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臨　床　報　告

両側性に発現した下顎小臼歯部過剰歯の2例

須　賀　ー賢一郎　　原　　　宣　遺　　斉　藤　　　力

東京歯科大学口腔外科学第二講座

(主任代行:野間弘康教授)

柴　　　秀　行　　朝　波　惣-郎

慶庵義塾大学医学部歯科口腔外科学教室

(主任:名波智章教授)

和　光　　　衛

東京歯科大学歯科放射線学講座

(主任:窯柳錦也教授)

年5月14日受付)

年5月29日受理)

抄　録:今回われわれは両側性に発項した下顎小臼歯部過剰厘伏歯の2例を経験したのでその概要

を報吾する｡

症例1は12歳の男性で左側下顎小臼歯部に過剰埋伏歯が認められた.経過観察をおこなっていた

ところ,右側下顎小臼歯部に初診時　　年6月)には認められなかった過剰埋伏歯が　　年には発

現していた｡

症例2は14歳の男性で両側下顎小臼歯部に過剰埋伏歯が認められたため来院した｡ 11歳時

年)に撮影されたⅩ線写真では過剰歯は両側ともに認められなかった｡ 2例とも過剰歯は形態学的

にIiE常小臼歯と戴似していた.過剰歯の発生原因は諸説あるが,未だ原因不明である｡本報舎例か

ら過剰歯はなんらかの原因により永久歯胚が過剰に形成された,あるいは本来発育することのない

歯の原蓋が発育して発生したと考えられた｡

辛-ワード:過剰歯,埋伏歯,下顎小臼歯部

緒　　　　ij

一般に過剰歯は上顎切歯部,上顎大臼歯部に

好発し,下顎小臼歯部での発場はまれとされて

いる1)｡また,過剰歯の歯膝形成から歯の形成過

別刷請求先: 〒　　　　千葉市美浜区真砂1-2-2
東京歯科大学口腔外科学第二講座　蛮套賢一郎

程を観察した報吾は極めて少ない｡今回われわれ

は過剰歯族の発現から歯の形成に至るまでの経過

を観察し待た両側性下顎小臼歯部過剰埋伏歯の2

例を経験したのでその概要を報吾するとともに過

剰歯の発生原園について若干の文献的考案を加え

て報吾する｡
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症  例  

症例1  

患 者：12歳，男性。  

初 診ニヰ成5年6月16日。  

既往歴・家族歴二特記事項なし。  

現病雁：ヾ†そ成5年5月下旬，近医歯科でパノラマ  

Ⅹ緑撮影をした際，左側下顎小臼歯部に歯牙様X  

線不透過像が認められたため，東京歯科大学千葉  

病院口腔外科を紹介され受診した。  

現 症：  

全身所見；身長164cm，体重70kg。栄養状態良  

好で，症候群を疑わせる所見は認められなかっ  

た。  

局所所月∴永久歯は智歯を除き今両持ともに萌出  

ほ完了しており，術冠の形態や付置兜常，歯列弓  

の異常は認められなかった。  

X線所見；初診時′りラマⅩ綿写真において左側  

下顎第二小臼歯，第一人臼歯問に歯冠形成の途中  

と思われる過剰歯胚が認められた（写真1A）。ま  

た．軸位岐合型Ⅹ線等質において過剰歯胚は頬舌  

「畑こは左側下顎第二小口術および第一大臼歯の舌  

側に位置していた。  

臨床診断：左側卜顎小臼歯部過剰埋伏歯  

処置および経過：初診時左側過剰埋伏腑は隣在歯  

の歯根および下顎管に近接していると思われ，ま  

た下顎小日賦邦吉側歯厳に炎症症状はなく，自覚  

症状も認められなかったことから過剰埋伏歯の抜  

去をおこなわず，経過観察とした。初診より4年  

6カ月経過後の′リラマⅩ線‘写真では左側過剰蝿  

伏歯の歯冠の形成ははぼ終rし，歯根の大部分も  

完成されていた。また，左側下顎第二′トロ南およ  

び第一大仁l南には過剰歯の発育に起因する歯軸の  

傾斜や歯根吸収などの異常所見は認められなかっ  

た。しかし，過剰歯歯冠周開に嚢胞様Ⅹ繰透過像  

が認められたため抜去を計画した。   

さらに，同じパノラマⅩ線写真で右側ド顎小臼  

歯部に初診時には認められなかった過剰歯が新た  

に発現しているのが認められた（写真1B）。CT  

X繚写真では右側過剰歯は左側と同じく下顎第二  

小臼歯および第 一人臼歯舌側に位置し，術冠の大  

部分が形成され，歯の長軸は近遠心方向と思われ  

た（写真2）。平成1岬三3月13日，／こ側下顎小臼歯   

ノ′し】【叫L ∴細  
A：初診叫＝1ご板持）  

B：4年6ケ月経適時（16歳時）  

′jし！2 山伊j】 し′1、㌧こし   

＝埠用ヶ月経脚甘  
右側過剰埋伏歯（矢印）  

左側過剰埋伏歯（矢頭）   
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部過剰埋伏歯および滝胞性歯嚢胞の臨床診断のも

とに局所麻酔下に過剰埋伏歯抜歯術を施行した｡

すなわち,下顎犬歯部から第･人臼歯遠心部に至

る舌側歯敵縁に切開を加え,顎舌膏筋を越えるこ

となく粘膜骨膜弁を形成し,剥離翻転したOつい

で,舌側皮質骨を削去した後,病変ならびに歯を

一塊として摘出した｡右側過剰埋伏歯についても

左側と同様に裏胞性変化をきたす可能性があり,

また過剰歯の歯軸方向から隣在歯-の影響を考え

同年7月28[｣,局所麻酔下に過剰埋伏歯抜歯術を

施行した｡処置は左側と同じく舌側よりおこな

い,歯冠および歯根を分割したのち各々抜去し

た｡両側ともに下歯槽神経血管東および隣在歯の

歯根の損傷は認められず,術後経過は良好であ

る｡

703

摘出物所見:左右過剰歯の歯椴はいずれも未完

成で,歯冠形態は小臼歯に類似しており定型歯

と思われた(写貢3)｡過剰歯と萌山中臼歯の歯

冠の大きさを比較すると過剰歯は左右側ともに

歯冠長径が第　､臼歯と第二小臼歯の中間の大

きさで,歯冠幅径および歯冠厚径はいずれも所

出小臼歯よりも小さな値であった｡なお,萌出

している正常小臼歯は第二小臼歯の歯冠長径を

除き上健2)の計測値よりもいずれも大きな値で

あった(表1)｡

左側摘出物病理検査では歯嚢の-部に過剰歯歯

冠に連続して退縮エナメル上皮に類似した-ない

し二層の上皮裏装を有する=嚢胞壁が認められた

が,その他は正常の歯嚢ならびに歯の組織と特に

異なる所見は認められなかった(写真4)｡

写貢3　症例1　抜去歯写貢
A :右側過剰歯(分割抜去) B :左側過剰歯
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表1症例1の計測値(単位mm)

す す 右 側過剰歯 左側過剰歯

歯 冠 長 径

歯 冠 幅 径

歯 冠 厚 径

歯 牙 全 長

7. 1 8.3 7.2 7. 4 8.3 6. 8

( 7. 26) ( 8. 15) ( 8. 15) ( 7. 26)

7. 8 8. 1 6.2 6. 3 8.2 8. 0

( 7. 17) ( 7.00) ( 7.0 ) ( 7. 17)

9. 2 9.0 7.1 7. 2 8.9 9. 1

( 8. 35) ( 7. 77) ( 7. 77) ( 8. 35 )

ll.0 16. 0

工

写真4　摘出物病理組織像

症例2

患　者:14歳,男性｡

初　診:平成10年8月28日｡

既往歴･家族歴:特記事項なし｡

現病歴:平成10年8月上旬,定期検診のため近医

小児歯科でパノラマⅩ線撮影をした際,両側下

顎小臼歯部に過剰歯が認められたため,慶慮義塾

大学病院歯科口腔外科を紹介され受診した｡

現　症:

全身所見;身長　　　　体重　｡栄養状態は良

好で症候群を疑わせる所見は認められなかった｡
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( )内は上健の計測値
小臼歯は石膏模型上計測

局所所見;両側下顎小臼歯はいずれも萌出してお

り,歯冠の形態や位置異常,歯列弓に異常は認め

られなかった｡また,同部位の歯敵の膨隆や著明

な炎症症状は認められなかった｡

Ⅹ線所見;両側下顎第一,第二小目歯間に過剰歯

胚が各々ひとつずつ認められたO左側過剰歯は歯

冠の大部分が形成され,また右側過剰歯は歯冠の

部が形成されていた(写貢5 A)｡過剰歯は両側

とも頑舌的に下顎骨中央付近で下顎第一,第二小

臼歯歯帳問に位置していたO　下顎第-,第二小臼

歯の歯根の吸収は認められなかった｡

11歳時に撮影されたパノラマⅩ線写貢では両側

下顎小臼歯の歯板はほぼ完成しているが,初診時

に認められた過剰歯胚の形成はこの時期には認め

られなかった(写真

臨床診断:両側下顎小臼歯部過剰厘伏歯

処置および経過:左側下顎小臼歯部歯敵に著明

な急性炎症所見は認められなかったものの患者

は同部位の違和感の発現を訴えたため　　　年

8月28日,局所麻酔下に左側過剰埋伏歯抜歯術

を施行した｡手術は過剰歯が頑舌的に下顎骨の

ほぼ中央付近で下顎第-,第二小臼歯歯根問に

位置していたため,明視野の得られる頑側より

おこなった｡すなわち,犬歯部から第一大臼歯

部までの頑側歯敵縁に切開を加え粘膜骨膜弁を

形成したのち,オトガイ孔置上の骨削去をおこ

ない,エアータービンを用いて過剰歯を3分割
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形成障害による歯胚分裂説7）あるいは歯胚，楯堤  

の過剰形成説即に人別されるようである。過剰歯  

の発生原因を隔世遺伝説とするならばヒトへの進  

化の過程での前段階である原猿領またはl哺乳類の  

′N∃菌の某木蘭式が片顎3歯または4歯であるこ  

とから，理論上＝射ないしは2歯までの過剰歯の  

発矧こついては復古した，あるいは祖先帰りした  

と説明することは叶経である。しかし，小臼歯部  

に3歯以上の過剰歯や過剰犬歯が認められる症例  

については哺乳類よりさらに前の段階にまで遡ら  

なければならないことになり，幾つもの段階を隔  

てての祖先帰りか果たして起こり得るかという点  

で疑問である91（写真6）。一方，歯胚分裂説にお  

いても正常小日南および過剰歯がともに比較的定  

型的な形態と正常範関内と思われる大きさを有し  

ていることが多いことから分裂した歯胚の・方が  

通常の発育過程を経て過剰歯になったとは考えに  

さ判2 ＼ノこし」ニ  

A：初診ヲ、Lj し1】J裁＝い しi：1＝」馴Jf  

し抜上した。術巾．憐在菌の菌根の露出や損傷は  

認められなかった。術後オトガイ神経支配領域の  

知覚異常もなく経過良好である。なお、右側過剰  

翫は白覚旧人もなく，炎症症状の発現もないため  

規／仁ら経過観察巾である。  

考  察   

一般に下触′ト臼歯部における過剰歯の発現はま  

れとされており、その発現頻度は人格 観察方法な  

どによって幾分差があるものの岡本ら3－は0．014％  

であったと報告している。また栃原らj’によると  

過剰歯全体に対する下顎小臼歯部の発現頻度は  

1．5％と比較的まれであると報告している。   

過剰腑の発庄原閃についてはこれまで講説報告  

されているが現在のところ明確な定説はない。発  

生学自勺には1）系統発生の途中における隔世遺伝  

説いわゆる祖先帰り説56’，2）個体発生学的な  

ノ ー l判：ゴうk．j川  
∧ニノ．二側卜制′卜吊れ貼跡柚菊 r封甘  

B：rJ州＝づ頂人i■和肛掛剰崗〔缶1師）   
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くい｡さらに歯列不正を伴わず過剰歯のみが舌側

に萌出していたとする報害が多いことから正常小

臼歯と過剰歯の発育過程には時間的な差があるも

のと推測され,本説に対しても最近では否定的な

見解が多い｡自験例では明らかに正常小臼歯の歯

板が完成されたのちに定型的な形態を肯する過剰

歯が発現したことからこの見解をさらに裏付ける

ものと思われた｡従って過剰歯は多田ら8)が報害

しているように何らかの原因によって過剰の歯魅

が形成されたか,あるいは本来発育をすることの

ない歯の原義の発育により庄ずると考えるのが妥

当ではないかと思われた｡

結　　　　　藷

今回われわれは,両側性に発現した下顎小臼歯

部過剰歯の2例を経験したので又献的考察を加

え,その概要を報害した｡

本論文の要旨は,第32回口本口腔科学会関東地方会
年11月7日,神黍川)において発表した｡
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the Both Mandibular Premolar Region

Kenichiro SUGA, Nobumichi HARA, Chikara SAITO

The Second Depa_rtment of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

主＼　　　つ　っ　:Pt･　　･　　　　　1

Hideyuki SIIIBA, Soichiro AsANAMI

Tjepartment of Dentistry and Oral Surgery, School of Medicine, Keio University

(Chairman : Prof. Tomoaki Nanami)
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･　　　　肌用mPmr.､つ　　　用　　　日　　　　　　　用･　　　′つ･　主

Abstract : This report deals with 2 cases of supernumerary teeth in the both mandibular pre-

molar reglOn. Case 1 was a 121yearl01d male with an impacted supernumerary tooth in the left

mandibular premolar reglOn and another supernumerary tooth in the right mandibular

premolar reglOn that, thoughunobserved in June 1993, was discovered in 1997. Case 2 was a 14

-year-old male with supernumerary teeth on both sides of the mandibular premolar reglOn

which went undetected in a panoramic radiograph taken 3 years earlier. MorphologlCally,

these super･numerary premolars resembled permanent premolars.

The causes of supernumerary teeth remain unclear, though　various views have been

advanced. This report discusses possible causes and suggests that either stimulation of

excessive growth of the permanent-tooth embryo or occurrence and growth of teeth outside

normal standards may produce the phenomenon. (The Shihu)a Gahuho, 99 : 701-707, 1999)
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