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原　　　　著一

職域における成人の第三大白歯の現在歯･健全歯･処置歯

および末処置歯に関する疫学的研究
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東京歯科大学衛生学講座

(主任:高江洲義矩教授)

年9月24日受付)

年12月24日受理)

抄　壕:本研究は,第三大臼歯の個人の保有状況を年麻群別および男女別に比較検討し,第三大臼

歯の実態を明らかにすることを目的として実施した｡資料として,神黍川県にある某銀行貢の歯科

健診の結果を用いた｡歯科健診は　　年に実施され,対象者は20歳から64歳までの男性　　名,

20歳から49歳までの女性　　名であった｡

その結果,男性の　　　歳の-人平均現在歯数は上顎は　　歯,下顎は　　歯であった｡

歳が他の年船群より現在歯数が最も多かった｡女性の-人平均現在歯数は上顎が　　歯,下顎が

歯であった｡女性では　　　歳が最も現在歯数が多かった｡男女を比較すると　　　歳におい

ては,男性の方が約0. 4歯女性よりも現在歯数が多かった｡男性で第三大臼歯を1歯以上保有して

いる者の割合は　　　　歳で　　　　　　歳で55%であった｡女性も同様に　　　歳で

49歳で43%であった｡

キーワード:第三大臼歯,成人,職域,現在歯

緒　　　　　芦

ヒトの第三大臼歯は,う地,歯髄炎,板場性歯

周組織炎,歯冠周囲炎,歯裏胞や腫慶等の疾患で

抜歯に至ることや,また矯正治療においては予防

的に,さらに補緩処置において便宜的に抜歯され

る　ことが比較的多い歯であるO一般的には,

昔から｢智歯または親知らず｣と呼ばれてきた

が, ｢親知らず｣とは｢危険なもの｣を意味5)し

ている一面もあり,実際に抗生物薯による治療が

行われていなかった時代には,第三大臼歯の重篤

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂1-212
東京歯科大学衛生学講座　吾野浩-

な炎症が致命的でもあった｡

その後,歯の疫学的調査においては　　　　の

｢口腔診査法｣6)を始めとして,第三大臼歯を記

録除外の対象にして現在歯数を表わすようになっ

てきた｡もちろん,その意味するところはWHO

の　　　　　　　　　における歯および歯列に関

する疫学資料の標準化のためである｡しかしなが

ら,近年は第三大臼歯を保存し,補綴物の支台歯

または鈎歯,あるいは歯の移植の対象歯として用

いられている　｡さらに,職域における歯科健

診は第三大臼歯についての相談も比較的多く,著

者ら9)は保健指導において第三大臼歯も対象歯と

して実践してきているが,職域における第三大日
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歯についての疫学調査は殆どみあたらない｡

そこで,本研究は現在歯での第三大臼歯の個人

の保有状況を年麻群別および男女別に比較検討し

て,第三大臼歯の実態を明らかにすると共に,今

後の歯の疫学調査の蓋礎資料を提供することを目

的として実施した｡

方　　　　　法

神奈川県と東京都に主な事業所を持っ某強行の

従業員を対象として,歯科医3名が交代で歯科健

診を実施した｡健診の統一はWHOのキャリプ

レ-ション方式に準じて行った｡歯科健診の方法

は,歯科医師が歯鏡と歯科用探針を用い,充分な

明るさの人工照明のもとに行った｡健診期間は

年4月～10月であった｡診査基準として,覗

在歯は半埋伏歯および水平埋伏歯であっても,早

-の歯の全部または一部が口腔に現れている永久

歯とした｡また,過剰歯は含めず,癒合歯は1歯

として取り扱った｡なお,現在歯は健全歯,処置

歯,未処置歯,の3種に分類した｡ (1)健全歯はう

蝕あるいは(2)に示す処置歯以外のものとした｡ま

た,唆耗,摩耗,着色,斑状薗,外傷,酸蝕症,

発育不全,歯周疾患,形態異常等の歯であっても

それにう蝕あるいは処置歯と認められないものと

した｡なお,予防壊塞(小官裂溝壊塞)を施してある

歯は健全歯とした｡ (2)処置歯は歯の一部または全部

に充壊,金属冠,継続歯(ジャケット冠を含む)を施

しているものとした｡ (3床処置歯は,う蝕により治

療の必要があるもので,処置されている部位以外に

う蝕が発生している(二次う蝕)場合や治療中のもの

とした｡

本研究の解析対象者は,男性は　　　歳,女性

は　　　歳までとし,男性　　名,女性　　名

であった｡解析対象者を5歳間隔で各年麻群に分

け表1に示した｡そして,各年麻群の-人平均現

在歯数,健全歯数,処置歯数および未処置歯数を

求め,また,現在歯の保有歯数を者率で求めた｡

結　　　　　果

1 )男性の一人平均第三大臼歯について
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上下顎の一人平均の歯数を表2に示した.上顎

の寛在歯数および健全歯数は　　　歳で他の年麻

群より多く,それぞれ　　歯　　　歯であった｡

処置歯は　　　歳で最も多く　　歯であった｡ 20

-24歳以降,現在歯数および健全歯数は年粛群が

上がると共に減少していた｡下顎の第三大臼歯を

みると寛在歯数は　　　歳で　　歯と最も多く,

それ以降の年麻群において減少していた0 -万,

処置歯は　　　歳で最も多く　　歯であった｡

上下顎の差をみてみると　　　　歳以降の年商合

群で下顎の方が現在歯数が多く,さらに上下顎の

差は　　　歳までは年麻群が上がると共に差が大

きくなり　　　　歳で　　歯であった｡

上下顎を合わせてみると(図1 )魂在歯数および

健全歯数は　　　歳でもっとも多く,それぞれ

歯　　　歯であった｡処置歯は　　　および

歳が最も多く　　歯,末処置歯は　　　歳

で最も多く　　　歯であった｡

2 )女性の一人平均第三大臼歯について

上下顎の一人平均の歯数を表3に示した｡上顎

の現在歯数は　　　歳で他の年船群より多く,

歯であった｡健全歯数は　　　歳で最も多く

歯であった｡下顎の第三大臼歯をみると,覗

在歯数は　　　歳で　　歯と最も多かった0 -

万,処置歯は　　　歳で最も多く　　歯であった｡

上下顎の差はすべての年薗群で下顎の方が塊在

歯数が多く,その差は　　　歳まで年齢群が上が

-20　-
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表2　上顎および下顎の第三大臼歯の一人平均現在歯数(男性)

249

年酔　　　　-歯　｡一志篭)　健全歯　　処-　末処置歯

20-24

25-29

30-34

35　39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

上顎
下顎

上顎

下顎

0. 74　　　　　　　0.05　　　　　　　0. 19

0.69　　　　　　　0.08　　　　　　　0.09

0.46　　　　　　　0. 12　　　　　　　0.28

0.63　　　　　　　0. 18　　　　　　　0. 12

昔　　鵠　　　　　　告　　嵩　　器

圭雲　E:‡　　　　　　霊

圭票　3:完　　　　　　　　　　霊　　Z霊

圭票　Z霊

鵠　　　-　　　　　　　　　　｢...

圭票　Z霊　　　　　　　　　　220　　E霊

圭票　S:雲　　　　　　　　　　　　　　霊

ると共に大きくなる傾向を示し　　　　歳で

歯であった｡

上下顎を合わせてみると(図1 )現在歯数は20-

24歳でもっとも多く　　歯,健全歯数は　　　歳

代で最も多く　　歯であった｡

3)第三大臼歯の保有状況について

男性の現在歯の保有状況を図2に示した｡貌在

歯数

歯を1歯以上保有する者の割合は　　　歳で77%

と最も多く　　　　歳で50%と最も割合が少な

かった｡現在歯を4歯保有する者は　　　歳で最

も多く20%であった｡

女性(図3)をみてみると,女性も同様に現在歯

を1歯以上保有する者の割合は　　　歳で最も多

く　　　　　　歳で最も少なく43%であった｡

I

〔男女　　【

性

表 晶未処宣歯l

陣場歯I
亘り竺竺_ _.

20-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢群

図1第三大臼歯の-人平均現在歯数(男女)
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表3　上顎および下顎の第三大臼歯の一人平均現在歯数(女性)

年-　　　　現在歯　｡孟票義)　健全歯　　処置歯　未処置歯

20-24

25-29

30･

35 -39

40-44

45149

50-54

55111 59

60164

圭票　3霊　　　　　　　霊　　Z:;

圭票　　　　･　　　雲;　oo:芸26　　Z霊

圭票　Z:完　　　　　　　芸　　　　　　霊

圭票　E:霊　　　　　　　霊　　　　　　霊

-　　　-　　　　_二　　　　　　　-

圭票　Z霊　　　　　　　霊

保有者率(‰)

-　　-　　　　　-64　年齢群

図2　第三大臼歯の場在歯の保有状況(男性)

4)男女の比較

男女の比較では第三大臼歯の一人平均現在歯数

は　　　歳までのすべての年船群において男性の

方が多く　　　　歳で女性より0.4歯多かった｡

また,現在歯の保有歯数においても　　　歳で男

性は女性より1歯以上保有している割合が約8%

多かった｡

考　　　　　察

第三大臼歯についての歯科学的記載は多いが,

その疫学的なデータは散発的に報吾されているだ

けで,現在の実態を把握する資料に乏しい

第三大臼歯は,その歯の特宴的な萌出部位によ

るために,予防的に抜歯されることが比較的多

い　　が,近年,思春期における抜歯は控えるベ

-　22　-
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保有者率(‰)

20-24 25-29 30134 35139 40-44 45-49 50-54 55-59 60-644##

図3　第三大臼歯の現在歯の保有状況(女性)

きである1)という考えもみられてきた｡また,こ

の第三大臼歯をできるだけ保存して臨床的に応用

する趨勢もみられるようになった　｡

第三人臼歯は,先天的に欠如の項度が高いこと

が知られている｡松尾16)は男子学ノ生300名および

女子学生329名を対象にパノラマ断層Ⅹ線像から

第三大臼歯の状態を分析し報害している｡その結

果,上顎第三大臼歯の先天的欠如歯について男性

は　　　　女性は　　　であり,下顎第三大臼歯

では男性は　　　　女性は　　　であった.

また,レントゲン写真上で認められるが,萌出

していない完全厘伏率について藤田ら17)によれ

ば,歯科大生429名のうち上顎の第三大臼歯は右

側が　　　左側が　　　　下顎は右側が

左側が3工6%であった｡上下左右差は認められな

かったが半埋伏歯は下顎に多く上顎のおおよそ2

倍の結果であったと報吾している｡以上のことか

ら上顎よりも下顎の方が現在歯数は多いことが考

えられるが,本調査結果も同様の傾向であった｡

しかし,下顎の先天性欠如歯は男性よりも女性の

方が少ない16)ことから,埋伏歯を含む存在歯数は

女性の方が多いようである｡本調査の結果の男女

差をみると　　　　歳までのすべての年麻群にお

いて現在歯数は男性が多い傾向を示していた｡

また,第三大臼歯についての萌出者率の報吾で

ら15)は,某歯科大生575名(男性390

名,女性185名)を対象に調査報害しているo　それ

-　23
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によると第三大臼歯が1歯以上萌出している者は

男性が　　　で,女性が　　　であるが,本調査

対象者の　　　歳代と比較すると,ほぼ同様の結

果であった｡

本調査においては,萌出の状態にかかわらず,

一部でも口腔内に萌出している歯を現在歯として

いるO　さらに,健全歯と分歎された歯であっても

水平半埋伏歯である可能性や傾斜歯であることが

多い｡その結果,智歯周囲炎を引き起しやすく,

また歯内縁下において離蝕に魔患している可能性

もあることを考慮する必要がある｡

智歯周囲炎は強度の多い疾患であるが

は智歯周囲炎になった　　人の歯の傾斜を調査

した結果,近心傾斜が最も多く　　　　次いで遠

心傾斜が　　　で垂重なものは　　　であったと

報害しているO　本調査において,男性は

義,女性は　　　歳をピークに現在歯数の減少傾

向がみられる｡藤田ら17)は,第三大臼歯上044歯

を追跡調査し, 1年間で抜歯の対象となったのは

で上顎が76歯,下顎が116歯であったと報

害している｡また　　　　は,智歯周囲炎に

なった年齢は　　　歳がもっとも多かったと報害

していることから,炎症による疾患等により歯科

医院で抜歯となったことが考えられる｡しかし,

本調査結果の第三大臼歯の上下顎の差が　　歳

までは増献と共に差が大きくなる理由について

は, 25歳以降に上顎の第三大臼歯が下顎より抜歯
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されている歯数が多いと考えざるをえない｡

第三大臼歯の臨床状況について,平田ら14)は,

歯科医院を受診した18歳以上の成人271人を対象

として報菖している｡それによると一人平均の第

三大臼歯は　　歯であり,健全歯率は　　　未

処置歯率は　　　　また処置歯率は　　　であっ

た｡本調査の最大値である男性の　　　歳では

歯,女性の　　　歳で　　歯と比較してほぼ

同じ値であったが,処置歯率および未処置歯率は

本調査結果より多い値であった｡

谷田部　　は,歯胚の抜歯についての報吾で次

のように述べている｡個人が持っている歯と顎骨

環境との不調和が大きい場合や,第三大臼歯萌出

に十分な余地がないときは,歯月重のステージすな

わち,未石灰化あるいは初劾石灰化ステージの時

点で下顎第三大臼歯の｢　　　　　摘出)｣が

望ましいとしているo　しかし,後方歯槽蓋底に第

三大臼歯を受け入れる余地があれば,できるだけ

その機能を誘導することを考慮すべきであるとし

ている｡

本調査において　　　　歳の成人集団の第三大

臼歯の実態を明らかにしてきたが,第三大臼歯を

いかに有効に活用するかが,口腔機能を保全する

上で今後もさらに重要になるであろう｡

結　　　　　論

某銀行の従業員　　名を対象として第三大

臼歯の疫学調査を実施した結果,次の結論を得

た｡

1.男性の上顎の第三大臼歯の一二人平均現在歯数

および健全歯数について　　　　歳はそれぞれ

歯　　　歯で,他の年献群より多かった｡

下顎の現在歯数は　　　歳で最も多く　　歯で

あった｡

上下顎の差をみてみると　　　　歳以降の年麻

群で下顎の方が寛在歯数が多く,さらに上下顎の

差は　　　歳までは増麻と共に差が大きくなり,

歳で　　歯であった｡

上下顎を合わせてみると現在歯数および健全歯

数は　　　歳でもっとも多く,それぞれ　　歯,

歯であったO未処置歯は　　　歳で最も多

く　　　歯であった｡

2.女性の上顎第三大臼歯の一人平均塊在歯数

は　　　　歳で年齢群より多く　　　歯であっ

た｡一人平均健全歯数は　　　歳で最も多く

歯であった｡下顎の第三大臼歯をみると,現在歯

数は　　　歳で　　歯と最も多かった｡一方,処

置歯は　　　歳で鼻も多く　　歯であった｡

上下顎の差はすべての年麻群で下顎の方が環在

歯数が多く,その差は　　　歳まで年麻群が上が

ると共に大きくなる傾向を示し　　　　歳で

歯であった｡

上下顎を合わせてみると,現在歯数は　　　歳

でもっとも多く　　歯,健全歯数は　　　歳で最

も多く　　歯であった｡

3.第三大臼歯の現在歯を1歯以上保有する者の

割合について,男性では　　　歳で77%と鼻も多

く　　　　歳で50%と最も割合が少なかった0第

三大臼歯の現在歯を4歯保有する者は　　　歳で

最も多く20%であった｡

4.女性も同様に現在歯を1歯以上保有する者の

割合は　　　歳で最も多く67%で　　　　歳で最

も少なく43%であった｡

5.男性と女性を比較すると第三大臼歯の一人平

均項在歯数は　　　歳で0. 4歯男性の方が多く,

また,現在歯の保有歯数においても　　　歳で男

性は女性より1歯以上保有している割合が約8%

多いことが示された｡

謝　　　　　辞

稿を終えるに当たり,本研究に格別のご高配を賜

わった横浜豪行健康管理センター歯科室長荻原俊美博
士,および歯科衛生士ならび関係職員の皆様に心から
謝意を表します｡

文　　　　　献

1) Daley, T. D. : Third molar prophylactic

extraction : A review and analysis Of literature･

Geneal Dentistry, 44 : 310-320, 1996.

2) Lindqvist, B., Thilander, B" Extraction of

third molars in cases of anticIPated crowding ln

thelower jaw. A. J. Orthod"81 : 130-139,1982.

24　-



歯科学報

3) Guralnick, W. C., Laskin, D. M. : NIH

consensus development conference for removal

°　　　甘,38:　　　､

1980.

4) Leonard M. S. : Removing third molars : A

review for the general practitioner. JADA, 123 :

77-86, 1992.

5)新村　出編:広辞苑　第5版　　　岩波新書,莱
京

61W　　‖　　　　針　　　:　　　　l

veys, Basic Methods. WHO, Geneva, 21-24, 1971.
7)下地　勲:智歯を効果的に活用するためのいくつか
の処置方針とその選択蓋準.歯界展望
1999.

8)茂木正邦:第二大臼歯の保存が危ぶまれる場合の矯
正治癒による智歯(埋伏智歯)の移動.歯界展望, 94 :
34-39, 1999.

9)吉野浩一,松久保　隆,高江洲義矩:職域における

成人の現在歯数および健全歯数のパーセンタイル曲線

による評価.口衛会誌

10)河西秀智:日本人における智歯の統計的観察(智歯

の出現,発育,萌出の時期と塵度について).口腔病

学会誌

ll) Hugoson A., Kugelberg F. C. : The prevalence

of third molard in a Swedish population. An

epidemiologlCal study. Community Dental Hea1-
th.

12主＼　＼＼　　　　C　　　　　　　　: Pt･銅　　､ Otl

impacted teeth and associated pathology in

middle-aged and older Swedish women. Commu-

nlty Dent. Oral Epidemio1., 19 : 116-119, 1991.

13) Brickley M. R., Tanner M., Evans D･ J･,
Ed＼用　　　言上. Alつ　　　　　　言上　　　　　　　mll

J. P. : Prevalence of third molars in dental

practice attenders a_ピed over 35 years. Commu-

nlty Dental Health l3.. 223-227, 1996.

14)平田晃士,窯江和斗,中山二博,伊藤学而:成人に
おける第三大臼歯の臨床状況.酋目矯歯誌

253

24, 1995.

151 Nこ　　　　　　　　　　　　　　‥　C　　　　　.

Young-I, C., Yunhee, L･, Jong-Nyool,

Dazhang, W., Yong, Z. G. Da-1in, S. Lo,

K
 
Y
 
CChou, M., Gervasio, N. C., Amante, A., Boncan,

＼℃lつ1,月∴　　･alj　　,　　　0　　°llg

Pっ

absence of third molars:A comparison of modern

pL,°PIL､　　　　　　　　　　　　　　　主

559, 1997.

16)松尾洋一郎:第三大臼歯に関する放射線学的研究.
神泰川歯学　　　　　　　上

17)藤田　研,佐藤　透,徳植　進:歯科大学臨床実習
生における智歯の存否と萌出状態(第1報).歯界展
望

18)井上置彦:嘆合育成と　　　　　　　歯界展望別
冊こどもの歯科

19)谷田部賛- :下顎厘伏第3大臼歯/歯胚の抜歯
について.歯科ジャーナル

84, 1994.

20)谷田郭賢一:下顎厘伏第3大臼歯/歯膝の抜歯につ

いて　　　歯科ジャーナル

21) VasirN. S., Robinson R. J. : The mandibular

third molar and late crowding of the mandibula･r

inc壷　　　　･円･ic.＼＼　　　　　　　　　°　　　:　　　､

199工

221　　　‥　　　　　　　　　当1里∴A

T. A. : Prophylactic removal of impacted third

molars : An assessment of published reviews.

Brit. Dent. J., 182 : 39-346. 1997.

23) Harridine N. W. T., Pearson M. H., Toth B. :

The effect of extraction of third molars on late

lower incisor crowding : A randomised controlled

trial. Brit. J. Orthod" 25 : 117-122. 1998.

24) Kay, L. W. : Investigations into the nature of

pericoronitis. Brit. J. Oral Sure., 4 : 188-205,

1965.

25　-



254 吉野,他:成人における第三大臼歯の疫学的研究

An tつ)i有用-iHl　　　長　　　汀mll諒liTl　　つ1 1ml出.8　　　月日用ドkL当･S

Koichi YosHINO, Miwa SAKURAI, Takatoshi ToMOIII

主＼-主＼､　　　　　　　　　　　　　上　　　　　　　　　＼T　　-

and Yoshinori TAKAESU

Department of Hyglene and Communlty

Dentistry, Tokyo Dental College

(Chairman : Prof. Yoshinori Takaesu)

Key woT'ds : Third molars, Remaining teeth, Adults, ONice workers

The purpose of this study was to examine a･nd analyze the remaining third molar teeth in

an adult population in Japan. Data were collected from dental examinations of bank employees

in the Kanagawa area･ Examination was performed in 1992 on 3,199 males aged 20 to 64 and

1,909 females aged 20 to 49.

The mean number of remaining maxillary teeth in males was 0.97 and that of mandibular

teeth was O･85 in the 20-24 yearllds･ In a comparison of age groups, the highest mean number

of remaining teeth was seen in the 20124 yearl01ds in the male population･ The mean number

of remaining maxillary teeth in fema･les was O･68 while remaining mandibular teeth were 0.77

用　〔　　　-11eこ　　　　　　･　　　　　　　　　　【

was the highest in the female population･ In the 25-29 year-llds, the mean number of remaining

teeth among males was 0.4 teeth higher than that among females. The rate of males with at

°　　　　　　　　-＼･　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　言＼

五lllI　　　　　　　､＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　【

Tn this study, we clarified the present status of the third molars remaining ln the oral cavlty

in an adult population in Japan.

(The Shihwa Gahuho, loo : 247-254, 2000)
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