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ヒトの歯は乳歯群20本,永久歯群32本 と,一定

の歯数を有するが,この定数を超えて歯を有する

歯数過剰は,上顎前歯部,上顎大臼歯部に多く発

生し,下顎小臼歯部でみられることは比較的まれ

といわれている1)～3)0

今回,私たちは下顎小臼歯部舌側に2本の過剰

歯を有する1例を経験したので,その概要を報告

する｡

症 例

患者 :20歳,男性.

初診 :昭和60年 1月4日

主訴 :会話時,舌を動かしにくい｡

既往歴 :昭和58年 5月,交通事故で受傷 し,顔

蓋骨々折,脳挫傷の診断で入院加療を受けた｡ま

た,』の歯冠 も破折し,歯科治療を受けた｡その

徳,いずれも経過良好である｡その他に著息はな

い｡

家族歴 :問診で特記事項はない｡

現病歴 :18歳時の昭和58年 6月と8月に,左側

下顎小臼歯部舌側に相次いで2本の歯が萌えてき

たのに気づいた｡萌出時,周囲の歯が少し痛み,

会話時に,萌出してきた歯に舌がひっかか り話 し

にくかった｡しかし,次第にあまり気にならなく

なり,放置していた｡昭和59年 9月頃, う蝕治療

等で通院中の某歯科医院にて左側下顎小臼歯部の
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過剰歯を指摘され,当科に紹介,来院した｡

現 症

口腔外所見 :体格,栄養は中等度で,顔貌は対

称である｡

口腔内所見 :嘆合関係は切端校合である｡上顎

歯列弓の形態は正常であるが,口蓋はやや深い｡

旦L且はいずれも正常の位置に萌出している｡下顎

は,歯列弓の形態はほぼ正常であるが,前歯部に

叢生を認め,rtは唇側に,ri-は舌側にそれぞれ軽

度転位 し,llがやや近心に捻転 している｡可は正

常の位置に萌出しているが,｢飢ま抜歯され,欠損

している.区 とr6-の間,及びTTと匝~の間の舌側歯

間乳頭部で,歯列よりはずれ, しかも喫合平面に

達 しない位置に,歯冠がほとんど露出した過剰歯

と思われる歯が,合計 2本萌出しているのが認め

られる｡いずれも下顎小臼歯様の歯冠形態を呈し,

近心の歯はやや遠心に捻転している｡一方,遠心

の歯は頼,舌側が全 く逆に萌出している｡左右の

す,丁は凡て正常位置に萌出して,いずれも定形

図 1:上下顎模型

図 2:口腔内所見 (鏡像)

的な形態を有している｡他の部位には過剰歯は認

められない(図 1, 2)0

X線所見 :歯科用X線写真で†すとri-の間,及び

ri-とrFの間に,それぞれ 1本ずつ過剰歯 と思われ

る歯が認められる｡ともに歯根は真直 ぐで,根尖

は閉鎖 し,歯髄腔も明瞭に認められる(図 3)｡一

方,パノラマⅩ線写真では近心の歯の歯根はわず

図 3:歯科用X線写真

かに近心に轡曲している｡左側下顎小臼歯部以外

には,埋伏歯も含めて過剰歯は認められない (図

4)0

抜去歯所見 :表 1に示すように,近心過剰歯の
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図4:パノラマⅩ線写真

表 1:歯の計測値

歯の全長 歯冠長 歯根長 歯冠幅 歯冠厚

mm mm mm mm mm

近心過剰歯 22.2 8.4 13.8 7.1 8.3

遠心過剰歯 20.75 8.1 12.65 6.8 7.25
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歯冠幅は本症例の下顎小臼歯や藤田4)の計

測値 とほぼ同じであるが,歯冠厚は本症例

の下顎小臼歯よりも大きい値を示す｡また,

歯根が長いため,歯の全長は藤田4)の計測

値に比べかなり長 くなっている｡一万､遠

心過剰歯は,歯冠幅,歯冠厚が本症例の下

顎小臼歯や藤田4)の計測値に比較 してやや

小さいものの,歯の全長は藤田4)の計測値

にほぼ等しい｡

近心過剰歯の嘆合面外形はほぼ円形で,

下顎第 1小臼歯の扇形とは異なり,むしろ

下顎第2小臼歯に類似している｡頼,舌側

の 2嘆頭を有し,舌側喫頭も比較的よく発

達 している｡中心溝は近心から遠心に一直

線に走り,副溝とともに全体の溝の形はH

字形を呈する｡中心隆線は頼,舌側 とも発

達 し,頬側には近心副隆線を認める.｡辺縁

隆線は遠心ではよく発達 しているものの,

37

近心は発達が不良で中央で断裂 している｡歯冠の

頼,舌側面はいずれもほぼ五角形である｡頬側面

遠心切縁には,遠心辺縁隆線の遠心頬側隅角での

高まりによる浅い溝がみられる｡頬側面近心のほ

ぼ中央には帯状の白斑を認め,エナメル質形成不

全を思わせる｡歯冠の隣接面観はほぼM字形であ

る｡頬側喫頭頂の位置は歯冠中軸より頬側にあり,

下顎よりも,むしろ上顎小臼歯の特徴を示す｡近

心面の喫合面寄 りの中央部は陥凹している｡歯根

は単一で円錐形をなし,根尖側約1/5で急に細 く

なり,しかも舌側に轡軌 している｡根面に溝など.

はみられず,根尖は閉鎖 している (図5)0

近心隣接面観
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遠心隣接面観

図5:抜去歯所見 (近心過剰歯)
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遠心過剰歯の嘆合面外形はほぼ四角形である｡

舌側喫頭は頬側喫頭に比べ発達が悪いものの,主

喫頭の他に遠心副喫頭の合計 2校頭が認められる｡

中心隆線の発達はそれほどではないが,頬側遠心

には副隆線がみられる｡中心溝はY字形をなし,

その中央にヰ心結節 と思われる小さな膨隆を認め

る｡辺縁隆線については近,遠心 とも特記すべき

ことはない｡頼,舌側面はほぼ四角形をなす｡舌

側主嘆頭の舌側面は一部白斑状を呈しており,巧~

によると思われる圧痕がみられる｡隣接面観は,

舌側喫頭が発達不良のためM字形を示さない｡歯

根は単一,円錐形でほぼ真直 ぐであるが,根尖の

みわずかに近心に曲がっている｡根面に溝などは

近心隣接面観

P交合血税

みられず,根尖は閉鎖 している (図 6)0

抜去歯X線所見 :歯髄腔はいずれも歯の外形に

ほぼ相似 している｡近心過剰歯の髄室は比較的広

く,頬,舌側 とも髄室角が明瞭に認められる｡根

頬舌方向 近遠心方向

図7:抜去歯Ⅹ線写真 (近心過剰歯)

管は単一である (図 7)｡遠心過剰歯では近

心のものに比して髄室がやや狭 く,舌側の

髄室角は不明瞭である｡根管は単一である

(図8)0

遠心隣接面観

図 6:抜去歯所見 (遠心過剰歯)
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頬舌方向 近遠心方向

図 8:抜去歯X線写真 (遠心過剰歯)

以上,口腔内所見,Ⅹ線所見,抜去歯所

見,抜去歯Ⅹ線所見から,本症例の 2本の

歯はいずれも下顎過剰小臼歯 と診断した｡
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考 察

一般に過剰歯は乳歯群に少な く,永久歯群で多

発するといわれている1),5)～7)｡ 永久歯群での発現

頻度は本邦では栃原(1936)8) は0.43%, 馬 (19

49)9)は0.87%,筒井 ら(1955)10)は0.75%, 住谷

(1959)3)は0.47%,欧米の報告では Stafne(1932

)1)は0.91%,Gorlinら(1970)6)は2.7-3.0% と

様々ではあるが,その頻度はほとんど1.0%以下

である｡ しか もこれら過剰歯の出現部位は上顎前

歯部,上顎大臼歯部に大部分集中している1),2),6),
7)○

一万,本症例のような下顎過剰小臼歯に限って

みると,先人の報告 11)～17)は表 2に示すごとくで,

表 2:下顎過剰小臼歯の発現頻度

調査人数

今 村 (1927)ll) 29,764人

松 本 (1932)12) 27,475

大 橋 (1932)13) 19,835

斎藤ら (1938)14) 2,600

遠 藤 (1938)15) 48,800

山 田 (1941)16) 6,748

筒井 ら (1955)10) 1,454

岡本ら (1963)17) 81,231

.HHHJ
=
一

伊

伊

現

1

1

1

1

2

2

1

日

発

調査人数にばらつ きはあるものの平均すると約 1

万人に 1例の割合で,比較的まれな過剰歯 といえ

る｡なお,本学の横林 ら (1983)18)も下顎小臼歯

部過剰歯について報告 している｡

本症例の過剰歯は 2本 とも萌出していたが,下

顎過剰小臼歯の萌出状況について,多田ら (1981

)19)は本邦における過去の下顎過剰小臼歯の報告

142例の分析か ら,萌出歯 と埋伏歯の割合が 7:

3であると述べ, さらに,一般的に過剰歯は上顎

前歯部以外では萌出した状態が多い傾向が うかが

われるとしている｡ しか し,近年,Ⅹ線診査,特

にパノラマⅩ線写真の普及に伴って埋伏歯の発見

が容易になったことにより,下顎過剰小臼歯につ

いても埋伏状態の報告が多くみられるようになっ

てきている20)～27).こうしたことから,今後,下顎

小臼歯部過剰歯の出現頻度はもう少し多くなるも

39

の と考えられる｡

本症例は男性例であるが,過剰歯発現の性差は

全体では男性が明らかに多く, 2- 3倍の出現率

を示す とされている｡2)･8)･13)･28),29)下顎過剰小臼歯

例についてみても,栃原8)は男性75.0%,女性

25.0%,岡本 ら17)は男性59.4%, 女性39.1%,

多田ら19)は男性67.6%,女性32.4%と報告 してお

り,やは り男性に多いと考えられる｡

本症例では第 3大臼歯が 4歯すべて萌出してい

たが,過剰歯の出現 と第 3大臼歯の萌出率につい

て,栃原8)は臼歯部過剰歯例の 1人平均第 3大臼

歯数は3.02本 と報告 し,野坂 ら(1976)30)は過去の

小臼歯部過剰歯症例の分析から,第 3大臼歯 4歯

萌出44.9%, 3歯萌出15.3%, 2歯萌出19.4%,

1歯萌出 8.2%,末萌出12.2%と述べている｡一

方,藤田 (1958)31),菊地 (1970)32)は,正常人の第

3大臼歯末萌出率 をそれぞれ52.0%,48.6%と報

告 してお り,以上 を考察すると過剰歯を有する個

体においては第 3大臼歯の萌出率は著明に高い と

考えられる｡

本症例の過剰歯は第 1小臼歯･と第 2小臼歯の間,

及び第 2小臼歯 と第 1大臼歯の間の舌側歯間乳頭

部にそれぞれ 1本ずつ萌出していたが,下顎過剰

小臼歯の出現部位は,近遠心的には犬歯か ら第 2

大臼歯までの広範囲にわた り,野坂 ら30)によれば

第 1小臼歯 と第 2小臼歯の間が39.7%,第 2小臼

歯 と第 1大臼歯の間が36.5%と,第 1小臼歯部か

ら第 1大臼歯部までが76%を占めると報告 し, ま

た, 多田ら19)も埋伏歯を含めて検討 した結果,第

1小臼歯部か ら第 1大臼歯部 までの部位で70%を

占めると述べている｡

一方,頬舌(和こは一般に下顎に萌出する過剰歯

は頬側に少な く,舌側に多い傾向があるが2)･8)･18),

下顎小臼歯部についても野坂 ら30),多田ら19)はそ

れぞれ81.7%,83%と舌側に萌出する例が圧倒的

に多いと報告 している｡その原因について論 じた

報告は私たちの渉猟 した限 りではみあたらなかっ

たが,下顎小臼歯部に関 して有力な示唆を与える

と思われるのは,大江(1984)33)が下顎小臼歯にみ

られる捻転の原因について, もともと下顎小臼歯

の原基は舌側寄 り, しか も近心に捻れていること
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と,第 1大臼歯,切歯に比べて遅 く萌出するため,

空間の不足が起こった場合,発生途上の捻れがそ

のまま現われると考えられると述べていることで

ある｡したがって,本症例の遠心過剰歯が舌側に,

しか も頼,舌側逆に萌出したのは,過剰歯のため

萌出の場がかな り不足したことにより,発生時の

捻れが一層増 したためであ･ろうとの考えも十分に

成 り立つ もの と思われる｡

本症例の 2本の過剰歯はともに下顎小臼歯に類

似 した形態を示 したが,過剰歯の形態は定形的形

態を有する正常型 と,円錐形,菅状などの非定形

的形態を有する異常型 とがみられる7)｡野坂 ら30)

は下顎過剰小臼歯 248歯中,正常型が全体の70%

以上 を占めているとし,また,岡本 ら(1972)34),

多田ら19)もそれぞれ73.1%,79.8%と述べている

ように,小臼歯部の過剰歯は他の部位 と異な り正

常型の出現が非常に多いようである｡さらに多田

ら19)は,片側に 2歯以上の過剰歯が出現 した場合

は,本症例のようにいずれも正常型か, もしくは

近心の歯が正常型,遠心の歯が異常型を有するも

のが大部分であると述べている｡

本症例では片側に 2本の下顎過剰小臼歯が認め

られたが,岡本ち 34)は74例中30例,40.5%,多田

ら19)は 142例中55例,38.7%が 1歯のみ と, 1個

体に 1本の例が最 も多い｡ 2本の発現例は多田ら

19)によれば40例,28.2%であるが,そのうちの25

例は両側性に現われたものであるという｡こうし

た両側性の発現例の割合は,野坂ら30)が39.8%,

多田ら19)が45.7%などとかな り高い頻度でみられ

る｡星野(1944)35)は過剰歯が両側性,特に対称性

に発現する場合,第 3大臼歯が凡て萌出し,形態

は優性 を示 し, また,口蓋が深いことが多いと述

べているが,本症例においても第 3大臼歯の萌出

状態,口蓋形態などで同様の所見を認めたが,過

剰歯は片側にのみ出現 していた｡

現在までの報告で最 も多数の下顎過剰/1､臼歯が

出現 したのは,三谷(1940)36)が20歳,男性で,特

異的な先天性全身性疾患はないものの両側対称性

に各 3個,計 6個の下顎過剰小臼歯,さらに 3個

の上顎過剰小臼歯をみたと報告 している｡また,

1個体に多数の過剰歯が出現する場合には骨格異

常,例 えば CleidocranialDysostosis,Congeni-

talDysostosisなどを伴 うことが 多い との報告 も

ある20),21)0

過剰歯の発生原因については諸説があり,その

主なものは系統発生学的隔世遺伝説 (祖先返 り)

37)･38),個体発生学的形成障害 を原因とする歯肱の

分割説39),組織誘導説40)などである｡藤田31)は過

剰歯の発生は祖先返 りとは考えに くいとし,何 ら

かの原因で歯の原基が余計に発生する場合,一般

に歯堤の末端部,及び歯堤の内部では正常歯肱の

間隙が大 きい場所,すなわち乳歯列末端部である

大臼歯部,代生歯列末端部の小臼歯部, さらに歯

肱間の間隙が広い上顎切歯部,特に正中部に発生

しやすいと思われると述べている｡最近は歯堤,

歯肱の形成過剰説が一般的のようであるが,組織

学的,あるいは病理学的証明は難 しく,なお原因

は不明である｡本症例でも特に発生原因を示唆す

るような所見は得 られなかった｡

結 語

下顎小臼歯部舌側に 2本の過剰歯 を有する20歳,

男性の比較的まれな 1例 を経験 した｡抜去歯の解

剖学的形態か ら下顎小臼歯の過剰歯 と診断した｡

下顎小臼歯部過剰歯について文献的に若干の考

察を加 えた｡

最後に,御協力を頂きました口腔解剖学第2

教室,星野正明技官に謝意を表します｡
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