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カラーアトラスの解説

全身疾患の随伴症状として歯の萌出不全を伴うも
のには，鎖骨頭蓋異形成症，大理石病，甲状腺機能
低下症などが挙げられている。また，近年その原因
が明らかとなった原発性萌出不全（primary failure
of eruption）は矯正学的な歯の移動が困難であると
いう特徴を有している。本稿では鎖骨頭蓋異形成症
と原発性萌出不全について紹介する。
鎖骨頭蓋異形成症（図１～４）は低身長で，泉門の

開存，頭蓋骨縫合部の骨化遅延，鎖骨欠損と乳歯の
晩期残存，過剰歯，埋伏歯の口腔内症状などを持つ
ものである１）。不正咬合は萌出不全による開咬や上
顎骨の劣成長による下顎前突が多い。責任遺伝子は
RUNX２で，遺伝様式は常染色体優性遺伝である
が，２０－４０％は新たに発症した新生突然変異と言わ
れており，その場合は家族歴を有さない。頻度は２０
万人に１人と言われている。RUNX２は未分化の間
葉系細胞が骨芽細胞に分化する際に必要な遺伝子２）

であり，本疾患の症状が骨形成と歯の発生異常を示
す事は興味深い。治療では，矯正治療の有効性が報
告されており，系統だった治療法をBecker ら３，４）が
報告している。その概要は歯の発育が３年程度遅延
する事から，１０－１２歳頃（Hellmann の歯齢ⅢＡ）に
前歯部の開窓牽引を，１３歳以後に犬歯，小臼歯の開
窓牽引を行なう事で，歯根の彎曲などの問題解決を
はかるとしている。また，セグメントで開窓牽引を
行ない，創の完全閉鎖をはかる事で，手術回数の減
少と術後の負担を軽減している。固定源の垂直的維
持が重要で，固定の喪失は開咬をもたらす事に注意
を要する。また，歯の移動は緩慢であり，治療期間
が長期化する事も事前に説明する必要がある。
原発性萌出不全（primary failure of eruption）（図

５，６）は Proffit and Vig５）が１９８１年に提唱したもの
で，側方歯の開咬を主徴とし，アンキローシスせず
に萌出機構が障害することにより発現するとした。
その病態は，「後方歯が罹患しやすく，近心にある
罹患歯より後方の歯にアンキローシスせずに様々な
程度の萌出の停止がみられる。永久歯だけでなく，
乳歯も罹患する。片側性，両側性に症状は発現する
が，多くは片側性である。罹患歯への矯正力の適応
は正常な歯の移動ではなくアンキローシスと同様の
結果をもたらす。矯正力への正常な反応はなく，良
くて１－２mmの移動である。」としている。２００８
年にDecker E et al６）は家族性の非症候型原発性萌
出不全を呈する４家系を調査し，ヘテロ結合型の副
甲状腺ホルモン受容体１（Parathyroid hormone re-

ceptor１：PTHR１）の遺伝子異常を報告した。今
後，発症メカニズムの解明が進むことを期待してい
る。発生頻度は報告されていないが，Fraier-Bowers
et al ら７）は，臼歯部開咬９７症例を調査した結果，原
発性萌出不全と判断されるものが３９％の割合で存在
したと報告している。臼歯部開咬の発現頻度は低い
ものの，その中で本症が原因となることが多いこと
を示している。治療では，矯正力に対する罹患歯の
反応は期待されないことから，患者にあわせた，
small segment osteotomy から large segment os-
teotomy や罹患歯の surgical repositioning，引き続
く補綴処置が良い結果をもたすと言う報告５）がある。
小林ら８）は，本疾患で下顎前突を示す症例に臼歯抜
歯と外科的治療を組み合わせた結果を症例報告して
いる。本疾患では矯正学的な歯の移動に限界がある
ことを理解し，補綴治療も含めた包括的な治療計画
が必要と言える。
歯の埋伏および萌出遅延への対応は，その原因を

特定する事が重要である。埋伏歯の牽引は多くの場
合有効であるが，骨性癒着を起こしている場合や原
発性萌出不全の場合，矯正治療は困難である事が多
い。診断の重要性を喚起して，結語とする。
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図１ １３歳女子。頭蓋骨の癒合不
全を呈する

図２ １６歳男子。鎖骨の形成不全
を呈する

図３－１，２ ２８歳女性。多数の過剰歯，
埋伏歯を呈する。また，永久歯の萌
出不全による開咬を呈する

図４－１，２，３ 初診時口腔内写真 図４－７，８，９ エッジワイズ装置装着および側方歯牽引

図４－４，５，６ 前歯部の開窓とアタッチメントの付
与。その後，唇側弧線を用いて埋伏歯を牽引した

図４－１０，１１，１２ 装置除去時

図４ １３歳の男子。矯正治療の経過を示す。前歯部の開窓と強固なフレームを持つ装置で
の牽引を行う。次に牽引歯の配列と側方歯群の牽引を行い，咬合の完成を計る

図５－１，２，３

図５－４，５

図５ １６歳の男子。臼歯部開咬と骨格性下顎前突を呈す
る。矯正治療での歯の移動は困難であり，＃２６の抜
歯時に骨性癒着は認めなかった

図６－１，２，３，４

図６ ２３歳男性。臼歯部開咬を認める


