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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

癒合歯は２本以上の歯が結合している歯の形態異
常で，永久歯よりも乳歯で多くみられる。癒合歯の
発現率には人種差があり，日本人における乳歯癒合
歯の発生率は３～４％と，欧米の１％以下に比べ高
率であることがいわれている。

癒合歯は結合した状態から，癒着歯，癒合歯（融
合歯）（＝狭義の癒合歯），双生歯に分類されるが，
この項では狭義の癒合歯について取り上げる。以降
は癒合歯（融合歯）のことを，単に癒合歯と表記する。

乳歯癒合歯では，２歯の後継永久歯のうち１歯が
先天欠如する可能性のあることが指摘されている。
しかし，小児歯科の成書をみても「乳歯癒合歯の後
継永久歯２歯のうち１歯が先天欠如する確率は４０～
５０％である」という程度の記載にとどまり，その関
連は明確となってはいなかった。

著者らはこの点に注目し，乳歯癒合歯と後継永久
歯の状態の関連を明らかにすることを目的に調査を
行った。１９７人の乳歯癒合歯を有する小児（男児９４
人，女児１０３人），２４７歯の癒合歯（男児１２４歯，女児
１２３歯）に対して，乳歯癒合歯の組合せ，後継永久歯
の有無と形態に関して臨床的調査を行った。結果を
以下に簡潔に記載する。

１．乳歯癒合歯の組合せと発生率

乳歯癒合歯は下顎に多く発生し，下顎 BC の方が
下顎 AB よりも発生率が高い。下顎 BC が最も頻度
の高い組合せであり（１０３歯，４１．７％），続いて下顎
AB（９８歯，３９．７％），上 顎 AB（４６歯，１８．６％）と い
う順序になっている。

２．性別による乳歯癒合歯の歯種と
発生率の違い（表１）

乳歯癒合歯全体の発生率の性別による大きな差
はない（男児９４人１２４歯，女児１０３人１２３歯）。しかし
ながら，下顎に発生する乳歯癒合歯の歯種別の発生
率に関しては性別によって有意な差がある。男児で
は下顎 AB が下顎 BC より多く発生し，女児では下
顎 BC が下顎 AB より多く発生する（Fisher’s exact
test : p＜０．００１）。

３．乳歯癒合歯と後継永久歯との関係（表２）

乳歯癒合歯全体としては，後継永久歯２歯のうち
１歯を先天欠如するのは４９．４％であり，後継永久歯
を２歯とも先天欠如するような症例はなかった。さ
らに下顎 BC と上顎 AB には後継永久歯１歯の先天
欠如が認められる確率が高いが，下顎 AB の後継永
久歯が１歯先天欠如する確率は低い。下顎 AB と下
顎 BC および下顎 AB と上顎 AB には，後継永久歯

の先天欠如に関して有意な差が認められている
（Fisher’s exact test : p＜０．００１）。

以下，乳歯癒合歯症例を示し，解説を加えていく。

症例１，２ 下顎AB癒合歯

この癒合型では，後継永久歯の欠如は２割弱にし
か起こらない。しかし，乳歯が癒合歯で近遠心径が
小さいことから，永久歯の萌出スペースは不足する
ことになる。よって，永久歯萌出時に叢生となる可
能性が高い。

症例１は後継永久歯の欠如歯はないが，萌出ス
ペースの不足により側切歯は舌側転位している（図
１）。

症例２は１歳時に乳歯癒合歯を発見している。こ
の時点でレントゲンを撮れなくとも，永久歯の欠如
は２割弱の小児にしか起こらないため，多くの場合
は永久歯萌出期に萌出スペース不足となり，叢生が
起きると予想できることになる（図２）。

症例３ 下顎BC癒合歯

この癒合型では，７割以上の症例で側切歯が先天
欠如する。側切歯が欠如し，３切歯となった場合
は，上顎正中線との不一致，前歯部の上下顎歯列の
不調和が起きる（図３）。

症例４ 上顎AB癒合歯

この癒合型では，２／３ほどの症例で側切歯が先天
欠如する。側切歯が先天欠如をした場合，上顎正中
線との不一致，正中離開が起きる。症例は両側性な
ので正中線の偏位はないが正中離開が起きている

（図４）。

症例５ 上顎AB癒合歯

上顎 AB 癒合歯では１／３ほどは側切歯が存在する
が，矮小歯となることが多く，ときに歯胚の成長が
遅延し，他の歯の萌出を阻害することがある。症例
は左側側切歯歯胚の形成が著しく遅延している。片
側性のため上顎の正中は左側に偏位している。後
に，側切歯歯胚は犬歯の萌出障害の原因となり，歯
胚の状態から正常な機能は営めないと判断し，摘出
した。その後，犬歯は萌出した（図５）。
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表１ 性別による乳歯癒合歯の歯種と発生率の違い

癒合歯の部位
および歯種

男児 女児

（N） （％） （N） （％）

AB ６５ ６６．３％ ３３ ３３．７％

下顎 BC ３１ ３０．１％ ７２ ６９．９％

計 ９６ ４７．８％ １０５ ５２．２％

上顎 AB ２８ ６０．９％ １８ ３９．１％

合計 １２４ ５０．２％ １２３ ４９．８％

１）Tsujino K. et al より

表２ 乳歯癒合歯と後継永久歯との関係

癒合歯の部位
および歯種

後継永久歯の１
歯が先天性欠如

後継永久歯の
先天性欠如なし

後継永久歯が
癒合歯

（N） （％） （N） （％） （N） （％）

AB １６ １６．３％ ８１ ８２．７％ １ １．０％

下顎 BC ７６ ７３．８％ ２５ ２４．３％ ２ １．９％

計 ９２ ４５．８％ １０６ ５２．７％ ３ １．５％

上顎 AB ３０ ６５．２％ １６＊ ３４．８％ ０ ０．０％

合計 １２２ ４９．４％ １２２ ４９．４％ ３ １．２％

＊：１４名（３０．４％）に歯冠の矮小化や歯根成長の遅延が認められた
１）Tsujino K. et al より

症例２ 下顎 AB 癒合歯（１歳男児）

図２症例３ 下顎 BC 癒合歯（８歳女児）

図３

症例４ 上顎左右側 AB 癒合歯（初診５歳女児）

図４

症例１ 下顎 AB 癒合歯（４歳男児）

図１

症例５ 上顎左側 AB 癒合歯（初診８歳女児）

図５


