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- 臨 床 一
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緒 昌

臨床において乳歯の形態および歯数の異常は 比

較的多 く観察される｡特に,乳歯列中における癒

合歯,癒着歯に関する報告は多 く,さまざまな研究

者によってその定義や分類が なされている1-10)｡

しかしながら,正常歯 と過剰歯の結合 したものに

ついての報告は少なく11,12), その発現頻度につい

て伊藤13)(1939)は 1歳から3歳までの男児 6167

名,女児 5116名中,男は0･18%,安はO.12%に

みられたと報告 し,坂本14)(1955)は0.1%, 斉

藤15)(1956)は0.05%と報告 して いる｡ なかで

ち,乳歯列内における過剰歯を含めた3歯癒合の

報告は極めて稀であり16,17), その発生機序に関す

る考察については未だ定説をもたず, 後継永久歯

との関連,歯列へおよぼす影響など各方面からの

研究が求められている｡

今回, 新潟大学歯学部小児歯科外来を訪れた 1

歳 11か月の小児において,上顎右側乳中切歯,.乳

側切革および過剰歯に発生 した, いわゆる癒合歯

を認め検討 したので報告する｡

症 例

患者:皆○敏○ 男児

生年月日:昭和 57年 1月6日 1歳11か月

初診日:昭和 58年 12月 12日

主訴 :観蝕

既往歴 :妊娠中および出生時,乳児期に特記す

べき事項はない｡ 生後 5か月日に上顎乳中切歯が

所出している｡

家族歴 :特に記載すべき事項はない｡

口腔内所見 :上下顎 とも,右側第 1乳臼歯から

左側第 1乳臼歯まで繭出し,両側下顎第 2乳日革

は萌出中である｡ 上顎右側乳中切歯と乳側切歯さ

らに過剰歯の3歯が癒合 している (表 1)｡

癒合歯の過剰歯部分および乳中切歯部分の遠心
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F∩D C BSAA B C D

E D C B AA B C D E

萌出途中 帝出途中

S:過剰歯

F:癒合歯

表 1 歯 式

側,乳側切歯部分の近心側歯冠は顔蝕による実質

欠損があり,乳側切歯部分の遠心の頬側歯肉に,

癒合歯の幽蝕が原因とみられるFistulaを形成し

ている｡その他の歯の形態異常,欠如, または軟

組織異常はみとめられない｡落合ら18)(1963)の

願蝕型分類ではⅠⅠ型を示し,上顎前歯部にはサホ

ライドが塗布されている｡

乳歯列弓形態は,上顎は円形,下顎は放物綿状

の形態を呈し,上下顎とも発育空隙,霊長空隙が

みられる｡Overjet をややみとめるが,正中線

はほぼ一致し,上下顎とも歯列不正はみられない

(図1)0

癒合歯は保存不可能なため,昭和 58年 12月12

日に抜歯した｡

肉眼的所見 :離蝕による実質欠損が存在するた

め,歯冠部癒合部の状態の詳細は不明であり,歯

種の決定は困難であるが,近心縁は乳中切歯のよ

うに直線的に経過 し,平坦な切縁に移行している

こと,遠心縁は乳側切歯に近 く丸味を帯びて終っ

ていること, また片側乳切歯部に2歯存在すべき

ところ,右側において3歯が癒合しており1歯過

剰に存在していることから,癒合歯の中央の歯は

過剰歯と考えられた｡

歯冠部舌側面では,歯質側 1/4程が残っており,

癒合部は2本の深い縦走溝が存在している｡齢蝕

のため不明瞭であるが,歯顛部に結節の存在がみ

とめられる｡過剰歯ほ乳中切歯,乳側切歯間を屈

側に突出 した ように存在しているO歯苔線は唇

側,舌側とも3歯様相を示し,波状孤線状に禦曲

している｡

歯根部では,2本の縦走溝があり,-溝は舌側に

図 1 初診時口腔内写真

おいてより明確で深い｡各々の縦走溝は,根尖部

に行 くに従い,浅 くなり消失している｡ 根尖孔は

明らかに3つあり,過剰歯,乳側切歯の根尖はや

や吸収され,軟組織が付着している｡乳中切歯,

過剰歯間の歯根合着部は,根尖部に行 くに従い贋

舌的に薄 くなっている (図2-a,2-b)0

Ⅹ線的所見 :図 3-aは初診時における口胎内

デンタル X線写真である｡ 後継歯についてみる

と,右側永久中切歯,永久犬歯の歯肱の発育は正

常と思われる｡また,上顎右側乳側切歯根尖部付

近に,永久側切歯と思われるX線像が みとめら

れる｡

図 3-bは,昭和 59年 4月9日に,定期診査で

来院した際,撮影 した 口腔内 デンタル Ⅹ綿写真

である｡左右側同程度の形成段階,形態の永久側

切歯歯性がみられ,後継永久歯歯旺に歯数異常ま

たは形態異常はみとめられない｡
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図 2-a 抜去癒合歯の盾側面

図 2-b 抜去癒合歯の舌側面

図4は,抜去歯の デンタル:X線写真 である｡

歯冠部において,各々個有の髄鹿を有 しているよ

うに観察され, 独立 した根尖孔で終っている｡過

剰歯部は比較的太い根管を有 しているが,歯根歯

髄の一部に他の根管との連結があるか どうかは,

Ⅹ綿像からは確定しがたい｡歯頚部に保存されて

いるエナメル質に関して,乳中切歯,過剰歯間に

比較的明瞭な区切 りが観察される｡

組織学的所見 :抜去歯をアセ トンにて脱水 した

図 3-a 初診時口腔内Ⅹ繰写巽

,rl"' - I~̀~̀:--… ~

,E 十
匪詔 ･/八 ･

図 3-b 4か月後の口腔内X線写真

徳, スチレンモノマー置換法で樹脂による浸濃を

行いポ リエステル樹脂 (B.P.S樹脂)によって

包埋 した｡ その後, 長軸方向に近遠心断を行な

い,約 1mm 間隔で厚さ100ミクロン以下の連続

未脱灰研磨標本を作成 し, カルボールフクシンに

て染色を行ない,観察 した｡

乳側切歯,過剰歯間において, 明らかに歯根歯

髄に連結が みとめ られ (図 5),歯根癒合部の象

牙細管はくびれることなく,走行に乱れもみとめ
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図 4 抜去癒合歯のⅩ線写真

図 5 未脱灰カルボールフクシン染色標本

乳側切歯,過剰歯間において歯根歯
髄に連絡がみとめられるO

られず,完全に癒合している観を呈している｡

一方,乳中切歯,過剰歯癒合部では,象牙細管

にやや讐曲,蛇行がみられ,細管の密度も変化が

観察されるが,両歯間歯根癒合部において細管は

連続して お り, セメン ト質の介在は認め られな

い｡また,乳中切歯,乳側切歯の根尖部付近に多

数の細胞をとり込んだ,第 2セメン ト質が巾広 く

形成され,セメソ 1､質の肥厚がうかがえる｡

図 6 乳側切軌 過剰歯癒合部エナメル質境界
部位

乳側切歯,過剰歯癒合部エナメル質境界部位で

は,明らかに両者を分かつ境界がみられ,境界線

下ではエナメル質は連続し, いわゆる裂溝状に似

た状態を示している (図 6)｡乳側切歯,過剰歯

歯冠部は上部において,各々独立 していると考え

られる｡

図7は,連続未脱灰研磨標本における, 舌側よ

り屈側への約 1mm間隔の歯髄の状態を,左側よ

り順に図で表わした｡

過剰歯と乳側切歯は明らかに歯根歯髄に連絡が

みられ, 根尖部付近で分岐 していると思われる｡

また,過剰歯,乳中切歯問においては,歯髄によ

る連緒はないと考えられ,独立した根尖孔は明ら

かに3つ存在 している｡

考 察

癒合,癒着歯の発生機序には, はっきりとした

定説はなく, それに伴 う定義もまちまちである｡

Euler19)(1939)は,正常歯と過剰歯の合体を双

生歯と呼び, 1個の歯柾がいろいろな原因で分裂

して,同時に2個又は多数の歯を生じ,分裂の程

度により癒合歯,または癒着歯となり,完全に分

裂した場合には,2本または数本の歯になると述

べている｡
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藤田20)(1964)は, 融合の成 り立ち方には, 1

個の歯腔が不完全分裂をなす場合と,2個以上 の

歯腔が早期に結合する場合があると述べ,乳歯の

場合21), 系統発生学的に一種の退化型と解するこ

とができるとしている｡

大別すると,2個の歯性が結合 し合体するとす

る説と, 1個の歯膝の不完全分裂に よるとする説

に分けられ, いずれによっても,癒合は,歯旺形

成期の何らかの刺激による異常によっておこる,

というのが一致した意見のようである｡

原因となる刺激として,一般的によく知られて

いるのが,胎児への感染 (ウイルス etC)である4)0

栗 原22)(1973)は,先天性 風疹 症候群児に癒合

歯, 円錐歯と歯の形態異常を所有するものの発現

率が高いことは,妊娠中の歯の組織分化期の感染

刺激により,歯の形成に影響が及んだ結果ではな

いかと報告している｡そして,妊娠第 2週から第

30週の間に母親が風疹に雁患したとき,血行性経

胎盤感染によってその胎児に先天性異常を発現す

るものであるなら,歯科医学的にも重要な意味を

もつと述べている｡そのほかにも,薬物投与 (ホ

ルモン剤,鎮痛剤, 食物の添加物としての薬物)

による胎児-の侵襲4),また口蓋裂, 唇裂,顎裂

などの形成異常に基づ く機械的刺激による ことも

ある19)ことが報告されている｡

しかしながら, その因果関係は正確に把握しに

くく,今回の症例においても, その原因を追索す

ることはできなかった｡

今回の症例においては,正常歯と過剰歯の癒合

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｡

J過剰歯の生因としては,個体発生学的の形成障

133

害を原因とする説と, 系統発生学的な先祖が え

りとする説の2つの説が 考え られている｡ 藤田

23)(1958)紘,歯数過多は先祖がえりではなく,

何らかの原因で歯の原基が余計に発生するのであ

ると述べている｡ そして過剰歯の発生部位と形態
,h

がほぼ決まっていることから,何か形態学的ない

し発生学的いわれがあるのであろうと推定してい

る｡

今回の症例では,発生の初期に一つの正常歯肱

の分裂によって過剰歯腔が生じ,発生の進行に伴～

い,癒合したと考えるよりは, むしろ組織学的に

乳側切歯と過剰歯との問に歯髄を含めた完全なる

癒合の認められることから,正常歯膝 と過剰歯腔

に完全に分裂しきれないまま発生が進み, さらに

発生場所が近接 し, また形成時期を同じくした乳

中切歯と癒合 したと考える与とが できるように思

われる｡

一方,大江24)(1964),25)(1984)は,歯肱の初期

発生について,上顎側切歯の歯堤は球状突起と上

顎突起の癒合で,両突起に亘って発生し,球状突

起と上顎突起の両者よりその源を得てV.､ると述べ

ている｡ この考え方から今回の症例を考えると,

本症例は乳側切歯の歯数異常から出発したものと

考えられ,両突起の癒合の際,何らかの軽度の障

害のため,両突起の不完全癒合がおこり, そのた

め過剰歯が生じ, それと乳中切歯が癒合 したと考

えることも可能と思われる｡

いづれにおいても,3歯の間で歯冠のほとんど

が独立していると思われること,過剰歯乳中切歯

間歯根部に歯髄を含めた完全なる癒合のみられる

ことから,癒合の時期は歯冠のかなり形成された

後で,歯根形成期に近いと思われる｡
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ところで,過剰歯について, どちらが本来の過

剰歯かを正確に決定することは困難と思われる｡

今回の症例において, 肉眼的に遠心側の歯冠が,

反対側乳側切歯に近似 していること,近心側の歯

冠は, その残存する形態から乳中切歯と考えられ

ること, 中間の歯の歯冠は酎蝕の形から栓状歯を

疑わせること, 中間の歯の歯冠が歯列をはなれて

位置 していること, また永久側切歯に欠如のみら

れないことなどから, 中央に存在する歯を過剰歯

と考えた｡

発生部位については, 伊藤13)(1939)は主とし

て前歯部であるとし, 中村26,27)(1939)は上顎に

比べて下顎に多いとしている｡今回の症例は,上

顎前歯部に発生 した正常歯と過剰歯の癒合と考え

られ,過剰歯の発現が前歯部に多いことを考え合

わせると,前歯部において,過剰歯を含めた癒合

歯が発生する可能性は高いと思われる｡

乳歯癒合歯と後継 永久歯の関係に ついてみる

と,乳歯癒合歯はその当該部位の後継永久歯を欠

如する場合があると言われている｡ 関根6)(1953)

は43例中,後継永久歯の欠如するもの20例 (46.5

%)と報告 し,原2)(1974)は 43.3%に後継永久

歯の欠如がみられたと報告している｡ 各乳歯の舌

側に後継永久歯肱を生ずるこそを考えると,乳歯

と永久歯との間に,歯数の強い相関のあることは

当然と言える｡

今回の症例 では,左右側 とも同程度の形成段

階,形態の永久中切歯,側切歯がみとめられ,後

継永久歯に歯数異常,および Ⅹ線的形態異常はみ

られなかった｡

不正唆合への影響について,田所8)(1954)は,

乳歯癒合歯は乳歯列弓を狭少ならしめる ことが多

く,萌出してくる後継歯の歯数が正常であるとす

ると,永久歯列に影響があると述べている｡

また,中村26,27)(1939)紘,正常歯と過剰歯が

癒合 している場合,通常前歯部は相当量の歯間空

隙を有するため,癒合歯の存在により,不正唆合

が乳歯列弓に出現することは少ないと報告してい

る｡

今回の症例で,Overjetが約 3.2mm ほど認め

られるが, 上下顎ともその歯列不正は認め られ

14巻 2号 1984年

ず,正中線もほぼ一致している｡ 左側上顎乳中切

歯, 乳側切歯の近遠心幅径は各々,7.02mm,

5.59mm,また, 左側上顎霊長空隙が 1.16mm,

左側上顎乳中切歯と乳側切歯の 間の 空隙が 0.71

mm あるので,左側の永久切歯の申出余地は現段

階では14.48mm と計測される｡一方, 右側 3歯

癒合歯の近遠心幅径は12.15mm,右側上顎霊長

空隙は2.02mmであり,右側の永久切歯の萌出

余地は現段階では14.17mm と計測され,上顎の

左右側とも, ほぼ同じ永久前歯の萌出余地がある

と考えられる｡ 永久 4切歯の歯冠近遠心幅径の和

の平均が約 32mmであり28),永久 切歯の輩出時

に犬歯間隔の増大29)があることを考えると,永久

切歯の配列-の影響は あまりない ように思われ

る｡

臨床上,癒合歯あるいは癒着歯は,これ自体,

捻転,傾斜 していたりまた形態上,食物残液が停

滞 しやす く,清掃 しにくいことなどから,酎蝕雁

患傾向が高いことが言われ, そのため繭蝕予防,

治療上において,一層の注意を払 う必要があると

思われる｡

結 論

昭和 58年 12月 12日に新潟大学 歯学部小児歯

科外来を訪れた 1歳 11か月の小児において,上

顎右側乳中切歯,乳側切歯および過剰歯に発生 し

たいわゆる癒合歯を認め,組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,過剰歯間には歯髄による連絡

はみられず,歯根部において象牙質による結合が

みとめられた｡また乳側切歯,過剰歯問では一部

歯髄を共有 していた｡

(2) 乳中切歯,過剰歯, 乳側切歯の歯冠 は,

各々上部において独立 していると思われる｡

(3) 癒合の時期は,歯冠の かなり形成された

後で,歯根形成期に近いと考えられる｡

(4) 乳歯列弓に歯列異常は みられず,Ⅹ線的

に後継歯においても歯数異常または形態異常はみ

られなかった｡

(5) 上顎永久切歯の萌出余地 は,現段階 では

左側 14.48mm,右側 14.17mm と計測され, 求
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久切歯の萌出時に犬歯間隔の増大があることを考

えると,永久切歯の配列への影響はあまりないと

思われる｡

(6) 発生学的に次の2つの考え方が可能と思

われる｡

① 正常歯腔と過剰歯膝に完全に分裂 しきれ

ないまま発生が 進み, さらに発生場所が 近接

し, また形成時期を同じくした乳中切歯と結合

した ｡

② 上顎側切歯の歯堤が 球状突起と上顎突起

に亘って発生する ことから,両突起の癒合の

際,何らかの軽度の障害により,両突起の不完

全癒合が生じ,過剰歯が発生し,それと乳中切

歯が癒合した｡
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