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A case of the maxillary left side central incisor inverse impacted

tooth traction orthodontically
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ABSTRACT

We encountered a case of inversely impacted tooth involving the left maxillary central

incisor. Space was created in the position of the impacted tooth without extraction using

the multi-bracket method and the tooth was exposed surgically. Because the tooth showed

severe inverse impaction, we changed the bracket at the second fenestration and added

traction to induce movement of the impacted tooth to the labial side. Thereafter, we

achieved rearrangement with an arch wire and obtained occlusion. We used a removable

retainer, but a relapse of the impacted tooth was observed due to the curved root, so

we performed treatment once again and used a rigid retainer for the second retention.

However, loss recurred and a third treatment was required. For the retainer, we use

two types of removable retainer to prevent relapse. Ryukyu Med. J., 26( 1,2) 75---82, 2007
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緒　言

第三大臼歯を代表とした埋伏歯は,口腔外科疾患の中

では,比較的多く見られる疾患である.本来,第三大臼

歯については,嘆合に関与させることは稀で,ほとんど

の場合,抜歯の対象になることが多い.しかし,埋伏歯

が若年者の上顎前歯部に存在した場合は,唆合はもとよ

り顎顔面の成長や歯槽骨の発育にも影響が懸念され,審

美的にも多大な悪影響を及ぼすことが心配される.

我々は,今回,上顎左側中切歯逆性埋伏歯症例に遭遇

し,その埋伏歯に開窓術を施行し,牽引誘導を行った.

本症例の予後も含め,埋伏歯について若干の考察を加え

たので報告する.

症　例

患者:初診時年齢12歳2ヶ月,女性

主訴:上の左側の前歯が生えてこない.
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家族歴・既往歴:上顎前歯部における,転倒・強打,打

撲および乳前歯の重度のう蝕などの特記事項は無い.

顔貌所見:正貌は卵円形,側貌はややconvex type.

口腔内所見:上顎左側中切歯と左側第二大臼歯と上顎第

三大臼歯を除き全ての永久歯が萌出していた.上顎前歯

部には空隙が見られ,下顎正中に対し上顎右側近心隣接

面は約2.0mm左方に偏位していた.

現病歴:上顎左側中切歯が埋伏していたため,上顎歯列

弓は空隙歯列弓となっていた(Fig.1).すなわち,上

顎左側中切歯相当部(上顎右側中切歯近心隣接面～上顎

左側側切歯近心隣接面)に約2.5mmの空隙が認められ

ており,上顎右側犬歯から上顎左側第一小臼歯までの5

カ所の歯間に各々1.0-3.0mmの空隙が見られた.

Arch length discrepancyとしては,上顎歯列弓で+
ll.0mmであり,下顎歯列弓では±0.0mmであった.

レントゲン所見:初診時上顎骨側方写真(Fig. 1)から,

上顎左側中切歯切線は切線部をANSに向け鼻下口腔粘

膜直下で存在し,歯根を口蓋後方に向け埋伏していた.
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Fig. 1 Oral and X-ray films at the start of orthodontic

treatment. (12 years 2 months old)

Fig. 2 Location of the impacted maxillary central incisor.

すなわち　Palatal planeに対し, 215-　唇側傾斜して

おり,亀田ら1)によると歯科矯正学的に牽引する必要

のある埋伏中切歯の存在範囲内(Palatal planeを基準
平面とし, Counter clockwise方向の角度計測では,

唇側に168.0- -250.0。 )であった(Fig. 2).デンタ

ル写真(Fig. 1)では,歯冠が撮影方向にほぼ水平に

写っており,やや歯冠が上方に向いているのが判明して

いたが歯根の状態は不明であった.

臨床診断:上顎左側中切歯逆性埋伏歯(以降,当該埋伏

歯と呼び,牽引誘導後は当該歯とする.)

治療方針:当該埋伏歯の開窓術を施行し,歯科矯正学的

に牽引誘導を行うこととした.

治療計画:非抜歯にて,上顎マルチブラケット法を用い,

開窓術施行前準備として,当該埋伏歯相当部に上顎前歯

部歯間に見られる空隙を集めることとした.その後,当

該埋伏歯歯冠相当部に開窓術を施行した.当該埋伏歯の

逆性の程度が予想通り大きく唇側に傾斜していたため,

2度の開窓術が必要であった.埋伏歯の牽引誘導を行っ

①Palatal side of tooth traction
after surgical fenestration

(12 years 3 months ol

②Labial side of tooth traction
after re-fe nestration

(12 years 10 months old

ョA bracket was attached to the labial side and the maxillary
central incisor was repositioned with an arch wire

Fig. 3 Oral photographs during tooth traction after sur-

gical fenestration.

① Palatal side of tooth traction after surgical　　　　　② Labial side of tooth traction after

fenestration　　　(12 years 3 months old)　　　　re-fenestration(12 years 10 months old)

Fig. 4 Cephalometric (upper) and panoramic (under) ra-

diographs in traction.

た後,保定を行った.
治療経過:上顎にマルチブラケットを装着し,上顎前歯

部間の空隙を当該埋伏歯相当部に集めた.その後, 1度
目の開窓術を行うと同時に当該埋伏歯口蓋側にブラケッ

トを装着し,結集線を結熟することによる牽引誘導を開

始した(Fig. 3-①, Fig. 4-①).約7ヶ月後, 2度目
の開窓術を施行後,当該歯唇側にリンガルボタンを装着
し直し,結繋線とリングレットによる牽引を継続した

(Fig. 3-②, Fig. 4-②).その後,当該歯が唇側粘膜
から誘導されてきたため,唇側のリンガルボタンをブラ
ケット-付け直し,アーチワイヤーによる排列を行った

(Fig. 3-③),約1年4ヶ月経過後,可撤式保定装置に

切り替えた(Fig. 5-①).しかし,埋伏していた当該
歯が後戻りと思われる唇側傾斜を示し始めてきたため,

本人の希望もあり,ご家族の了解も得られたため,再治
療を行った.再治療は,両側上顎犬歯唇側面にプラスチッ

クリンガルボタンを装着し,その両リンガルボタン間に
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ゥOral photograph during retreatment
(16 years 2 months old)

Fig. 5 Oral photographs during retention and retreatment.

5▼FFP・.`-

faei三

Oral photograph of retainer

(nighttime use )

Fig. 6 Oral photographs of two types of retainers.

(19 years 8 months old)

エラスティックスを用いることにより,唇側傾斜してい

る当該歯の改善を図った(Fig. 5-②,③).約1年4ヶ
月後,改善が見られたため保定として,上顎前歯部口蓋

側に固定式保定装置を用いた.しかし,保定期間中の約
6ヶ月経過時,約9ヶ月経過時,約10ヶ月経過時および

約12ヶ月経過時と計4回固定式保定装置の脱落が見ら
れ,そのたびに,再装着を繰り返してきた.そのため,

保定が効を奏さず,上顎前歯部に叢生が認められて来た
ため,再度,上顎にマルチブラケット法による治療を施
さざるを得なくなった.再治療開始約10ヶ月後,前歯

部叢生の改善が見られたため,上顎犬歯間の6前歯に

のみブラケットを残し,さらに約8ヶ月間経過観察を
行った.経過観察後, 2種類の可撤式保定装置を用い

て保定を再度開始した(Fig.6).これらの保定装置の
うち,ひとつは審美性を考慮した形状で主に昼間に使用

してもらうこととするクリアタイプの可撤式保定装置で
あり.もうひとつは後戻りの傾向の強い当該歯に対し,

当該歯唇側歯冠部にワイヤーを組み込んだ形状であり主
に就寝中に用いてもらうように工夫した保定装置であっ

た.現在,牽引誘導して来た当該歯歯根は唇側に琴曲し

Left side incisor tooth root curvature

in radiographic localization
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Cephalometnc radiograph of left side incisor

tooth rootto labial side (*

Fig. 7 Radiographic localization and cephalometnc radio-

graphs after treatment. (19 years 8 months old)
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てはいるものの,保定開始10ヶ月が経過し,心配して

いた後戻りの傾向は見られていない(Fig. 7).

考　察

1)埋伏歯の定義について

過去に, Fastlicht2は「dental impaction」すなわ

ち歯の埋伏の定義として「萌出せずに顎骨内あるいは粘

膜内に留まっている時に起こる異常」としており,山

本3)は「一定の萌出期に達するも粘膜下もしくは顎骨内

に埋伏せる状態を謂う」としている.しかし,これでは,

その歯が果たして埋伏歯なのか未萌出歯なのかの区別が

明確では無い.井上4)によると,形態学的には,その成

長発育の視点から萌出が困難である歯であるとしている.

加えて井上は, 「歯の形・位置・方向・萌出余地などの

観点から,正常な萌出期に至るも萌出しないと思われる

歯を含めて,埋伏歯と定義づけた.」としている.また,

石川と秋吉5)は, 「埋伏という概念は歯の萌出の時間的

空間的異常をあらわしているのであって,同じ現象を単

に時間的異常としてみるならば萌出の遅延と解すること
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もできる.」とした.さらに,川本ら6)は「正常な萌出

期を2年以上過ぎても顎骨内もしくは粘膜下において,

完全にもしくは不完全に萌出しない歯を埋伏歯という」

と述べている.本症例の場合,初診時年齢が12歳2ヶ

月であり,日本小児歯科学会7)によると,女性上顎左側

中切歯の萌出時期は,最も遅い萌出年齢でも9.05歳であ

り,平均6.11歳であることより,すでに年齢の上では上

顎中切歯の萌出時期は過ぎており未萌出歯とは考えにく

く,萌出遅延では無いものと考えられた.

2)埋伏歯の原因について

西嶋8)や大森9)は局所的原因と全身的原因に分けてい

るが,本症例の場合,本人およびご家族の記憶の中では,

歯牙交換前の乳前歯期および永久前歯萌出期において原

因となる事実は無かったようであった.すなわち,乳前歯

の打撲,早期脱落,重度のう蝕,過剰歯や歯性嚢胞や遺

伝的要因や先天的・後天的奇形などである.加藤ら10)に

よると原因不明のものが17i　存在していたとしているが,

本症例も明確な原因を見つけ出すことは困難であった.

しかし牽引誘導を行うに当たり,乳前歯脱落後の当該埋

伏歯相当部の空隙は,結果的に,当該埋伏歯が萌出する

には不十分であり,空隙を得るために歯科矯正学的に上

顎左側中切歯部に空隙を集めることを目的とした治療を

行う必要があった.また,開窓術を施行したが,その際に,

埋伏する原因のひとつであると考えられている萌出方向

歯歯艮の強靭な角化部の除去も同時に行うこととした.い

ずれにしても,初診時の萌出路は狭い状態であったが歯

科矯正学的に当該埋伏歯相当部の空隙を広げることとし

た.また,牽引誘導を行う際に,埋伏歯を覆う骨・歯肉・

粘膜の外科的除去と同時にブラケット等の装着を行い誘

導を開始したが,その後の歯歯艮の角化部の組織の再生も

無く経過したので,比較的術式としては適した方法であっ

たものと推察出来た.

3)埋伏歯の特徴について

歯種別頻度としては, Badenll'によると,最も多いの

は下顎第三大臼歯であり,次に上顎第三大臼歯,上顎犬

歯,下顎犬歯と続き,下顎・上顎小臼歯の後に,上顎中

切歯の順となっている.本邦においては,中村12)や兼子

らl°)の報告が見られるが,本症例のような上顎中切歯の

埋伏は,大守ら14)の成人を対象とした研究では,犬歯に

続いて2番目に多く,小児を対象とした兼子ら13)や加藤

ら10)の研究では最も多かった.

性差はほとんど無いと川本ら15)は述べているが,上顎

犬歯については女性の方が多いとの見解を得ている.ま

た,逆性については,上顎犬歯と上顎前歯部過剰歯が最

も多く,ついで上顎中切歯,下顎第三大臼歯で見られて

いたと述べている.逆性であれば,むしろ口腔内から遠

ざかる方向に向かうので,唆合とは無関係になるのでは

ないかと考えられるが,逆性犬歯などは,むしろ歯列上

方の固有鼻腔16-18)や下眼険等19)などから萌出し,副鼻腔

炎や鼻閉感,鼻出血,頭痛などが併発する事もあるよう

である.このように逆性に萌出した上顎犬歯については,

1797年瑞西紀行文中でゲーテによる記載があると石井16)

により紹介されており,本邦においても金杉17)により示

されていると古市ら18)が述べている.しかし,古市ら18)

による明治34年以来本論文掲載年までの88例・ 93歯,

また,山内ら20)が, 1901年の金杉17)の報告以来1999年ま

でに140例報告しているが,全ての固有鼻腔内逆性歯牙,

すなわち過剰歯および犬歯と思われる逆性埋伏歯は全て

抜歯となっていたとの報告が耳鼻咽喉科領域から多いと

榊ら21)が述べている.これは、逆性犬歯の萌出が口腔よ

り鼻腔方向-と向かうため,現れる症状自体が耳鼻科的

な疾患を疑わせ,その原因が逆性埋伏歯にあると考えに

くいことも影響しているものと考えられた.逆性歯の中

で2番目に多い本症例のような中切歯においては,鎌

田ら22)は,岨噛能率向上や若年者の顎骨の発育,隣接歯

-の悪影響の除去のために上顎中切歯逆性埋伏歯の萌出

誘導による唆合-の参加は有効であると述べている.加

えて,本症例のような若年者は,審美性の問題も重要で

あると考えられる.すなわち,成長発育期の顎骨に人工

的な補綴物を装着することは,その患者の顎骨の成長や

顔貌に影響を与え,審美性のみならず個々の顔貌に関し

興味を持ち始める若年者であるが故に精神的抑彰感など

に問題を引き起こす可能性もあるのではないかと考えら

れる.少なくとも,安易に埋伏歯抜歯という選択は避け

るようにし,極力,前歯部埋伏歯の萌出誘導を考えてい

く事が肝心では無いかと考えている.一方,埋伏歯の診

査のためには,顎骨内や歯肉・粘膜内に存在しているた

め,直接,肉眼的観察や触診などを行うことが不可能で

あるので,レントゲン写真が必要不可欠である.本症例

のような1-2本の埋伏歯であれば, 2次元的なレント

ゲン撮影法でも支障は無いと思われるが,複数本にまた

がっていたり,あるいは,より詳細にその存在位置の確

認が必要な場合には,天願ら23)も触れている, 3次元

CTによる観察も必要になって来ると思われる.今回は、

当該埋伏歯の本数が1本であり,単純な撮影だけでも

有る程度の顎骨内における当該埋伏歯の把握が可能であっ

た.

4)牽引誘導について

従来,開窓術を行い,埋伏歯の牽引誘導を行う際には,

埋伏歯自体に何らかの処置を施す必要がある.古くは

Mershonら24)やLaDow　はpinを埋伏歯に装着して

用いたり　Fastlicht2　は埋伏歯に鋳造冠を装着して用

いたりしている.横田26)はラウンドバーにより小孔を

開けそこに弾線を付けて牽引し,古川ら27)はメタルキャッ

プを,あるいは木内ら28)は結紫線を埋伏歯歯頭部に結

致し十分挺出した後バンドによる牽引を行ったりしてい

る.また, Craninら29)はCast Bandを用い,河田ら30)

は有鈎のcast capを使用したり,日置ら31)は埋伏歯歯

冠にhookを合着して牽引を行ってきていた.これらに

対し,牽引のための器具を埋伏歯に直接接着出来ないも
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のかとの工夫は1955年のBuonocore321, 1965年のNewm

an　や1967年のMitchell34', 1969年のMizrahiら35)が樹

脂を用いた歯面-の接着法を試みたりしてきていた. 19

71年に至りMiura31は, D.B.S. (Direct Bonding Sy
stem),すなわち「矯正用アタッチメントを直接歯面に

接着させて治療を行う方法」を開発し,矯正歯科におけ

る審美性の向上,すなわち従来のバンドなどに替わるも

のとして大きく寄与することが出来た.特に,本方法は,

埋伏歯の牽引誘導を行う際に,今まで行って来ていた埋

伏歯-の器具の合着やバンドの装着,結繋線による結繋

などとは比較にならないほど接着力も高く,容易に装置

の装着が可能であった.さらに,中川37)は, D.B.S.を用

い筆積み法によるレジン製ブラケット,すなわちプラス

ティックブラケットを直接歯面に接着させることに成功

した.本方法は,操作時間が短時間で済み,特に前歯部

においては審美性にも優れている方法として臨床的にも

応用性が高いと評価されるようになった.これらの術式

の進歩により,飛躍的に埋伏歯の牽引誘導法は変容し,

極端な歯根琴曲歯や歯冠形態の異常な歯,骨性癒着歯な

どを除き,ほとんどの埋伏歯が治療対象となって来てい

る.本症例のような前歯部埋伏歯の牽引誘導についての

条件については,平田ら38)は①歯根が未完成であり,

②歯根に過度の琴曲や③歯冠形態に異常が無く, ④歯軸

が正常に植立した場合の歯軸方向からおよそ90。以内

にあり, ⑤矯正学的に埋伏歯誘導のスペースが得られ,

⑥外科的侵襲が少ない事などの六つの一般的判定基準を

列挙している.本症例の場合,歯根は完成しており,歯

根の琴曲も疑われ, Holland3'も指摘しているように埋

伏歯歯軸の側方からのレントゲン写真における傾斜も,

正常植立した場合の歯軸に比べ900　の範噂を越え,

107.5。であったため前述の判定基準とは合致していな

かった.しかし,歯冠形態に異常が無く,埋伏歯誘導の

ための空隙確保が可能であり,年齢的にも外科的侵襲に

耐えうると判断し牽引誘導を行った.当該埋伏歯誘導部

の空隙確保については,最初に初診時上下顎歯列弓にお

ける歯冠幅径を計測した(Fig.8),その結果,牽引誘

導中の当該埋伏歯の代わりに,萌出している右側中切歯

歯冠幅径の値が8.4mmであり,これは中切歯歯冠幅径

の平均値に近い値を示していた.一方,初診時上顎歯列

弓のArch length discrepancyは+ll.0mmを示して

いたが,矯正歯科的に歯の移動を行い,空隙確保を行え

ば,十分に当該埋伏歯歯冠幅径分の幅径は保証はされる

ものと考えられた.亀田ら1)も述べているように,萌

出した永久歯の抜歯を行う必要も無く,初診時の臼歯部

嘆合状態を維持しつつ,前歯部空隙を当該埋伏歯萌出予

定部位に集めながら牽引誘導を行うことが可能であると

考えられた.また,側方レントゲン写真から当該埋伏歯

を観察して見ると,同じく亀田ら40)が「唇側では168-

250。の範囲で埋伏歯が存在していたら矯正学的に牽引

が必要である」と解説しているように,当該埋伏歯歯軸
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は　Palatal planeに対し215。であったため,牽引誘

導が可能であるという条件を満たしているものと考えら

れた(Fig.2).
5)埋伏歯の治療について

埋伏歯の治療は,早期治療が望ましいとされている.

これは,堀井ら41)が指摘しているように,歯根未完成

歯においては,埋伏歯自身の萌出力や周囲組織の適応性

に期待できるというのがその理由である.本症例は,前

述の通り,歯根は完成しており,埋伏歯の萌出力は余り

期待出来なかった.しかし, 12歳2ヶ月という成長発

育期であったため,わずかに残っていた周囲組織との適

応についてはある程度期待できるものと思われた.また,

幸地42)は,犬の実験において,歯根未完成歯の移動に

おいて,歯根形成障害が起こりえるがその程度はわずか

であり,逆に,歯根完成歯の移動の場合には,歯根吸収

が起こりえるとしている.従って,歯根の完成度によっ

て,それぞれ起こりえる為害作用があると結論付け,そ

れは加重の大きさとは関係なく,むしろ根尖孔が開いて

いる段階での歯の移動は,移動距離に比例して歯根周縁

の吸収宿が増大していると報告している.本症例のよう

な埋伏歯の場合は,萌出歯に比べ,垂直的な移動距離が

来められ,移動距離も大きくなってしまうのは治療の進

行の上では必要な事であろう.しかし,歯根が完成し,

ある程度の歯根吸収は見られた可能性もある本症例では

あったが,臨床的にはほぼ適切な位置に植立させること

が可能であり,レントゲン上では明確な歯根吸収像は認

められなかった(Fig.7).

一方,安心して牽引誘導を行うためには当該埋伏歯が

骨性癒着(Tooth Ankylosis)を起こしていないかど

うかを知る必要ある.残念ながら,埋伏歯であるため,

レントゲン写真での判断が主になったが,これだけでは

Anderssonら43)が述べているように確実性に欠けるも

のであった(Fig.1).その結果,当該埋伏歯歯根の明

らかな吸収や形態異常などは確認できなかった.もし当

該埋伏歯が骨性癒着となっていた場合, Stenvikら44)が

動物実験によるデータで指摘しているように,歯の移動

を試みる意外に有効な判断方法は無いという事を理解し

つつも,可能な限り開窓術中に生理的動揺や打診音など

で極力判断を行うよう努力した.もし,当該埋伏歯が骨

性癒着歯であると明確に判明した場合,村田ら45)が述

べているように,その場で抜歯を行うか,あるいは当該

埋伏歯周辺の歯槽骨を含めた移動も考慮に入れたり,石

亀ら46)が行ったように歯と歯槽骨の癒着部位の分離させ

る,すなわち歯を亜脱臼させて移動するという事も考慮

に入れながら開窓術を行うこととした.実際は,幸いな

ことに,骨性癒着歯とは成っておらず,無事,牽引誘導

を行うことが出来た.もし,骨性癒着歯であった場合に

は,飯島ら47)も触れているように矯正学的歯の移動を3

-4ヶ月試行しても埋伏歯の動きが見ることが出来ず,

むしろ,他の歯や歯列に悪影響が出てきた場合には,そ
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の骨性癒着歯の抜歯もやむを得ないものと考えられた.

6)保定について

保定および保定後の予後も含めて唆合管理を行うこと

が重要であるが,唆合を崩すような兆候は,動的治療終

了後,すなわち保定期間中の埋伏歯誘導後の後戻りは見

られなかったが,もし見られた場合には適切に対処する

事が必要である.その中のひとつには術後の歯周病的評

価が重要となる.開窓術時に酒井ら48)は,歯肉切除を行

うなど外科的侵襲程度の減量が必要となるとしているが,

誘導後の埋伏歯の付着歯肉が高位であるのが問題である

としている.今回は行わなかったが,これに対する処置

として,篠倉ら49)は,開窓時に歯肉弁根尖側移動術を行

うと術後の付着歯肉の幅の獲得に有利であるとしている.

今後は,同様な処置が必要になった場合,このような方

法も検討していく必要があるものと考えている.また,

治療期間については,本症例は, 7ヶ月間, 1年4ヶ月

間, 1年4ヶ月間, 1年7ヶ月間と4度に渡り治療を行っ

た.そのうち,最初と2回目の治療が牽引誘導であり,

後半の2回は,当該埋伏歯牽引誘導後の,唇側傾斜に

対する歯科矯正治療である.木村ら50)は,誘導期間が長

いほど歯周状態が不良であるとしている.本症例は,木

村ら50)の平均9ヶ月( 4ヶ月～14ヶ月)や篠倉ら49)の治

療期間(4ヶ月～31ヶ月)に比べても,決して長いと

は思われず,患者の居住地が遠隔地(離島)であること

を考えると適切であったと思われた.しかし,結果的に,

牽引誘導後2度の矯正治療を行っていたため,牽引後

の当該埋伏歯の歯肉の状態は決して安定しているもので

はないものと考えられた.

また,本症例は歯根が唇側に琴曲しており, 2度の

唇側-の後戻り傾向を示していた.これの解決法として

は,鎌田ら22)は屈曲根の歯根尖切除ならびに根管充填

を行っているが,今回は,本人の了解も得ることが困難

であり、若年者であるということもあり,可撤式保定装

置を長く用いるということで本人の理解を得た.可撤式

保定装置としては,亀田ら51)は,後戻り防止ワイヤー

を可撤式保定装置の唇側線に,当該埋伏歯の唇側にろう

着する方法を考案しており,本症例も同タイプの可撤式

保定装置を用いた.また,ソフトリテ-ナ-の透明レジ

ンによる可撤式保定装置も同時に用い,二つの可撤式保

定装置を併用することとし,現在,保定を行い,慎重に

観察を継続している.

当科においては,本症例以外にも上顎中側切歯・犬歯

の複数埋伏や,左側下顎第一および第二小臼歯,下顎第

一大臼歯などの埋伏を経験している.本症例も含めて,

これらに関しては,太田52)が述べている「前歯埋伏歯

の診断と治療手順とその要点」を考慮に入れ,目高ら53)

や山本ら54)酒井ら55)の方法を参考に上顎中側切歯・犬

歯,下顎小臼歯を,岩見ら56)黒柳ら57)高見滞ら58)の

方法を参考に下顎大臼歯を各々牽引誘導を試み,その結

果,良好な嘆合を獲得している.

以上のように埋伏歯の牽引誘導については,診断に必

要な診査資料を集め各々の症例について判断を下してい

く事が肝心である.牽引誘導法の技術的進歩が見られて

いるが,埋伏歯には埋伏した原因が存在し,原因を可能

な限り明らかにし,理解した上で萌出を前提とした治療

を行うことが大切であろう.しかし,一方では,不必要

な牽引誘導治療を慎み,埋伏歯抜歯を恐れること無く的

確な診断を下し施術することが最も重要ではないかと考

えている.

なお,本論文の要旨は,平成18年10月17日に行われ

た第132回琉球医学会例会において発表した.

文　献

1)亀田　晃,比佐進吉,岡　健治,金良　範,熊田喜

一郎,平林俊雄:埋伏上顎中切歯に関する統計的検

索.目矯歯誌, 41: 644-655, 1982.

2) Fastlicht S.: Treatment of impacted canines.

A.J.Orthod. 40-12: 891-905,1954.

3)山本義茂:屡々遭遇する移特歯の治験例.歯科学報,
45: 27-47, 1940.

4 )井上直彦:埋伏歯について-歯科矯正学の立場から-.
日矯歯誌, 20: 67-81, 1961.

5)石川梧郎,秋吉正豊:口腔病理I (第2版). 43-58,
永末書店,東京, 1980.

6 )川本達雄編:埋伏歯の臨床-その保存活用と抜歯-,
2,医歯薬出版,東京, 1998.

7)日本小児歯科学会:日本人小児における乳歯・永久

歯の萌出時期に関する調査研究.小児歯科誌, 26:
1-18, 1988.

8)西嶋克巳:上顎前歯萌出遅延の処置ならびに経過.
歯界展望, 37-5: 803-813, 1971.

9)大森邦朗:簡明小児歯科学. 101-102,医歯薬出版,
東京, 1996.

10)加藤由紀子,岡本みゆき,中村佐和子,菊池元宏,
吉田昌文,高橋康男,平田順一,中島一郎,赤坂守

人:永久歯萌出遅延の発現様相-エックス線織オン

ソパントモ写真による観察-.小児歯誌, 40-5: 761-
767, 2002.

ll) Baden E∴Surgical management of unerupted

canines and premolars: Oral Surg., Oral Med.

& Oral Path.9: 141-192,1956.

12)中村進治,福田　博,武内　豊,鈴木純一:埋伏歯
の診断と治療. 7-23,書林,東京, 1980.

13)兼子周代,望月清志,大多和由美,薬師寺仁,町

田幸雄:萌出遅延に関する実態調査.小児歯誌, 35:
643-648, 1997.

14)大守恭子,天間　覚,谷村一朗,中西正一,大庭

康雄,日浦堅治,山本照子:矯正患者における埋伏

歯の実態調査一徳島大学歯学部付属病院矯正歯科に



天　願　俊　泉　ほか

おける過去10年間について-.目矯歯誌, 56: 185-

192, 1997.

15)川本達雄編:埋伏歯の臨床-その保存活用と抜歯一.

4-6,医歯薬出版,東京, 1998.

16)石井　正:上顎歯牙ノ位置異常二関スル研究(鼻腔

ト歯牙トノ臨床的関係二就テノ研究　第二部).大

日耳鼻, 33: 666-698, 1927.

17)金杉英五郎:鼻腔内歯牙発生二一例(歯牙過賓)併

ニ「デモンストラチオン」.大目耳鼻, 7, 73-81,

1901.

18)古市暢夫,山本和久,大藤周彦,山本洗-:固有鼻
腔内逆性歯牙症例-その2症例と文献的考察-.

耳喉, 47: 559-565, 1975.

19)川本達雄編:埋伏歯の臨床-その保存活用と抜歯-.
3,医歯薬出版,東京, 1998.

20)山内大輔,綿谷秀弥,上田成久,志賀仲之,湯田
文朗,江良謙次:埋伏過剰歯牙であった固有鼻腔内

逆性歯牙の2症例.耳展, 42, 604-608, 1999.
21)榊宏　剛,佐藤　寿,福井　朗,成田憲司,渡辺

健一,木村博大:小児の鼻腔内に萌出した逆性過剰
歯の1例.小児口外, 12:20-23, 2002.

22)鎌田勝之,高見揮由紀,庵原誠一,納村青書,瀧
川智義,寺門正昭:高度な歯根屈曲を伴う上顎中切
歯(逆性埋伏歯)の1症例.日大歯学, 71: 892-901,
1997.

23)天願俊泉,小野卓史,黒田敬之: CTの多数埋伏歯
相互位置関係把握-の応用.東京矯歯誌, 5: 28-35,
1995.

24) Mershon J.V. and Gunter J.H.: Management of

unerupted and impacted canines. J. Amer. Dent.
Ass, 27: 1436-1439, 1940.

25) LaDow C.S∴ The oral surgeon-s role in man

agement of unerupted teeth: Amer. J. Orthodont.

38: 521-529, 1952.

26)横田成三:埋伏逆性歯の矯正経験.歯界展望12:
699-702, 1955.

27)古川憲男,石井欣一,戸倉伝三郎:水平埋伏上顎中

切歯の2例について.日矯歯誌, 20: 207-213, 1961.
28)木内立三,戸倉伝三郎,古川憲男:上顎中切歯の対

称性水平埋伏の矯正治験例.日矯歯誌, 25: 130-136,
1966.

29) Cranin A.N., Cranin S.L.: Aiding eruption of

maxillary cuspid: Dent. Radior. Photogr. 41: 27-

34, 1968.

30)河田照茂,中川轄文,尾関　哲,湖崎武敬:埋伏逆

性上顎中切歯の2治験例.阪大歯学誌, 15: 141-148,
1970.

31)日置　誠,増田　豊,新井政弘:同胞に現れた水平
埋伏上顎(左側)中切歯の2症例.日矯歯誌, 31:
414-424, 1972.

81

32) Buonocore M.G.:A simple method of increas-

ing the adhesion of acrylic filling materials to

enamel surface. J. Dent. Res. 34: 849-853, 1955.

33) Newman G.V.: Epoxy adhesives for orthodontic

attachments: Progress report: Am. J. Orthodont.

51: 901-912,1965.

34) Mitcell D.L∴ Bandless orthodontic bracket. J.

Amer. Dent. Ass. 74: 103-110, 1967.

35) Mizrahi E. and Smith D.C.: The bond strength

of a zinc polycarboxylate cement-Investigations

into the Behaviour under Varying Conditions.

British Dent. J. 127: 410-414, 1969.

36) Miura F∴ New direct bonding system for plas-

tic brackets. Amer. J. Orthod. 59: 350-361, 1971.

37)中川一彦:レジン製矯正用ブラケットとエナメル質

との接着に関する研究(第3幸R)臨床応用につい

て.目矯歯誌, 30:39-51, 1971.

38)平田あつ子,中　英代,永岡陽子,福本佳子,本

山勲子,植木和弘,山内和夫:上顎中切歯の埋伏症

例について.広大歯誌, 9: 39-49, 1977.

39) Holland D.J.: The surgical positioning of unerupted

impaction teeth (surgical orthodontics ). Oral

Surg. Oral Med. &Oral Path. 9: 130-140,1956.

40)亀田　晃,小菅直樹:埋伏歯または未萌出歯(萌出

遅延歯)の牽引誘導とそれに伴う不正唆合の予防.

歯科ジャーナル　3: 1101-1112, 1989.

41)堀井常彰,布施勝司,宇賀　晃,平井聡子,飯田

-実,小林紘孝:埋伏前歯に対する矯正処置.日矯
歯誌, 32: 189-204, 1973.

42)幸地省子:人為的歯の移動による歯根の形成障害に
ついて.日矯歯誌, 38: 210-221, 1979.

43) Andersson L.,Blomlof L., Lindskog S., Feiglin B.

and Hammarstrom L.,: Tooth ankylosis-Clinical,

radiographic and histological assessments-. Int. J.

Oral Surg. 13: 423-431, 1984.

44) Stenvik A., Stermer Beyer-Olsen E.M., Abyholm F.,

Haanas H.R. and Gerner N.W.: Validity of the

radiographic assesment of ankylosis-Evaluation

of long-term reaction in 10 monkey incisors-.

Acta. Odontol. Scand. 48: 265-269, 1990.

45)村田和久,樋口幸生,陶山　肇,中島昭彦:Tooth

ankylosisを伴なった4症例.西目矯誌, 32: 12-22,
1987.

46)石亀　勝,中野康一,小山浩平,永野弘之,亀谷
哲也,石川富士郎:骨性癒着歯の亜脱臼後の移動に

ついて.目矯歯誌, 53: 97-104, 1994.

47)飯島静子,前田明子,小林和英: Tooth Ankylosis
のため牽引不能であった埋伏犬歯を伴う矯正治療例.
西日矯歯誌, 39: 25-35, 1994.

48)酒井百重,伊藤　修,田中　誠,亀谷哲也,石川



82 上顎左側中切歯逆性埋伏歯の1例

富士郎:上顎前歯部埋伏歯に関する臨床的考察.岩

医大歯誌, 5: 95-102, 1980.
49)篠倉　均,花田晃治,大竹正人,森田修一,松浦

輝雄,大竹秀明,山田-尋,柳村光寛,柳村知子,
原　耕二,中島民雄:埋伏歯・萌出異常歯に対する

矯正治療後の歯周病学的評価.日矯歯誌, 42: 363-
374, 1983.

50)木村浩司,薮野　洋,岩見優子,吉野清吉,

京面伺吾,井藤一江,山内和夫:上顎埋伏中切歯の

矯正治療後における歯周組織の評価.中・四矯歯誌,
3: ll-19, 1991.

51)亀田　晃,比佐進吾:埋伏歯の牽引法とその管理法.

歯科ジャーナル, 25: 537-544, 1987.

52)太田義之:前歯部の埋伏歯を抜去しないで助けてみ

よう.歯界展望, 81: 129-135, 1993.

53)日高幸一,山崎要一,梶本祐一郎:著しく口蓋側に

転移した埋伏中切歯を牽引誘導した1例.小児歯

誌, 38: 881-887, 2000.

54)山本　学,太田義之,田中章夫,津田善造,
西川正典,猪田浩理,吉武一貞:埋伏した上顎第2

小臼歯と第1大臼歯を牽引誘導し歯列に加えた1
例.小児口外, 12: 15-19, 2002.

55)酒井利雄,荒川周幸,石川博之:上顎中切歯および
犬歯の2歯埋伏に対して牽引誘導を試みた2症例.
西日矯歯誌, 48: 161-173, 2004.

56)岩見優子,渡辺八十夫,薮野　洋,鶴田仁史,

山田哲郎,山内和夫,山田健二郎:埋伏第一大臼歯
の矯正治療について.日矯歯誌, 52: 439-449, 1993.

57)黒柳範雄,木下弘幸,長尾　徹,牧　泉,栗田賢一,
河合　幹:下顎第1および第2大臼歯の重責状埋伏
の1例.日口外誌, 43:757-759, 1997.

58)高見揮豊,大森郁朗:著しい近心傾斜を示した下顎

右側第二大臼歯の萌出誘導を行った1症例.小児
口外, 8: 12-17, 1998.


