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Abstract：Eruption disturbance indicates abnormal eruption of a tooth due to a specific reason. 
These disturbances are classified on the basis of abnormal eruption time (retarded eruption), quantity 
(infraoccluded deciduous teeth, impacted tooth), or direction (ectopic eruption). In pediatric dentistry, 
the frequency of involvement of maxillary incisors is the highest, followed by maxillary canines. 
Causes of eruption disturbance consist of general and local factors. Examples of general factors are 
cleidocranial dysostosis, osteopetrosis, hypothyroidism, rickets, and Down syndrome, and those of 
local factors are apical periodontitis, supernumerary teeth, odontoma, fused primary maxillary incisors, 
thickened gingival tissue, cyst, prolonged retention, and dental ankylosis. Eruption disturbance is 
suspected if eruption or exchange is delayed compared with the identical contralateral tooth. This is 
also applicable in radiographic examination. Treatment options include removal of the cause, creating 
space for eruption, fenestration, and traction.
　It is important that eruption disturbance is detected at an early stage and treated at the optimal time.
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臨床指導講演

る 7）。

１．全身的原因

　萌出障害の全身的な原因として 1, 8），鎖骨頭蓋異骨症 9）

や大理石病 10）等の骨代謝異常，甲状腺機能低下症や下

垂体機能低下症等の内分泌異常，軟骨異栄養症やくる病

等の栄養障害，早産時の歯の形成遅延，Down症候群等
があげられる。

２．局所的原因

　萌出障害の局所的な原因として 1, 8），歯根周囲の病巣 11-13）

（乳歯の外傷や齲蝕によるもの）（図１），嚢胞 14-16）（図

２），過剰歯 17）（図３），歯牙腫 18. 19）（図４），隣在歯の形

成遅延 20, 21）（上顎乳切歯に癒合歯の存在）（図５），歯肉

の肥厚，外傷による歯根形成障害，先行乳歯の早期抜去

Ⅰ．はじめに

　萌出障害は，なんらかの理由で歯が正常に萌出しな

いものをいい 1），萌出時期の異常（萌出遅延），萌出量

の異常（低位歯，埋伏歯），萌出方向の異常（異所萌出）

に分類される 2）。一般的には第三大臼歯を除いて，上顎

犬歯の頻度が多いと報告されるている 3, 4）が，小児歯科

領域に関する報告 1, 5, 6）では，上顎中切歯の頻度が最も

高く，次に上顎犬歯の頻度が高いといわれている。萌出

障害の歯種別障害状況では 1）上顎中切歯で萌出遅延，上

顎犬歯で方向異常と位置異常，乳歯では上下の第二乳臼

歯の萌出遅延，異所萌出は上顎第一大臼歯の頻度が高い

と報告されている。

Ⅱ．萌出障害の原因

　萌出障害の原因には，全身的原因と局所的原因があ
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による歯槽骨の緻密化，乳歯の晩期残存，骨性癒着，歯

胚の位置や方向の異常（図６），永久歯の萌出余地不足，

歯胚の形成遅延によるもの等がある。

Ⅲ．萌出障害の発見

　萌出障害は早期発見・早期治療が重要である 1）。

　発見のポイントは，視診では左右の同名歯の萌出状態

図１　乳歯の歯根周囲の病巣による後継永久歯の異常
Ａ┛の歯根周囲に病巣を認め，後継永久歯が位置異常をおこしている。

図２　嚢胞による萌出障害
Ｃ┛の歯根付近に病巣を認め，後継永久歯の萌出
が遅れている。

図３　過剰歯による萌出障害
Ａ┛付近に逆生の埋伏過剰歯を２歯認め，┗１が
萌出しているにも関わらず，Ａ┛が残存し，１┛

の萌出が遅れている。

図４　歯牙腫による萌出障害
ａ　１┛が萌出し，２┛も萌出を開始しているが，┗Ａが残存している。
ｂ　┗Ａ根尖付近に集合性歯牙腫を認め，┗１の萌出が遅れている。
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を比べ，一方の萌出や交換が遅れていれば，萌出障害を

疑う。エックス線診査時も同様で，左右の同名歯の発育

や萌出状態を比べ，一方の歯の発育が遅れたり，左右の

歯の方向や位置等の状態が違っていれば（図２，７ｂ），

発育障害や萌出障害を疑う 1）。

　視診では，反対側の永久中切歯が半分以上萌出してい

るのに，対側は動揺なく乳中切歯が残存している（図４

ａ），上下左右３本の第一大臼歯の萌出がすすんでいる

のに，一か所のみ第一大臼歯の萌出の気配がない，第二

乳臼歯が１歯のみ極端に遅れて萌出しない（図７ａ）等

がこれにあたる。

　反対側の永久中切歯が半分以上萌出しているのに，対

側は動揺なく乳中切歯が残存している場合，過剰歯，歯

牙腫，嚢胞，先行乳歯の根尖性歯周炎に伴う後継永久歯

の回避現象，永久歯胚の位置や方向の異常等を疑い，経

過観察せず，エックス線診査を行う必要がある。嚢胞

や後継永久歯の位置や方向異常が大きい場合はデンタル

エックス線写真より，パノラマエックス線写真の方が状

態を把握しやすいことが多い。

　上下左右３本の第一大臼歯の萌出がすすんでいるの

に，一か所のみ第一大臼歯に萌出の気配がない場合や，

第二乳臼歯が１歯のみ極端に遅れて萌出しない場合も，

歯牙腫，嚢胞，骨性癒着，歯胚の位置や方向の異常等

を疑い，エックス線診査を行う必要がある。特に，第二

乳臼歯に萌出異常がある場合，安易な経過観察を続ける

と，第一大臼歯が近心傾斜して萌出し，第二乳臼歯のス

ペースが失われ，低位となった第二乳臼歯はより沈んで

いっそう低位となり，第二乳臼歯に対する処置や，その

後継の第二小臼歯への萌出誘導がより困難となり，事態

を悪化させてしまうことがある。 

図５　隣在歯の形成遅延による萌出異常（上顎乳切歯に癒合歯の存在）

８歳６か月
┗ＡＢに癒合歯を認め，
┗２に形成遅延を認め
る。┗１の萌出が遅れて
いる。

８歳９か月
┗ＡＢ抜歯３か月後。
┗１は未萌出。┗２の形
成は遅れている。

９歳８か月
┗１は萌出。┗２の形成
は著しく遅れている。

10歳11か月
形成遅延した┗２が┗３
の萌出を阻害している。

図６　異所萌出
ａ　６┛に異所萌出を認める。
ｂ　６┛がＥ┛にひっかかり，Ｅ┛の歯根を吸収している。
┗Ｅの遠心根にも吸収を認め，┗６が┗Ｅに引っかかっていたが，

それを乗り越えて萌出したことがわかる。
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　上顎乳中切歯と上顎乳側切歯が癒合歯の場合，後継永

久歯の先天性欠損や萌出障害を起こす可能性が高い 20）。

このためエックス線診査による後継永久歯の確認が必要

で，隣在歯（多くは側切歯）に形成遅延がある場合は後

継永久歯が萌出障害を起こす可能性が高いため，適切な

時期（多くは反対側の中切歯が萌出を開始する頃）の癒

合歯の抜歯や，後継永久歯や同側の犬歯の萌出誘導を視

野に入れた経過観察が必要となる。

　視診で異常が無い場合も，エックス線診査にて，萌出

障害が見つかることもある。図２のように上顎犬歯が嚢

胞化し，萌出遅延となる例は小児歯科臨床ではよく見か

ける。本症例のように犬歯の萌出方向に問題が無い場合

は，先行の乳犬歯を適切な時期（遅くとも反対側の乳犬

歯が脱落する頃，または，犬歯の萌出方向に異常が現れ

る前）に抜歯すれば，後継の犬歯が自然に萌出すること

も多い。しかし，先行乳犬歯の抜歯が遅れると，後継の

犬歯は埋伏歯となり，開窓や牽引を要する状態となるこ

とがある。一方，上顎犬歯が嚢胞化し，大きく萌出方向

の異常を起こしている場合には，乳犬歯の抜歯により隣

在歯が移動し，後継犬歯が萌出するスペースを損なう場

合もあるので，乳犬歯の抜歯については後継犬歯につい

ての診断が大切である。

　このように萌出障害では，歯の発育遅延の場合を除き，

経過観察等で治療を先のばしにしていると，治療が複雑

になることが多い 1）。できるだけ早期に気づき，時期を

逃さず適切な時期に処置を始める必要がある。

Ⅳ．萌出障害の治療の流れ

　治療の流れは，他に問題がなく単に歯の形成が遅れて

いる場合を除き，先行乳歯の抜去や原因除去（過剰歯・

歯牙腫・嚢胞等の摘出），根未完成歯なら萌出傾向の有

無を経過観察，萌出傾向がなければ萌出スペースの確保，

開窓，牽引，配列のための咬合誘導という順になること

が多い。

Ⅴ．おわりに

　萌出障害には様々な原因があり，対応も多様な処置

が必要となることが少なくない。萌出障害を早期に発見

し，もっとも適切な時期に治療することが重要と考えら

れる。
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