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原 著

東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科における
過去７年間の上顎正中過剰埋伏歯の臨床的検討

南舘マリ１） 澁井武夫１） 齋藤寛一２）

河地 誉１） 三條祐介１） 酒井克彦１）

佐藤一道１） 馬場 亮３） 野村武史１）

抄録：過剰埋伏歯は口腔外科臨床で遭遇する機会が
比較的多く，歯列不正や永久歯の萌出遅延，乳歯の
晩期残存，嚢胞性疾患などの原因となる。我々は，
当科において上顎正中過剰埋伏歯を抜歯した患者
２５８人の性別，抜歯時年齢，歯数，萌出方向，抜歯
時のアプローチ方向，発見された経緯，周囲組織へ
の影響，過剰埋伏歯の垂直的位置に関して検討し
た。その結果，上顎正中過剰埋伏歯は男性に多く，
歯列不正を主訴に発見されることが多く，上顎の発
育成長時期である１０歳前後に深部へ移動する可能性
が認められた。抜歯時期としては，様々な萌出障害
が出現する前に，比較的低侵襲で，後継永久歯に影
響が少なく，心身ともに手術に耐えうる６～９歳頃
が適正と考える。また，無症状の過剰埋伏歯は，永
久歯列に影響がないと判断された場合でも，嚢胞化
や過剰歯の移動によって手術難易度があがるといっ
た可能性を考慮した十分な説明と治療計画の立案，
経過観察が重要と考える。

緒 言

過剰歯は，歯胚が過剰に形成され歯数異常をきた
す硬組織疾患である。上顎前歯部に最も多く発現す
るとされ，その発現率は０．４７から２．６０％と報告され
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－ている１ １１）。過剰埋伏歯は，放置することで歯列不
正や永久歯の萌出遅延，乳歯の晩期残存，嚢胞性疾
患などの原因となることが知られている。今回，
我々は当科における上顎正中過剰埋伏歯の臨床的検
討を行ったので，文献的考察を交えて報告する。

対象および方法

平成２２年４月１日から平成２９年３月３１日までの７
年間に東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科外
来を受診した上顎正中過剰埋伏歯を有する患者の診
療録，パノラマＸ線写真（Hyper-G CMF，朝日レン
トゲン：日本）およびX線 CT（Brilliance６４CT，
Philips：オランダ）を調査資料とし，性別，抜歯時
年齢，歯数，萌出方向，抜歯時のアプローチ方向，
発見された経緯，周囲組織への影響の各調査項目に
関しての検討を行った。萌出方向は過剰歯の歯冠の
方向で逆生，順生，水平と分類した。逆生とは埋伏
歯が萌出歯の歯根と平行に位置し，歯冠が萌出歯の
根尖側にあるもの，順生とは埋伏歯が萌出歯の歯根
と平行に位置し，歯冠が萌出歯の歯冠側にあるも
の，水平とは近遠心または頬舌的に埋伏歯が萌出歯
の切縁と平行に位置するものとした。また，CT撮
影を行っている症例を対象として，過剰埋伏歯の垂
直的位置と抜歯時年齢との関係についての検討を
行った。佐野ら１２）がパノラマＸ線写真で行った分類
を参考とし，我々は CT矢状断画像を用いて鼻腔底
下縁から上顎歯槽骨頂までの長さを３等分し，鼻腔
底下縁から順に TypeⅠ～Ⅲと規定し，歯冠の５０％
以上を含む位置にて過剰埋伏歯の垂直的位置を評価
した（図１，２）。本検討の評価は，放射線科診断専
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門医１名にて行った。本検討に際しては，逆生，順
生，水平のすべてにおいて同様の評価方法を用い
た。また，複数歯を有する症例は，各々の過剰歯に
ついて別個に検討した。なお，本検討は市川総合病
院倫理審査委員会による承認（承認番号：Ⅰ １７－
２７）を得て行った。

結 果

１．性別
全症例２５８人中，男性は１７６人（６８．２％），女性は８２

人（３１．８％）と，女性に比べて男性が２倍以上多く認
められた（図３）。

図１ 上顎正中過剰埋伏歯の垂直的位置

２．抜歯時年齢
４歳から８７歳の２５８人（平均年齢１４．４歳，標準偏差

１６．７歳）のうち，１５歳未満の小児は２０９人（８１．０％）で
あった。８歳が５６人（２６．８％）と最も多く，７歳が
３７人（１７．７％），６歳が３５人（１６．７％），９歳が２５人
（１２．０％）と続き，前歯部の歯列交換期である６～９
歳で７３．２％を占めていた（図４）。

３．歯数
過剰埋歯数は１歯が２０７人（８０．２％）と最も多く，

２歯が５１人（１９．８％）であった（図５）。

４．萌出方向
過剰歯１歯の症例２０７人において，逆生は１４８人

（７１．５％），次いで，順生が３８人（１８．４％），水平が２１
人（１０．１％）であった。過剰歯２歯の症例５１人では，
逆 生・逆 生 が２１人（４１．２％），逆 生・順 生 が１５人
（２９．４％），順生・順生は８人（１５．７％），逆生・水平
は５人（９．８％），順生・水平は２人（３．９％）であった
（図６）。

図２ CTにおける上顎正中過剰埋伏歯の位置分類
CT矢状断画像を用いて鼻腔底下縁から上顎歯槽骨頂までの長さを３等分し，鼻腔底下縁から順に TypeⅠ～Ⅲと規定した。

図３ 性別 図４ 抜歯時年齢（１５歳未満）
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図５ 歯数

５．抜歯時のアプローチ方向
口蓋側からの抜歯が２４６人（９５．３％），唇側からの

抜歯が１２人（４．７％）であった。

６．発見された経緯
過剰埋伏歯が発見された経緯は，矯正治療開始前

の検査にて発見された症例が４３人（１５歳未満３８人，１
５歳以上５人），正中離開が３９人（１５歳未満３９人，１５
歳以上０人），後継永久歯萌出遅延が３０人（１５歳未満
３０人，１５歳以上０人），過剰歯の萌出をきっかけと
して他の複数埋伏過剰歯が発見された症例が２０人
（１５歳未満２０人，１５歳以上０人），乳歯晩期残存が７
人（１５歳未満７人，１５歳以上０人），歯科治療時のＸ
線写真撮影にて偶然発見された症例が７７人（１５歳未
満６４人，１５歳以上１３人），患部歯肉膨隆が８人（１５歳
未満８人，１５歳以上０人），患部違和感が３１人（１５歳
未満２人，１５歳以上２９人），その他が３人（１５歳未満

１人，１５歳以上２人）であった。１５歳未満の２０９人の
うち，矯正治療前の発見や正中離開，後継永久歯の
萌出遅延，過剰歯萌出，乳歯晩期残存といった歯列
不正による受診が１３４人（６４．１％）と最も多く，次い
で歯科治療時のＸ線写真撮影にて偶然発見される症
例が６４人（３０．６％）と多かった。その他の症例には，
兄弟に過剰歯を認めたために精査したところ発見
された症例があった。１５歳以上の４９人のうち，過剰
埋伏歯周囲の歯肉の疼痛，隣在歯の打診痛，圧痛
といった違和感を主訴として受診する症例が２９人
（５９．２％）と最も多く，次いで歯科治療時にパノラ
マＸ線写真撮影により偶然発見される症例が１３人
（２６．５％）であった（図７）。

７．周囲組織への影響
上顎正中過剰埋伏歯が周囲組織へ与える影響に

は，正中離開３９人（１５．１％），後継永久歯萌出遅延３０
人（１１．６％），隣在歯根吸収２０人（７．８％），鼻腔内萌
出１２人（４．７％），嚢胞形成９人（３．５％），患部歯肉膨
隆８人（３．１％），乳歯晩期残存７人（２．７％）を認め
た。過剰歯が原因歯となり嚢胞形成を認めた症例で
は，CTにて上顎洞，鼻腔への圧排性変化を認め，
全身麻酔下に抜歯術，嚢胞摘出術を行い，術後に神
経損傷による知覚鈍麻を発症した症例も認めた。

８．上顎正中過剰埋伏歯の垂直的位置分類と抜歯時
の年齢の関係
上顎正中過剰埋伏歯を有し，CT画像撮影を行っ

図６ 萌出方向
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図７ 過剰埋伏歯が発見された経緯

ている２０９人（４～８２歳，平均１４．７歳，標準偏差１７．０
歳），２５６歯のうち，TypeⅠが４４歯（１７．２％），Type
Ⅱが５６歯（２１．９％），TypeⅢが１５６歯（６０．９％）であっ
た。手術時平均年齢は，TypeⅠが１４歳５か月，
TypeⅡが１７歳７か月，TypeⅢが１２歳９か月であっ
た。１５歳未満では，TypeⅠが９歳８か月，TypeⅡ
が８歳，TypeⅢが７歳４か月であった。さらに，
１５歳未満の１８５人，２０９歯における各年齢の Type 別
内訳は，４歳（TypeⅠ ６．７％，TypeⅡ ２０％，Type 
Ⅲ ７３．３％），５歳（TypeⅠ ０％，TypeⅡ １０％， 

TypeⅢ ９０％），６歳（TypeⅠ ０％，TypeⅡ
１５．２％，TypeⅢ ８４．８％），７歳（TypeⅠ １７．９％， 

TypeⅡ １７．９％，TypeⅢ ６４．２％），８歳（TypeⅠ
５．６％，TypeⅡ ２４．１％，TypeⅢ ７０．３％），９歳
（ Type Ⅰ ３０．４％， Type Ⅱ １７．４％， Type  Ⅲ
５２．２％），１０歳（TypeⅠ ３５．７％，TypeⅡ ３５．７％， 

TypeⅢ ２８．６％），１１歳（TypeⅠ ７０％，TypeⅡ

３０％，TypeⅢ ０％），１２歳（TypeⅠ ２８．６％，Type 
Ⅱ １４．３％，TypeⅢ ５７．１％），１３歳（TypeⅠ ０％， 

TypeⅡ １００％，TypeⅢ ０％），１４歳（TypeⅠ
０％，TypeⅡ ０％，TypeⅢ １００％）であった。上
顎骨の発育成長時期といわれる１０歳前後において，
TypeⅠおよび  TypeⅡに位置する過剰埋伏歯の割
合は，抜歯時平均年齢の増齢とともに増加する傾向
を示した（図８）。

考 察

過剰埋伏歯は，歯列不正や永久歯の萌出遅延，乳
歯の晩期残存，嚢胞性疾患などの原因となることが
知られている１３，１４）。過剰歯の成因は明らかになって
おらず，様々な説が散見される。歯の発生初期に何
らかの原因で，歯胚の過形成ないしは正常な歯胚の
分裂によって過剰歯が生じるとする説１５，１６）や，環境
因子と遺伝因子が絡み合った系統発生の過程におい

図８ 上顎正中過剰埋伏歯の垂直的位置分類と抜歯時平均年齢の関係

― ４４ ― 



４１３ 歯科学報 Vol．１１８，No．５（２０１８）

て消失した歯の復古現象（一種の先祖返り）とする
説１７，１８）もある。これは，他の哺乳類に比べて現代人
では歯数の減少が進行していることから，過剰歯を
系統発生学的に減少した歯の復古型と考えるもので
ある。その他には，歯の発生因子としての誘導刺激
強度，その継続期間，特異性，組織の刺激適応性の
４つの因子の異常誘導により過剰歯が形成され，正
常歯と同一の発生過程をとるとする組織誘導説１９，２０）

などがあげられている。
多歯症をきたしうる疾患には，口唇裂・口蓋裂，

Gardner 症候群，Down症候群，鎖骨頭蓋異形成
症，Noan 症候群，Zimerman-Laby 症候群などがあ
げられる。口唇裂・口蓋裂を有する２０５人を対象と
した調査では，１１．７％に過剰歯を認めたとの報告が
ある２１）。また，鎖骨頭蓋異形成症と過剰歯との関係
性は，RUNX２の変異で説明されている２１）。本検討
では，Down症候群を既往にもつ症例が１人認め
た。
過剰埋伏歯の男女比については多数の報告がされ

ており，宇賀ら２２）は男性７：女性１，石川ら２３），松
石ら２４）は５：１，寺崎ら３），武藤ら２５），河原ら２６）は
４：１，橋本ら２７）は３．５：１，松割ら２８）は３：１，馬
場ら２９）は２．５：１，佐野ら１２）は２：１と，いずれも男
性が女性よりも発現頻度が高いと報告している。本
検討においても男性２．１：女性１と男性は女性に比
べて２倍以上の発現頻度を認め，他の報告と同様で
あった。なぜ性差が認められるかは不明であった。
寺崎ら３）は，男女の発現頻度の差が統計学的に有意
であったと報告し，過剰歯はしばしば遺伝する事実
から，partial な  sex-linked の遺伝因子の存在を考
察しているが，明らかな確定的見解は示されてはお
らず詳細な要因は不明である。
抜歯時の平均年齢において武藤ら２５）は８歳７か

月，清水ら３０）は７歳１１か月，守安ら１４）は７歳５か月，
松石ら２４）は７歳４か月，佐野ら１２）は６歳３か月～５
か月と報告しており，いずれも６～９歳での報告が
多かった。この時期は上顎前歯部歯列交換期に相当
し，第三者が視覚的に認識可能な正中離開や過剰歯
の萌出，永久歯萌出遅延などの萌出障害を契機とし
て発見される症例が多かったためと考えられる。ま
た，本検討での抜歯時の平均年齢は１４歳４か月であ
り，過去の報告と比較して抜歯時の平均年齢が高

かった。その理由として，過去の報告の多くが小児
を対象とした調査であったのに対し，本検討は４～
８７歳までの広範な年齢層を対象としていたためと考
えられる。対象を１５歳未満とした場合では，平均年
齢は７歳８か月となり，過去の報告と同様であっ
た。
過剰埋伏歯数は，１歯での報告が最も多く，

石川ら２３）は８４．６％，佐野ら１２）は８２．５％，松石ら２４）は
７６．５％，馬場ら２９）は７５．０％，下村ら３１）は７４．８％，守
安 ら１４）は７３．６％，武 藤 ら２５）は６７．０％，橋 本 ら２７）は
６５．２％，佐 木 ら１３）は６２．５％，松 割 ら２８）は５８．０％で
あった。本検討では，１歯症例が８０．２％であり，他
の報告とほぼ同様の結果であった。複数過剰歯の割
合については，武藤ら２５）は３９．０％，河原ら２６）は
２７．０％，寺崎ら３）は１５．１％と述べている。本検討で
は，１９．８％であり，他の報告と概ね同様の結果と考
える。約２０～４０％の割合で複数過剰歯を有する症例
が存在することや，本検討で過剰歯の萌出をきっか
けとして撮影した画像診断で他の過剰埋伏歯が発見
された経緯から，過剰歯を発見した際に，単純  X
線写真や CTを用いて他の過剰歯の有無を確認する
ことは重要であると考える。
萌出方向は，過剰歯が１歯の場合，従来の報

告１２，１４，２０－２４，２９－３１）によると逆生が６０．０～８４．０％，順生
が１８．０～２６．０％，水平が５．０～９．５％であり，本検討
では，逆生７１．５％，順生１８．４％，水平１０．１％であ
り，過去の報告と比較して水平の過剰歯が若干多く
はあったが，ほぼ同様の結果であった。複数過剰歯
の萌出方向の報告では，佐木ら１３）は，逆生・逆生が
３５．７％，順生・逆生，順生・不明が各 ２々１．４％，順
生・順生，逆生・不明，不明・不明が各 ７々．１％と
述べ，下村ら３１）は，逆生・逆生が４６．２％，逆生・順
生が３８．５％，順生・順生が１５．８％と述べ，いずれも
逆生・逆生が多いと報告していた。本検討において
も，逆生・逆生が４１．２％，逆生・順生が２９．４％，順
生・順生が１５．７％であり，他の報告と同様に，逆
生・逆生が多い結果となった。
抜歯時のアプローチ方向については，下村ら３１）は

９４．２％，佐木ら１３），武藤ら２５）は８０％以上が口蓋側か
らのアプローチであったと報告している。本検討で
も口蓋側からのアプローチが９２．２％であり，同様の
結果であった。術前に CT撮影にて唇舌方向の位置
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を確認することは極めて有効であると考える。
過剰埋伏歯が発見された経緯は，１５歳未満では，

歯列不正による症例が６４．１％と最も多かった。次い
で歯科治療時のパノラマＸ線写真撮影にて偶然発見
される症例は３０．６％であった。１５歳以上では，過剰
埋伏歯周囲の歯肉の疼痛，隣在歯の打診痛，圧痛と
いった違和感を主訴として受診する症例が５９．２％と
最も多く，次いで歯科治療時にパノラマＸ線写真撮
影により偶然発見される症例が２６．５％であった。歯
列完成期以降では過剰埋伏歯による違和感を生じる
頻度が高くなる可能性があると予想される。
過剰埋伏歯が周囲組織に与える影響には，正中離

開，後継永久歯の萌出遅延，隣在永久歯の歯根吸
収，鼻腔底への萌出，嚢胞形成などがあげられる。
上顎正中過剰埋伏歯の存在による中切歯の萌出に及
ぼす影響に関する報告では，正中離開，萌出遅延な
どの萌出異常の発現頻度は３５～６０％とされてい
る３，２３）。本検討では，５３．９％の萌出異常を認めた。
また，過剰歯が原因となる含歯性嚢胞症例も報告さ
れており３２，３３），本検討でも３．５％認めた。
正中過剰埋伏歯の垂直的位置と抜歯時平均年齢と

の関係において，逆生の正中過剰埋伏歯の約５０％が
鼻腔側へ移動し，移動を認めない症例に関しては，
鼻腔側と口腔側の中間に位置する傾向があるとの報
告がある３４）。本検討で，全年齢層を対象とした際に
は，過剰埋伏歯の垂直的位置と抜歯時の平均年齢と
に明らかな関係性は認められなかったが，１５歳未満
では，過剰埋伏歯の垂直的深度が深くなるに伴い，
抜歯時平均年齢の増齢傾向を認めた。さらに，上顎
の発育成長時期である１０歳前後において，垂直的深
度の深い過剰埋伏歯症例の割合は増加を認めた。逆
生のみでの検討も行ったが，この結果は変わらな
かった。つまり，上顎正中過剰歯は顎骨の成長とと
もに深部へ移動する可能性が示唆される。
抜歯時期に関して，野田ら３５）は過剰埋伏歯の存在

による明らかな異常が認められない限り，抜歯は永
久歯歯根形成期を避け，適当な時期まで延期可能と
している。また，過剰埋伏歯の好発部位である上顎
前歯部において，佐野ら１２），守安ら１４）は，中切歯の
萌出が完了するまでは増齢的に萌出異常の発現が高
くなっていること，中切歯の萌出完了までは過剰埋
伏歯の抜去の時期が早いものほど萌出異常の発現は

低く，埋伏過剰歯の早期抜歯によって正常な歯列の
発育に誘導されている症例が多かったとし，埋伏過
剰歯の早期発見，早期抜歯を推奨している。さら
に，過剰埋伏歯が原因で生じる嚢胞形成や，過剰埋
伏歯が鼻腔側方向へ移動する前に発見し，抜歯をす
ることは比較的低侵襲につながると考えられる。以
上を踏まえると，適当な抜歯時期は，後継永久歯根
に影響が少なく，かつ心身ともに手術に耐えうる６
～９歳頃であると考えられる。なお，当科では，精
神的に手術侵襲に耐えうると判断した場合にのみ，
外来にて上顎正中過剰埋伏歯の抜歯を行い，体動が
激しい場合や，過剰歯が深部へ位置することにより
骨削除量が多くなると予想される場合には，全身麻
酔での手術を推奨している。
過剰埋伏歯は歯列不正が生じた場合，あるいはそ

の原因となる可能性が高いと考えられる場合に抜歯
が検討される。本検討においても，多くの過剰埋伏
歯は，歯列交換期の歯列不正が原因となり発見され
ることで抜歯となっていた。隣在歯歯根の吸収によ
る歯の動揺や，捻転，転位といった歯列不正，過剰
歯萌出などの臨床症状が認められる場合は患者や保
護者により早期発見が可能となる場合が多いが，一
方で，歯列に関わらない位置に存在する過剰埋伏歯
は，その存在の認識に時間がかかる場合があり，早
期の発見が困難となる。経年的な変化により，巨大
な嚢胞形成を認めた症例も散見される３２，３３）。また，
上顎正中過剰埋伏歯は，上顎骨成長期の前後に垂直
的深度が深くなる可能性も考慮される。以上を踏ま
えると，無症状の過剰埋伏歯で，将来的に永久歯列
に影響がないと判断された場合であっても，嚢胞化
や過剰歯の移動による手術難易度があがるといった
可能性を考慮した十分な説明と治療計画の立案，経
過観察が必要と考えられる。

結 論

東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科外来を
受診し，上顎正中過剰埋伏歯を抜歯した２５８人の患
者について検討を行った。
過剰埋伏歯は，男性に多く，歯列交換期に歯列不

正を主訴として発見されることが多い。抜歯時期と
しては，様々な萌出障害が出現する前に，比較的低
侵襲で，後継永久歯根に影響が少なく，心身ともに
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手術に耐えうる６～９歳頃が適当と考える。上顎正
中過剰埋伏歯は上顎骨成長時期の１０歳前後に垂直的
深度が深くなる可能性が示唆されるため，十分な説
明と治療計画の立案，経過観察が重要であると考え
られた。

本論文の要旨は第３０４回東京歯科大学学会（２０１７年１０月２２
日，東京）において発表した。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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Impacted supernumerary teeth，left untreated，can cause complications such as malocclusion，de-
layed eruption of permanent teeth，overcrowding of deciduous dentition，and formation of follicular
cysts． Therefore，clinical evaluation of supernumerary teeth could be helpful for future clinical treat-
ment． 

A total of ２５８ patients who exhibited supernumerary teeth and underwent their extraction were
analyzed retrospectively in relation to sex，age，number of supernumerary teeth，eruption direction，
exodontia procedure，reason for encounter，complications，and vertical location classification． 

Supernumerary teeth were found more in males than females and the most common reason for
encounter was malocclusion． Supernumerary teeth in the medial maxilla are more likely to shift deeply
in growing period of maxilla，around１０years old．
The best period to extract under-erupted supernumerary teeth is from ６ to ９ years of age，as early

removal can prevent effects on the roots of succeeding teeth．
Moreover，even if the patient is asymptomatic and permanent dentition may not be affected，elabo-

rate explanations should be provided and follow-up should be performed ; this is because of the potential
for formation of follicular cysts and migration of supernumerary teeth，which could make future extraction
procedures more difficult． （The Shikwa Gakuho，１１８：４０９－４１６，２０１８）
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