
101

- 症 例 一

下 顎 小 臼歯 部 過 剰 歯 の 2症 例

横 林 敏 夫 横 林 康 男 中 島 民 雄

新潟大学歯学部口腔外科学第 1教室 (主任:中島民雄教授)

吉 田 重 光 小 林 茂 夫

新潟大学歯学部口腔解剖学第2教室 (主任:小林茂夫教授)

(昭和58年 11月15日受付)

TwoCaseReportsofSupernumeraryTeethinLowerPremolarRegion

ToshioYoKOBAYASHI,YasuoYoKOBAYASHIandTamioNAKAJIMAし

FirstDepartmentofOralSurgery,SchoolofDeniistryiNiigaiaUniversity

(Director:Prof.TamioNakajima)

ShigemitsuYosHIDAandShigeoKoBAYASHI

SecondDepartmentofOralAnatomy,School.ofDentistry,NiigutaUniversity

(Director:Prof.ShigeoKobayashi)

緒 昌

永久歯群の過剰歯の多 くは, 上顎前歯部あるい

は上顎大臼歯部に発生 し, 下顎小臼歯部にみられ

ることは比較的稀れとされている1)~3)0

今回,我々は, 下顎小臼歯部の頬側に過剰歯を

有する1例, およびその舌側に対称性に過剰歯を

有する1例を経験 した ので, その概要を 報告す

る｡

症 例

症例 1:18歳,男性

初診 :昭和57年12月21日

主訴 :右下顎小臼歯部の歯牙の所出異常

既往歴 :特記すべき事項なし

家族歴 :問診において特別なものなし

現病歴 :昭和57年12月初句, 右下顎小臼歯部にド
異常な歯牙の所出に気付 き,某歯科受診｡ 同医よ

り同歯牙の抜歯を依頼され当科受診｡

全身的および口腔外所見 :特記す べ き事 項 な

し｡

口腔内所見 :上下の歯列弓, 唆合関係およびス

ピーの禦曲などもほぼ正常で,】且が未所出で あっ

たが,他の智歯は正常の位置に完全所出 して い

る.可と可の間の歯列よりはずれた頬側歯間乳頭

部やや下方に, 僅かに唆頭の一部が露出した過剰

歯 と思われる歯牙が認められ8,. 54i45は いず

れも正常に所出してお り, 定型的な形態を有 して

いる｡ 反対側には 過剰歯は 認められない｡(写真

1)

Ⅹ線所見 :過剰歯 と思われる歯牙の歯根は可と

可の歯根間に存在 している.可の歯根は遠心方向

にやや讐曲が認められるが, 過剰歯と思われる歯

牙および可の歯根はほぼ貞直 ぐで,いずれも歯髄

腔は明瞭に認められる｡ 右側下顎小臼歯部以外に

は過剰歯は なく,且 は埋伏 して存在 して いる｡

(写真 2)

抜去歯牙所見 :歯冠幅, 歯冠厚ともに本症例の
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写真 1 症例 1の右側小臼歯部の喫合両統

写真 2 症例 1の Ⅹ 線所見

可,r61と比較しても,また藤田4)の計測値と比較

してもかなり小さく,これに対し,歯冠長は藤田

4)の計測値と比較してかなり長い｡(表 1)また,

近心隅角,遠心隅角のはり出しがないので,歯冠

を頼側からみると隅角部近遠心径と歯頁部近遠心

径の差がほとんどなく,全体として,細長い感を

表 1 症例 1計測値 (単位 mm)

歯冠可 歯冠可 歯冠JI5日歯の全長

与える｡頬側喫頭は比較的よく発達しているが,

舌側唆頭の発達は非常に悪く,僅かに小さな結節

状に発育を示すのみであるので, 隣接面からみる

と頬側唆頭舌側中心隆線の末端に小突起としてみ

られるに過ぎず, 唆合面の9割は頬側喫頭によっ

て占められている｡ 近遠心辺縁隆線は小さな舌側

喫頭によって連絡され,全体として幅狭い土手が

喫合面辺縁をとりまいている状態を呈している｡

従って,頬舌両喫頭を境する中心溝は正常の下顎

第 1小臼歯にしばしば認められる横 S字型とは異

なり, 強 く舌側に凸撃曲した U字型を示して お

り, また舌側唆頭と近心辺縁隆線との間にみられ

る溝, いわゆる トリゴニー ド切痕もみられない｡

歯根は根尖まで貞直ぐで短 く円錐形を呈し, 特殊

な隆起, 溝のような形態は全 くみられない｡ (写

員3)

以上,抜去歯牙の所見, その前出位置および下

顎第 1,第 2小臼歯の新出状態と歯冠形態より,

本症例は過剰歯と判定した｡

症例 2:19歳,男性

初診 :昭和56年 7月30日｡

主訴 :両側下顎小臼歯部の歯牙の新出異常｡

既往歴 :特記すべき事項なし｡

家族歴 :問診において特別なものなし｡

現病歴 :昭和56年 1月頃, 右下顎小臼歯部の歯

牙の前出異常に気付 く｡ 7月末某歯科医受診した

ところ, 左下顎小臼歯部にも過剰歯があると言わ

れ,同医よりの紹介で当科受診｡

全身的 および 口腔外所見 :特記 すべき事項 な

し｡

口睦内所見 :上下喫合関係は前歯部は反対喫合
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で, 右側の第 2小臼歯 と第 1大臼歯部

で交叉唆合 となっている｡ 上顎歯列 で

は,3_の低位唇側転位,jJq)舌側転位が

認められる｡且はほぼ正常に所出してい

るが,!且は未煎出である｡下顎歯列にお

いては前歯部は叢生で,l官は半埋伏,可
は未萌出である｡

可寸は頬舌 2嘆頭を有し,頬側嘆頭の

発育が 良 く, 連合隆線も著明 である｡

51盲と思われる歯牙は舌側喫頭,舌側副

喫頭とも発育しているが,遠心辺縁隆線

の発育が悪 く,嘆合面は近心から遠心に

向けて傾斜している｡右側の過剰歯と思

われる歯牙は,歯軸がほぼ900遠心に回

転し,横側近心面がJ61舌側近心面に接触

し,近心隅角部がTl舌側面に接触してい

るため,可がやや頬側に移動している.

反対側は,【丁とrFの間の舌側に喫頭の一

部が露出した過剰歯と思われる歯牙が認

められる｡(写真4)

Ⅹ綿所見 :過剰歯と思われる歯牙の歯

根は左右とも第 2小臼歯と第 1大臼歯の

間に位置し,その長さは第 1,第 2小臼

歯と比較してやや短い｡下顎小臼歯部以

外 には過剰歯 はなく,未前出歯の頂

は存在している｡(写真 5)

r

T

r
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校合面観 遠心隣接面観

舌側面観

写真 3 抜 去 歯 牙 所 見

抜去歯牙所見 :右側過剰歯,歯冠幅は本症例の は喫頭頂の発育が弱 く, かつ唆頭頂は近心からみ

41,可および藤田4)の計測値と比較して小さく, た場合歯根の長軸上 になく,頬側に位置 してい

歯冠厚は逆に大きい値である｡ (表2),頬側唆預 る｡一方,舌側唆頭は発育がよく, そのため頬舌

写真 4 症例2の口腔内所見 写真 5 症例 2の Ⅹ線所見
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表 2 症例 2の計測値 (単位 mm)

l歯冠可 歯冠可 歯冠厚 恒の全長

両唆頭を境する中心溝は吹合面中央よりやや 頬側

寄 りに近遠心にほぼ直線的に走 り, 舌側副嘆頭も

みられないので, 吹合面の概観はむしろ上顎小臼

歯, あるいは退化の進んだ上顎第 3大臼歯の形態

に似ている｡舌側吹頭は頬側吹頭より高 く発育し

ているが, 舌側吹頭頂はやや近心寄 りに位置して

いるので,舌側面観では下顎小臼歯の特徴を示し

ているO歯冠近心面には,p61との間の接触による

磨耗が強 く認められる｡歯根はやや短 く,下顎小

臼歯の特徴である円錐形を示し, 根尖で急に細 く

なり,その先端は舌側に曲がっている｡ (写真6)

左側過剰歯,歯冠幅,歯冠厚は,本症例の区,

｢す,および藤田4)の計測値とほぼ同じ値である｡

(表2)舌側喫頭および副吹頭はともに発育はよ

く, その舌側面観は下顎第 2小臼歯のものと酷似

している｡ これに対して,頬側唆頭はその近遠心

隅角の発育が悪いため, 全体として丸みを帯び,

一見舌側吹頭のような観をいだかせる｡ 喫合面観

において頬側幅と舌側幅を比較すると, はるかに

近心隣接面観 喫合面観 遠心隣接面観

舌側面観

写真 6 抜 去 歯 牙 所 見
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舌側幅の方が大きい｡また,頬側吹頭頂

は歯根長軸上より頬側に位置している｡

頬舌両攻頭を境する中心溝は,舌側副喫

頭の発育とも相まってY字型を示してい

る｡歯根は明らかに短 く円錐形で,根尖

端は近心に曲がっている｡(写真7)

以上,抜去歯牙の所見,その所出位置

および下顎第 1,第 2小臼歯の敢出状態

と歯冠形態より,本症例は過剰歯とする

のが妥当と思われる｡

考 察

永久歯群の過剰歯の出現頻度は,栃原

5)は18編の口臆検査成績報告をもとに,

小学生で0･65%,第2生歯完了後で0.37

%,日本人の平均出硯率は0.43%,支那

人1･01%, 朝鮮人0.52%,台湾人0.75

%であると述べている｡筒井6)は1,454

名中11例の0.76%,住谷 は4,050名中

19例の0.47%,更に,Stafnel)は Ⅹ綿

を併用 して,48,550名車441例の0.91

%と報告している｡観察方法,人種等で

やや差があるが,その頻度はほとんどが

1.0%以下である｡

下顎小臼歯部 の過剰歯 に限ってみる

と,今村7)は29,764名中1例に,筒井6)
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近心隣接面観 喫合而観 遠心隣接面観

千側面観

も1,454名中1例に, 住谷3)は4,050名中1例も

なく, 岡本8)は81,231名中11例にしかみられな

かったと述べている｡ また,過剰歯全休に対する

下顎小臼歯部 の過剰歯の割合は, 栃原5)は520例

中8例の1.5%, Stafneは500歯中33歯の6･6

%と報告しており, 比較的稀れな過剰歯であると

言える｡ 最近, 多田9)は本邦における下顎小臼歯

部過剰歯 の報告例 は142例 であったと述べてい

る｡

過剰歯出現率を男女別にみると,全休では男性

の方が女性より明らかに 出現率が高いと言われ

ている2)5)が, 下顎小臼歯部に限ってみても, 栃

原5)は男性75.0%,女性25･0%, 岡本10)は男性

59.4%,女性39.1%,不明 1.6%,野坂11)は男性

66.4%,女性31.9%,不明1.8%,更に, 多田 9)

105

は男性67.6%, 女性 32･4% と報告して

お り, 明らかに男性に 多いと考えられ

る｡

下顎小臼歯部過剰歯の出現部位は,犬

歯第 1小臼歯々間から第 2大臼歯部にわ

たっているが,野坂10)によれば出現部位

の明確な219歯 (爾出歯)についてみる

と,第 1小臼歯と第2小臼歯の問が,87

歯,39.7%で最も多く,次いで第 2小臼

歯と第 1大臼歯の問が80歯,36･5%で}

これらの部位で全体の約76%を占めて

いる｡多田9)も埋伏歯を含めた検討で,

同部位で70%を占めていると報告 して

いる｡本症例も,いずれも同部位に出現

した例である｡次に,頬舌的にみると,

野坂によれば舌側に 出現したものが179

歯,81.7%で最も多 く,歯列内は32歯,

14.6%,頼 (眉)側は8歯, 3･7%であ

り, このように舌側の 出現率が高いの

は,過剰歯の前出が小臼歯に比して遅れ

るためであろうと述べている｡ 栃原5),

多田9)も同様に舌側が圧倒的に多く,各

々,77.8%,83.0%であると報告してい

る.よって,今回の症例 1のように挿側

に出現した例は,稀れな例と言える｡

下顎小臼歯部 の過剰歯の数であるが,

岡本10)は74例中30例は1歯だけであるが,両側

1歯対称性に発現したもの12例,両側2歯対称

性のもの9例,両側 3歯対称性のもの2例である

と述べている｡ 野坂11)は113例中45例, 39･8%

が両側性 に 出現 し, 多田 9)も両側性は発現例の

45.7%を占めていると報告しており,下顎小臼歯

部過剰歯は左右両側性に出現する頻度はかなり高

いと言 える｡今回 の症例 2のように, 1歯対称

性の例は,多田9)によれば両側性64例中25例,

39.1%であり,比較的頻度の高い例である｡

下顎小臼歯部に最も多数の過剰歯が 出現した例

は, 三谷12)の26歳,男性の例で cleidocranial

dysostosisのような特異的な先天性の全身疾患

はなく,両側対称性に各 3個,計 6個の過剰小臼

歯をもつものである｡ なお,この例では上顎左側
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小臼歯部に3個の過剰歯をもっており,計9個の

過剰歯が存在している｡

下顎小臼歯部過剰歯の大きさは,野坂に よれ

ば,現在までの報告例からみると,平均値より大

きいもの,小さいものとまちまちであると述べて

いるが,今回の症例 1では,歯冠幅,歯冠厚とも

に日本人の平均値より小さく,本患者の甘,可と

比較してもかなり小さい｡症例2では,右側の過

剰歯は日本人の寸,盲の平均値と比較して,歯冠

幅が小さく,歯冠厚は大きく,左側の過剰歯は歯

冠幅,歯冠厚はほぼ同じである｡

野坂11)は計測値の明記されている下顎51例につ

いてみると,過剰小臼歯を有する顎の第 1,第2

小臼歯の大きさは, 男性では平均値より大きく,

第 レ上白歯厚径以外, すべて過剰歯を有する個体

が有意に大きい値を示していると述べている｡本

症例における第 1小臼歯,第2小臼歯の計測結果

では,そのような傾向は認められない｡

過剰歯として出現する歯牙はその形態から,一

般に前出部位の歯牙の解剖学的形態に誓似した定

型歯と,円錐形,菅状,梶棒状など著しい変異形

を示す非定型歯の2種に大別されている｡野坂11)

によれば下顎小臼歯部過剰歯248歯車,小臼歯型

が全体の70%以上を占め, 多田 9)の報告でも定型

歯が全体の79･8%を占めている｡このように小臼

歯部の過剰歯は他の部位と異なり定型歯の出現が

非常に多いが,本症例も一応定型歯に入れてよい

ものと思われる｡

過剰歯出現者における第 3大臼歯の前出率は,

栃原によると白歯部に過剰歯を有する68例の観察

では,上下4歯全部前出するもの72.1%,3歯爾

出2.94%,2歯前出1.47%, 1歯前出2.94%,

全 く繭由せず20.58%で,1人の有する智歯数の

平均は3.02本である｡ 野坂11)は小臼歯部過剰歯例

のうち,第 3大臼歯の所出に関して報告のある98

例中,A歯すべて所出は44.9%,3歯雨出15･3%,

2歯前出19.4%, 1歯前出8.2%,全 く繭出せず

は12.2%と述べている｡一方,菊村13)は16歳より

25歳の健康男性500名の観察で,第 3大臼歯の所

出率は上顎37.3%,下顎33･6%で,19歳では約

20%,20歳では約40% と急増するが,4歯未雨

出も48.6%を占めると報告し,藤田14)も河西,局

崎のデータを引用し,4歯未所出は各々,52%,

33%であるとしている｡このように過剰歯を有す

る個体において智歯の所出率が 著明に高い こと

は, 佐藤2)が欠如歯を有する個体においては,逆

に第 3大臼歯が80ないし90%欠如すると述べてい

ることも考え合わせると,興味深い｡本症例にお

いては,いずれも第 3大臼歯は存在しており,症

例 1では3本,症例2では2本がほぼ正常に所出

している｡

過剰歯の発生原因については,現在のところ明

確な定説はない｡野坂11)は今まで述べられている

説を, 1) 隔世遺伝説,2) 歯牙および歯堤の破

裂および生産過剰説,3) 中間説,4) 奇型説,

5) 組織誘導説,と分け,組織誘導説に基づ くも

のと考えるのが妥当と述べている｡多田 9),小川 15)

らは,過剰歯堤の発生に伴って過剰歯腔が形成さ

れ,出現するものと考えており, この考え方が最

も一般的のようであるが, これとても必ずしも組

織学的にあるいは病理学的に証明された ものでは

なく,歯の異常の原因についての我々の知識はま

だ想像の域を脱しえないと言うのが実状で あろ

う｡今回の症例でも, その発生由来について明確

な示唆を与えるような所見はみられなかった｡

結 語

下顎小臼歯部に出現した過剰歯の2例を経験し

たので, 文献的考察を加えて その概要を報告し

た｡

1) 症例 1は18歳,.男性で,可と可の問の頬側

に認められたもので,歯冠幅径は小さく,舌側喫

頭は非常に小さく, いわゆる犬歯化の形態を示し

ていた｡

2) 症例 2は19歳,男陛で,舌側に対称性に認

められたもので,左右ともに舌側唆頭が発達し,

下顎第 2小臼歯に類似した形態を示していた｡
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