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症例

左上顎埋伏犬歯の外科的歯牙移動を行ったイヌの1症例
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lt is known that impacted teeth development in both deciduous teeth and perma-

nent teeth， which are most seen among small-sized dogs， causes various symptoms， 

when it is left untreated. We performed a gingival inclslOn， as well as a surgical or-

thodontic treatment， for a canine impacted tooth in the left maxilla of a seven-month-

old toy poodle. As a result the impacted tooth developed neutrally. 

埋伏歯は乳歯 ・永久歯ともに発生し、かつ小型犬に多く 、放置した場合様々な症状

を引き起こすことが知られている。今回我々は、 7ヵ月齢の トイ・ プードルの左上顎

永久犬歯の埋伏歯に対し、歯肉切開術に加えて外科的歯牙移動を行った之ころ、埋伏

犬歯は正常方向に萌出し、経過は良好であった。

はじめに
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埋伏歯とは，萌出すべき歯がその時期を過ぎても顎骨内もしくは歯肉下にとどまっている状態をいう 8. 9. 10) 動

物の埋伏歯に関する国内での報告は少なく 1-4) 獣医歯科学に関する成書のなかでの記載もごく僅かしか見られな

いのが現状である 5. 6) 埋伏歯は小型犬に多く発生するとされ，その原因として，埋伏歯が多数存在する場合は全

身疾患や遺伝によるもの 数歯である場合は 局所的な原因(歯臨の位置や萌出方向の異常，乳歯の晩期残存など)

8. [0 川が挙げられる.埋伏歯はその程度によって，完全埋伏歯と不完全埋伏歯に区別される 8. 10¥ 完全に埋伏して

おり，かつ無症状の場合は，肉眼において欠知歯との判別を行うことは困難であり ，X線検査を行うことが必要に

なる 1-6¥今回，我々は，左上顎犬歯 (204:トライアダンナンバリング法での表示，以下この表記に従う)の埋伏

歯を有する 7ヵ月齢の犬の症例で歯肉切開術に加えて外科的歯牙移動を行い，正常な方向へ萌出を完了したので，

その概要を報告する.

1)アミカペットクリニック 干755-0023 山口県宇部市恩田町3-2-3 TEL 0836-34-2861 FAX:0836-22-3341 

MAIL:info@amicapet.co.jp 
2)ペットの病院カトウ 干854-0036 長崎県諌早市長野町1485-7
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症例

トイ ・プードル， 7ヵ月齢，避妊雌， 2.0kg. 6日

前に左上顎乳犬歯 (604)の抜歯を行ったが，永久犬

歯 (204)が萌出しないとのことで紹介され来院した.

このとき，右上顎永久犬歯(104) は既に萌出してい

た 肉眼的に左上顎犬歯部の歯肉膨隆が認められた

(Fig. 1). 麻酔下で口腔内X線検査を行ったところ，

前方から撮影したX線写真から.左上顎第 3切歯 (203)

が欠歯であること，また左上顎永久犬歯が埋伏してい

ることにより左右の犬歯が非対称であること (Fig.2)，

および側方から撮影したX線写真より 左上顎永久犬歯

が歯肉下に埋伏しており，根尖は大きく開放している

ことを6在5悲した (Fig.3).

処置として始めに， X線写真で左上顎埋伏犬歯の位

置を確認し，メスにて歯肉切開を行った (Fig.4). 

つぎに，骨膜剥離子にて犬歯部歯肉を歯槽骨から分離

し，犬歯歯冠を露出させ，エレベーターを用いて頬側

に外科的歯牙移動を行い (Fig.5)，犬歯部頬側の歯

肉をナイロ ン糸で縫合した (Fig.6).

処置 1ヵ月後の検診において，左上顎犬歯は正常な

位置に萌出し，動揺や不正l安合，歯冠の変色などはな

かった (Fig.7). X線検査で，上顎犬歯は左右どちら

の犬歯も順調に成長し，処置前と比較して歯根は伸長

し，根尖は狭くなっており，左上顎犬歯は外科的歯牙

移動後も順調に成長していることが確認できた (Fig.8).

処置 7ヵ月後の検診において，左上顎犬歯は前回

よりさらに萌出しており，動揺や不正岐合はなかった

(Fig. 9). X線検査では，左上顎犬歯の根尖は，前回

より狭くなっており，歯髄腔の狭小化も認められた

(Fig.10). 

処置 1年後の検診において，左上顎犬歯は動揺や不

正岐合はなく，右上顎犬歯と比べて変わりなく萌出し

ていた (Fig.11). X線検査では，左右上顎犬歯の根

尖は閉鎖し，萌出は終了していた (Fig.12).また，

前方から撮影したX線写真において左上顎犬歯が頬側

に向かつて萌出し，左右の犬歯が対称であることを確

認した (Fig.13).

Fig.1 左上顎犬歯部の外観 (処置前)

歯肉の膨隆がみられる(矢印)

Fig.2 上顎を前方から撮影した口腔内 X線写真(処置前)

左上顎第3t:刀歯 (203)が欠歯であり 、左上顎犬歯

(204)が歯肉下に埋伏しているのがわかる(矢印)

Fig.3 左上顎埋伏犬歯 (204)を側方から撮影した口腔内

X線写真 (処置前)

犬歯の根尖は大き く開放している (矢印)
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Fig.4 左上顎犬歯部(処置中)

埋伏犬歯の位置を確認し、メスにて歯肉を切開し

た(矢印)

Fig.5 左上顎犬歯部(処置中)

エレベーターを用い、左上顎埋伏犬歯 (204)を頬

側に外科的歯牙移動を行っているところ

Fig.6 左上顎犬歯部(処置中)

外科的歯牙移動後、歯肉をナイロン糸で縫合した

Fig.7 左上顎犬歯部の外観 ( 1ヵ月後)

正常な位置に萌出し、動揺や不正攻合は認められな

Fig.8 左上顎犬歯 (204) を側方から撮影した口腔内 X線写

真(1ヵ月後)

根尖はまだ開放しているが(矢印)、処置前と比較し

て小さくなった

Fig.9 左上顎犬歯部の外観(7ヵ月後)

1ヵ月前より左上顎犬歯 (204)が萌出し、動揺や不

正岐合は認められない
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Fig.10 左上顎犬歯 (204) を側方から撮影した口腔内 X線

写真(7ヵ月後)

根尖はほぼ閉じており (矢印)、歯髄腔の狭小化が認

められ、順調に成長している様子がうかがえる

Fig.11 上顎の外観 (1年後)

左右ともに正常な位置にあり、萌出方向の異常や、

歯冠の変色、動揺は認められない

Fig.12 左上顎犬歯 (204) を側方から撮影した口腔内 X線

写真 (1年後)

7ヵ月前と比べて歯髄腔の狭小化が認められ、根尖

は閉鎖している(矢印)

Fig.13 上顎を前方から撮影した口腔内 X線写真 (1年後)

左上顎犬歯が頬側に向かつて萌出し、左右の犬歯は

ほぼ対照である
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考

埋伏歯の症状は，歯肉の肥厚，膨隆，腫張，変色，

嚢胞の形成，圧痛などである 8.附が，本症例では，歯

肉の膨隆がみられたのみであった.埋伏歯が放置され

た場合の続発症として，歯原性嚢胞形成9) 膿場，鼻

漏(埋伏歯が上顎の場合)，顎骨の骨折(埋伏歯が下顎

の場合)，近隣歯の歯根吸収につづく脱落や動揺を引

き起こす可能性があることが知られている.本症例で

は早期発見であったため いずれの症状も認められな

かった.治療法は，歯肉切開術 7.13) 開窓術13) 抜歯

8.10日日)などであるが場合によっては，処置せず経過

観察を行う. これらの治療法を選択する上で，動物の

年齢，埋伏歯の位置や歯根の状態が重要な指標のーっ

となっている. 一般的に歯冠は，その歯根が発生予定

長のおよそ 1 /3~ 1 /2 に達したときに萌出するとさ

れており，歯冠が萌出していない場合，そのときの月

齢に比し，歯根が未完成であれば，歯の発育遅延ある

いは萌出遅延と考えることができる.獣医歯科学書で

は，犬の永久犬歯の萌出時期は， 4-6ヵ月齢と記載

文

察

があるがlへ体の大きさや犬種差，個体差が歯冠や歯

根の形成時期や萌出時期に影響を与えると考えられる

ので，犬の平均的な萌出時期を決めることは困難であ

る14) また埋伏歯歯根の根尖が閉鎖すると， これ以上

の萌出は望めないため，歯肉切除や開窓術，外科的歯

牙移動といった選択は難しくなる.今回の症例は， 7 

ヵ月齢で犬の平均的な永久犬歯の萌出時期を過ぎてお

り，かつ反対側の右側永久犬歯 (104) は萌出してい

たにも関わらず，左上顎埋伏犬歯に対して歯肉切開と

外科的歯牙移動を行い，良好な経過を得たこの症例

では，萌出方向の異常と埋伏歯が厚い結合組織に覆わ

れていたために，物理的に萌出が傷害されていたと考

えられた. しかし，埋伏歯の発見が早いほどより多く

の処置法が選択できるため，ワクチン接種時などの若

齢期から，口腔内の検査を積極的に行い，異常が認め

られれば，口腔内X線検査を実施し，埋伏歯を発見し，

適切な処置を行うことが必要であると思われる.

献

1)網本昭輝・岩本伸二 ・八村寿恵 ・佐々木主計 ・田浦保穂 ・中間実徳 ・山内高史:幼犬における埋伏歯の外科的

矯正。日本獣医師会雑誌.46 (5)， 945~95 1. 1993 

2)網本昭輝:埋伏歯の治療。獣医畜産新法， 48， 6， 469~473 . 1996 

3)網本昭輝:犬の乳犬歯萌出嚢胞の 1例。日本獣医師会， 51， (11)， 655~658 . 1998 

4)綱本昭輝 ・野口道修 ・八村寿恵 ・中野正司 ・山岡佳代 ・甲斐千恵美 ・松本光晴:40頭の犬にみられた埋伏歯に

対する処置と経過。動物臨床医学， 10， 1，1 ~7. 2001 

5) Eisennmenger E. and Zenter K :獣医歯科学。青木秀希， 川瀬 清訳，歯の埋伏， 39，インターズー，東京.1993 

6) Gorrel c.， Hannet P. and Verhaert L. :犬と猫の臨床ハンドブック。藤田桂一訳，埋伏歯， 28，ファームプレ

ス，東京.2003 

7)泉 広次:口腔外科マニュアル。嚢胞， 58~59.嚢胞の手術， 129，南山堂，東京.1991 

8)中村進治:埋伏歯の診断と治療，株式会社書林，東京

9) 中原 泉 :新常用歯科辞典。第3版，医歯薬出版，東京.1998 

10)太田義之 ・山本 学埋伏歯の臨床。 川本達雄監修，第 1版， 医歯薬出版，東京.1998 

11)関根 弘・歯科医学辞典。第 1版，医歯薬出版，東京

12)高須 淳 ・松本英夫 ・山本美朗:口腔外科 ・麻酔。埋伏歯の抜歯， 170~ 173，第 l版， 医歯薬出版，東京.1994 

13)字賀春雄 ・園山 昇:最新口腔外科小手術図説。第l版，埋伏歯の抜歯， 58~66，嚢胞の手術， 1 59~178，医歯

薬出版，東京.1985 

14) Wiggs R. B. and Lobprise H. B. : Pedodontics in Veterinary dentistry. 

167 ~ 185， Lippincott&Laven， Philadelphia. 1997 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

