染を蒙っていない根端部の歯髄を少

しでも残すことができるならば歯根未完成歯の完

成を期待することができる。

非生活歯となった症例では根管処置を施さなけ

ればならない。根管充填には水酸化カルシウム製

剤を用い，根端孔の硬組織による閉鎖を計る。

� 歯冠破折歯の歯冠修復

外傷による歯冠破折には，琺瑯質が小範囲に破

折した程度のものから，歯頸部付近から破折し，

歯冠が失われるものまで種々のものが存在する。

琺瑯質のみのごく小範囲の破折であれば破折した

鋭縁部を削去し研磨を行えばよい症例もあるが，

大部分の症例では歯冠修復が必要となる。

外傷による歯冠破折は，近遠心側の切端隅角の

どちらか一側あるいは両側を含んでいる場合があ

る。そのため歯冠修復に際してはいわゆる充填に

よる修復が困難であり，被覆冠による修復が必要

となる。ところで，永久歯外傷の好発年齢である

図４ 舌突出癖が原因の上顎前突（舌習癖防止装置の使
用）

８８２ 関口，他：少子社会における小児期の口腔健康管理
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学童期における永久切歯の歯冠破折の場合には，

最終的にはポーセレンジャケット冠，メタル焼き

付けポーセレン冠などによる修復が行われるにし

ても，この時期にこれらの最終的な全部被覆冠修

復を行うことは避けるべきである。その理由とし

て，一つはいまだ歯列・咬合に成長発育に伴う変

化があるため両隣在歯や対合歯との関係が形態

的，機能的に変わるからであり，さらに臨床的に

歯齦が退縮するために歯齦縁の位置の変化が起こ

り，被覆冠のマージンが歯齦縁上に露出し，審美

的あるいは二次齲蝕発生の面で障害が起きやすい

ことがあげられる。このような最終的な全部被覆

冠修復は原則的には２０歳以後に行うべきであると

考える。

永久切歯の歯冠破折歯に対する歯冠修復には，

一般にクラウンフォームを応用したコンポジット

レジン修復が行われる（図６）。

� 歯冠破折永久歯に対する破折片接着法

永久歯の歯冠破折をきたし，破折片を持参する

患児がしばしば来院する。破折片を使って，破折

する前の形態に回復させたいと考えるのは保護者

および患児として自然な思いであろう。この思い

を遂げさせる方法として，破折片接着法がある。

破折片を接着する処置法についてはこれまでに審

美的，強度的，機能的および組織親和性の点から

も臨床的に有用な治療方法であるとするいくつか

の報告７～１１）がある。しかし，一方では，接着した

破折片は脱離する機会が多いことが指摘されてい

る。本講座が行った調査では，破折片が脱離した

症例の多くは，再外傷が原因であった。

本法は歯列・咬合および臨床的歯頸部が安定す

る２０歳頃までの暫間的歯冠修復処置法と考えられ

ているが，破折片の脱落，歯冠変色などの不快事

項の発現を認めず，しかも患児および保護者が満

足している限り，歯質の削去を必要とする永久的

図５ 上顎左側中切歯の早期喪失に伴う空隙の狭窄（カ
ンチレバースプリングを付加した可撤性床型空隙回
復装置の使用）
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歯冠修復を適応する必要はないものと考える（図

７）。

本法の施術に当たって，留意すべき事項を挙げ

ると以下の通りである。

ａ ラバーダム防湿の使用

酸処理後の破折面が唾液，血液などで汚染され

ると歯質とレジンの十分な接着力が得られないた

めに破折片の脱落および変色の原因につながる。

従って，破折面を清潔に保ち，接着レジンの理工

学的性質を十分に発揮させるためにラバーダム防

湿法の使用が必須である。

ｂ 保持形態の付与

保持形態を付与する部位は，破折片においては

髄室角部に設定する。一方，破折歯においては非

露髄あるいは露髄が認められた場合であっても直

接歯髄覆罩を行った場合は，特に保持形態を付与

しない。生活歯髄切断法あるいは麻酔抜髄法を施

した場合は，髄室内に保持を求め，保持力の増強

を計る。破折片の歯質接合部におけるべベル付与

は，周囲歯質との色調の不調和，歯質削去量の増

加を来すことから原則的に付与しない。

ｃ 化学硬化型レジンの使用

化学硬化型レジンは，重合がレジン全体に均一

に進むのに対し，光硬化型レジンは，光りの到達

しにくい接着面深部のレジンが未重合状態になる

恐れがあり，破折片脱落の原因につながる。ま

た，接着強さについては，これまでの報告によれ

ば化学硬化型レジンは光硬化型レジンより優れて

いるといわれている。以上のことから化学硬化型

レジンの使用が推奨される。

ｄ 破折片の保存方法

破折片を受傷当日に接着しない場合は，生理食

塩水中に浸漬し，冷蔵保存する。乾燥保存した場

合，破折片は白濁し，透明感の消失を来し，接着

図６ 上顎両側中切歯歯冠破折歯に対するクラウンフォームを応用したコンポジットレジン修復

８８４ 関口，他：少子社会における小児期の口腔健康管理

― 8 ―



歯との色調が適合しなくなり，審美性を損なうこ

とになる。

ｅ 破折片接着までの期間

破折片接着までの期間が長引くほど，破折歯お

よび隣接歯は傾斜あるいは移動を来し，そのため

に，破折片を接合面に正確に接着することが困難

となる場合がある。従って，破折片は受傷当日も

しくは翌日までには接着するのが望ましい。

ｆ 破折片が脱落した場合の対策

破折片が再外傷などで脱落した場合は，再接着

を試みる。しかし，再三の脱落は破折面が不整と

なり，レジンのみの接着では十分な強度が得られ

ないことがある。その際には，支台築造用ポスト

ピンを応用し，接着強度の増強を計る。また，破

折片と破折歯が接着しない場合は，再接着をあき

らめ，クラウンフォーム応用のコンポジットレジ

ンによる修復を選択する。

� 外傷歯の固定法

歯根破折，動揺，転位，脱落などの外傷を被っ

た歯牙の処置に際して固定が必要となることが多

い。外傷歯の固定法にはいくつかの方法がある

が，受傷状態，外傷歯の歯根状態，周囲組織の状

態，隣接歯の有無，歯牙の萌出状態，歯間空隙の

状態，対合歯との咬合状態ならびに患児の年齢な

どを考慮して選択する。

特に，外傷の好発時期は混合歯列前期から中期に

当たり，乳歯の残存状態や永久歯の萌出状態が症

例によって異なるために，固定源の求め方や固定

法の選択に当たっては各症例に応じて行うことが

重要である。固定法には以下の方法がある。

ａ 結紮線のみを用いる方法

ｂ 結紮線と接着性レジンを用いる方法

ｃ 線副子と接着性レジンを用いる方法

ｄ レジン副子と接着性レジンを用いる方法

図７ 上顎右側中切歯の歯冠破折歯（生活歯髄切断処置歯）に対する破折片接着法
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ｅ バンド，線副子，接着性レジンを用いる方

法（図８）

切歯部の外傷で隣在歯が固定源として用いるこ

とができない場合には線副子を鑞着したバンドを

両側の後方臼歯に合着し，接着レジンを用いて線

副子と外傷歯を接着する方法

ま と め

歯列・咬合不正の処置を希望して来院する患児

について，保護者および患児の要望を十分に考慮

した上で，正確な診断のもとに適切な咬合誘導処

置を施し，不正を改善することは小児歯科医の責

務であると考える。一方，歯列・咬合不正を有し

ているにもかかわらず，その現状を認識していな

い患児および保護者に対しては，咬合誘導の必要

性について啓蒙・普及をさらに一層推進させてい

くことが重要と考える。
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図８ 上顎外傷切歯に対するバンド，線副子，接着性レジンを用いた整復・固定法
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