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て講演した内容について特にお伝えしたい部分をまと

はじめに

め直したものである．

本稿は「適切な歯科矯正治療の普及を目指して〜患
者ファーストの早期治療とは〜」のテーマで開催され

埋伏歯の頻度について（図 1）

た JIO 第 17 回学術大会・JSO 第 7 回学術大会（2018
東京）で「埋伏歯の早期治療の重要性について」とし
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図 1 石井クリニックにおける埋伏歯の頻度
埋伏歯を有した患者の診断時年齢とその人数．その内開窓・牽引，開窓などの処置（経過観察，
抜歯は含まず）を必要とした人数．
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表

矯正歯科石井クリニックにおける埋伏歯の頻度別歯種

の間に来院した 2117 人の患者のうち 4.1％（86 人）
が埋伏歯（第三大臼歯，第二大臼歯，過剰歯は除く）

埋伏の原因について

を有し，その内の 81％（70 人）が開窓・牽引，開窓

Syndrome などの先天性の原因を除き，一般的に次

などの処置を必要とした．なお処置には歯牙腫・過剰

のような原因が考えられる．①歯胚の位置異常，②ス

歯・晩期残存乳歯摘出，スペース獲得のための小臼歯

ペース不足，③乳歯の根尖病巣，④含歯性嚢胞，⑤歯

便宜抜歯が含まれ，経過観察，埋伏歯そのものの抜歯

根湾曲，⑥歯牙腫，⑦骨性癒着，⑧低位乳歯，⑨過剰

は含んでいない．またこの埋伏歯を活かす処置を必要

歯，⑩側切歯による犬歯萌出ガイドの欠落．

とした患者のほとんどが 13 歳以下の子供たちであっ

①の歯胚の位置異常の原因は概ね生まれもったもの

た．なお当院の場合は第二期治療の時期の患者さんで

ではないかと考える．図 2a の症例は上顎左側犬歯が

も，埋伏歯がある場合，先ずは開窓・牽引などの処置

第一小臼歯と第二小臼歯間に位置して埋伏している．

を行ってから第二期治療に移行している．以上のこと

また図 2b の症例は上顎両側第二小臼歯が口蓋に近遠

から埋伏歯は矯正的早期介入が必要な不正咬合として

心的に埋伏していて，血管が多い部位で抜歯リスクが

考えてよいかと思う．

高いことから抜歯せず矯正治療を終えている．③の乳
歯の根尖病巣（図 3）と④の嚢胞（図 4）は，時に埋

埋伏歯の頻度別歯種（表）

伏の原因になるので，注意が必要かと思う．図 3 の症
例は 8 歳 6 か月時に正常な位置にあった上顎左側犬歯

同統計では，1 番頻度が高いのがやはり上顎犬歯

が 2 年半後には埋伏している．原因は乳犬歯の根尖病

で，比較的高い率で上顎中切歯，上顎第二小臼歯と続

巣であり，乳犬歯抜歯後，犬歯は問題なく萌出してき

き，4 番目に下顎第二小臼歯が位置し，側方歯群の萌

た．図 4a の症例は上顎左側側切歯が含歯性嚢胞によ

出順の遅いもの（上顎中切歯を除く）が上位に位置し

り埋伏し，図 4b の症例は上顎右側側切歯上方の過剰

ていた．なお下顎第一大臼歯が 5 番目で 4 本あり，埋

歯の含歯性嚢胞により同側切歯が埋伏傾向であった．

伏歯総数に占める割合が 3.8％と矯正臨床を行ってい

⑤の歯根湾曲は Becker2）によると図 5 の症例のように

れば何度かは経験する可能性のある埋伏歯であること

埋伏により歯根形成中に皮質骨などの環境制限が生じ

が伺われた．なお以上の結果は福岡歯科大の報告1）と

起こっていることなので埋伏の原因にはならないとの

ほぼ同様であった．両者の違いは福岡歯科大の場合は

ことである．そして牽引すれば問題なく動くと述べて

側切歯の埋伏が 3 番目と比較的多いのに対して，下顎

いる．しかしながら，Puricelli3） は湾曲した歯根は上

第一大臼歯が 7 番目で埋伏歯総数に占める割合が

顎犬歯の埋伏の原因になるので，根尖を apicotomy（湾

1.3％と当院に比べて低頻度であった．

曲根尖切除）して牽引すべきとしていることから，二
次的にその後の萌出を阻害する可能性は十分あると考
えてもよいかもしれない．⑧の低位乳歯も図 6 の症例
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b

図 2 埋伏歯の原因①：歯胚の位置異常
a ：13 歳 4 か月の男子のパノラマ．上顎左側犬歯が第一，第二小臼歯間に埋伏．
b：11 歳 9 か月の男児の CT 画像．上顎両側第二小臼歯の近遠心埋伏．

a

b

図 3 埋伏歯の原因③：乳歯の根尖病巣
a ：8 歳 6 か月の女児のパノラマ．
b ：11 歳 2 か月時の同女児のパノラマ．上顎左側乳犬歯根尖病巣により上顎左側犬歯が埋伏している．
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a

b

図 4 埋伏歯の原因④：囊胞
a ：11 歳 0 か月の男児のパノラマ．上顎左側側切歯が含歯性囊胞により埋伏．
b：8 歳 7 か月の男児のパノラマ．上顎右側側切歯上方過剰歯の含歯性囊胞により同側切歯が埋伏傾向．

図 5 埋伏歯の原因⑤：歯根湾曲
13 歳 0 か月の女子の CT 画像．右側犬歯根尖が皮質骨の制限により湾曲．

のように希に埋伏の原因になるので注意したい．最後

心に転位し，頬側に比べスペースのある口蓋側に萌出

に⑩の側切歯による犬歯萌出ガイドの欠落であるが，

しようとする．しかし，側切歯の歯冠が存在するため

Becker & Chaushu4）によると上顎犬歯は通常図 7a のよ

結果的に埋伏する傾向が強いとのことである．図 8 の

うに，側切歯歯根側面に沿いながら萌出するが，側切

症例はまさに上顎左側犬歯が側切歯のガイド不足によ

歯が矮小歯の場合，図 7b のようにその歯根形成が通

り口蓋側に埋伏した例である．

常より 3 ないし 4 年遅れるためこのガイドを失い，近
24
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図 6 埋伏歯の原因⑧：低位乳歯
8 歳 6 か月の女児のパノラマ．上顎右側第二乳臼歯の低位により上顎右側第二小臼歯埋伏傾向．

a

b

図 7 埋伏歯原因⑩：上顎側切歯の犬歯萌出ガイドの欠落
a ：正常な犬歯の萌出．Becker & Chaushu4）より改変引用．
b ：10 歳 10 か月の女児のパノラマ．
上顎左側側切歯矮小．萌出遅延により犬歯が埋伏傾向．
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図 8 埋伏歯の原因⑩：側切歯による犬歯萌出ガイドの欠落
15 歳 4 か月の男子のパノラマ．
上顎左側側切歯矮小により，犬歯が萌出ガイドを失い，口蓋側に埋伏．

上顎犬歯の埋伏の予測および埋伏犬歯による隣在歯歯

の埋伏犬歯の位置変化を健側と比較検討し報告してい

根吸収の予防法について

る．彼らによると埋伏犬歯歯冠は垂直的には 8 歳で

これまで埋伏犬歯の論文は白人を対象にしたものば

4mm 萌出の遅れがみられ，近遠心的には 9 歳で埋伏

かりで果たしてアジア人に当てはめてよいものかどう

犬歯歯冠が側切歯の歯根の半分とオーバーラップする

か疑問に思っていたが，2011，2012 年とアジア人を

ようになり，その後さらに近心に位置するようになる

対象とした論文が初めて 3 編立て続けに報告された．

とのことである．また歯軸的には埋伏犬歯は 9 歳で正

先ずは Yan らの 研究であるが，170 人の中国人（平

中に対して 30 度の傾斜（健側は 10 度程度）を持つよ

均 14.5 歳）を対象に埋伏上顎犬歯について CBCT を

うになるとのことである．

5）

用いてその位置を詳しく調べたものである．犬歯埋伏

すなわち，これら 3 編の報告から犬歯が埋伏するか

があるとそれぞれ 27％，18％，10％の割合で側切歯，

どうかの予測は 8，9 歳ごろのパノラマを用いその歯

中切歯，第一小臼歯に吸収が認められたことから，歯

冠の垂直的な位置ならびに近遠心的な位置，そして歯

冠が歯根に近接していたら，積極的に介入すべきと報

軸をチェックして行い，隣在歯歯根の吸収に関しては

告している．また歯根吸収のリスクファクターは犬歯

犬歯歯冠の近接の程度を確認することが大事であるこ

による隣在歯歯根への近接（距離が 1mm 未満）が一

とが示唆された．

番であるとのことである．そして Kim ら6） は韓国人
148 人を対象に上顎犬歯による側切歯の吸収を CT と

このような観点で隣在歯の歯根吸収を惹起した上顎
犬歯埋伏 3 症例をみてみる．

パノラマを用いて調べ，埋伏があると 50％の確率で

先ずは図 9 の転医症例では，9 歳 8 か月の時点（前

歯根吸収が生じ，その吸収は犬歯歯冠が側切歯歯根の

医資料）（図 9a）では右側に比べ，左側犬歯は近心に

領域，そしてそれを越えて中切歯歯根の領域に位置す

傾斜し，歯冠の位置が低位で近心に位置し，側切歯歯

ればするほど歯根吸収は起こり易いと報告している．

根とよりオーバーラップしていた．それが 10 歳 10 か

犬歯の歯軸は歯根吸収とは関係ないとも述べている．

月（前医資料）（図 9b）になるとパノラマで左側犬歯

またアジア人は口蓋が浅いことからより頬側に埋伏す

が埋伏し，左側側切歯を吸収している可能性の高い所

る傾向があるとも報告している．なお白人の深い口蓋

見がみられた．そして転医後の当院初診 12 歳 7 か月

では側切歯による犬歯の萌出ガイドが失われ易く萌出

（図 9c）で左側犬歯は埋伏し，CT でも明らかな歯根

の場の広い口蓋に埋伏する傾向にあるとのことであ

吸収が認められた．なお，この症例では 10 歳 10 か月

る． 最 後 に 香 港 の 中 国 人 を 対 象 に し た Sajnani &

時点で前医が CT を撮影し，歯根吸収の有無を調べ早

King7）のパノラマを使った研究報告であるが，片側性

期介入すべきだったと思う．
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図 9 隣在歯の歯根吸収を惹起した上顎犬歯埋伏症例 1（転医症例，女児）
a ：9 歳 8 か月（転医前）のパノラマ（前医にて撮影）．
右側に比べ左側犬歯が近心に傾斜し，歯冠が低位でかつ近心に位置し，側切歯歯根とよりオーバー
ラップしていた．
b ：10 歳 10 か月（転医前）のパノラマ（前医にて撮影）．
左側犬歯が埋伏し，左側側切歯を吸収している可能性が高い．
c ：12 歳 7 か月（転医後，当院初診時）のパノラマ，CT 画像
左側犬歯は埋伏し，パノラマ，さらに CT でも明らかな左側側切歯の歯根吸収が認められた．

次の症例（図 10）においても 10 歳 6 か月時（図

最後は両側で隣在歯歯根の吸収を引き起こした上顎

10a）では右側に比べ左側犬歯は近心に傾斜し，歯冠

犬歯埋伏症例（図 11）である．両側なので，上下的

が低位で近心に位置し側切歯歯根と完全にオーバー

な位置関係を評価することは難しかったが，9 歳 7 か

ラップしさらに中切歯歯根と近接していた．そして

月時（図 11a）で右側は近心に傾斜し歯冠が側切歯歯

12 歳 1 か月時（図 10b）では右側は正常に萌出する

根を越え近心に位置していた．左側は近遠心的に側切

も，左側は埋伏し，左側中切歯・側切歯の歯根吸収を

歯の歯根とオーバーラップしていた．2 年後の 11 歳 7

惹起していた．

か月（11b）では右側は埋伏し，中切歯の歯根を吸収
当院における埋伏歯に対する治療法および考え方［石井ほか］
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a

b

図 10 隣在歯の歯根吸収を惹起した上顎犬歯埋伏症例 2（女児）
a ：10 歳 6 か月のパノラマ．
右側に比べ左側犬歯が近心傾斜し，歯冠が低位で近心に位置し側切歯歯根と完全にオーバー
ラップし，さらに中切歯歯根と近接していた．
b：12 歳 1 か月のパノラマ．
右側は正常に萌出するも，左側は埋伏し，左側中切歯・側切歯歯根の吸収を惹起していた．

a

b

図 11 隣在歯の歯根吸収を惹起した上顎犬歯埋伏症例 3（女児）
a ：9 歳 7 か月のパノラマ．
両側なので，上下的な位置を評価することは難しかったが，右側は近心に傾斜し歯冠が側切歯
歯根を越え近心に位置していた．左側は側切歯の歯根とオーバーラップしていた．
b：11 歳 7 か月のパノラマ．
2 年後，右側は埋伏し，中切歯の歯根を吸収していた．また左側も埋伏し，中切歯，側切歯の
歯根を吸収していた．

28
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していた．また左側も埋伏し中切歯，側切歯を吸収し
ていた．この症例に関してはもう少し頻繁にパノラマ
を撮っていれば，吸収の予防，もしくは吸収の早期に

上顎中切歯水平埋伏の早期介入の重要性
症例を二つ呈示し，上顎中切歯水平埋伏の早期介入
の重要性について説明する．

介入できたと思う．
以上のように，論文で示唆された項目を注意しなが

先ずは症例 1（図 12）であるが，開窓牽引前，既に

らみれば，犬歯が埋伏するかどうかは予測でき，かつ

健側右側の中切歯はほぼ歯根が完成し，埋伏左側も

隣在歯の歯根吸収も予防できたり，早期にみつけるこ

2/3 以上歯根形成が進んでいた（図 12a）．そして開窓

とができる可能性が高いことが伺われた．ちなみに当

牽引後も，その歯根湾曲は残ったままであった（図

院では実際上記のことに注意しながらパノラマ，デン

12b：パノラマ，セファロ）．

タルで犬歯，隣在歯歯根を評価していて，必要がある

そ れ に 対 し て， 症 例 2（ 図 13） で は 治 療 前（ 図

場合はこの評価（主にデンタル評価）を定期的に行っ

13a）（6 歳 1 か月）の埋伏右側中切歯の歯根形成は症

ている．そして吸収の確定診には CT を利用してい

例 1 と比べるとまだまだ早期（1/2 以下）で，治療後

る．なお，上記 3 症例とも開窓・牽引などを行い良好

（図 13b），湾曲も認められず，健側と比べても遜色の

な結果を得ている．

ない歯根の状態であった．Tsai8）は混合歯列期に外科
的に埋伏中切歯を repositioning した症例報告で，開窓

a

b

図 12 上顎中切歯埋伏症例１（男児）
a ：開窓牽引前（8 歳 8 か月）のパノラマ，CT 画像．
上顎左側中切歯の歯根が湾曲していて，歯根形成も 2/3 以上進んでいた．
b：治療後（10 歳 1 か月）のパノラマ，セファロ．
牽引後，歯根湾曲は残ったままである．

当院における埋伏歯に対する治療法および考え方［石井ほか］
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a

b

図 13 上顎中切歯埋伏症例 2（女児）
a ：開窓牽引前（6 歳 1 か月）のパノラマ，CT 画像．
上顎左側中切歯の歯根が湾曲しているが，歯根形成は 1/2 以下．
b ：治療後（7 歳 6 か月）のパノラマ．牽引後，歯根湾曲は改善した．

牽引を早期に行えば行うほど，歯冠，歯根が正常な位

行っていた．その後，何も処置をせず約 2 年後に当院

置になり，より正常に歯根が形成されやすいと報告し

来院（図 14b）．この間，この第一大臼歯は舌側に傾

ている．症例 2 はまさにこのことが実践されたと考え

斜しながら多少の自然萌出が認められるも，後方歯で

る．なお，埋伏上顎中切歯歯根湾曲の原因であるが，

ある第二大臼歯の近心傾斜しながらの萌出により，二

Becker は上顎中切歯の埋伏は，上顎乳中切歯の外傷

次的に萌出障害が生じていた．当院では第二大臼歯の

により，後継永久歯である中切歯のヘルトビッヒの上

アップライト後，開窓 3 回を通じて，先ずは通常通り

皮鞘が変形して起こると述べているが，今回当院の統

頬側への牽引を行い，その後頬側歯冠部エナメル質と

計データでは 9 人中 7 人（上記二症例も含む）は外傷

歯槽骨の接触がみられたため頬側の歯槽骨を削除した

の既往がなかったので，生来的な原因によるものが強

り，頬側への牽引方向を歯冠軸上で挺出する方向に変

いのではないかと考える．

えたりしてみたが，まったく動かず 12 歳 11 か月時に

9）

アンキローシスを疑った（図 14c）．そこで開窓 4 回
埋伏下顎第一大臼歯開窓牽引のポイント
埋伏下顎第一大臼歯を有する二症例を紹介し，この
埋伏について治療の要点についてお伝えする．
先ず症例 1（図 14）であるが，当院受診前 8 歳 7 か

目で亜脱臼を行った結果，ようやく動き始め，亜脱臼
後 1 年 1 か月（14 歳 3 か月）で本来あるべき位置ま
で移動することができた（図 14d）．亜脱臼に伴う歯
髄壊死は認められなかった．現在，第二期治療に移行
していて，第一大臼歯は生理的動揺が認められ，全周

月で一般歯科医からの紹介で近隣の口腔外科で含歯性

ポケットデプスは 3mm 以下で，電気歯髄診も陽性で

嚢胞を有する下顎右側第一大臼歯の開窓（図 14a）を

ある．
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a

b

c

d

図 14 埋伏下顎第一大臼歯症例１（男児）
a ：当院受診前（開窓前の 8 歳 1 か月）のパノラマ．含歯性囊胞で下顎右側第一大臼歯埋伏．
8 歳 7 か月で開窓．
b： 当院初診（10 歳 6 か月）のパノラマ．開窓後何も処置をせず約 2 年後に当院来院．
c ：当院での開窓牽引後（12 歳 11 か月）のデンタル．
下顎右側第一大臼歯は全く動かず，アンキローシスが疑われた．
d： 亜脱臼後 1 年 1 か月，14 歳 3 か月のパノラマ．
本来あるべき位置へ下顎右側第一大臼歯が移動．

当院における埋伏歯に対する治療法および考え方［石井ほか］

31

これに対して次の症例（図 15）は近隣の別の口腔

た場合と CBCT から得られる 3D 資料を用いた場合と

外科で含歯性嚢胞を有する下顎右側第一大臼歯の開窓

を比べ，治療計画に有意な差は認められず，予想され

後 2 か月で変化が認められないと当院に 10 歳 0 か月

る困難さ ､ 治療期間に関しても同様に差は認められな

時に紹介された患者である．第二大臼歯は歯冠の位置

かったと報告している．しかしながら，矯正科医は従

が第一大臼歯とほぼ同じレベルで，第一大臼歯の萌出

来の資料において 22.5％のケースで不十分さを感じ，

を妨げている所見は認められなかった．そこで受診後

63％のケースに対してさらなるレントゲン検査を要求

すぐに開窓牽引を行い，難なく本来あるべき位置へ移

し た と の こ と で あ る（CBCT で は そ れ ぞ れ 1.3 ％，

動することができた．そして 7 か月で治療を終了．こ

0.5％）．また治療計画に対する自信の程度は CBCT で

の二症例から言えることは，やはり下顎第一大臼歯も

は 96.3％で，これまでの 2D 主体の資料だと 61.9％と

早期に介入しないと第二大臼歯の近心方向への萌出に

3D 資料の方が有意に高かったと報告している．また

より二次的に埋伏をきたし，アンキローシスを起こす

Haney ら11）は，埋伏上顎犬歯 25 症例に対して，臨床

可能性があるということである．また早期に介入した

科医でもある指導教官を対象に，従来の 2D イメージ

方が歯の適応力も旺盛でよりスムースに治療が進むと

（ パ ノ ラ マ， オ ク ル ー ザ ル，2 枚 の デ ン タ ル ） と

考える．

CBCT の 3D イメージで行われる診断，治療計画の違
いについて調べた．その結果，犬歯の尖頭の位置に関

CT を用いた三次元（3D）診断の重要性

して頬舌的には 21％，近遠心的には 16％の割合で両
者で違いが認められ，隣在歯が歯根吸収しているかど

Alqerban らは10），埋伏上顎犬歯 64 歯に対する治療

うかに関しては 36％の割合で両資料で相違がみられ

計画に関して，4 人の矯正科医を対象に，従来の 2D

たとのことである．また 2D 資料で行われた 27％の

主体の資料（パノラマ，セファロそして模型）を用い

診断（処置せず，開窓牽引 ､ 抜歯）が 3D 資料により

a

b

図 15 埋伏下顎第一大臼歯症例 2（男児）
a ：10 歳 0 か月のパノラマ．含歯性囊胞を有する下顎右側第一大臼歯を開窓後 2 か月．
b ：10 歳 9 か月のパノラマ．開窓牽引後 7 か月．
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覆され，臨床科医の診断・治療計画の精度に対する自

してまとめてみると下記のようになるかと思う．

信は 3D 検査の方がはるかに高かったと報告してい

① 3D 立体画像により，簡単に埋伏歯の位置，またそ

る．以上のように，CT の 3D 資料を用いた方が，的

の周りの構造物との関係を把握できる（図 16）．

確に歯の位置を判断することができ，隣在歯歯根の状

図 16 に上顎両側犬歯が埋伏した患者のパノラマ

態もより把握し易く，診断の精度も上がり，自信を

（2D）と CBCT の 3D 立体画像を示す．3D 立体画像
を用いると，その位置，また隣在歯との位置関係をよ

もって治療を行うことができるとのことである．

り簡単に把握できる．

当院においては 2008 年から外部で撮影した CT デー

②埋伏している個々の歯冠の位置，根尖の位置を正確

タと汎用 Viewer ソフト OsiriX を用いて埋伏歯の診断

に把握することができる．

を 行 っ て お り，2018 年 の 3 月 か ら は 矯 正 用 CBCT
（KAVO 3DeXam+）を導入している．そして，これま

CT viewer ソフトの多断面構成 MPR（Multi-planar

での経験を基に CT を用いた三次元診断の重要性に関

Reconstruction）により，任意の断面構成が可能にな

a

b

c

d

図 16 CT を用いた三次元（3D）診断の重要性①
埋伏上顎左右側犬歯のパノラマ（a）および 3D 立体画像（b, c, d）
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る．図 16 症例の上顎右側犬歯をこの MPR でみてみ

定し，tooth size discrepancy を計測することが出来る．

ると歯冠部は側切歯の歯根の唇側に位置し側切歯歯根

さらにアンキローシスの状態もデンタルに比べてはる

を吸収していて，根尖部は第一小臼歯の口蓋側に位置

かに明確に判断できる．

し て い る こ と を正確に評価することができる（図

④埋伏歯歯冠の歯根への近接，またそれによる歯根の
吸収が明確になる（図 18）．

17）．
これらに①の 3D 立体画像を加えると，この歯を健

埋伏歯の歯根への近接が 1mm 未満だと歯根の吸収

全に排列するための，開窓の方法，牽引する方向と方

のリスクが高まる5）とのことなので，前項でも述べた

法を明確に決定することができる．なおこの症例の場

ように当院ではデンタルやパノラマなどのスクリーニ

合は牽引に際して吸収している側切歯にワイヤーは通

ング検査で埋伏歯の隣在歯歯根への近接が疑われた

さずフリーにしてさらなる吸収を避け，また第一小臼

り，また実際に吸収が疑われたりした際は，確定診断

歯は角ワイヤーをリデュースして丸め，牽引の際小臼

のために必ず CT 撮影を行っている．そして，歯根近

歯歯根に力が加わっても歯根が移動できるよう工夫し

接が認められたり，歯根吸収が認められた際には開窓

た．

牽引などの処置介入をするようにしている．なおこの

③歯根の形態（湾曲歯根），歯根形成状態，歯根の長

際の撮影モードは高解像度モードをお勧めする．

さ，歯冠形態・大きさ，アンキローシスの状態を把

⑤ Alveolar Boundary Conditions（歯槽骨限界状態）も

握することができる．

把握しながら歯の移動が可能（図 19）．

上顎中切歯の埋伏では，水平埋伏していて歯根が湾

Kapila12）は歯の移動は歯槽骨内で行うことが望まし

曲していた場合，先述したように歯根の形成初期では

く，最外層，最内層の皮質骨を越えた移動は歯周組織

歯根の形成を正常に戻せる可能性が高い．そのような

に 問 題 が 生 じ る 恐 れ が あ り Alveolar Boundary

歯根の湾曲，形成状態を調べるには CT が最も適して

Conditions（歯槽骨限界状態），すなわち歯が歯槽骨限

いる（図 12, 13）．また，埋伏歯は時に歯根が短かっ

界に対してどのような位置にあるのかに注意を払う必

たり，歯冠形成に異常をきたしていることがあり，抜

要があると述べている . この歯槽骨内における歯の位

歯の対象になることがあるが，それを的確に判断する

置を把握するには三次元的に観察することが出来る

ツールも CT の他にないと思う．また MPR で作成し

CT を活用するしかない．図 19 の症例は上顎左側犬

た最適な画像上で，CT viewer ソフトの計測ツールに

歯の牽引前の状態であるが，MPR 画像から歯冠の外

より牽引前に埋伏歯の幅径や確保できるスペースを測

側への移動を含む後下方への移動は歯根を歯槽骨内へ

図 17 CT を用いた三次元（3D）診断の重要性②
図 16 症例の上顎右側犬歯の MPR（多断面構成）画像．
歯冠部は側切歯の歯根の唇側に位置し側切歯歯根を吸収していて，根尖部は第一小臼歯
の口蓋側に位置している．
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図 18 CT を用いた三次元（3D）診断の重要性④
埋伏上顎左側犬歯の MPR 画像．犬歯が近心転位していて，中切歯歯根の吸収，側切歯歯根への近接が
この画像から明らかである．

図 19

CT を用いた三次元（3D）診断の重要性⑤

埋伏上顎左側犬歯の牽引前の口腔内写真と MPR 画像．Alveolar Boundary Conditions（歯槽骨限界状態）
を把握することができる．
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納める方向なので Alveolar Boundary Conditions が良好

説明にも大変有用である．

になることは明らかである．ただし根尖の湾曲が歯の

⑦埋伏歯の口腔外科処置における CT の意義

移動の妨げにならないか，根尖が多少上顎洞内に移動

当院の埋伏歯の外科処置を担当している口腔外科医

することに関して気にとめておくことも必要である．

の松本によると CT の重要性は，埋伏歯の頬舌的な位

⑥色々な角度から三次元的に精査可能で，治療目標ま

置，上下的な位置も的確に把握できることで，埋伏歯

での歯の移動のシミュレーションが可能である（図

が頬舌的に深い位置にある場合などは bar のアクセス

20）．

などを考えて flap を大きくし，埋伏歯が著しく低位に

KaVo の 3DeXam+ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ソ フ ト

ある場合などは flap の縦切開を延長しているとのこと

Anatomodel では，画像処理（歯の segmentation）後，

である．また埋伏歯を明示するまでの骨削除量も CT

歯だけ抽出することができ，色々な角度から埋伏歯が

で簡単に知ることができ，開窓手技のイメージがしや

精査可能である．このソフトではさらに治療目標まで

すくなり，より自信を持って処置に当たることができ

の歯の移動を動画でシミュレーションができ，歯の移

ると述べている．

動のイメージを明確にすることができる．これは患者

図 20

CT を用いた三次元（3D）診断の重要性⑥

画像処理（歯の segmentation）後，シミュレーションソフト Anatomodel を使用し歯だけ抽出することが
でき，色々な角度から埋伏歯が精査可能である．
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歯が埋伏犬歯の萌出方向を変えるきっかけになること

乳犬歯抜去による埋伏上顎犬歯の萌出誘導について
Baccetti ら

13）

自体は頬側であろうと口蓋側であろうと変わらないと
考えるので，乳犬歯抜歯は頬側埋伏にも試す価値はあ

はランダム化比較試験（RCT）で混合

るかと思う．

歯列期早期において急速拡大後，口蓋側埋伏犬歯の自
然萌出が有意になされること（拡大群：65.7％，非拡
大群 13.6％）を確かめている．しかし，その後の混合

当院における開窓・牽引術

歯列期後期の RCT14）において拡大しなくても乳犬歯
を抜去すれば同様の結果が得られることを明らかにし

一般的に開窓・牽引術は，Kokich ら15） が推奨する

ている．その報告によると，急速拡大（RME）後，

open exposure tecnique と Becker ら16）が支持する closed

後方歯の近心移動防止のためのパラタルバー（TPA）

surgical exposure strategy がある．前者は歯冠を大きく開

を付与し乳犬歯を抜歯（EC）した群では 80％の埋伏

窓後，自然萌出を待って牽引を行う術式で，後者は開

犬歯が自然萌出するが，TPA・EC だけでも 79％とほ

窓後，牽引装置を装着し，フラップを閉じ，即牽引を

ぼ同等であるとのことである．また，EC だけでも

開始する方法である．当院では後者を採用している．

62.5％と高率であるが，全くの治療なしだと 28％との

しかし，Becker ら16） は歯周組織の侵襲を極力抑え，

ことである．すなわち口蓋側埋伏犬歯の萌出誘導に関

より自然萌出に近い状態で萌出させるため，牽引用ブ

しては乳犬歯抜歯で比較的良好な結果が得られ，それ

ラケットが装着できる最低限の開窓を行っている．こ

にパラタルバーを加えればさらに良好な結果が得られ

れに対して当院では，より確実に早く牽引を行うため

るとのことである．しかしながら，年齢が上がり埋伏

に，歯冠に関しては隣在歯の歯周組織に影響が出ない

犬歯の根尖が閉じた状態であったり，また埋伏の程度

範囲でより大きく歯冠を露出し，牽引方向の皮質骨が

が重度になると自然萌出が上手く行われないとのこと

牽引の妨げになりそうな場合は誘導路を設けるため皮

なので注意を要したい．なお，アジア人に多い頬側埋

質骨を削除している（図 21a-23a）．また，牽引の終盤

伏に関する自然萌出の報告は見当たらないが，乳歯抜

厚い歯肉により，なかなか歯冠が出てこない際は，再

a

b

c

d

e

図 21 上顎左側犬歯埋伏症例
a：開窓時

b：再開窓時

c：右側術後

d：正面術後

e：左側術後
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a

c

b

d

図 22 上顎左側犬歯埋伏症例
a：開窓時

b：右側術後

c：正面術後

d：左側術後

a

c

b

d

図 23 上顎左側犬歯埋伏症例
a：開窓時
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b：右側術後

c：正面術後

d：左側術後

開窓を行っている．なおこの際牽引後の歯肉の審美性
を考慮して歯冠部歯肉を歯頸部方向に移動（apically

さらにその治療にはその精度，効率を高めるため，
CT を用いた三次元診断は不可欠かと思う．

repositioned flap）するようにしている（図 21b）．
Frost17） は局所の骨密度が低下すると，局所の硬組
織・軟組織のリモデリングが活性化すると報告し，こ
れを Regional Acceleratory Phenomenon（RAP）と名付け
た．そして Wilcko ら

18）

はこの RAP を利用し，歯槽骨

にコルチコトミーを施し歯の急速移動を行っている．
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