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乳歯は永久歯よりも原始的形質をより多く有し

ていることから,形態異常の発生は永久歯よりも

少ないとされている1)が,癒合歯の発現率は乳歯

の方が高 く,永久歯の約10倍 と報告されている2)0

乳歯の癒合歯についての報告は比較的多いが,正

常歯同士が結合 したものについての報告が多く,

正常歯 と過剰歯 との癒合歯についての報告は少な

い3),4)

今回,新潟大学歯学部附属病院小児歯科外来を

訪れた5歳 7か月の男児において,上顎右側乳中

切歯 と過剰歯 との癒合歯を認め,後継永久歯 との

関係,不正校合-の影響,組織学的所見などにつ

いて検討 したので報告する｡

症 例

患者 :坂○健○郎

生年月日 :昭和58年 8月31日

初診 日 :平成元年 4月19日 (5歳 7か月)
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主訴 :上顎前歯部歯肉の腫脹

既往歴 :母親が妊娠 8-9か月の時,切迫早産

のため入院したが,正常分娩にて予定日より18日

遅 く出生した｡患児は3歳直前に転倒により前歯

部を打撲し,近医にて癒合歯の歯髄処置を受けた｡

今軌 上顎前歯部歯肉が腫脹しているのに気付き,

当科を受診した｡

家族歴 :特に記載すべき事項はない｡

口腔内所見 :初診時の歯式は表 1に示すとおり

であり,Hellmanの喫合発育段階はⅠIAであっ

た｡上顎右側乳中切歯は過剰歯と癒合しており,

レジン充填が施されていた｡癒合歯周囲の歯肉に

は発赤,腫脹が見られ,唇側根尖部には膿壕が認

められた｡その他の歯の形態異常,欠如,または

軟組織異常は認められなかった｡

乳歯列弓形態は,上下顎とも放物線状の形態を

呈していた｡正中線はほぼ一致し,癒合歯近心部

における Overbiteは約 2mm,Overjetは約3

mmであった｡乳臼歯の Terminalplaneは左側は

Verticaltype,右側は Mesialsteptypeであっ

た｡上顎右側乳側切歯近心が舌側に軽度に捻転し

ていたが,癒合歯との間には歯間空隙が見られ

た (図1)｡

癒合歯は保存不可能なため,平成元年 4月24日

に抜歯した｡

抜去歯肉眼的所見 :癒合歯各部の計測値を図2

に,歯冠近遠心幅径の計測値を表25)に示す｡癒

合歯の歯冠形態はレジン充填のため不明瞭であっ

たが,近心緑は左側の乳中切歯と同様に直線的で,

平坦な切縁に移行していた｡また,遠心緑は丸み

を帯び,遠心部の歯は栓状歯様の形態を呈してい

た｡癒合部近心側の歯の歯冠幅径は左側の乳中切

歯より小さかったが,形態が類似していたことか

ら乳中切歯と考えられる｡また,癒合部遠心側の

歯は過剰歯か乳側切歯であると考えられるが,栓

状歯様の形態であったことから,過剰歯であると

思われる｡乳中切歯の舌側中央の充填物の下部か

ら歯根部にかけて,二次郎蝕によると思われる実

質欠損が見られた (図3)｡

歯根は根尖まで癒合しており,根尖側 1/3は唇

側に賓曲していた｡癒合部には唇 ･舌側ともに縦

走溝が存在し,舌側面より唇側面においてより顕

著であった｡乳中切歯の根尖部に軽度の吸収が見

られた｡

抜去歯軟Ⅹ線所見 :歯冠部には充填物が見られ,

乳中切歯の歯預部から歯根 2/3にかけてと過剰歯

表 1 歯式

A B C D E

E D C B A A B C D E

S:過剰歯

F:癒合歯

表 2 歯冠近遠心幅径の計側値

右 側 左 側 平 均 値(小野)

A 癒 合 歯8.75 7.10 6.63

図 1 初診時口腔内写真
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の歯頚部にⅩ線不透過性の根管充填材が見られた

ため,歯髄形態は不明瞭であった｡根尖側 1/2に

おいて根管が数枝に分岐していたが,両歯の歯髄

の一部に連絡があるか否かは確定し難かった (図

4)｡

デンタル ･パノラマⅩ線所見 :上顎永久中切歯,

犬歯の歯肱には左右とも同程度の歯冠の石灰化が

見られたが,上顎永久側切歯の歯肱は,左側では

歯冠の石灰化がかなり進んでいたのにもかかわら

ず,右側では歯冠の石灰化が認められず,歯肱の

欠如が疑われた｡パノラマⅩ線写真では,上顎右

側永久中切歯の歯冠近遠心幅径は,左側より大き

く見えたが,同側の下顎の歯牙も拡大されていて

軌道がややずれていた可能性がある｡デンタルⅩ

線写真では左右の上顎永久中切歯の歯冠近遠心幅

径はほぼ等しく,上顎右側永久中切歯が癒合歯で
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図2 癒合歯各部の計測値
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図3 癒合歯の唇側面(左)と舌側面(右)
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ある可能性は低いと思われた (図5, 6)0

組織学的所見 :抜去歯を近遠心方向に約600pm

間隔で矢状断し,厚さ約 100〟mの末脱灰研磨切片

とL Villanuevabonestain変法6)にて染色し,

光学顕微鏡で観察した｡

乳中切歯と過剰歯の残存したエナメル質におい

ては,癒合部唇側の歯頚部で顕微鏡的な離蝕が認

められたが,エナメル質の厚さや小柱構造および

その配列状態等に異常は認められなかった｡両歯

の唇側歯額部の癒合線に治って狭い溝があったが,

より深部での両歯間のエナメル質の連続性は確認

図4 癒合歯軟Ⅹ線写真

図5 パノラマX線写真
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できなかった｡

象牙質の大半は基本的にはよく形成された細管

構造を示していたが,両歯の歯冠および歯根の広

範囲にわたって透明象牙質が認められた (図7,8,

9)｡歯根象牙質の癒合部において両歯の象牙細管

は連続しており,セメント質の介在は認められな

かった｡癒合部付近の歯根象牙質において象牙細

管の走行が乱れている部位が見られた (図10)｡ま

た,充填物に沿う象牙質には散在性に小型の舶蝕

図6 デン タルⅩ線写真

図7 未脱灰研磨標本

ないし脱灰巣が見られた｡

歯髄腔内には健常な歯髄組織は見られず,根管

充填材が乳中切歯の歯預部から歯根 2/3までと過

剰歯の歯額部に見られ,根管壁に治って第二象牙

質,二次セメント質様の硬組織の形成が見られた｡

また,根尖部歯髄腔内には細菌および炎症性細胞

を含む壊死物が認められた｡歯髄腔の形態は不明

瞭であったが,根尖部付近において,両歯の歯髄

間の連絡がある可能性が高いと思われた (図11)0

乳中切歯根尖部から癒合部にかけて,多数のセ

メント小体を含む二次セメント質がやや厚 く認め

られた｡また,根尖部には中間セメント層7)が見

られた｡さらに,根尖部ではセメント質内,およ

び一部で象牙質層に及ぶ吸収像が見られた｡

模型分析 :上顎左側乳中切歯近心緑を正中とし,

そこから左右の乳犬歯嘆頭頂までの距離を比較す

図8 歯頚部付近の象牙質 (透明象牙

質-の移行部)原図 ×125
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図9 透明象牙質の辺縁部 (濃染部は

末石灰化の象牙細管)原図 ×400
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ると,右側が約 1.3mm長かったが,第二乳臼歯遠

心までの距離は左右ともほぼ等しかった (図12)0

歯列弓幅径は小野の計測値8)と比較すると,ほぼ

正常範囲内と思われた｡

考 察

歯牙の結合状態については組織発生の立場から

様々な分類がなされている｡現在比較的広く用い

られている Busch9)(1897)の分類は次のようで

ある｡

a.融合歯 (癒合歯)dentescor止usi:正常歯

の2個の歯随が,まだ軟組織である時期に,互い
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図10癒合部付近の歯根象牙質原図×400

エナメル質
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に合体して後に複合歯となったもの｡すなわち正

常歯同士の結合｡

b.双生歯 dentesgeminati:正常歯の歯随と

過剰歯の歯肱とが,まだ軟組織である時期に,互

いに合体して後に複合歯となったもの｡すなわち

正常歯と過剰歯の結合｡

C. 癒着歯 dentesconcreti:別々の2個の歯肱

から生じた歯が,後に歯根のセメント質肥厚によ

って互いに結合したもの｡

異なった見解として EderlO)(1939)は,双生

歯を1個の歯肱が種々の原因で分裂し,同時に2

個又は多数の歯を生ずる場合に発生するとしてい

る｡Thomall)(1960)も双生歯はエナメル器の亀

裂に由来して発生し, 2個の歯冠と1本の歯根が

形成されると述べている｡これらの分類では,癒

合歯と双生歯の区別が困難であることを考えると

図12 上顎模型 (mm)

図11 舌側から唇側-の歯髄腔の状態を左側より順に示した｡
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次の石川,秋吉12)(1978)らの分類が臨床上便利

であると考えられる｡

a.融合 (癒合)fusion:2個または数個の歯

の象牙質およびエナメル質,あるいは象牙質 とセ

メント質による結合｡

b.癒着 concrescence:2個 または数個の歯

のセメン ト質のみによる結合｡

本症例の場合,歯根部象牙質が完全に癒合して

いること,乳歯萌出歯数,癒合歯萌出位置,およ

び癒合歯の形態から考えて,乳中切歯 と過剰歯 と

の癒合であると思われる｡

乳歯の癒合歯の発生頻度については様々な報告

があり,栗原ら13)(1969),畑ら2)(1981)は従来の報

告 を捻合すると約1.8%と述べてお り,これは永久

歯のそれの約10倍に相当する｡乳歯の癒合歯が多い

のは各乳歯肱の発生時期が接近 しており,永久歯

に比べてその発生場所 も近接 していることによる

と言われている｡癒合歯は上顎より下顎に圧倒的

に多く,白歯より前歯に多い14)｡下顎前歯部は上

顎に比べて歯肱発育の余地が狭小であること15),

石灰化時期が上顎乳前歯部より早いこと,歯肱相

互の発生時期が接近 していること,退化傾向が最

も強いこと16)が癒合歯が多いことに関連している

と思われる｡左右差,性差についての報告は様々

で一定しない17)0

乳歯列における正常歯と過剰歯 との癒合歯の発

現頻度について伊藤18)(1939)は男児6,167名,女

児5,116名中,男は0.18%,女は0.12%に見られ

たと報告 し,坂本ら19)(1955)は2,000名中0.1%

に,斎藤20)(1959)は7,589名中0.05%に見られ

たと報告 している｡発現部位は上顎より下顎に多

いと報告されている｡一方,過剰歯は歯肱の間隙

の広い上顎前歯部に多く,歯肱の密度が高い下顎

前歯部に最 も少ないと言われている16),21)｡このよ

うに正常歯 と過剰歯 との癒合歯の好発部位が過剰

歯の好発部位 と異なることを考えると,本症例に

見られた癒合歯を正常歯肱 と過剰歯肱 との癒合 と

考えるのは早計かもしれない1)が,上顎乳前歯部

は過剰歯の好発部位であるので,その可能性は大

きいと考えられる｡

癒合歯各部の計測値について,山崎22)(1962)

は,前歯に見られる癒合歯は歯冠幅径以外の各部

の計測値は正常歯 と大差が無 く,個々の歯の歯冠

幅径は平均値より小さいと述べている｡本症例で

も癒合 した両歯の歯冠幅径は反対側の乳中切歯に

比べてやや小さい｡また,過剰歯は栓状歯様の形

態を呈 しているが歯冠長,歯冠幅径 とも癒合 して

いる乳中切歯よりも若干大きく,発育が著しく遅

れることはなかったと考えられる｡

乳歯癒合歯 と後継永久歯との関係について関根･

深田23)(1953)は46.5%,湯浅24)は43%,原ら17)

(1974)は43.3%に後継永久歯の欠如が見られた

と報告 している｡畑ら1)(1982)は,後継永久歯

の欠如叉は癒合の頻度は約50%前後 と推測される

と述べている｡各乳歯肱の舌側に代生歯堤が生 じ

て後継永久歯ができるのであるから,乳歯肱に癒

合および欠如があれば,その影響は後継歯肱にも

及び易いと考えられる17),25)｡本症例では,Ⅹ線所

見から上顎の永久切歯は3歯であり,上顎右側永

久側切歯の歯肱の欠如が疑われ,上顎右側永久中

切歯が癒合歯であるか否かは不明である｡

永久歯列における不正嘆合への影響の有無を考

えるため,永久切歯の萌出余地を計測した(表 3)｡

表3 永久切歯萌出余地の計測値

右 側 左 _側

癒合歯歯冠近遠心幅径 8.75 蛙 歯冠近遠心幅径 7.10

癒合歯遠心から』遠心までの長さ 5.75 担 歯冠近遠心幅径 5.80

癒合歯,LA間歯間空隙 1.401A,LB_間歯間空隙 0.70

右 側 霊 長 空 隙 0.60 左 側 霊 長 空 隙 1.15

(mm)

永久 4切歯の歯冠幅径の和の平均が約32mm26)であ

り,永久切歯の萌出時に犬歯間幅の増大があるこ

とを考えると,永久切歯の配列の場の不足が起こ

る可能性はほとんど無いと思われる｡

癒合歯の組織学的異常所見について北村14)(1981)

は,癒合部以外のエナメル質にも象牙質にも細胞

の残骸が多く見られただけでなく,特に癒合部に

細胞の死骸が非常に多い事実は,歯肱の初期に両

歯にわたって病的侵襲があり,多数の造歯細胞群が
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障害を受けたことを意味すると述べている｡本症

例では癒合部付近で象牙細管の蛇行,雪曲が見ら

れる部位があったが,北村が述べているような多

数の細胞の死骸や象牙細管数の減少は見られなか

った｡

本症例では透明象牙質が広範囲に見られた｡透

明象牙質は老人の歯,ことにその根尖部にはほと

んど常に見られ,嘆耗の著しい歯の歯冠部や覇蝕

の近 くにも発生する｡象牙質が透明化するのは細

菌の侵入や病変の拡大に対する一種の防衛手段で

あると考えられている7)｡本症例では著 しい嘆耗

が無 く,歯離虫や癒合部付近のみならず広範囲に透

明象牙質が見られることから,歯髄処置後歯髄に

石灰化物が沈着する過程で形成された可能性があ

り,癒合 とは直接関係ないと思わ､れる｡

根尖部付近において両歯間の歯髄の連絡がある

可能性が高いことに関して山崎22)(1962)は,乳

歯融合症で根管が個別的である症例では根管はお

おむね分岐をなし,各主根管は数条の管間側枝に

て連絡があると述べている｡

癒合歯の発生機序に関してはさまざまな説があ

るが定説は無い｡藤田27)(1949)は, 1個の歯肱

が不完全分裂をなす場合 と2個以上の歯肱が早期

に結合する場合が考えられ,これらの変化は口蓋

裂,兎唇,顎裂などの形成異常に基づ く機械的な

影響によることもあるが,系統発生学的に一種の

退化型 と解することもできると述べている｡また,

山崎22)(1962)も,融合歯の成因については,個

体発生ならびに系統発生上の両因子の関与を認容

するのが妥当であると述べている｡今回の症例に

おいてその原因を追索することはできなかったが,

正常歯 と過剰歯 との癒合歯であることから,単な

る進化的な退化現象ではないと考えられる25)｡

本症例では癒合歯の歯冠幅径が左側の乳中切歯

よりもかなり大きいこと,両歯が個別的な根管を

有していることから,乳中切歯の歯肱の不完全分

裂よりも,乳中切歯の歯肱 と過剰歯の歯肱が結合

した可能性が高いと思われる｡また,上顎側切歯

の歯堤は球状突起 と上顎突起の癒合で両突起にわ

たって発生する(大江)28)･29)ことから,何 らかの障

害による両突起の不完全癒合のために過剰歯が生
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じ,それが乳中切歯 と癒合 した可能性があると考

えられる25)｡北村30)(1971)は唇裂を有するヒト

の胎児に,唇裂を挟んでその両側に側切歯歯肱から

分裂 した 2つの歯膳を見ることがしばしばあると

述べ,同一歯堤に由来する人胎児の分裂歯肱 (側

切歯の重複)は非常に接近 して発生するので,硬

組織形成前後に両者の隣接部に病変が起これば色

々の形態を示す癒合歯が生 じると報告 している｡

歯髄処置 と充填物のため,組織像が不明瞭であ

るが,両歯の歯根歯髄において連絡がある可能性

が高 く,歯根象牙質に癒合が見られることから,

両歯は歯根形成期にはすでに癒合 していたと思わ

れる｡

臨床上,癒合歯は形態上食物残漆が停滞 し易 く,

清掃 しに くいことなどから,覇蝕罷患傾向が高い

と言われている｡ 山下31)(1964)は,舌面の癒合

線に発生する鮪蝕が見逃され易いと述べている｡

癒合 している両歯の歯髄間に連絡があると歯髄処

置も困難であることから,歯離虫予防処置 として,

あらか じめ癒合部の溝を接着性の複合レジンやフ

ィッシャーシーラントで埋めると良いと考えられ

る32)｡また,歯の成長初期に癒合 したものは 1個

の正常歯 と見間違え易 く,そのため歯数不足と診

断される恐れがあるので注意 を要す ると思われ

る31)｡

癒合歯の処置について,永久歯では,癒合歯の

歯髄処置を行い,歯冠を分割したり過剰歯の歯冠 と

歯根の一部を除去 した後に,矯正や歯周療法を行

って,審美的機能的改善が得 られた報告が見られ

る33)･34)｡乳歯においても Himelhoch35)(1988)が

乳側切歯 と過剰歯 との癒合歯の分割に成功 してい

るが,癒合はセメントエナメル境までで,歯根部

には癒合が見られず,両歯の歯髄間の連絡も認め

られない癒合歯であった｡このような例は少ない

と考えられ,乳歯では歯髄処置が困難である･こと

などから癒合歯の分割は一般には難 しいと考えら

れる｡増田ら36)(1969)は,癒合歯の処置につい

て,癒合の状態,歯髄の形状,歯根の状態,後継

永久歯の萌出時期,歯列弓の状態 との関係などを

考慮の上,慎重に処置を行 うべ きであると述べて

いる｡
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結 論

平成元年 4月19日に新潟大学歯学部附属病院小

児歯科外来を訪れた 5歳7か月の男児において,

上顎右側乳中切歯 と過剰歯 との癒合歯を認め,級

織学的観察 を含めて検討 した結果,次のような結

論を得た｡

1)乳中切歯,過剰歯の歯根部において象牙質に

よる結合が認められた｡

2)乳中切歯,過剰歯間には歯髄による連絡があ

ると推測された｡

3)Ⅹ線的に上顎右側永久側切歯 の歯肱の欠如が

疑われ,上顎右側永久切歯が癒合歯であるか否

かは不明であった｡

4)乳歯列に著 しい歯列不正は見 られなかった｡
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