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抄録：本研究は上顎埋伏犬歯の三次元的位置関係を
CT画像を用いて評価し，周囲永久歯の歯根吸収の
有無との関連について臨床的統計を行う事を目的と
した。資料は診療録ならびに口腔内写真，デンタル
エックス線写真，パノラマエックス線写真，CT画
像を用い，５０歯を対象とした。上顎埋伏犬歯に関し
てEricson, S ら（１９８８）の研究に準じて sector 分類
による近遠心的な位置の評価と，上顎埋伏犬歯の傾
斜角度と尖頭から仮想咬合平面までの垂直距離，お
よびCT画像による上顎埋伏犬歯の唇舌的な位置の
評価を行い，これらを周囲永久歯の歯根吸収の有無
により２群に分類し統計学的検討を行った。結果と
して上顎埋伏犬歯の位置がより近心位で舌側に埋伏
していると，周囲永久歯の歯根吸収を引き起こす事
が多く，CT画像を用いた上顎埋伏犬歯の三次元的
な位置の評価・診断の重要性が示唆された。

緒 言

矯正歯科臨床において上顎犬歯の埋伏に遭遇する
ことは稀ではない。埋伏した上顎犬歯は周囲永久
歯の歯根吸収１，２）や転位，歯の萌出障害を引き起こ
し３－５），咬合関係へ及ぼす影響は大きく，早期に適
切な診断と処置を行うことが重要である。周囲永久
歯の歯根吸収は，歯根表面の吸収のみであれば開
窓・牽引を行い吸収窩から埋伏歯をはずすことによ
り自然に修復されることもある６）。しかしながら，

歯の埋伏についての自覚症状は乏しく歯科医院受診
時や定期健診で偶然発見されることが多いため，歯
根吸収が象牙質まで及び重症化し抜去せざるを得な
い場合もある７）。

この様な併発症を避けるためにも埋伏犬歯を正し
く診断することが重要であるが，コーカソイドとモ
ンゴロイドでは人種差が報告されており８），コーカ
ソイドでは舌側に多くモンゴロイドでは唇側に多い
とされている。しかし従来の口内撮影法やパノラマ
撮影法では，埋伏歯の三次元的な位置や周囲永久歯
の歯根吸収の判断に困難な場合があった。

本研究の目的は CT 画像を用いて上顎埋伏犬歯の
三次元的位置と，周囲永久歯の歯根吸収との関連に
ついて検討することである。

研究対象及び研究方法

平成１０年から２３年までに東京歯科大学矯正科に来
院し，上顎埋伏犬歯を有すると診断された１７８名を
調査対象とした。このうち資料の揃った５０歯に関し
て，診療録ならびに口腔内写真，デンタルエックス
線写真，パノラマエックス線写真，CT 画像を用い
て上顎埋伏犬歯の位置と周囲永久歯の歯根吸収につ
いて調査した。

調査項目に関しては初診来院時の年齢，性別と
し，評価項目に関しては上顎埋伏犬歯の唇舌的な位
置，近心傾斜角度，咬合平面からの距離，周囲永久
歯の歯根吸収の有無とした。

上顎埋伏犬歯の唇舌的位置については CT 画像の
スライス像・三次元画像を用いて判定した。上顎埋
伏犬歯尖頭が，隣接する上顎中切歯または側切歯の
歯冠厚径の中央よりも唇側に位置する場合を唇側，
舌側に位置するものを舌側と判定した。周囲永久歯
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の歯根吸収に関しても CT 画像のスライス像・三次
元画像を用いて三次元的に判定した。

次に，Ericson の sector 分類４，５）に準じて上顎埋伏
犬歯の近遠心的位置，近心傾斜角度，咬合平面から
の距離を評価した。すなわちパノラマエックス線写
真上で，上顎埋伏犬歯尖頭と側切歯，中切歯歯根の
重なり程度を，尖頭が乳犬歯に近い方から S１，
S２，S３，S４，S５の５段階に分類し評価した（図
１）。

また，上顎埋伏犬歯の歯軸と正中線とのなす角を
近心傾斜角度，上顎埋伏犬歯尖頭から仮想咬合平面
までの直線距離を垂直距離とし５），計測した（図２）。

加えて，上顎埋伏犬歯を周囲永久歯の歯根吸収の
有無により２群に分類し，両群と上顎埋伏犬歯の唇
舌的な位置について χ２検定を，また両群と上顎埋
伏犬歯の傾斜角度，両群と尖頭から仮想咬合平面ま
での垂直距離についてそれぞれ t 検定を，Ericson

の sector 分類について Wilcoxon の検定を行った。
また，本研究は東京歯科大学倫理委員会にて承認さ
れている（承認番号第５４７番）。

結 果

１）初診来院時の年齢について
初診来院時の平均年齢は１４．８歳であった。初診来

院時年齢は９歳から１８歳までに分布しており，１３歳
が一番多く，次いで１２歳と１４歳が多かった（図３）。
２）性別について

５０歯のうち，埋伏犬歯の１５歯（３０％）が男性，３５歯
（７０％）が女性に存在していた。今回の調査では女性
に多かった（図４）。
３）唇舌的な位置について

唇側に位置していたものが２３歯（４６％），舌側に位
置していたものが２７歯（５４％），であった。また，
ちょうど中央に位置するものは確認されなかった。

図３ 対象とした上顎埋伏犬歯を持つ患者の初診来院時年
齢の男女別分布

図１ 上顎埋伏犬歯の近遠心的評価に用いた Ericson の
sector 分類（Ericson, S.７）らより引用）

図２ 上顎埋伏犬歯の近心傾斜角度と仮想咬合平面までの
垂直距離計測法（Ericson, S.７）らより引用）
OL：仮想咬合平面 α：上顎埋伏犬歯の近心傾斜角
d１：埋伏犬歯から仮想咬合平面までの垂直距離

図４ 対象とした上顎埋伏犬歯を持つ患者の男女比
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今回の調査では両者の出現頻度に有意差はなかった
が，舌側に位置しているものがやや多かった（図５）。
４）上顎埋伏犬歯の sector 分類について

sector１が８％（４歯），sector２が１０％（５歯），
sector３が３０％（１５歯），sector４が３２％（１６歯），
sector５が２０％（１０歯）であり，sector４に分類され
たものが最も多く，次いで sector３に分類されたも
のが多かった（図６）。
５）周囲永久歯の歯根吸収について

周囲永久歯の歯根吸収が見られたものは３９歯，見
られなかったものは１１歯であり，歯根吸収している
ものの方が多かった。

上顎埋伏犬歯の唇舌的な位置について χ２検定を
行ったところ，上顎犬歯が舌側に埋伏している場合
で歯根吸収の割合が有意に増加していた（P＝０．００７）

（表１）。

Ericson の sector 分類と周囲永久歯の歯根吸収と
の有無との間で Wilcoxon の検定を行ったところ，
歯根吸収がある群が sector 分類でより大きい sec-
tor を示していた（P＜０．００１）（表２）。

上顎埋伏犬歯の尖頭から仮想咬合平面までの垂直
距離に関しては，周囲永久歯の歯根吸収が見られた
ものでは平均１７．２mm，歯根吸収が見られなかった
ものでは平均１６．９mm であった。

上顎埋伏犬歯の近心傾斜角度に関しては，歯根吸
収がある群では平均３９．８°，歯根吸収がない群では
平均３２．２°であった。これらと周囲永久歯の歯根吸
収との有無との間で t 検定を行ったところ，両者と
も有意差は認められなかった（表３）。

考 察

Ericson ら９）は，上顎埋伏犬歯を有する患者は９
歳をはじめとして１１～１２歳で最も多いと報告してい
る。本調査では初診来院時の平均年齢は１４．８歳であ
り初診来院時年齢では１３歳前後をピークとしてお
り，この報告を指示するものであった。また，
Noda１０）や Salzmann１１）らは埋伏犬歯を有する患者の
男女比に関して，女性に多いと報告している。本調
査でも同様の結果を示していたが，これは歯の発育

表１ 上顎埋伏犬歯の位置と周囲永久歯の歯根吸収の関係
－唇舌的位置－

唇側 舌側

歯根吸収あり １４ ２５＊

歯根吸収なし ９ ２

χ２＝７．２８４ ＊：P＝０．００７

表２ 上顎埋伏犬歯の位置と周囲永久歯の歯根吸収の関係
－Ericson の sector 分類－

Sector 分類 １ ２ ３ ４ ５ 計

歯根吸収あり １ ３ １２ １４ ９ ３９＊

歯根吸収なし ３ ２ ３ ２ １ １１

中央値：４．００ ４分位範囲：４．００ ＊：P＜０．００１

表３ 上顎埋伏犬歯の位置と周囲永久歯の歯根吸収の関係
－近心傾斜角度と咬合平面までの垂直距離－

歯根吸収あり
平均値（SD）

歯根吸収なし
平均値（SD） P 値

距離 １７．２（±７．８） １６．９（±５．９） ０．９０２

角度 ３９．８（±２１．３） ３２．２（±２６．２） ０．３９２

図６ 対象とした上顎埋伏犬歯の sector 分類内訳図５ 対象とした上顎埋伏犬歯の唇舌的位置の割合
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には性差があり，女性では歯胚の完成時期が早いが
顎骨は小さいという形態的な要因や，家族性に発生
することが報告されていること１２）などから遺伝的な
要因も関与していると考えられる。

周囲永久歯の歯根吸収は側切歯に３８％，中切歯で
４３％に生じるとされている９）。本調査では５０歯中３９
歯と全体の７８％に周囲永久歯の歯根吸収が認められ
た。

横川ら１３）は上顎埋伏犬歯による周囲永久歯の歯根
吸収は根側面での吸収が最も多いと報告している
が，従来の口内撮影法では歯根側面の吸収を正確に
判断するには困難な場合があった。また Bjerklin
ら１４）は従来のエックス線写真を用いた診断後に CT
撮影を行い，再度治療計画を立案したところ撮影前
のオリジナルプランから変更された割合が全体の半
数近くに及び歯根吸収の発見が約５０％向上すると報
告している。CT による画像診断を用いた本調査で
歯根吸収の割合が従来の報告よりも高かったことは
これを支持していると考えられる。

Ericson の sector 分類では，歯根吸収がある群の
方が sector 分類でより大きい結果を示した。これ
は Ericson４）が報告しているように上顎埋伏犬歯が
より近心位に位置している方が周囲永久歯の歯根吸
収を引き起こしやすいことを示している。また，上
顎埋伏犬歯の傾斜角度と尖頭から仮想咬合平面まで
の垂直距離に関しては歯根吸収の有無との間に有意
差を認めなかった。角度や距離が大きいほど犬歯が
埋伏し自然萌出しない可能性は高くなる１２）が三次元
的な位置が関係するため，それが必ずしも歯根吸収
を引き起こすとは限らないと考えられる。

上顎埋伏犬歯の位置に関して，Peck ら８）は白人の
方がアジア人より埋伏犬歯を有する割合が高く，白
人では埋伏犬歯尖頭が舌側に向けて位置している割
合が高く，アジア人は唇側に位置している割合が多
いと報告している。また，Kim１５）や Zhong１６）らも，
アジア人では埋伏犬歯が唇側に位置しているものが
多いと報告している。これは短頭型のアジア人で
は，長頭型の白人と比較して上顎骨や鼻腔の形態が
前後的に短く幅径が大きいことが影響しているため
と考えられる。本調査では唇側が２３歯，舌側が２７歯
と両者に差はほとんど見られず，むしろ舌側に位置
しているものが多かったが，これは本研究の対象者

が大学病院に紹介された患者で，診断として CT 撮
影を必要とするものを選択したため，より重症化し
たケースが多くなったためと考察される。

上顎埋伏犬歯の唇舌的な位置関係と周囲永久歯の
歯根吸収との関連について χ２検定を行ったとこ
ろ，上顎犬歯が舌側に埋伏している方が歯根吸収の
割合が有意に増加していた。上顎犬歯は前歯部と側
方歯部の間に位置しており萌出順序が遅い。萌出ス
ペースが十分に確保できずに歯胚が唇側に位置して
いる場合は，低位唇側転位となることが多い。しか
し，上顎犬歯の歯胚が舌側に位置している場合，萌
出方向は周囲永久歯の歯根が存在する近心唇側方向
に向かうために，唇側に埋伏する場合と比較して周
囲永久歯の歯根吸収を引き起こしやすいと推測され
る。

犬歯の萌出障害を放置すると，顎運動時の機能異
常や審美的問題を生じるだけでなく周囲永久歯の歯
根吸収を引き起こす危険性があるため，埋伏犬歯の
位置や周囲永久歯の歯根の状態を正しく診断し早期
に適切な治療計画を立てる必要がある。日本人小児
の上顎犬歯平均萌出年齢は男児で１０歳１０か月，女児
で１０歳２か月であるので１７）個々の歯列の発育と照ら
し合わせた上で，犬歯萌出開始年齢付近になっても
乳犬歯の動揺がなく，犬歯の膨隆が触知できない場
合は，埋伏を視野に入れデンタルエックス線写真や
パノラマエックス線写真による検査を行い，必要に
応じて CT 撮影を追加して萌出障害や周囲永久歯の
歯根吸収に対処すべきである。

今回の調査により犬歯の位置がより近心位または
舌側に埋伏していると周囲永久歯の歯根吸収を引き
起こすことが多く，また，CT による画像診断を用
いると歯根吸収している歯の割合も従来の報告より
も高くなった。CT による画像診断は，上顎埋伏犬
歯の位置だけではなく周囲永久歯の歯根吸収の有無
や程度を正確に把握することができるため１８－２１），今
後は従来のデンタルエックス線写真やパノラマエッ
クス線写真に加えて CT 画像を用いることでより正
確な診断を行うことが推奨される。

結 論

今回の調査から，上顎犬歯の埋伏位置がより近心
位で，また舌側に埋伏していると周囲永久歯の歯根
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吸収を併発する可能性が高いことが示された。埋伏
犬歯の三次元的な位置や歯根吸収の有無について
CT 画像を用いて正確に評価，診断することの重要
性が示唆された。
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The three-dimensional position of impacted maxillary canine and
its relation to root resorption of adjacent permanent teeth utilizing CT

Naoko YOSHIDA，Kenji SUEISHI

Department of Orthodntics, Tokyo Dental College
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The purpose of this study was to assess the three-dimensional position of impacted canines in the max-
illa utilizing CT，and conduct clinical research on its relationship with the presence or absence of root re-
sorption of adjacent permanent teeth． Medical records，intraoral photographs，dental radiographs，
panoramic radiographs，and CT images of５０canines were used． To estimate the accuracy of determin-
ing the position of impacted canines，we assessed the inclination as well as mesiodistal and vertical posi-
tions according to the study by Ericson S et al.（１９８８）． Labiolingual positions of impacted canines in the
maxilla were evaluated by CT and classified into two groups based on the presence or absence of root
resorption of adjacent permanent teeth． As a result，the impacted canines in the maxilla，in more me-
sial and lingual positions，tended to cause the root resorption of adjacent permanent teeth． This indi-
cated the importance of the assessment and diagnosis of three-dimensional positions of impacted canines in
the maxilla utilizing CT． （The Shikwa Gakuho，１１４：３３３－３３７，２０１４）
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