
歯科治療における

レーザーイノベーション

日 時 ： 年 月 日（土）～ 日（日）

会 場 ： 日本歯科大学新潟生命歯学部 講堂・アイヴイホール

〒 新潟県新潟市中央区浜浦町

大 会 長 ： 新海 航一 （日本歯科大学新潟生命歯学部 歯科保存学第 講座）

準備委員長 ： 海老原 隆 （日本歯科大学新潟生命歯学部 新潟病院総合診療科）

＜学術大会運営事務局＞ 〒 東京都豊島区駒込 一財 口腔保健協会コンベンション事業部内

第 回 日本レーザー歯学会
総会･学術大会
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大会長 新海 航一 

 

 

  

第 29 回日本レーザー歯学会総会･学術大会の開催にあたり、参加者の皆様にご挨拶申し上げます。

2005 年に第 17 回総会・学術大会が本学部で開催されましたので、今回は 12 年の歳月を経て、2 回目の

開催ということになります。また、本学会が日本歯科医学会専門分科会に昇格してから第 1 回目の記念

すべき学術大会となることを念頭に、海老原 隆委員長を中心とする準備委員会のメンバーとともに、

鋭意、大会準備を進めて参りました。 

本学術大会のメインテーマは「歯科治療におけるレーザーイノベーション」であります。日常臨床へ

のレーザー治療の導入により日常の歯科治療がどのように革新されたのか、歯科領域におけるレーザー

治療はどのように革新されてきているのか、このような点にフォーカスを当て、現在行われている歯科

用レーザーを用いた診断や治療、レーザー研究の動向、そして今後のレーザー歯学の発展について活発

に討論していただきたいと思います。 

学術大会プログラムとして、特別講演、教育共演、日本歯科医学会会長講演、理事長講演、シンポジ

ウム、安全講習会、認定講習会、初回開催となるパラデンタル対象講習会、ランチョンセミナー、一般

口演、ポスター発表、ならびに企業展示等を企画いたしました。 

特別講演では、日本レーザー医学会理事の大城貴史先生から「形成外科･皮膚科領域におけるレーザ

ー治療の最前線」と題して医科でのレーザー活用について、教育講演では、明海大学歯学部の辰巳 順一

先生から「抗菌光線力学療法の臨床応用とその可能性」と題して近年注目されている抗菌光線力学療法

についてご講演をいただきます。シンポジウムⅠでは硬組織疾患の歯科治療に、シンポジウムⅡでは軟

組織疾患の歯科治療にレーザーがもたらしたイノベーション、すなわち今回のメインテーマである「歯

科治療におけるレーザーイノベーション」について各分野でご活躍の先生方にご講演をお願いしており

ます。間違いなく革新性のある最先端のお話を聞けるものと信じておりますので、ご講演後の活発なデ

ィスカッションを期待しております。おかげさまで、一般口演 9 演題、ポスター発表 19 演題、合計 28

演題のエントリーを頂戴できました。発表者の先生方はじめ参加者の方々におかれましては、最新の知

見を得て実り多い学術大会となりますよう祈念する次第です。 

懇親会では、新潟が誇る美味い地酒と海の幸をご堪能いただけるように準備しております。またちょ

っとしたアトラクションも企画しておりますので、大勢の皆様方にご参加いただけると幸甚です。最後

に、本学術大会の開催にあたり、学会役員の先生方をはじめとする会員の諸先生方、ご支援いただいた

企業の皆様、そして学会事務局の方々に衷心より御礼申し上げます。 
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発 様 へ 

 

 

 

1. 事前登録の手続きをされている方につきましては、大会参加章を必ずご持参の上、ご来場ください。 

2. 事前登録は学会告示の通り、7 月 3 日(月)をもちまして終了いたしました。当日、参加登録申込をされる方

につきましては、次の時間に参加登録受付を行います。 
 

9月23日(土) 8:30～17:00 9月24日(日) 8:30～15:00 

当日参加費  会員 10,000円 

 非会員 12,000円 

 コデンタル 7,000円 

※学生（学部学生および専門学校生）：無料（当日申込のみ・学生証を提示していただきます） 
 

懇親会費：7,000円 

3. 学術大会参加章には、氏名・所属をご記入の上、必ず身に付けてご入場ください。 

4. クロークは､1号館112教室に設置いたしますが､貴重品･パソコンは各自でお持ちください｡ 

クローク開設時間 9月23日(土) 8:30～17:45 9月24日(日) 8:30～16:00 

5. 学会会場におけるビデオ・写真撮影、録音等は、発表者の著作権保護のため、禁止させていただきます。 

6. 各講演で質問される方は、座長の指示に従い、所定のマイクを使用して、所属・氏名を述べてから簡潔明瞭

にお願いします。円滑な進行にご協力ください。 

7. 会員懇親会は、23日(土)、18:30より新潟グランドホテル 3階「悠久の間」にて開催します。当日受付も可

能ですので、皆様お誘いあわせの上、是非ご参加ください。なお、認定講習会後、会場よりバスがでます。

（約50名様まで） 

8. 優秀発表賞は、エントリーを希望された演題から選出し、24 日(日)15:30 から行われる閉会式にて表彰式を

行います。 

 

 

 

1. 口演発表について 

① 口演時間は発表が 7 分、質疑応答が 3 分となります。ご自身の発表の前の発表者が登壇されまし

たら、必ず次演者席に着席してください。 

② 発表方法・データ受付について 

1) 発表は液晶プロジェクターを 1 台使用します。準備委員会で準備するパソコンをご利用いた

だきますが、準備するパソコンの OS は Windows 7、アプリケーションは、Microsoft 社

PowerPoint 日本語版 2003,2007,2010となります。動画ソフト、音声は使用できません。フ

ォントは、OS標準で装備されているものをご使用ください。 

2) また、発表に使用するデータの事前送付は不要です。学会当日､ファイルを記載した CD-R ま

たはUSBメモリをご持参いただき､ご自身の発表の1時間前までにPC受付にてデータの受付･

確認を行ってください。 

PC受付開設時間 9月23日(土) 8:30～14:00  

9月24日(日) 8:30～10:00 
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③ 座長の先生方へ 

口演時間は発表が 7分、質疑応答が 3分となります。時間通りの進行にご協力願います。また、ご担当

頂く最初の演題の 15分前までに、次座長席に着席してください。 

 

2. ポスター発表について 

① 本学術大会のポスター発表は、座長の進行による発表･質疑とさせていただきます。 

② ポスター発表のスケジュールは次の通りです｡ 
 

 23日(土) 9:00～9:30  ポスター貼付 

9:30～15:00  ポスター掲示 

15:00～15:40 ポスター発表(座長の指示に従ってください｡) 

 24日(日) 9:00～14:30  ポスター掲示 

14:30～15:00  ポスター撤去 
 

③ ポスター発表は発表が 5分、質疑が3分となります。 

④ 発表の際には『指揮棒』を前の発表者より受け取り、発表を行ってください。 

⑤ 座長の方は､ご担当するポスター演題の発表時間の 15 分前までに､総合受付にお立ち寄りくださ

い｡ 

⑥ 諸注意 

1) ポスターパネルは掲示可能なスペースが横 90 ㎝､縦 210㎝で

そのうち最上段の縦 20 ㎝は演題名等用のスペースとし､本文

示説用のスペースは､横 90㎝、縦190㎝とします。 

2) 最上段左側の横20㎝､縦20㎝は演題番号用スペースで演題番

号は準備委員会が用意します｡ 

3) 最上段右側の横 70 ㎝､縦 20 ㎝のスペースに､演題名､所属､発

表者名を表示してください｡なお演題名の文字は､1 文字 4 ㎝

平方以上の大きさとします｡また､共同演者発表の場合､発表

者の前に○印をつけてください。 

4) ポスター余白の見やすい位置に､発表者が分かりやすいよう

に手札判(横 80 ミリ､縦 105ミリ)程度の大きさの顔写真を掲

示してください｡ 

5) ポスターには図や表を多用し､見やすいように作成してくだ

さい｡3メートルの距離からでも明瞭に読めるようにしてくだ

さい｡研究目的､材料および方法､結果､考察､結論などを簡潔に記載してください｡(症例報告

の場合は､諸言､症例､経過､予後､考察､結論) 

6) ポスターは､パネルにピンで留めますが､押しピンは発表者ご自身でご用意ください｡ 

7) ポスターを見やすくするためにバックに色紙を貼ることは発表者の自由です｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







プ ロ グ ラ ム

■タイムテーブル

■プログラム
 9 月 23 日（土）
〔A会場 講堂〕
 9：00～ 9：10	 開会式
 9：10～10：10	 総会
10：10～11：40	 シンポジウムⅠ 硬組織治療におけるレーザーイノベーション
	 	 座長 大浦教一（大浦歯科クリニック）
	 「今だから期待できる Nd：YAG レーザーの相乗効果
	 ―CT，マイクロスコープ，歯科内視鏡を併用したレーザーの使いこなし―」
	 	 須崎 明（ぱんだ歯科）
	 「硬組織へのアプローチ」
	 	 津田忠政（医療法人社団光揚会ラ・デントグループ）
	 「難治性根尖性歯周炎・歯原性疼痛の診断と治療」
	 	 山口博康（鶴見大学歯学部附属病院	総合歯科 2）
11：40～12：50	 休憩
12：50～13：50	 特別講演	 座長 新海航一（第 29 回日本レーザー歯学会総会 ･ 学術大会大会長）
	 「形成外科 ･ 皮膚科領域におけるレーザー治療の最前線」
	 	 大城貴史（医療法人社団	慶光会	大城クリニック）
13：50～14：00	 休憩
14：00～14：40	 一般口演
演題番号 O-1～O-2 14：00～14：20	 座長 吉成伸夫（松本歯科大学歯科保存学講座（歯周））
O-1	 日本レーザー歯学会主催第 4 回歯科用レーザー教育研修会開催報告
	 	○大橋英夫，大浦教一，大串貫太郎，髙森一乗，津久井明，永井茂之，長瀬隆之，吉田 格，吉嶺真一郎，

守矢佳世子，篠木 毅，伊藤修一，斎藤隆史
	 日本レーザー歯学会研修・安全講習委員会，北海道医療大学歯学部う蝕制御治療学講座
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O-2	 	超高繰り返し超短パルス青色レーザーを用いた低出力照射は TRPV1 を介して骨芽細胞の増殖・分化を促進し，
細胞外基質の石灰化を亢進させる

	 ○三上理沙子 1），青木 章 1），水谷幸嗣 1），田村幸彦 2），和泉雄一 1）

	 	東京医科歯科大学医歯学総合研究科歯周病学分野 1），東京医科歯科大学医歯学総合研究科硬組織薬理学分
野 2）

演題番号 O-3～O-4 14：20～14：40	 座長 斎藤隆史（北海道医療大学歯学部う蝕制御治療学分野）
O-3	 	象牙質の低侵襲かつ高効率な切削に向けた波長 5.8	nm 帯量子カスケードレーザーのパルス構造の検討
	 ○松尾優希 1），間 久直 1），石井克典 1），吉川一志 2），保尾謙三 2），山本一世 2），粟津邦男 1,	3,	4）

	 	大阪大学大学院工学研究科 1），大阪歯科大学歯科保存学講座 2），	 大阪大学大学院生命機能研究科 3），大阪
大学国際医工情報センター 4）

O-4	 Er：YAG レーザーの低出力照射による歯根象牙質の変化
	 ○中根 晶，大槻昌幸，田上順次
	 東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野
14：40～16：20	 休憩
16：20～17：20	 認定講習会	 座長 木村裕一（奥羽大学歯学部歯科保存学講座）
	 「レーザー・LED・光が切り開く新しい歯科治療」
	 	 渡辺 久（前東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野准教授）
〔B会場 アイヴイホール〕
11：50～12：40	 ランチョンセミナー（（株）モリタ）
	 「Er：YAG レーザー「Erwin	AdvErL	Evo」の軌跡と特性について」
15：50～16：20	 パラデンタル対象講習会	 座長 小林一行（鶴見大学短期大学部歯科衛生科）
	 「＃パラデンタルに必要な知識を整理してみた」
	 	 永井茂之（永井歯科診療室）
〔C会場 アイヴイホール前ロビー〕
 9：00～ 9：30 ポスター貼付
 9：30～15：00 ポスター掲示
15：00～15：40 ポスター発表
 ポスター発表
15：00～15：40	 座長 福田光男（愛知学院大学歯学部歯周病学講座）
P-1	 Er：YAG レーザーを用いた歯周組織再生治療
	 ○山下良太 1），白水一崇 2）

	 山下良太歯科クリニック 1），しらみず歯科クリニック 2）

P-2	 スケーリングにおける Er：YAG レーザー応用の可能性を探る（歯科衛生士の立場から）
	 ○山崎涼子 1），古川敏子 1），秋葉美萩 2），横瀬敏志 3）

	 	明海大学歯学部付属明海大学病院歯科衛生部 1），埼玉医科大学国際医療センター 2），明海大学歯学部付属明
海大学病院保存治療学分野 3）

P-3	 hPDL 細胞に対する Er：YAG レーザー照射による TGF-b1 の動態
	 ○丹羽堯彦 1），小林一行 2），山川駿次郎 3），山本竜司 4），長野孝俊 1），五味一博 1），山越康雄 4）

	 	鶴見大学歯学部歯周病学講座 1），鶴見大学短期大学部歯科衛生科 2），鶴見大学歯学部歯内療法学講座 3），鶴
見大学歯学部分子生化学講座 4）

P-4	 Er：YAG レーザーによるメラニン色素除去を行った一症例―フェノール法とレーザー法の比較―
	 〇五十嵐（武内）寛子 1,	2），沼部幸博 1）

	 日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 1），五十嵐歯科室 2）

15：00～15：40	 座長 中島京樹（大洗中島歯科医院）
P-5	 口腔扁平上皮癌細胞に与える LED 光照射の影響
	 	◯松尾健司，鈴木泰明，八谷奈苗，山下淳也，榎本由依，筧 康正，松本耕祐，北山美登里，重岡 學，古

森孝英
	 神戸大学大学院医学研究科口腔外科学分野
P-6	 Er：YAG レーザーを用いてインプラント周囲炎の治療を行った一症例
	 ○安田忠司，濱 拓弥，佐藤 匠，清水雄太，小足周平，森永啓嗣，澁谷俊昭
	 朝日大学口腔感染医療学講座歯周病学分野
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P-7	 周術期患者の骨膜下膿瘍に半導体レーザーを用いた 2 症例
	 ○富永 燦 1），山田容三 2）

	 富士見台歯科 1），おしの歯科医院 2）

P-8	 器官培養した顎関節の軟骨に対する低出力半導体レーザー照射の影響
	 ○磯村まどか 1），杉田好彦 1,	2），佐藤伸明 1），河合遼子 1,	2），吉田和加 1,	2），久保勝俊 1,	2），前田初彦 1,	2）

	 愛知学院大学歯学部口腔病理学講座１），愛知学院大学未来口腔医療研究センター２）

15：00～15：40	 座長 伊藤修一（北海道医療大学う蝕制御治療学分野）
P-9	 Er：YAG レーザー洗浄法によるイスマス清掃効果
	 ○松本妃可 1），木原智子 2），佐藤浩美 3），平井千香子 4），吉嶺嘉人 5）

	 	九州大学病院口腔画像診断科 1），九州大学病院小児歯科・スペシャルニーズ歯科 2），ひろみ歯科クリニック 3），
平井歯科クリニック 4），九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座歯科保存学分野 5）

P-10	 歯科用 LED ヘッドライトが修復用コンポジットレジンの硬化におよぼす影響
	 ○亀山敦史，春山亜貴子，春山親弘，天谷哲也，加藤純二
	 東京歯科大学保存修復学講座
P-11	 	Er：YAG レーザー照射した象牙質に対して良好な接着性を示すレジン接着システムの開発―各種歯面処理が

レジン添加型グラスアイオノマーセメント系ボンディング材に及ぼす接着促進効果について―
	 ○竹口（鶴田）あゆみ，井上（堅田）和穂，掘江 卓，岸本崇史，冨士谷盛興，千田 彰
	 愛知学院大学歯学部保存修復学講座
P-12	 レーザーを用いた窩洞形成後のラット歯髄反応に関する免疫組織化学的検討
	 ○川嶋里貴 1），高田真代 2），新海航一 1），鈴木雅也 1）

	 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第 2 講座 1），土屋歯科クリニック＆ Works2）

15：00～15：40	 座長 大槻昌幸（東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野）
P-13	 象牙質に対する Q スイッチ Er：YAG レーザーの照射がレジン接着システムに及ぼす影響
	 ○谷口あや 1），関根伸一 2），田中健司 1,	3），近藤聡太 4），間 久直 4），粟津邦男 4,	5,	6），秋山茂久 1）

	 	大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部 1），大阪大学歯学部附属病院予防歯科 2），一般社団法人堺市歯科
医師会堺市重度障害者歯科診療所 3），大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻量子エネルギー
工学講座 4），大阪大学大学院生命機能研究科 5），大阪大学国際医工情報センター 6）

P-14	 	ミストコンタクトチップを用いた Er：YAG レーザーアブレーション法により作製したアパタイト膜の結晶性
と固着強度

	 ○本津茂樹 1），山本 衛 1），吉川一志 2），山本一世 2）

	 近畿大学生物理工学部 1），大阪歯科大学歯科保存学講座 2）

P-15	 感染象牙質プレートに対する antimicrobial	Photo	Dynamic	Therapy（aPDT）の殺菌効果
	 ○永井悠太 1），新海航一 2），葛城啓彰 3）

	 	永井こども歯科医院 1），日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第 2 講座 2），日本歯科大学新潟生命歯学部
微生物学講座 3）

P-16	 TiO2 併用が Nd：YAG レーザー照射の象牙質透過性へ与える影響
	 ○中田朋宏，小西康三，吉川一志，山本一世
	 大阪歯科大学歯科保存学講座，中田歯科医院，小西デンタルクリニック
15：00～15：40	 座長 加藤純二（医療法人社団楓樹会	棚田歯科医院）
P-17	 臨床実習におけるレーザー根面齲蝕治療シミュレーション実習システムの構築
	 ○泉川昌宣，猪熊孝憲，斎藤隆史
	 北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野
P-18	 高出力炭酸ガスレーザーの臨床応用	：無麻酔下における注水，スキャニングを用いた軟組織の切開蒸散
	 ○三輪雅彦 1），大浦教一 2），冨塚重幸 3），寺崎 茂 4），金野俊之 5），荒川義浩 6），岡田修二 7）

	 	三輪歯科医院 1），大浦歯科クリニック 2），とみつか歯科医院 3），鳥飼寺崎歯科医院 4），東部団地金野歯科医
院 5），ヒロ歯科 6），岡田歯科医院 7）

P-19	 知覚過敏症罹患モデル象牙質を用いた CO2 レーザーによる象牙細管封鎖性に関する研究
	 ○保尾謙三，横田啓太，廣田陽平，岩田有弘，平井千香子，吉川一志，山本一世
	 大阪歯科大学歯科保存学講座
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 9 月 24 日（日）
〔A会場 講堂〕
 9：00～ 9：30	 理事長講演 	 座長 篠木 毅（篠木歯科）
	 「会員そして国民のための日本レーザー歯学会」
	 	 冨士谷盛興（愛知学院大学保存修復学講座）
 9：30～10：00	 日本歯科医学会会長講演	 座長 冨士谷盛興（愛知学院大学保存修復学講座）
	 「基準がサポートするところ」
	 	 住友雅人（日本歯科医学会会長）
10：00～10：50	 一般口演
演題番号 O-5～O-7 10：00～10：30	 座長 青木 章（東京医科歯科大学）
O-5	 口腔白板症に対する炭酸ガスレーザー蒸散術後の残存および再発に関する臨床的検討
	 	○八谷奈苗，鈴木泰明，松尾健司，山下淳也，榎本由依，筧 康正，北山美登里，重岡 學，松本耕祐，古

森孝英
	 神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野
O-6	 半導体レーザー照射がヒト歯根膜細胞の生物活性におよぼす影響について
	 ○門倉弘志，山崎崇秀，上田堯之，横瀬敏志
	 明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野
O-7	 	Porphyromonas gingivalis バイオフィルムに対してインドシアニングリーン封入ナノ粒子への半導体	 	

レーザー照射がもたらす aPDT 効果について
	 	○佐々木康行 1），林潤一郎 1），岩村侑樹 1），岡田康佑 1），藤村岳樹 1），西田英作 1），相野 誠 1），菊池 毅 1），

山本浩充 2），三谷章雄 1），福田光男 1）

	 愛知学院大学歯学部歯周病学講座 1），愛知学院大学薬学部製剤学講座 2）

演題番号 O-8～O-9 10：30～10：50	 座長 横瀬敏志（明海大学歯学部機能保存回復学講座）
O-8	 Er：YAG レーザーの歯髄保存療法における有効性の検討
	 ○岡本基岐，小道俊吾，渡邉昌克，八木香子，成瀬陽菜，伊藤勇紀，高橋雄介，林美加子
	 大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座（歯科保存学教室）
O-9	 	Er,	Cr：YSGG	laser 表面処理がハイブリッドセラミックスの表面粗さ，アブレーション深さおよび接着強さに

及ぼす影響
	 ○チュンジット・パコーン 1），吉井大貴 1），佐藤史明 1），川嶋里貴 1,	2），新海航一 1,	2）

	 	日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科硬組織機能治療学専攻 1），日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存
学第 2 講座 2）

10：50～11：50	 教育講演	 座長 永井茂之（永井歯科診療室）
	 「抗菌光線力学療法の臨床応用とその可能性」
	 	 辰巳順一（明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野）
11：50～13：00	 休憩
13：00～14：30	 シンポジウムⅡ 軟組織治療におけるレーザーイノベーション
	 座長 沼部幸博（日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座）
	 「口腔粘膜蛍光観察装置による口腔癌の鑑別と早期発見」
	 	 片倉 朗（東京歯科大学口腔病態学講座）
	 「顎関節症治療を成功に導くためのレーザーの役割」
		 	 島田 淳（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）
	 「超高齢社会に対応するこれからの aPDT とは」
		 	 三谷章雄（愛知学院大学歯学部歯周病学講座）
14：30～15：30	 安全講習会	 座長 大浦教一（大浦歯科クリニック）
	 「臨床に安全は必要か！」
	 	 篠木 毅（篠木歯科）
15：30	 閉会式
〔C会場 アイヴイホール前ロビー〕
 9：00～14：30	 ポスター掲示
14：30～15：00	 ポスター撤去
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理 事 長 講 演

日本歯科医学会会長講演

特 別 講 演

教 育 講 演







形成外科・皮膚科領域におけるレーザー治療の最前線

大城 貴史
医療法人社団慶光会大城クリニック

1960 年に米国の Maiman がルビーレーザーの
発振に成功し、1960 年代には基本的なレーザー
発振はなされた。医療応用は眼科領域における網
膜凝固に始まり、1970 年代には「低侵襲」「選択
的治療」「鏡視下治療」をキーワードにアルゴン
レーザー、炭酸ガスレーザー、Nd：YAG レーザー、
ルビーレーザーを中心に臨床応用が進んだ。1980
代には紫外から赤外まで非常に多種のレーザー機
器が開発され、医療応用も多様化した。1990 年
代以降は様々な技術が複合的に進歩し、診断学へ
の応用や治療法の適応拡大がなされた。現在では、
レーザーは診療各科において必須の診断手技、治
療手技になってきているといっても過言ではな
い。

レーザー治療は生体に照射されたレーザー光線
により続発的に発生する生体反応を利用したもの
である。レーザーによる生体で起こる作用につい
ては 1960 年代より実際に臨床や実験で起こって
いる現象をどのように紐解くかという点からの研
究がなされ、1970 年代以降徐々にその生体作用
が解明されていった。現在判明しているレーザー
光の生体作用には、光熱作用、光音響作用、光化
学作用、光刺激作用などがある。レーザー治療を
行うにあたってはレーザーによるどのような生体
作用を利用している治療なのかを理解し治療に従
事する必要がある。

数ある診療科の中でも形成外科・皮膚科領域は、
レーザー治療の対象とする疾患が多く、使用する
レーザー機器も多岐に渡り、現在では 15 波長以
上、30 機種以上のレーザー治療機器を使用でき
る。レーザー治療の特性から選択的な組織破壊が
可能であるため、scarless wound healing が可能
である。そのため適切な治療機器の選択および照
射条件の設定をする能力が求められ、治療後のダ
メージを受けた皮膚に対しての創傷管理の技術が
必要をなってくる。

今回の講演では形成外科・皮膚科領域における
レーザー治療の進歩について、特にレーザーによ
る生体作用と機器開発の歴史に焦点を当てる。
レーザー治療の過去、現在を振り返り「なぜその
ようなレーザーが必要とされたのか」の紐を解く
ことで、レーザーの生体作用についての理解を深
めたいと思っている。最後に今後のレーザー治療
のあり方についての私的意見をお話しする予定で
ある。

【学歴】
平成 8 年（1996）3 月  慶應義塾大学医学部 卒

業
【職歴】
平成 8 年（1996）4 月  慶應義塾大学医学部 形

成外科学教室入室
平成 10 年（1998）5 月  国立霞ケ浦病院 外科レ

ジデント
平成 11 年（1999）5 月  医療法人社団幸隆会多摩

丘陵病院外科
平成 12 年（2000）5 月  群馬県立がんセンター頭

頚科
平成 13 年（2001）5 月  埼玉医科大学総合医療セ

ンター形成外科助手
平成 15 年（2003）5 月  慶應義塾大学医学部形成

外科助手
平成 16 年（2004）5 月  医療法人社団慶光会大城

クリニック入職現在に至
る

【役職】
慶應義塾大学医学部形成外科客員准教授
日本形成外科学会評議員
日本レーザー医学会理事
日本レーザー治療学会理事
日本レーザー・スポーツ医科学学会理事
日本レーザーリプロダクション学会評議員
日本血管腫血管奇形学会理事・評議員
アジア太平洋レーザー医学会事務局長

【資格】
日本形成外科学会専門医
日本レーザー医学会 指導医、レーザー専門医
医学博士（慶應義塾大学医学研究科 第 4364 号）

【表彰】
第 18 回 国 際 レ ー ザ ー 医 学 会（2007） Best 
Lecture Award
第 19 回 国 際 レ ー ザ ー 医 学 会（2009） Good 
Speech Award
第 32 回日本レーザー医学会（2011） 会長賞
Laser Therapy（2013） Good Paper Award 
Laser Therapy（2016） Good Paper Award

【専門】
形成外科学
レーザー医学（母斑・瘢痕などに対するレーザー
治療）、レーザー安全
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シ ン ポ ジ ウ ム Ⅰ

シ ン ポ ジ ウ ム Ⅱ





今だから期待できるNd：YAGレーザーの相乗効果
―CT、マイクロスコープ、歯科内視鏡を併用したレーザーの使いこなし―

須崎 明
ぱんだ歯科

近年のレーザーイノベーションにおいて Nd：
YAG レーザーの大きな進歩は認められない。し
かしながら歯科領域において高度医療機器のイノ
ベーションは目覚ましものがある。このような流
れの中で、演者は Nd：YAG レーザーの優位性を
見直し、CT、マイクロスコープ、歯科内視鏡と
併用して使いこなす（ソリューション）ことで臨
床的効果を実感している。

具体的には CT により原因を同定し、その部分
にレーザーを照射できるかを判断する。そしてそ
の部位に到達しやすいサイズのファイバー（200 
nm、320 nm、400 nm）を選択し、ファイバー先
端を酸化チタン加工する。さらにマイクロスコー
プや歯科内視鏡を併用して照射部位を確認しなが
ら、ファイバーの先端から伝わってくる感覚を参
考にしてレーザーを照射していく。

これによりレーザー照射で何をしたいのか、ま
たその効果が得られたのかが明確になり、治癒期
間の短縮だけでなく、良好な予後を得ることが出
来る。

歯科医療白書 1）によると現在の歯科医療は、
診療行為の種類と回数に応じた医療サービスの対
価が医療機関に支払われる「出来高払い制度」と
なっている。本制度は医療機関にコストを削減す
るインセンティブが働きにくく、過剰診療・過剰
投薬になりやすい。この様な流れの中で、医療費
を抑制するために今後はあらかじめ疾病ごと、あ
るいは治療 1 単位ごとに一定額の支払いとする

「包括払い制度」に移行すると思われる。すなわ
ち早く疾患を治癒させることができる医療機関ほ
ど経営が安定することになる。

レーザーをはじめ高度医療機器を用いた臨床は
その救世主となりうる。高度医療機器を用いず、
従来からの基本的な治療でも疾患を治癒させるこ
とができる。ゴルフで例えるなら 7 番アイアン 1
本でもカップインできる。一方、レーザー、CT、
マイクロスコープ、歯科内視鏡などを用いて治療
した場合は原因の同定が容易になり、さらにはそ
の対処法が確実となるため、疾患を早く治癒させ
ることができる。言い換えれば多くの種類のゴル
フクラブを使いこなし、上手く組み合わせれば早
くカップインすることが出来るのである。歯科医
療においてイノベーションはもちろんのこと、そ
れらを使いこなすソリューション側の術者次第で
得られる治療効果はより大きなものとなる。

そこで今回は歯内療法、歯周治療への応用を中

心に CT、マイクロスコープ、歯科内視鏡と併用
することで得られる Nd：YAG レーザーの相乗効
果について症例と共に考察していく。

参考文献
1） 公益社団法人日本歯科医師会：歯科医療白書

2013 年度版．65-74，一般財団法人社会保険
協会，東京 , 2014.

【略歴】
平成 8 年 愛知学院大学歯学部歯学科卒業
平成 12 年  愛知学院大学大学院歯学研究科修

了、博士（歯学）の学位取得
  愛知学院大学歯学部保存修復学講座

助手
平成 13 年  愛知学院大学歯学部附属病院審美歯

科外来 医員
平成 14 年  愛知学院大学歯学部保存修復学講座

講師
平成 15 年  モンゴル国立健康科学大学 客員准

教授
平成 17 年  愛知学院大学歯学部保存修復学講座

非常勤講師
  ユマニテク歯科製菓専門学校 非常

勤講師
  東海歯科医療専門学校 非常勤講師
 ぱんだ歯科 院長
現在に至る

【学会活動】
日本レーザー歯学会（専門医・指導医）
日本歯科審美学会（評議員・認定医）
日本臨床歯周病学会（常任理事）
日本歯科保存学会会員
日本歯科理工学会会員
IADR 会員
JADR 会員
Academy of Operative Dentistry（米国保存修復
学会）会員
日本接着歯学会会員
日本歯周病学会会員
日本顕微鏡歯科学会会員

【受賞】
平成 12 年度 日本歯科保存学会奨励賞
2001 年 The International Conference on 
Dentin/Pulp Complex, “Young Investigator 
Award” 
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口腔粘膜蛍光観察装置による口腔癌の鑑別と早期発見

片倉 朗
東京歯科大学口腔病態外科学講座

高齢者の増加に伴い悪性新生物による死亡者数
も増加し、口腔癌もその中に含まれ年次的に増加
傾向にある。口腔は直視できるものの、複雑な形
態と様々な修飾因子の存在から粘膜に発生する病
変を肉眼での視診だけで鑑別をすることに苦慮す
ることもある。近年、光学的機器を用いた口腔粘
膜観察装置が市販されるようになり、病変の鑑別
においての有用性が検討されている。特に北米で
は American Dental Association（ADA）がクリ
ニックにおける口腔癌の鑑別に蛍光観察装置を用
いることを推奨し、広く普及している。蛍光発色
による粘膜観察の原理は 400 ～ 460 nm の青色光
を粘膜に照射すると健常上皮組織と皮下組織のコ
ラーゲンからは青緑（Apple-Green）色の蛍光が
励起される。しかし、上皮異形成組織や癌組織で
は蛍光発色が低下するため黒く描出される。この
発色の差を利用して、粘膜疾患を描出するもので
ある。健常上皮組織と皮下コラーゲン組織が青緑
色の蛍光発色を呈するのは、細胞内に蛍光物質で
ある FAD 補酵素があるためである。一方、上皮
異形成組織や癌組織では FAD 補酵素が TCA 回
路の活性化により FADH2 に変質すること、コ
ラーゲン組織が癌の浸潤により破壊されることが
蛍光発色の低下につながるとされる。

私達もこれまでに日本国内での口腔粘膜蛍光観
察装置の開発に協力し、疾患の鑑別における有用
性、解析ソフトの応用について報告してきた。し
かし、蛍光輝度（G 値）と病理組織学的な関係は
未だ完全には明らかにはなっていないため、口腔
粘膜蛍光観察で得られた輝度と病理組織学的に評
価の関連性を検証している。今回は（株）松風イ
ルミスキャン® による口腔粘膜蛍光観察の概要と
その有用性を説明するとともに、輝度と病理組織
学的所見の関連についてわかってきたことを中心
に発表する。

当科で切除術を施行した白板症、口腔扁平上皮
癌に対して（株）松風イルミスキャン® により口
腔粘膜蛍光観察を行った。蛍光輝度低下範囲（蛍

光ロス）とヨード生体染色の不染帯を精密にマー
クし、蛍光ロス最外周から 5 mm で切除して切
除断端と蛍光ロス部の病理組織学的評価を行っ
た。免疫組織化学染色には CK13、Ki67、p53 お
よびコラーゲンについて Azan 染色、ピクロシリ
ウスレッド染色を行った。

その結果 CK13 は蛍光ロス部で陰性、切除断端
で陽性であった。蛍光ロス部で p53 は陽性であっ
た。また、Azan 染色、ピクロシリウスレッド染
色では、蛍光ロス部ではコラーゲンクロスリンク
の破壊を認め、切除断端ではコラーゲンの配列の
乱れは認めなかった。

蛍光ロス部と病理組織学的に異形成を認めた部
位はほぼ一致したが、切除断端の一部で一致しな
い部位も認められた。今後は蛍光ロス値の比較検
討、ならびに病理組織学的検討を加えて、口腔粘
膜疾患の鑑別診断、切除範囲の決定の指標になり
得るかの検討を続けて一般の歯科診療所や病院歯
科への普及を図りたい。

【略歴】
1985 年 東京歯科大学卒業
1991 年 東京歯科大学大学院修了（歯学博士）
2003 年～2004 年  UCLA 歯学部口腔外科・医学

部頭頸部外科に留学
2008 年 東京歯科大学口腔外科学講座准教授
  東 京 歯 科 大 学 大 学 院「 が ん プ ロ

フェッショナル養成プラン」コー
ディネーター

2009 年 9 月  東京歯科大学口腔健康臨床科学講
座口腔外科学分野 准教授

2011 年 4 月  東京歯科大学 オーラルメディシン・
口腔外科学講座 教授

2015 年 4 月  東京歯科大学 口腔病態外科学講
座 教授
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レーザー・LED・光が切り開く新しい歯科治療

渡辺 久
前東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野准教授

21 世紀は光科学の時代と言われている。また、
青色 LED で赤崎、天野、中村の日本人 3 氏がノー
ベル物理学賞を受賞されたのも記憶に新しいとこ
ろである。レーザーは人工的に発振される電磁波
の一種であり、自然光と違い優れた特長を持って
いる。レーザー・LED・光により切り開く新し
い歯科治療について紹介し、「レーザー歯学」の
魅力について語ってみたい。さらに、これをきっ
かけに診療室の片隅で眠っているレーザーに息を
吹き込み、新しい可能性を見出し患者に還元して
頂きたい。

我国は未曽有の超高齢社会を迎え、高齢化率は
昨年で 26.7％となり、2030 年には 30％を超え 3
人に 1 人は 65 歳以上が占めると予測されている。
平均寿命は確実に伸びているが、健康寿命がそれ
に追いつかない状況である。平均寿命と健康寿命
の差は男性では 9 年、女性では 12 年と言われて
いる。QOL の高い人生を全うするために健康寿
命の延伸が必要であり、この今日的課題に答える
ことが歯科界の使命と考える。

口腔疾患の多くはバイオフィルム感染症であ
り、とりわけ、歯周病はそれの代表格である。口
腔内には 750 種類もの細菌が存在し、そのうちの
9 菌種ほどが歯周病原細菌といわれ、さらに病原
性の強いトップスリーである Porphyromonas 
gingivalis，Tannerella forsythia，Treponema 
denticola が Red Complex といわれ歯周病の主因
となっている。歯周病は口腔内の病気にとどまら
ず、糖尿病、心冠動脈疾患、動脈硬化、未熟低体
重児出産、誤嚥性肺炎、骨粗鬆症、認知症等の関
連性が指摘され、多くのエビデンスが報告されて
いる。

口腔バイオフィルム感染症の克服はまさしく健
康寿命の延伸に通じる。レーザー、LED を含め
た光科学治療は耐性菌や菌交代症の副作用の問題
なく口腔バイオフィルム感染症の有力な治療法で
ある。今問題になっているインプラント周囲粘膜
炎、インプラント周囲炎の治療にも有効である。

本講演では、レーザーの歴史、レーザー発振の
原理、レーザーの種類、レーザーの適応症、レー
ザーは何故効くか等、レーザーの基本について解
説を加え「レーザー歯学」への導入のプロローグ
としてみたい。加えて後半ではレーザーで何がで
きるか、特に、歯周病治療への応用を中心に、そ
の科学的根拠と臨床症例を呈示し、レーザーの可
能性について触れてみたい。

今回の認定講習会を通じて、少しでも「レーザー
歯学」について理解を深めて頂ければ、望外の喜
びである。

【略歴】
1977 年 東京医科歯科大学卒業
1981 年  東京医科歯科大学大学院修了（歯学博

士）
1981 年 東京医科歯科大学助手採用
1987 年 東京医科歯科大学講師
1987 年  文部省長期在外研究員 ロンドン大学

歯学研究所免疫部門
1992 年 東京医科歯科大学助教授
1995 年  文部省短期在外研究員 ロンドン大学、

米国フォーサイス研究所
2007 年 東京医科歯科大学大学院准教授
2013 年  一般社団法人日本レーザー歯学会理事

長
2014 年 共立女子大学非常勤講師
2017 年 東京医科歯科大学大学院定年退職
2017 年  東京医科歯科大学大学院非常勤講師
 現在に至る

【学会活動】
日本歯周病学会（評議員、専門医、指導医）
日本歯科保存学会（評議員、専門医、指導医）
日本レーザー歯学会（理事長、専門医、指導医）
日本咀嚼学会（理事、評議員）、口腔病学会（評
議員）
日本歯科医学会（理事、評議員）
IADR、JADR、APSP、IAP、WFLD 各会員
BioScience Trends Editorial Board、Laser 
Therapy Editorial Board
Photomedicine and Laser Surgery Editorial 
Board

【受賞】
第 10 回国際レーザー歯学会 金賞（最優秀賞）
ベルリン 2008 年
第 56 回秋季日本歯周病学会最優秀専門医臨床ポ
スター賞 前橋 2013 年
第 142 回春季日本歯科保存学会学術賞 北九州
2015 年

【特許】
レ ー ザ ー 光 照 射 用 プ ロ ー ブ（ 特 願 平 10-
201901）1990 年
咀嚼食品（特願 2000-276112）1992 年
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臨床に安全は必要か！

篠木 毅
川口市開業

歯科用レーザーの進歩と普及はすさまじいもの
がある。現在日本には約 45000 台のレーザーが販
売されている。診療所 3 軒に 1 台、レーザー治療
器があるといわれて久しいが、2017 年 1 月時点
では歯科診療所数は 68799 軒、診療室にレーザー
1 台の時代もあり得ない話ではなくなってきた。

販売数から見ると、発売時期の早い炭酸ガス
レーザーが多く、そのあとを Er：YAG レーザー
が追いかけている状況である。最近では Nd：
YAG レーザーに代わり、半導体レーザーが安価
小型ということで普及の兆候が見られる。波長的
に見れば、炭酸ガスレーザー、Er：YAG レーザー
の表面吸収型レーザーが多く普及し、Nd：YAG
レーザー、半導体レーザーの組織透過型レーザー
が少ないといえる。

これら歯科用レーザーはクラス 4 の医療機器で
あり、“安全”に使用しなければならない。

一般的にレーザーを購入すると、購入したレー
ザの波長特性や臨床応用など種々の情報をメー
カーや学会などから容易に手に入れられると考え
る。ところが学会の安全講習会参加数や講習会時
のアンケートを見ると、“安全”に関しては軽視
する傾向があり、情報の入手が困難のようである。
また、ホームページ中に掲載されているレーザー
診療を見てみると、防御眼鏡ではなくタオルを目
の上にのせての診療、歯周病治療時の衛生士によ
る半導体レーザー（クラス 4）での歯周ポケット
内への照射、炭酸ガスレーザーでの 2 次オペ時に、
インプラント非加工金属部分の反射には構わない
レーザーの照射など“安全”とは程遠く驚くもの
が多い。これらを目の当たりにすると系統だった
安全講習が必須と考えざるを得ない。

一方、日本レーザー歯学会安全・研修委員会で
は、開業医への安全指導以外にアンダーグラジュ
エイトの学生に対しても安全講習を行っている。
学会での安全講習と異なり多くの時間がさけるた
め、レーザーの各波長の基本と使用法に対しての
講義、そしてそれぞれのレーザーの実習を懇切丁

寧に行っている。その結果、学生のレーザーに対
する、特に“安全”に対する意識の向上が見られ
る。レーザー機器は販売が最初で、安全教育が後
手に回っている現在の状況からすると、学生が、
大学で講義の主要科目の一つとしてレーザーを学
ぶ時代になれば、日本の歯科用レーザーのあり方
が大きく変わるのではないかと思われる。

今回はレーザーを診療に応用する際に、ベー
シックな“安全”がいかに必要かを再度考えてみ
たい。

【略歴】
1979 年 神奈川歯科大学卒業
2010 年 東京医科歯科大学 大学院修了
2011 年 博士号取得
2017 年 松本歯科大学 非常勤講師
埼玉県川口市開業、

【所属】
日本レーザー歯学会 監事、研修・安全講習委員
会 前委員長、指導医、専門医
日本口腔インプラント学会 会員
日本レーザー医学会 会員
日本歯科保存学会 会員
Er；YAG レーザー臨床研究会 委員長

（社）埼玉インプラント研究会 理事
特定非営利活動法人（NPO）歯科医学教育国際
支援機構 東南アジア地域 担当理事
インドネシア ジャカルタ MP DENTAL 顧問
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＃パラデンタルに必要な知識を整理してみた

永井 茂之
永井歯科診療室

認定パラデンタル制度が発足し、歯科衛生士に
「認定歯科衛生士」、歯科技工士に「認定歯科技工
士」、企業または大学に所属する学会員に「認定
アドバイザー」が授与され、「認定パラデンタル」
と総称される。認定パラデンタルになるには筆記
試験、口頭試問等を受験し、審査を経て合格しな
ければならない。ここで問われる事は、
1、�自身が関与するレーザーの安全基準クラスの
認知と要件に関する知識

2、�実際にレーザーが納入され、稼働させる時の
安全管理について

に集約される。疾病の診断や適応症、治療技術に
まで言及される事は無いが、使用する個々のレー
ザー機器に対する知識が必要である。例えば、歯
科医院にクラス 4のレーザー機器を納入する企業
人は、医院が使用する環境を整えていない場合、
機器を納入してはいけない。これは日本工業規格
（JIS）に準じる。罰則は無いものの、遵守すべき
であろう。受け入れ側の医院においても環境を整
えておかないといけない。安全管理者の選定と管
理区域の設定が最低条件である。
また、認定パラデンタル制度とは関係なく、パ
ラデンタルスタッフの教育は本学会が担う事業目
的である。その意味合いで歯科衛生士や歯科技工
士の扱う事の出来るレーザー機器の原理や正しい
臨床応用法の研究及び解説も必要であろう。
さて、認定パラデンタル制度規則の第 1章、総
則には“レーザー歯学とその関連領域の専門知識
と経験を有する日本レーザー歯学会認定パラデン�
タルを育成することにより、歯科医療の発展と向
上を図り、歯科保健の充実と増進に寄与すること
を目的とする。”とある。本講習会は認定パラデ
ンタルの試験対策講習や認定パラデンタルのブ
ラッシュアップ講習会という訳は無いが、レー
ザー機器の扱いは特殊であるので、医療関連従事
者が知っておくべき事柄について解説する。

【略歴】
1987 年 大阪歯科大学卒業
1989 年 �渡米、ハーバード大学歯学部保存科ク

リニカルフェロー
1993 年 �帰国、東京医科歯科大学保存修復科専

攻生
1996 年 東京都品川区において
� 「永井歯科診療室」院長
� 現在に至る

【所属学会】
ALD；米国レーザー歯学会（評議員、認定医、
指導医）
WFLD；世界レーザー歯学連合（アジア環太平
洋地区理事）
LEI；国際レーザー教育機構（常任理事）
日本レーザー歯学会（常務理事、認定医）
日本歯科色彩学会（常任理事）
日本アンチエイジング歯科学会（理事、認定医）
日本歯科審美学会（評議員、認定医）
日本歯科顕微鏡学会（評議員）�
日本レーザー医学会（評議員）

【賞】
Leon�Goldman�Award�for�Clinical�Excellence�in�
Laser� Dentistry� 2010� Academy� of� Laser�
Dentistry�
Excellent�Presentation�Prize� of� the� Japanese�
Academy�of�Color�for�Dentistry�2008.
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Er：YAG レーザー「Erwin AdvErL Evo」の軌跡と特性について

堀内 元就
株式会社モリタ セールスプロモーション部 1 グループ

こ の 度 紹 介 さ せ て 頂 く Er：YAG レ ー ザ ー
「Erwin AdvErL Evo」は水に反応する波長特性
を持ち、薬事認可を取得している項目も多く、診
療の幅を広く使用出来るのが特徴です。また、弊
社にて Er：YAG レーザーの販売を開始して今年
で 20 年という節目を迎えました。これまで辿っ
た販売の軌跡と Er：YAG レーザーの特性を踏ま
え下記の内容を中心にご説明させて頂きます。

・Erwin AdvErL Evo 販売までの軌跡
・Er：YAG レーザーの波長特性
・他波長との違い
・薬事認可の項目
・保険対応について

【略歴】
1990 年 日本歯科大学付属歯科専門学校
 歯科技工士科 本科卒業
1992 年 日本歯科大学付属歯科専門学校
 ポーセレン専攻科 卒業
同年 株式会社モリタ 入社
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日本レーザー歯学会主催第 4 回歯科用レーザー教育研修会開催報告
日本レーザー歯学会研修・安全講習委員会 1） 
北海道医療大学歯学部う蝕制御治療学講座 2）

○大橋英夫 1），大浦教一 1），大串貫太郎 1），髙森一乗 1），津久井 明 1），永井茂之 1），長瀬隆之 1）， 
吉田 格 1），吉嶺真一郎 1），守矢佳世子 1），篠木 毅 1），伊藤修一 2），斎藤隆史 2）

Questionnaire Study of the 4th Educational Seminar for Safety Education and Training in 
Clinical Laser Dentistry

Committee of Clinical and Safety Training Program in Japanese Society for Laser Dentistry1） 
Division of Clinical Cariology and Endodontology, Department of Oral Rehabilitation, School of Dentistry, Health Sciences 

University of Hokkaido2）

〇 Hideo OHASHI1），Kyoichi OURA1），Kantaro OHGUSHI1），Kazunori TAKAMORI1）， 
Akira TUKUI1），Shigeyuki NAGAI1），Takayuki NAGASE1），Kayoko MORIYA1）， 

Itaru YOSHIDA1），Shinichiro YOSHIMINE1），Takeshi SHINOKI1），Shyuici ITO2），Takashi SAITO2）

【要旨】
2016 年 11 月 24 日に第 4 回歯科用レーザー教育研修会が北海道医療大学歯学部棟にて開催された。本研修会は

過去 3 回歯科医師を対象として、レーザーの基礎から使用上の安全管理に対する啓発までレーザー歯学の普及を目
的に開催されてきた。今回、同大学歯学部う蝕制御治療学講座斎藤隆史教授のご協力により、同大学歯学部 5 年生
を対象として、初の卒前研修として開催された。本研修会のプログラムは午前に 3 つの講演、午後に 3 波長のレー
ザー（Er：YAG レーザー、半導体レーザー、炭酸ガスレーザー）の実習を行った。

講演は、レーザー総論、各論、安全管理とし、実習は 2 人 1 組で豚下顎骨を用い、各レーザーによる歯肉切開・
硬組織蒸散などを行った。講演・実習ともに基本的な内容とし、波長の違いが認識しやすいように配慮した。また
実習後に臨床スライドを供覧することにより、実習で学んだ手技が臨床の場でどのように応用されているのか等、
基礎と臨床の知識が十分に関連付けられるように心がけた。

実習終了後、従来の教育研修会アンケート項目を一部改変し、調査を行ったところ、いくつかの知見が得られた
ので報告する。

【資料対象および方法】
第 4 回教育研修会の参加者である北海道医療大学歯学部 5 年生 49 名を対象にアンケート調査を行った。
匿名でのアンケート項目は、講演理解度、最も興味を持った講演内容、実習実践度、実習理解度、診療にレーザー

を使用したいか、使用したいレーザー機器、レーザーを応用したい診療内容の 7 項目とした。
【結果】

アンケート回答者数は 49 名で回収率は 100％であった。講演理解度、実習理解度は「よく理解できた」、「理解
できた」の選択肢の回答率が前者は 92％、後者が 100％であった。講演で学んだ内容がどの程度、実習で実践でき
たかの実習実践度の質問では「できた」または「大体できた」の結果が 100％であった。

【考察ならびに結論】
講演、実習ともに高い理解度を示し、実習における実践度についても積極的な回答が多数を占めたことより、学

生に非常に理解しやすい内容・指導が行われたことが示唆された。学生の反応も非常に楽しく、貴重な体験であっ
たなどの意見が寄せられ、好評であった。

以上より、卒前教育による歯科用レーザー実習の有効性が示され、他大学においても開催することが望まれる。
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超高繰り返し超短パルス青色レーザーを用いた低出力照射は TRPV1 を介して 
骨芽細胞の増殖・分化を促進し、細胞外基質の石灰化を亢進させる

東京医科歯科大学医歯学総合研究科歯周病学分野 1），東京医科歯科大学医歯学総合研究科硬組織薬理学分野 2）

○三上理沙子 1），青木 章 1），水谷幸嗣 1），田村幸彦 2），和泉雄一 1）

Low-level ultrahigh-frequency and ultrashort-pulse blue laser irradiation enhances 
osteoblast extracellular calcification by upregulating proliferation and differentiation via 

TRPV1
Department of Periodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University 

（TMDU）, Tokyo, Japan1）, Department of Bio-Matrix （Pharmacology）, Graduate School of Medical and Dental Sciences, 
Tokyo Medical and Dental University （TMDU） 2）

Risako Mikami1）, Akira Aoki1）, Koji Mizutani1）, Yukihiko Tamura2）, Yuichi Izumi1）

【目的】
低出力レーザー照射（Low level laser irradiation ; LLLI）は創傷治癒や骨折治癒の促進をすることが知られてい

る。また、骨芽細胞を用いた in vitro の研究において、LLLI は様々な増殖因子、骨形成関連遺伝子の発現や石灰
化を促進することが報告されている。しかし青色領域のレーザーを用いた LLLI の報告は未だほとんどなく、さら
に超高繰り返しパルスによる LLLI の効果は十分に検証されていない。本研究では超高繰り返し超短パルスの青色
レーザーを用いた LLLI が骨芽細胞へ及ぼす作用を検討することを目的とした。

【材料および方法】
骨芽細胞株 MC3T3-E1 を骨誘導培地にて培養し、405 nm 青色半導体レーザー（Spectra-Physics, Insight 

DeepSee）を 80 MHz、1 ps にて超高繰り返し超短パルス波（UHF-USP）として発振し、1 分間照射を行った。
照射後、細胞増殖試験、in vitro wound healing assay による細胞遊走能試験、アルカリフォスファターゼ（ALP）
活性試験を行った。また、骨芽細胞分化マーカーである runt-related transcription factor 2 （Runx2）、osterix（Osx）、
alkaline phosphatase（Alp）、osteopontin（Opn）について mRNA 発現を測定し、細胞外基質の石灰化についてア
リザリン染色面積により評価した。さらに、LLLI による生体刺激的な効果と transient receptor potential 
vanilloid 1（TRPV1）の関連を明らかにするべく、TRPV1 の選択的阻害薬である capsazepine（CPZ）を用いた
阻害実験を細胞増殖と ALP 活性について行った。

【結果】
UHF-USP 青色レーザーによる LLLI は同波長の連続波による LLLI と比較して有意に細胞増殖を促進した。

UHF-USP 青色レーザーによる細胞増殖促進効果は 9.4 J/cm2 まで出力依存的に増加し、それ以上の出力では逆に
細胞増殖を有意に抑制した。さらに in vitro wound healing assay により UHF-USP 青色レーザーを用いた LLLI
は細胞遊走を有意に促進することが示された。ALP 活性は LLLI により有意に促進されその効果は 5.6 J/cm2 の出
力において最大であった。また Osx と Alp の mRNA 発現は照射後 3 日目、7 日目で有意に亢進していた。さらに 
5.6 J/cm2 の出力で 5 回照射を行った群は、非照射群と比較して細胞外基質の石灰化が有意に促進されていた。一
方で Trpv1 の mRNA 発現は対照群と照射群で有意な差を認めなかったが、TRPV1 の選択的阻害剤である CPZ は
LLLI により促進された細胞増殖と ALP 活性を有意に抑制した。

【結論】
超高繰り返し超短パルス青色レーザーを用いた低出力照射は骨芽細胞の増殖と分化を促進し、細胞外基質の石灰

化を促進した。また、その効果のいずれも TRPV1 を介している可能性が示唆された。

会員外研究協力者：東京医科歯科大学医歯学総合研究科口腔基礎工学分野 青木和広
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象牙質の低侵襲かつ高効率な切削に向けた 
波長 5.8 nm 帯量子カスケードレーザーのパルス構造の検討

大阪大学大学院工学研究科 1），大阪歯科大学歯科保存学講座 2）， 
大阪大学大学院生命機能研究科 3），大阪大学国際医工情報センター 4）

○松尾優希 1），間 久直 1），石井克典 1），吉川一志 2），保尾謙三 2），山本一世 2），粟津邦男 1, 3, 4）

Investigation of Pulse Structure of the Quantum Cascade Laser in 5.8 nm Wavelength Range 
for High Ablation Efficiency of Dentin 

Graduate School of Engineering, Osaka University1）, Osaka Dental University2）, 
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University3）, MEI Center, Osaka University4）

○ Yuki MATSUO1）, Hisanao HAZAMA1）, Katsunori ISHII1）, Kazushi YOSHIKAWA2）, 
Kenzo YASUO2）, Kazuyo YAMAMOTO2）, Kunio AWAZU1, 3, 4）

【緒言】 
ミニマルインターベンションに基づいて有機質由来の波長 6 nm 帯のレーザー歯科治療に対する有用性について検

討した。先行研究で、波長 5.8 nm 帯の中赤外波長可変ナノ秒パルスレーザー（川崎重工業株式会社と理化学研究所
の共同開発）を用いて、う蝕の選択的切削が可能であることが報告されている（K. Ishii et al., J. Biomed. Opt. 20 

（2015） 5.）。しかし、中赤外波長可変ナノ秒パルスレーザーは臨床現場には適さない大きさであり、また切削効率が
低いため、臨床応用が困難であるとされている。本研究では、低侵襲かつ高効率な切削に向けて、パルス構造の制
御が可能な小型半導体レーザーである量子カスケードレーザー（quantum cascade laser ; QCL）の利用を検討し、
パルス構造を変化させることで低侵襲かつ高効率な切削を目的として脱灰および健全象牙質の切削特性を評価した。 

【材料と方法】
試料として約 7 mm 角、厚さ 1 mm のウシ歯の脱灰および健全象牙質を用いた。0.1 mol/L の乳酸に健全象牙質を

24 時間浸漬して脱灰象牙質を作製した。また、レーザー光源として波長 5.8 nm 帯の QCL（浜松ホトニクス株式会社）
を用いた。まず、準連続波の場合の熱影響を調べるために平均パワー密度 100～500 W/cm2、照射時間 1 s とした。
次に QCL のパルス制御によってパルス幅 1 ns、パルス繰返し周波数 500 kHz からなるマクロパルスを得た。熱閉じ
込め条件を考慮したマクロパルス構造の選定を行うために、マクロパルス幅 0.2～1.0 ms、マクロパルス繰り返し周
波数 20 Hz とした。形態観察後、共焦点レーザー顕微鏡で切削深さの測定を行った。さらに前述の条件での形態観
察で炭化層が見られなかったマクロパルス幅 1 ms を選定して切削効率を高めるためにマクロパルス繰り返し周波数
を変化させた。照射条件は平均パワー密度 166～505 W/cm2、マクロパルス繰り返し周波数 20～60 Hz で 10 Hz 毎
の 5 条件とした。マクロパルス幅 1 ms で固定しパルス周期 50～16.6 ms で設定したため、40 Hz 以上は熱閉じ込め
条件は満たされていない条件とする。なお、どの照射条件においても照射前の象牙質は生理食塩水を含ませたガー
ゼの上に 10 分間置き、湿潤状態で照射実験を行い、照射後、走査型電子顕微鏡を用いて象牙質表面の照射痕の形態
観察を行った。 

【結果と考察】
準連続波条件では、形態観察より平均パワー密度が 400 W/cm2 以上から大きくなるにつれて照射痕が大きくなり、

炭化層、象牙細管の閉口やクラックが観察された。またマクロパルス幅 0.2～1.0 ms の条件では、健全象牙質で照射
痕が観察されず、脱灰象牙質でマクロパルス幅が長くなるにつれて照射痕が大きくなった。脱灰象牙質との切削差は
マクロパルス幅 1 ms のときに最大であり約 93.7 nm であった。これより選択的な切削が可能であることがわかった。
マクロパルス周波数 20～60 Hz では、どの条件においても炭化層は観察されなかった。マクロパルス周波数が高く
なるにつれて照射痕が大きくなっていたが、形態観察より本実験では切削効率への寄与度は低いことが推察された。 

【結言】
波長 5.8 nm 帯 QCL を用いて熱閉じ込め条件を満たすパルス構造では脱灰および健全象牙質で選択的な切削が可

能であった。今後は、より高いマクロパルス幅でマクロパルス周波数と切削効率との関係を明らかにしていく予定で
ある。 

【謝辞】
本研究は JSPS 科研費 JP15K11112 の助成を受けたものである。また、QCL に関して技術的な協力を頂いた浜松

ホトニクス株式会社に深く感謝申し上げる。
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Er：YAG レーザーの低出力照射による歯根象牙質の変化
東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野

○中根 晶，大槻昌幸，田上順次

Change of root dentin by low-power irradiation of Er：YAG laser
Tokyo Medical and Dental University, Graduate school for Medical and Dental Science 

Department of Cariology and Operative Dentistry

○ Akira Nakane, Masayuki Otsuki, Junji Tagami

【目的】
Er：YAG レーザーを一定の条件で歯根象牙質に照射することによって、蒸散することなく、象牙細管を封鎖で

きることが報告されている。本研究では、Er：YAG レーザーで低出力照射を行った際の、被照射象牙質の表面粗
さと微小硬さについて検討を行った。

【材料及び方法】
抜去ヒト大臼歯の歯根をから切り出した 5×5 mm の試片を、プラスチックチューブにエポキシ樹脂

（EpoxiCure2、Buehler、USA）で包埋した。その後、耐水研磨紙（三共理化学）とダイヤモンドペースト（DP-Paste 
P、Struers、Denmark）を用いて研磨し、平坦な象牙質面を露出させた。レーザー発振装置としては、Er：YAG レー
ザー（Erwin AdvErl Evo、モリタ）を使用し、コンタクトチップは，石英チップ（C600F、モリタ）を用いた。
象牙質面に対してコンタクトチップを垂直にしてレーザー照射を行った。照射条件は、照射出力 30mJ、繰り返し
パルス数 10 pps、非注水下にて、1 つの試料に対して 90 秒間の照射を均一に行った。象牙質面とコンタクトチッ
プの距離は、0、5、10、20、30 および 40 mm とした。照射後、被験面を接触式表面粗さ試験機（SJ-210、
Mitsutoyo）を用いて、ISO1997 に準拠して、カットオフ値 mc 0.8、ms 2.5、測定速度 0.5 mm/s の条件下で測定し
Ra 値を求めた。また、表面硬さは、微小硬さ試験機（HM-102，Mitutoyo）を用いて、荷重 50 g、負荷時間 15 秒
で Vickers 硬さを求めた。試料数は各実験群ともそれぞれ 5 例とした（n＝5）。得られた測定値は、一元配置分散
分析および Tukey の HSD を用いて、有意水準 5％で統計学的検討を行った。

【結果と考察】
照射距離 0、5、10、20、30 および 40 mm の各実験群の表面粗さ（Ra 値）の平均値と標準偏差は、それぞれ、4.79 

（0.07）、0.15 （0.01）、0.11 （0.01）、0.10 （0.00）、0.09 （0.02）、0.09 （0.02）であった。被照射試料から照射チップまで
の距離が 0 mm は他の実験群に比べて有意に大きな粗さを示した。また、5 mm と 30 mm の群間以外では、有意
差が認められなかった。0 mm 群では表面粗さが大きく、Vickers 硬さの測定は不可能であった。5、10、20、30
および 40 mm の各実験群の Vickers 硬さの平均値と標準偏差は、それぞれ 53.5 （1.2）、58.2 （1.6）、57.6 （1.5）、59.3 

（0.6）、60.6 （2.6）であり、統計学的有意差は認められなかった。
過去の研究において、これらの照射条件の中で、30 mm と 40 mm の照射距離においては、象牙質の蒸散が走査

電子顕微鏡下で認められず、また、照射距離 30 mm においては、象牙質面に変化が認められ、象牙細管の封鎖が
部分的に観察された。照射距離 30 mm での照射は、チップを接触した状態において約 12 mJ で照射した場合に相
当する。この特定の照射条件によって Er：YAG レーザーを照射した際に形成された、蒸散が認められず、かつ、
硬さと粗さに変化がなかった象牙質表層の変化層の耐酸性等の性状について、今後、検討する予定である。

【結論】
Er：YAG レーザーで低出力照射を行った際の、被照射象牙質の表面粗さは、一定の出力以下では変化が認めら

れなかった。また、微小硬さに差は認められなかった。
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口腔白板症に対する炭酸ガスレーザー蒸散術後の残存および再発に関する 
臨床的検討

神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

八谷奈苗，鈴木泰明，松尾健司，山下淳也，榎本由依，筧 康正，北山美登里，重岡 學， 
松本耕祐，古森孝英

A Clinical study about remaining and recurrence after evaporation using a carbon dioxide 
laser for oral leukoplakia

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine

Nanae YATAGAI, Hiroaki SUZUKI, Kenji MATSUO, Junya YAMASHITA, Yui ENOMOTO, Yasumasa KAKEI,  
Midori KITAYAMA, Manabu SHIGEOKA, Kousuke MATSUMOTO, Takahide KOMORI

【緒言】
近年、口腔外科領域においてレーザー治療は幅広く応用されており、口腔白板症に対してもレーザーによる切除

や蒸散の有用性が報告されている。当科では，歯肉や口蓋など切除困難な部位に生じたり、病変部が広範にわたる
白板症に対する治療法の一つとして炭酸ガスレーザーを用いた蒸散術を行っている。炭酸ガスレーザー蒸散は、処
置部が広範囲でも遊離植皮術を必要としないことや、切除と比較して処置が簡便であるなどの利点がある。一方で、
病変の残存や再発の可能性があるといった問題点もある。そこで，今回われわれは当科にて炭酸ガスレーザー蒸散
を行った白板症の残存・再発に関して臨床的検討を行ったので報告する。

【対象・方法】
2000 年 1 月から 2013 年 12 月までに神戸大学医学部付属病院歯科口腔外科を受診し、臨床的に口腔白板症と診

断され炭酸ガスレーザーを用いて蒸散を行った 51 例 68 部位（男性：27 名、女性：24 名）を対象とした。術後に
白斑など病変の一部が残り、それが増大したものを「残存」、治療後少なくとも一定の期間は病変が完全に消失し、
その後再び病変が発生したものを「再発」と定義し、上記症例においてレーザー蒸散後の残存及び再発の有無を調
べ、発症部位、発症様式、臨床視診型、病変サイズ、病理結果に関して臨床的検討を行った。

【結果】
炭酸ガスレーザー蒸散を行った 68 部位の内、残存を認めたのは 21 部位（30.9％）であった。残存例における内

訳は、発症部位では硬口蓋が 4 部位中 2 部位（50.0％）、歯肉が 47 部位中 18 部位（38.3％）、頬粘膜が 7 部位中 1
部位（14.3％）であった。発症様式に関しては単一型が 50 部位中 17 部位（34.0%）、多発型が 18 部位中 4 部位（22.2％）
であった。臨床視診型では、残存を認めたのは丘状型で15部位中6部位（40.0％）、白斑型で44部位中13部位（29.5％）、
疣状型で 8 部位中 2 部位（25.0％）であった。病理結果別の内訳は、mild dysplasia が 7 部位中 4 部位（57.1％）、
high grade dysplasia が 2 部位中 1 部位（50.0％）、keratosis/acanthosis が 38 部位中 9 部位（23.7％）であった。
病変サイズに関しては、残存を認めたすべての症例が長径 10 mm 以上であった。

一方、再発を認めたのは全 68 部位のうち 7 部位（10.3％）であった。再発例の内訳をみると、発症部位に関し
ては硬口蓋が 4 部位中 1 部位（25.0％）、頬粘膜が 7 部位中 1 部位（14.3％）、歯肉が 47 部位中 5 部位（10.6％）であっ
た。発症様式はすべて単一型であり、50 部位中 7 部位（14.0%）であった。臨床視診型に関しては、再発を認めた
のは丘状型で 15 部位中 3 部位（20.0％）、疣状型で 8 部位中 1 部位（12.5％）、白斑型で 44 部位中 3 部位（6.3％）
であった。病理結果別の内訳は、mild dysplasia が 7 部位中 1 部位（14.3％）、keratosis/acanthosis が 38 部位中 4
部位（10.5％）であった。また、再発を認めたすべての症例の病変のサイズは長径 10 mm 以上であった。

【考察】
今回、残存率が 30.9％とやや高い結果となったのは、蒸散を行った部位は硬口蓋や歯肉が多く、骨への影響を避

けるためレーザー照射の深さが不十分になったことが原因の一つとして考えられる。臨床視診型では丘状型に多く
認めており、病変の厚みにより深部まで十分に蒸散が行われていなかったことも残存の原因として考えられる。

また、再発に関しては、再発を認めたすべての症例が単一型で、サイズは長径 10 mm 以上の病変であった。サ
イズに関しては、長径 10 mm 以上の病変は残存もきたしやすいという結果となっており、単一型でも広範囲の病
変ではレーザー蒸散の適切な範囲の設定の検討が必要であると考えられた。

【結論】
口腔白板症に対する炭酸ガスレーザーを用いた蒸散術は，非可動粘膜や広範囲な病変に対し有用な方法であるが、

病変の残存率や再発率が高く、悪性化の可能性があることも考慮し、適応症例の慎重な選択や適切な蒸散範囲の設
定等の術式の工夫・改善、術後の長期にわたる厳重な経過観察を行うことが求められる。
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半導体レーザー照射がヒト歯根膜細胞の生物活性におよぼす影響について
明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野

〇門倉弘志，山崎崇秀，上田堯之，横瀬敏志

Effects of diode laser irradiation on bioactivities of human periodontal ligament cells
Division of Endodontics and Operative Dentistry, Department of Restorative and Biomaterials Sciences,  

Meikai University School of Dentistry

〇 KADOKURA Hiroshi, YAMAZAKI takahide, UEDA Takayuki, and YOKOSE Satoshi

【目的】
組織深達性のある半導体レーザーは疼痛緩和や創傷治癒促進などの LLLT 作用が期待され、歯科治療において

様々な場面で使用されている。我々はこれまでにラットの実験的骨欠損モデルを作成し、骨欠損部に一定の条件で
半導体レーザーを照射することによって骨の修復が促進されることを報告してきた。LLLT のメカニズムは血流改
善、筋緊張緩和、発痛物質の抑制、細胞増殖因子の発現などが考えられているが、その生物学的作用や作用機序の
詳細は未だ不明確な点が多い。そこで今回、半導体レーザーの LLLT 作用について細胞レベルで調べる目的で培
養歯根膜細胞を用いて実験を行った。

【材料と方法】
本実験は明海大学歯学部倫理審査委員会の承認を受けて行われた（A1616）。ヒト歯根膜（hPDL）細胞は、矯正

治療目的で抜去された歯周病に罹患していない健全な歯から用意された。抜去歯を PBS にて 3 回洗浄し、歯根部
より歯根膜組織を採取し、10％子牛血清、ペニシリン・ストレプトマイシンを含む aMEM 培養液中に静置し out 
growth した細胞を継代培養して実験に用いた。6 multiple well plate に 2×105/well で細胞を播種し、翌日から半
導体レーザーの照射を開始した。半導体レーザーはヨシダ社製の Firio を使用した。レーザーの照射条件は培養細
胞の約 6 cm 上方から 4 ワット、50 秒間を 1 回とし、1 日 1 回の照射を行った。実験開始からレーザーを 3 日間連
続で照射し、開始 4 日目でサンプリングした群と、実験開始から 3 日間連続照射し、その後は照射せず開始 6 日目
でサンプリングした群において、それぞれの対照群の細胞の type 1 collagen、CEMP1、Ki67 の遺伝子発現をリア
ルタイム PCR で解析した。

【結果】
3 日間連続で照射し 4 日目でサンプリングした群では対照群に比べ type 1 collagen、CEMP1、Ki67 の発現は減

少した。しかし、3 日目連続で照射し、その後は照射せず 6 日目にサンプリングした群では対照群に比べ type 1 
collagen、CEMP1、Ki67 の発現は上昇した。

【考察】
半導体レーザーを 3 日間連続で hPDL 細胞に照射すると Ki67 の遺伝子発現が減少したことから細胞の増殖が抑

制されたことが考えられる。また、type 1 collagen、CEMP1 の発現も抑制されたことから細胞の活性も減少した
と考えられる。一方で、実験開始から 3 日間連続照射し、その後は照射せず実験開始 6 日目でサンプリングした群
では対照群と比較して Ki67 の遺伝子発現が上昇しており、細胞増殖が促進されたと考えられる。 また、この群
では type 1 collagen、CEMP1 の発現も増加したことから細胞の生物活性が上昇したと考えられる。これらの実験
結果から対照群と比較して半導体レーザーを細胞に照射すると、一度は細胞の生物活性が抑制されるが、その後は
反対に細胞の生物活性が上昇することが示唆された。
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Porphyromonas gingivalis バイオフィルムに対してインドシアニングリーン 
封入ナノ粒子への半導体レーザー照射がもたらす aPDT 効果について

愛知学院大学歯学部歯周病学講座 1），愛知学院大学薬学部製剤学講座 2）

○佐々木康行 1），林 潤一郎 1），岩村侑樹 1），岡田康佑 1），藤村岳樹 1），西田英作 1）， 
相野 誠 1），菊池 毅 1），山本浩充 2），三谷章雄 1），福田光男 1）

aPDT effect of ICG nano sphere with diode laser irradiation  
on Porphyromonas gingivalis biofilm.

Department of Periodontology, Aichi Gakuin University1）, School of Pharmacy, Aichi Gakuin University2）

Yasuyuki Sasaki1）, Jun-ichiro Hayashi1）, Yuki Iwamura1）, Kousuke Okada1）, Takeki Fujimura1）, Eisaku Nishida1）, Makoto 
Aino1）, Takeshi Kikuchi1）, Hiromitsu Yamamoto2）, Akio Mitani1）, Mitsuo Fukuda1）

【目的】
antimicrobial photodynamic therapy（aPDT）は、光感受性物質が特定波長の光に励起され放出する一重項酸

素により殺菌する手法で、抗菌薬とは異なり耐性菌が生じるリスクがなく、近年歯周治療において注目されている。
我々はこれまで、810 nm 半導体レーザーと光感受性物質であるインドシアニングリーン封入ナノ粒子（ICG-Nano/
c）を用いた aPDT の基礎的研究を行ってきており、第一段階として、Porphyromonas gingivalis ATCC33277 株（P. 
gingivalis）に対し、ポケット内照射を想定した直接照射モデルによる aPDT により、99% の殺菌効果が得られる
ことを確認した。次に、我々の用いる半導体レーザーの波長（810 nm）が、生体の分光学的窓と呼ばれる組織透
過性の高い波長帯内にあることから、歯周ポケットからではアクセスしにくい部位に対して、歯周ポケット外から
レーザーを作用させる方法（ポケット外照射）を発案し、独自に設定した歯肉モデルと P. gingivalis の菌液を用い、
aPDT 効果を調べた。その結果、従来の照射法による aPDT と同様の殺菌効果が得られたため、第 28 回日本レーザー
歯学会、総会・学術大会において報告した。

しかし、これらの研究は、液体培養した浮遊細菌に対して実施したのみであり、バイオフィルムに対する殺菌効
果は確認していなかった。歯周病原細菌は浮遊細菌だけではなく、主にバイオフィルムとしても存在するため、今
後の臨床応用を考慮する上で、バイオフィルムに対する効果についての検討は不可欠である。そこで本研究では、
まず、P. gingivalis のバイオフィルムに対する、歯周ポケット内照射モデルによる aPDT の殺菌効果を検討した。

【材料と方法】
血液寒天培地を分注した 96 well plate に、OD：0.1 に調整した P. gingivalis の菌液を入れ、嫌気状態にて 2 日

間培養しバイオフィルムを作製した。作製したバイオフィルムに ICG-Nano/c（10 mg/ml）の溶液を入れ、レーザー
照射（照射出力 2W、RPT モード、duty cycle 50%、100 ms、1 分間）を行ったものを aPDT 群とした。その他、
ICG-Nano/c 添加及びレーザー照射を行わないものをコントロール群、ICG-Nano/c を添加しただけのものを
ICG-Nano/c 群、レーザーを照射しただけのものをレーザー群とした。評価方法としては、各検体を希釈し、血液
寒天培地に塗抹後、嫌気状態にて 7 日間培養、その後コロニーカウントを用いて評価した。

【結果】
aPDT 群はコントロール群との比較において 2 log の減少を認めた。これにより aPDT 群は、殺菌効果の一つの

指標である 99% の殺菌能を有することが示された。
【結論】

直接照射を行うポケット内照射モデルにおいては、バイオフィルムに対しても、aPDT による殺菌効果が生じる
ことが示唆された。また現在、歯周ポケット外照射モデルにおいても、同様の結果が得られるか否か、バイオフィ
ルムに対する aPDT 効果を検討中である。
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Er：YAG レーザーの歯髄保存療法における有効性の検討
大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座（歯科保存学教室）

○岡本基岐，小道俊吾，渡邉昌克，八木香子，成瀬陽菜，伊藤勇紀，高橋雄介，林 美加子

Efficacy of Er：YAG laser in vital pulp therapy
Osaka University Graduate School of Dentistry, Department of Restorative Dentistry and Endodontology

○ OKAMOTO Motoki, KOMICHI Shungo, WATANABE Masakatu, YAGI Kyoko, NARUSE Haruna, ITO Yuuki,  
TAKAHASHI Yusuke, HAYASHI Mikako

【研究目的】 
露髄の可能性を有するような深在性う蝕においても、歯髄が臨床的に健全もしくは歯髄充血程度の症状を呈する

場合、う蝕の除去により露髄をきたすか否かが、歯髄の予後を大きく左右することは知られている。う蝕除去時に
露髄に対して行われる直接覆髄では、歯内療法に至る場合も少なくないが、露髄を回避できた場合は良好な予後が
得られることが多いため、う蝕を部分的に残置するような歯髄温存療法を行うことが推奨されている。

一方、Er：YAG レーザーは硬組織切削可能なレーザーであり、近年では歯周再生治療、インプラント周囲炎や
根管洗浄などにも広く臨床応用されている。また、Er：YAG レーザーによって窩洞形成をおこなうと回転切削器
具と比較して高頻度に第三象牙質を誘導することが報告されている。しかしながら、Er：YAG レーザーにより第
三象牙質が誘導されるメカニズムについてはこれまでに報告がない。そこで本研究では、Er：YAG レーザーの第
三象牙質誘導メカニズムの解明を目的として、ラットを用いた間接覆髄モデルにより画像解析および病理組織学的
な検討をおこなった。

【材料と方法】
本実験は大阪大学大学院歯学研究科動物実験委員会の承認下で実施された（28-014-0）。
8 週齢雄性 Wistar 系ラット上顎第一臼歯近心面にてラウンドバーにて象牙質に及ぶ実験的規格窩洞を形成し、

Er：YAG レーザー照射を行った（Erwin® Adverl、モリタ製作所、使用チップ：C400F、10 pps、40 mJ、照射時間
30 秒）。Er：YAG レーザー非照射群をコントロールとした。その後、FUJI Ⅸ（GC）にて、窩洞を充填した。照射
直後、2 日後、ならびに 1 週間後、被験歯を高解像度 micro-CT（m_RCT2、リガク）にて撮影し、画像解析ソフ
ト（TRI/3D-BON、Ratoc）にて残存象牙質厚さの計測および誘導された硬組織の形態観察を行った。さらに、同
一試料を通法に従い病理組織切片作成後、H-E 染色および蛍光免疫染色（TIMP-1、HMGB-1、IL-10）をおこ 
なった。さらに 1 週経過後の試料を用いて非脱灰標本を作製し Electron back scatter diffraction（EBSD）法にて
観察し、比較検討をおこなった。

【結果】
Er：YAG レーザー照射直後では照射部位直下の歯髄の象牙芽細胞層の乱れを認める試料が散見され , 免疫蛍光染

色において、傷害を受けた細胞から放出されたと考えられる HMGB-1 が部位特異的に認められた。さらに、照射
から 2 日後の試料では、硬組織形成が観察され、照射部位直下に TIMP-1 や IL-10 の特異的な局在を認めた。さ
らに 1 週経過後の試料における EBSD 法による観察では、照射部位に一致した部分に硬組織誘導が認められた。
コントロール試料では、それらの上記分子の特異的な発現を認めなかった。

【考察】
形成された窩洞に Er：YAG レーザーを照射することにより、機能的組織再生の幹細胞遊走子と考えられている

HMGB-1が早期に観察され、また、硬組織誘導に関わると報告のあるTIMP-1や創傷治癒に関わるM2マクロファー
ジマーカーとして考えられている IL-10 の特異的な発現が認められることから、回転切削に対する反応とは異なる
再生機転が働いている可能性があると考えられた。以上の結果より、Er：YAG レーザーは、歯髄保存療法におい
て歯髄の保存をより確実なものにする可能性があると考えられた。
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Er, Cr：YSGG laser 表面処理がハイブリッドセラミックスの表面粗さ、 
アブレーション深さおよび接着強さに及ぼす影響

日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科硬組織機能治療学専攻 1） 
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第 2 講座 2）

○チュンジット・パコーン 1），吉井大貴 1），佐藤史明 1），川嶋里貴 1, 2），新海航一 1, 2）

Effect of Er, Cr：YSGG laser surface treatment on roughness, ablation depth  
and bond strength to hybrid ceramic

Advanced Operative Dentistry・Endodontics, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata1） 
Department of Operative Dentistry, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata2）

○ CHUENJIT Pakorn1）, YOSHII Daiki1）, SATO Fumiaki1）, KAWASHIMA Satoki1, 2）, SHINKAI Koichi1, 2）

Objective：To evaluate the effects of various surface treatments on the surface roughness, ablation depth and 
shear bond strength （SBS） between self-adhesive resin cement and hybrid ceramic. 
Methods and Materials：Forty hybrid ceramic specimens （4 × 6 × 1.5 mm） were produced from CAD/CAM 
blocks, and divided into the following three groups （n = 5） based on the treatment： group 1, no treatment; 
group 2, sandblasting （50 µm alumina, 0.25 MPa）; group 3, laser irradiation by Er, Cr：YSGG. The specimens in 
group 3 were further divided into six subgroups using various combinations of three powers （0.75, 1 and 1.25 
W） and two frequencies （10, 20 Hz） of laser irradiation. Surface roughness, ablation depth and morphology 
were characterized after treatment. The ceramic specimens were silanized and cemented to the disk of the 
composite resin cores to test the adhesion after 24 h. Data were analyzed by one-way ANOVA, Dunnett and 
Duncan post hoc tests at significant level 0.05. 
Results：Sandblasting and laser radiation groups （0.75 W-20 Hz） had significantly higher SBSs （26.90 ± 3.06 
and 23.25 ± 1.60 MPa） than the no treatment group （14.79 ± 1.64 MPa）. In the laser treated groups, the 1.0 
W-10 Hz and 1.25 W-10 Hz subgroups showed significantly higher Ra than the other groups （p ≤ 0.023）. 
Furthermore, subgroups in the laser treatment, for 0.75 W-20 Hz and 1.0 W-20 Hz showed no significant 
differences in Ra when compared with the control （p ≥ 0.648）. Ablation depths were detected in the 
sandblasting group and four laser treated groups （10.2–53.9 µm）；while in the other specimens, surface loss 
was undetectable. 
Conclusion：Modifications in the surface topography of hybrid ceramics were noted after treatment. Er, Cr：
YSGG laser surface treatments （0.75 W-20 Hz and 1.0 W-20 Hz） can result in similar surface roughness and 
SBS to sandblasting. Hence, Er, Cr：YSGG laser irradiation appears to be a useful method for improving the 
bond strength of hybrid ceramics.

Groups Ra （µm） Ablation depth
（µm）＊ SBS （MPa）

Control 0.72 （0.12）E - 14.79 （1.64）34

Alumina sandblast 0.88 （0.15）E 10.2 （2.3）E 26.90 （3.06）1

Er, Cr：YSGG laser
0.75 
Watt

10 Hz 2.21 （0.42）BC 24.2 （3.9）d 19.52 （2.28）234

20 Hz 0.72 （0.11）E - 23.25 （1.60）12

1.00 
Watt

10 Hz 2.94 （0.20）A 32.3 （3.7）c 12.86 （1.69）4

20 Hz 0.75 （0.11）E - 21.80 （3.26）123

1.25
Watt

10 Hz 2.70 （0.20）AB 53.9 （4.8）b 15.39 （2.24）34

20 Hz 2.06 （0.27）C 11.2 （4.2）E 20.06 （1.86）1234

Same superscript indicates no statistical difference （p-value＞0.05） 
Mean （SD）；n=10. One-way ANOVA, Dunnett and Duncan post hoc test at significant 
level 0.05. 

（*） -  means depth had not been detectable.
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Er：YAG レーザーを用いた歯周組織再生治療
山下良太歯科クリニック 1），しらみず歯科クリニック 2）

○山下良太 1），白水一崇 2）

Periodontium repuroduction treatment using the YAG：laser
Yamashita Ryota dental clinic1）, Shiramizu dental clinic2）

Yamashita Ryota1）, Shiramizu Kazutaka2）

【緒言】
広汎型重度慢性歯周炎患者に対し Er：YAG レーザー、エムドゲイン®（以下 EMD）を用いて歯周組織再生治療

行い良好な結果を得られた 1 症例を報告する。
【症例の概要】

60 歳女性。初診：平成 26 年 10 月 27 日、主訴：右上下の歯肉の主張、上顎前歯部の動揺がみとめられるため来院。
【臨床所見】

左右上下額臼歯部に歯周病による歯肉の腫脹が認められ、上顎前歯部には動揺度 2 度の動揺が認められる。また、
ブラキシズムによる著しい咬耗、下顎舌側小臼歯部には骨隆起も認められる。清掃状態は良好。咬合状態は切端咬
合であり、深いバイト状態である。

【治療方針】
1）歯周基本治療 2）カリエス処置、不良補綴物除去 3）動揺歯の固定 4）再評価 5）Er：YAG レーザー、

EMD を使用した歯周組織再生治療 6）再評価 7）最終補綴物装着 8）SPT
【治療経過】

歯周基本治療時に TBI をしっかり行い、カリエス処置、動揺歯に対しては歯内治療を行い TEK にて暫間固定し
て、Er：YAG レーザー、EMD を使用した歯周組織再生治療を行った。OPE 後約 4〜6 ヵ月後に安定した歯肉の状
態を確認して、最終補綴物を装着した。ナイトガードによるブラキシズム対策も行った。

【考察】
患者さん本人は、歯に対する意識が高く、ブラキシズムに対しても自覚があり何とかして 1 本でも自分自身の歯

を残すことを希望され来院された。治療期間は約 2 年間を要したが、1 本も歯を抜くことなく歯周組織再生治療に
より保存することができた。特に再生治療時に歯肉縁下や歯冠分岐部にある歯石を、根面を傷つけることなく適切
に除去できる Er：YAG レーザーは有効であった。また、歯周組織に対する再生効果も期待でき、EDTA による根
面処理を行わなくても、根面処理を伴った機械的処置と同等に再生効果がもたらせる。歯周組織再生治療に Er：
YAG レーザーを応用することは、安全かつ効果的な治療法であると考えられる。今後、しっかりとメンテナンス、
管理していくことで長期保存できるようにしていきたい。
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スケーリングにおける Er：YAG レーザー応用の可能性を探る 
（歯科衛生士の立場から）

明海大学歯学部付属明海大学病院歯科衛生部 1） 
埼玉医科大学国際医療センター 2） 

明海大学歯学部付属明海大学病院保存治療学分野 3）

○山崎涼子 1），古川敏子 1），秋葉美萩 2），横瀬敏志 3）

Investigating the possibility of Er：YAGlaser application for scaling treatment  
from Oral hygienist standpoint

Department of Dental Hygienist, Meikai University Hospital 
Saitama Medical University international Medical Center 

Division of Endodontics and Operative Dentistry, Department of Restorative and Biomaterials Sciences,  
Meikai University School of Dentistry

○ Ryoko Yamazaki, Toshiko Furukawa, Mihagi Akiba and Satoshi Yokose

【目的】
歯科衛生士が行うスケーリングには、手用スケーラーと超音波スケーラーが用いられている。近年、Er：YAG レー

ザーをスケーリングに応用する事が試みられているが、歯科衛生士がレーザースケーリングを行うにあたり、レー
ザースケーリングの効果を手用スケーラーと超音波スケーラーと比較検討し、その有用性を検証する必要があり、
その際の、レーザースケーリング時の出力がより臨床に適した値であるかを知る事が重要である。

【方法】
ヒト抜去歯を使用。本研究は明海大学歯学部倫理委員会の承認を得ている。（承認番号 A1425）

歯科衛生士が Er：YAG レーザー（ErwinAdvEeL Evo モリタ社製）を使用してヒト抜去歯にレーザースケーリン
グを出力の条件を変え 6 種類（50 mj/20 pps・50 mj/25 pps・50 mj/10 pps・40 mj/10 pps・30 mj/20 pps・30 
mj/10 pps）行い歯根表面への影響を電子顕微鏡で観察し、手用スケーラーと超音波スケーラーとで比較した。

【結果】
レーザースケーリング後の歯根表面は、手用スケーラー、超音波スケーラーに比較して、粗造になっていたが、

歯石除去効果は確実にみられた。しかし、Er：YAG レーザーのスケーリングモードである 50 mj/20 pps と 50 
mj/25 pps にてセメント質、象牙質に実質欠損が認められた。50 mj/10 pps・40 mj/10 pps・30 mj/20 pps・30 
mj/10 pps にはセメント質、象牙質に実質欠損が認められなかった。超音波スケーラーでは一部のセメント質に実
質欠損が認められるが、象牙質に及ぶ実質欠損は認められなかった。ハンドスケーラーにおいてはセメント質、象
牙質に実質欠損が認められなかった。

走査電子顕微鏡画像においては、レーザースケーリングを行なった 50 mj/20 pps・50 mj/25 pps 共に象牙質面
は粗造になっている。超音波スケーラー、手用スケーラーを行なった象牙質面は滑沢になっていた。

【考察・結論】
レーザースケーリング後、必要に応じて手用スケーリング、超音波スケーリングを用いたルートプレーニングを

行うことで他のツールにないレーザーの特徴である LLLT 効果などを生かし、熟練度にかかわらず質の高いスケー
リングを患者さんに提供出来ることが示唆された。

歯科衛生士によるレーザースケーリングが可能であることが示された。しかし、レーザースケーリングを行うた
めには、レーザーの特性や危険性を十分に理解し、研修をする必要があると考える。
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hPDL 細胞に対する Er：YAG レーザー照射による TGF-b1 の動態
鶴見大学歯学部歯周病学講座 1），鶴見大学短期大学部歯科衛生科 2）， 
鶴見大学歯学部歯内療法学講座 3），鶴見大学歯学部分子生化学講座 4）

○丹羽堯彦 1），小林一行 2），山川駿次郎 3），山本竜司 4），長野孝俊 1），五味一博 1），山越康雄 4）

Dynamics of TGF-b1 by Er：YAG laser irradiation on hPDL cells
Department of Periodontology, School of Dental Medicine, Tsurumi University1） 

Department of Dental Hygiene, Tsurumi Junior College2） 
Department of Endodontology, School of Dental Medicine, Tsurumi University3） 

Department of Biochemistry and Molecular Biology, School of Dental Medicine, Tsurumi University4）

Takahiko Niwa1）, Kazuyuki Kobayashi2）, Shunjiro Yamakawa3）, Ryuji Yamamoto4）, Takatoshi Nagano1）, Kazuhiro Gomi1）,  
Yasuo Yamakoshi4）

【目的】
近年、様々なレーザーの LLLT（Low reactive Level Laser Therapy）による生物学的効果が報告されている。

第 28 回レーザー歯学会学術大会において、我々は Er：YAG レーザー（Erwin AdvErL；モリタ製作所、京都）を
LLLT として hPDL 細胞（Lonza、MD、USA）に作用させることにより時間差はあるものの硬組織形成能が促進
する可能性を発表した。そこで今回は、硬組織形成に関与する生理活性物質の一つとしてトランスフォーミング成
長因子ベータ 1（TGF-b1）およびマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）に注目し、hPDL 細胞（Lonza、
MD、USA）に Er：YAG レーザー（Erwin AdvErL；モリタ製作所、京都）を低出力で照射した際の継時的な動
態について解明することを目的とした。

【材料および方法】
hPDL 細胞に対する Er：YAG レーザー照射の作用を調べるため hPDL 細胞を 96 well プレートに培養し、Er：

YAG レーザーを 50 mJ・10 pps・ディフォーカス（照射距離 2 cm）・スウィーピングモーションで 10 秒間照射、0・
1・3 日間培養後、total RNA を調製し MMP の遺伝子発現をリアルタイム PCR にて調べた。

発現が強くみとめられた MMP-2 が Er：YAG レーザー照射により直接活性化されるか調べるため、Pro-MMP-2
の溶液に上記条件と同様に照射後、1 時間 37 度で培養しザイモグラフィーにて活性を調べた。さらに Pro-MMP-2
の活性化と関わり合いが深いヒートショックプロテイン（HSP）やプラスミンをリアルタイム PCR および蛍光マ
イクロプレートリーダーにて測定を行った。

【結果】
培養 1 日目の Er：YAG レーザー照射群は、未照射群と比較して MMP-2 の遺伝子発現が上昇する傾向を示したが、

レーザーを照射後の Pro-MMP-2 はザイモグラフィーにて活性化を示さなかった。hPDL 細胞の細胞成分における
プラスミン活性は、Er：YAG レーザー照射群と未照射群では有意な差は認められなかった。HSP90 の遺伝子発現
が培養 1 日目の Er：YAG レーザー照射群にて優位に上昇する傾向を示した。

【考察】
Er：YAG レーザーを LLLT として hPDL 細胞に作用させると時間差はあるものの ALP 活性の上昇傾向を示し、

TGF-b阻害薬（SB431542）を添加すると ALP 活性が著しく低下することから硬組織形成能に TGF-bの関与があ
ることを前回報告した。

Er：YAG レーザーにより遺伝子発現が上昇した MMP-2 と HSP90 は、MMP-2 が Latent TGF-b1 を活性化させ
ること、および HSP90 が MMP-2 を活性化に関与する報告（Sims et al, 2011）から、Er：YAG レーザーにより発
現が上昇された HSP90 が MMP-2 を活性化し、その活性化された MMP-2 が latent TGF-bを活性化させること
で ALP 活性が上昇し、硬組織形成能が促進されたことが考えられた。

本研究は JSPS 科研費 15K11233 の助成を受け行った。
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Er：YAG レーザーによるメラニン色素除去を行った一症例 
―フェノール法とレーザー法の比較―

日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 1），五十嵐歯科室 2）

〇五十嵐（武内）寛子 1, 2），沼部幸博 1）

A case of irradiation of Er：YAG laser for removal of melanin pigmentation 
—Comparison between Phenol method and Laser method—

Department of Periodontology, School of Life Dentistry at Tokyo, The Nippon Dental University1） 
Igarashi dental office2）

〇 Hiroko Takeuchi-Igarashi1, 2）, Yukihiro Numabe1）

【目的】
歯肉のメラニン色素除去法として、従来フェノール法や歯肉除去法等が行われてきた。近年はレーザーの普及と

共に、レーザーを用いたメラニン色素を蒸散する方法が多数報告されている。
そこで健康歯周組織を有し上下前歯唇側面歯肉にメラニン色素沈着を認める患者に対し、フェノール法と Er：

YAG レーザーによるメラニン色素除去を行いその結果を比較した 2 症例について報告する。
【被験者と方法】
1．被験者：歯周組織検査を行い健康歯肉を有することが認められ、上下前歯唇側歯肉の審美障害を訴えた非喫煙
者 2 名。
2．方法：

1）フェノール法：患部を表面麻酔後、防湿し小綿球にて 90% フェノールを塗布し、30 秒放置後、95% 無水ア
ルコールにて中和し洗浄した。この操作を 1 回の来院に際し片顎づつ 3 回繰り返し行った。

2）Er：YAG レーザー法：患部を局所麻酔後、Er：YAG レーザー アーウィンアドヴェール MEY-1（株式会社モ
リタ製作所）、C600F 石英チップを用いてレーザー照射を行った。照射条件は、メラニン色素沈着が軽度な部分に
対しては 10 pps、80 mJ 注水下また、重度な部分に対し 20 pps、40 mJ 注水下にて防護ゴーグルを着用のもと 1
回の来院に際し片顎づつ行った。

なお、今回使用した薬剤・材料・医療機器は厚生労働省の認可済みであり、本発表に際し説明後患者の同意を得た。
【結果】

両患者ともに術前の色素沈着は Hedin’s の分類で 4 度であり、術後 3 か月後に後戻りは認められなかった。フェ
ノール法は 1 回目に上顎を行い、2 回目の来院時に下顎を行った。術後は歯肉が腐食し白濁した歯肉であったが、
1 週間後には歯肉は剥がれピンク色の歯肉が認められた。レーザー法は 1 回目に上顎、2 回目の来院時に下顎を行
い上下顎ともに 3 回ずつ照射を行った。レーザー法もフェノール法と同様に、色素沈着が認められない歯肉となっ
た。

【考察および結論】
フェノール法は、一度に広範囲の施術が可能であるが、フェノールによりタンパクを凝固させた際に歯肉が白濁

するため、術後は審美障害をおこす。また、術中はフェノールが流れ出ないように十分な防湿が必要となる。一方、
Er：YAG レーザーを用いたレーザー法は照射野が小さいため沈着が広範囲の場合は時間を要するが、点状の沈着
や小範囲な部位に有用であり患者の要望を考慮しながら施術することが可能であることが示唆された。さらに、レー
ザー法はフェノール法に比べて術後の審美障害の程度は低く、患者にとっても許容しやすいことが考えられた。
両方法共に、メラニン色素除去効果は同程度と考えられた。今後は、症例数を増やし後戻りの違いなどに焦点を当
て検討していく必要がある。
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口腔扁平上皮癌細胞に与える LED 光照射の影響
神戸大学大学院医学研究科口腔外科学分野

◯松尾健司，鈴木泰明，八谷奈苗，山下淳也，榎本由依，筧 康正，松本耕祐，北山美登里， 
重岡 學，古森孝英

Effects of LED radiation to oral squamous cell carcinoma cells
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine

◯ Kenji MATSUO, Hiroaki SUZUKI, Nanae YATAGAI, Junya YAMASHITA, Yui ENOMOTO, Yasumasa KAKEI, 
Kousuke MATSUMOTO, Midori KITAYAMA, Manabu SHIGEOKA, Takahide KOMORI.

【目的】
LED（light-emitting diode）はレーザーと同様に多様な生物学的効果を有するとされ、比較的操作も簡便かつ

安価であり、実社会ではもちろんのこと、医療の様々な分野にも応用が進んできている。歯科領域においても歯の
ホワイトニングやコンポジットレジン充填物の光重合などで既に臨床応用がなされているが、口腔外科的疾患に対
する LED の応用は未だほとんど行われてはおらず、さらなる研究の進展が望まれている。しかしながら、口腔外
科領域では難治性口内炎のような口腔癌との鑑別を要する疾患も多く、LED 光照射の癌細胞に対する影響につい
て基礎的研究によるエビデンスを得ることは重要であるが、これまで細胞・分子レベルで検討した報告はほとんど
みられない。本研究はヒト口腔扁平上皮癌細胞株 HSC-3 を用いた in vitro の実験を行い、癌細胞に対する LED の
影響について検討し、安全な臨床応用に役立てることを目的とした。

【方法】
青色LED光および赤色LED光をそれぞれ照射した口腔扁平上皮癌由来細胞株HSC-3について以下の解析を行っ

た。まず増殖能の活性に関しては WST-1 assay を実施した。細胞数を 1×104 個で播種し、培養開始から 12 時間
後に 2 つの波長の LED 光（405 nm、630 nm）をそれぞれ照射した。続いて、遊走能に関しては Wound healing 
assay および Transwell migration assay を行い検討した。Wound healing assay では、コンフルエント状態の培
養皿底面をスクラッチした直後に LED 光（405 nm、630 nm）を照射し、細胞の遊走状態を検討した。また
Transwell migration assay では、同条件で LED 光を照射した細胞について 24 時間後に一旦回収、upper 
chambers に播種して、24 時間後に観察を行った。さらに蛍光免疫染色では、LED 光を照射してから 24 時間後の
口腔扁平上皮癌由来細胞株 HSC-3 細胞の形態的変化についても観察を行った。

【結果】
口腔扁平上皮癌由来細胞株 HSC-3 は、青色 LED 光の照射によっては増殖能および遊走能に影響を受けること

はなく、非照射群と比較して有意差は認められなかった。一方で、赤色 LED 光の照射により、HSC-3 細胞は紡錘
形に形態を変化させ、さらに遊走能の亢進を認めた。

【結論】
青色 LED 光と異なり、赤色 LED 光は口腔扁平上皮癌由来細胞株 HSC-3 の増殖、遊走能を促進する可能性が示

唆され、口腔扁平上皮癌の疑われる病変や手術後局所に癌細胞の残存が疑われる症例などに赤色 LED 光の照射を
検討する際は、十分慎重に適用を検討する姿勢が必要と思われた。
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Er：YAG レーザーを用いてインプラント周囲炎の治療を行った一症例
朝日大学口腔感染医療学講座歯周病学分野

○ 安田忠司，濱 拓弥，佐藤 匠，清水雄太，小足周平，森永啓嗣，澁谷俊昭

A Case Report of Peri-Implant therapy by Using Er：YAG Laser
Department of Periodontology, Division of Oral Infections and Health Science, Asahi University School of Dentistry

Tadashi Yasuda, Takuya Hama, Takumi Sato, Yuta Shimizu, Syuhei Otari, Hirotsugu Morinaga, Toshiaki Shibutami

キーワード：インプラント周囲炎、Er：YAG レーザー、歯周病細菌検査
【はじめに】

インプラント周囲炎により表面がいったん汚染されると、表面性状を維持しつつ汚染物質や菌などを完全に除去
することは難しく、様々な治療法が存在する。そこでわれわれは Er：YAG レーザーを用いて、汚染層を除染し、
臨床評価、細菌検査、CT による検査の結果より歯周組織の改善を図った一症例を報告する。

【初診】
2010 年 3 月 68 歳、女性；主訴：21 インプラント部からの排膿

【診査・検査所見】
インプラント埋入前に自家骨移植による骨造成を行っていた。上部構造装着期間は 8 年で全身疾患、喫煙歴はな

く歯周疾患の既往はあった。使用システムはリプレイス、長さは 13 mm、補綴様式はセメント固定であった。レ
ントゲン所見では全歯牙にわたる歯周支持歯槽骨の高度な吸収を認めた。CT 像よりインプラント部位は 1/2 にお
よぶ骨吸収像を示した。また、21 インプラント部の細菌検査は、T. forsythensis、F. nucleatum の存在を示し、
本症例の病態に関与していることが考えられた。

【診断】
インプラント周囲炎、広汎型重度慢性歯周炎

【治療計画】
1）歯周基本治療 2）再評価 3）歯周外科治療 4）再評価 5）SPT

【治療経過】
歯周基本治療としてプラークコントロール、スケーリング、ルートプレーニングを行った。再評価にて 21 イン

プラント部において 9-13 mm の歯周ポケットの残存を認めた。浸潤麻酔後、歯肉溝切開を用い歯間乳頭部の切開
を行った。剥離後、Er：YAG レーザー（Erwin AdvErl EvoTM J. Morita Mfg. Co.、Japan）を用いて骨欠損周囲、
底部の炎症性肉芽組織のおよびインプラント表面のデブライドメントを蒸留水注水下で行った。近心に根尖側 3 壁
性、歯冠側に 1 壁性の垂直性骨欠損を認めた。

コンタクトチップとパネル値骨欠損部の肉芽掻爬には PS600TS、PSM600T、CS600F、C800F のコンタクトチッ
プ（目盛：エア 10、水 7）を使用し、レーザー出力 30-70 mJ、25 Hz で行った。インプラント表面のデブライド
メントは PS600TS、CS600F、C800F のコンタクトチップ（目盛：エア 10、水 7）を使用し、レーザー出力 30 
mJ、25 Hz で行った。デブライドメント後、PSM600T を用いて骨欠損周囲骨面のデコルチケーションを行った。
その後、唇側はインプラントが露出し高度な骨吸収、舌側には 3 壁性骨欠損を認めたため骨補填材を填入した。移
植骨の安定性を向上させる目的で吸収性保護膜を設置し単純縫合にて閉創した。術後に抗菌薬を投与し、抜糸は 2
週間後に行った。その後の再評価で歯周ポケットは 2〜3 mm に安定したため SPT に移行した。SPT を行い良好
に 5 年が経過している。また細菌検査より術後 12 ヶ月において総菌数の減少を認めた。術前の歯周病関連細菌検
査と比較すると T. forsythensis、F. nucleatum の減少を認め、Red complex の対総菌数比率は 11.95％であったも
のの術後12ヶ月では検出されなかった。F. nucleatumの菌数は減少したものの対総菌数比率の減少はわずかであっ
た。CBCT の評価から初診時の CBCT ではインプラント体 1/2 におよぶ骨吸収を認めたものの 12 か月後はインプ
ラント周囲の骨様不透過像の亢進を認めた。

【考察・まとめ】
インプラント表面の汚染層に Er：YAG レーザーを用いて除染したのち再生療法を行うことで良好な結果を得る

ことができた。今後とも SPT を継続しプラークコントロールを良好に維持する必要があると考える。
本発表に際し患者の同意を得ている。
使用した薬剤・材料・医療機器は厚生労働省の認可済みである。
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周術期患者の骨膜下膿瘍に半導体レーザーを用いた 2 症例
富士見台歯科 1），おしの歯科医院 2）

○富永 燦 1），山田容三 2）

A case report of Diode Laser in two perioperative patients
Fujimidai dental clinic1）, Oshino dental clinic2）

TOMINAGA AKIRA1）, YAMADA YOZO2）

【目的】
近年、周術期口腔機能管理の重要性が広く認知されている。今回、癌治療開始にあたりレーザーにて骨膜下膿瘍

切開した 2 症例について報告する。

【使用機器】
ダイオードレーザー Viento（富士エス・エル・アイ社）

【症例 1】
7 ●才．男性．膀胱癌再発．10 日後に入院、抗癌剤治療開始の予定。

既往歴：服薬なし
口腔所見：視診と X 線診査にて左下 6 番、頬側、遠心根根尖相当部に骨膜下膿瘍を認める。
処置：浸潤麻酔下、半導体レーザー（3W. CW）にて膿瘍中央部を切開した。
経過：術直後、止血良好。翌日、術後疼痛なし。1 週間後、創面良好。

【症例 2】
8 ●才，男性．前立腺癌．14 日後に入院、ホルモン療法開始の予定。

既往歴：高血圧．脂質異常症．高尿酸値にて服薬あり
口腔所見：視診と X 線診査にて右下 4 番、頬側、根尖相当部に骨膜下膿瘍を認める。
処置：浸潤麻酔下、半導体レーザー（3W. CW）にて膿瘍中央部を切開した。
経過：術直後、止血良好。2 日後、術後疼痛なし。1 週間後、創面良好。

【考察】
患者にとって癌の告知による心のダメージはかなり大きなものと思われる。さらに今回の 2 名の患者は緊急性が

高く入院までの期間が 10 日と 14 日しかない状態であった。短期間に限られた条件の中で切開、止血、凝固作用の
有効性とこれまでの自身の経験から予測される治癒の過程を総合して半導体レーザーにて処置にあたった。術後経
過は 1 週間後までしか確認できない状態だったが、患者の入院までの貴重な時間の中で歯科治療の時間を最小限に、
かつ、治療効果は最大限にできたと考えている。

【結論】
レーザー治療は高齢化や有病者の増加による患者の治療ニーズの多様化に対応する有効な治療法の 1 つであると

いえる。
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器官培養した顎関節の軟骨に対する低出力半導体レーザー照射の影響
愛知学院大学歯学部口腔病理学講座 1） 

愛知学院大学未来口腔医療研究センター 2）

○磯村まどか 1），杉田好彦 1, 2），佐藤伸明 1），河合遼子 1, 2），吉田和加 1, 2），久保勝俊 1, 2），前田初彦 1, 2）

Effects of low level laser irradiation on the organ cultured articular cartilage  
of rat using laser diode

Department of Oral Pathology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University, Nagoya, Japan1） 
Center of Advanced Oral Science, Aichi Gakuin University, Nagoya, Japan2）

Madoka Isomura1）, Yoshihiko Sugita1, 2）, Nobuaki Sato1）, Ryoko Kawai1, 2）, Waka Yoshida1, 2）, Katsutoshi Kubo1, 2）,  
Hatsuhiko Maeda1, 2）

【目的】
近年、骨関節筋疾患に関連した疼痛や障害に対して、低出力レーザー治療 Low reactive level laser therapy の

有効性が報告され、顎関節部に対してもその抗炎症作用・疼痛減少作用などの効果が注目されている。しかし、顎
関節に対するレーザー照射の基礎的検討は充分になされていないのが現状である。そこで本研究では、血流等の影
響を受けない状態で、ラットから摘出した下顎頭の器官培養を行い、その下顎頭の成長に対する低出力半導体レー
ザーの影響について組織学的に検索した。

【方法】
妊娠 Sprague Dawley（SD）ラットより胎生 21 日に胎児摘出を行い、両側の下顎頭部を無菌的に摘出して実験

に使用した。組織学的検索に使用した下顎頭は次のような 4 群に分けた。対照群：器官培養のみ、F＋L－群：
bFGF を添加した器官培養、F－L＋群：器官培養とレーザー照射、F＋L＋群：bFGF を添加した器官培養とレーザー
照射とした。下顎頭の器官培養は 5％ CO2 インキュベーター下で 37℃にて行った。培養液には無血清の BGJb 培
地を用い、bFGF（100 ng/ml）を加えた培養液および bFGF を加えない培養液を使用して培養を行った。培養液
は 2 日ごとに交換した。また、レーザー照射（波長 633 nm、半導体レーザー、CivilLaser, China）を摘出した下
顎頭に行った。照射条件は、照射出力 250 mW、照射時間 30 秒、照射距離 10 mm とし、培養開始時（0 日目）にレー
ザー照射を開始し、以後は 24 時間の間隔で 4 日目までの計 5 回の照射を行った。照射出力は検出器（光パワーメー
ター 3664、日置電機株式会社、長野）を用いて計測確認を行った。組織学的検索のために、上記の各群の下顎頭
を培養開始 0 日および 8 日目にホルマリンで固定した後に脱灰を行った。その後、通法に従いパラフィンに包埋し
て 5 nm の連続組織切片を作製し、ヘマトキシリン・エオジン染色を施して光学顕微鏡で観察し、組織学的に検索
した。本実験は愛知学院大学動物実験倫理委員会の承認を受けて実施した。（承認番号 327）

【結果】
培養開始時のすべての群の下顎頭の表層では線維芽細胞および膠原線維がみられた。その下層には増殖層、分化

層、肥大層が順次認められた。培養 8 日の対照群の下顎頭では増殖層と分化層の厚さは減少し、肥大層は不規則に
なっていた。F＋L＋群では、下顎頭は対照群よりも大きくなり、分化層および肥大層は大きく、細胞数は増加し
ていた。下顎頭の大きさは、対照群、F＋L－群、F－L＋群、F＋L＋群の順に大きくなっていた。また、F＋L－
群および F－L＋群では対照群と F＋L＋群の中間的な組織学的所見が認められた。

【結論】
以上の結果より、レーザー照射により下顎頭における細胞増殖が bFGF 添加と同等に促進されることが判明した。

特に、軟骨細胞の増加が下顎頭の形態変化に影響をおよぼしたと考えられた。したがって、低出力のレーザー照射
（波長 633 nm）は下顎頭における軟骨細胞の増殖および分化を促進する可能性が示唆された。
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Er：YAG レーザー洗浄法によるイスマス清掃効果
九州大学病院口腔画像診断科 1），九州大学病院小児歯科・スペシャルニーズ歯科 2），ひろみ歯科クリニック 3）， 

平井歯科クリニック 4），九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座歯科保存学分野 5）

○松本妃可 1），木原智子 2），佐藤浩美 3），平井千香子 4），吉嶺嘉人 5）

Isthmus debridement efficacy using Er：YAG laser-activated irrigation
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Kyushu University Hospital1）, 

Department of Pediatric Dentistry, Kyushu University Hospital2）, Fukuoka Prefecture4）, Kyoto Prefecture3）, 
Department of Endodontology and Operative Dentistry, Faculty of Dental Science, Kyushu University5）

Himeka Matsumoto1）, Tomoko Kihara2）, Hiromi Sato3）, Chikako Hirai4）, Yoshito Yoshimine5）

【目的】
根管系を可及的に清掃することは、歯内療法を成功に導くための重要な要素の一つである。リーマー・ファイル

などの機械的器具による根管拡大・形成のみでは根管系の清掃を達成することは困難であり、化学的薬剤を用いた
洗浄法の併用が必要である。根管洗浄においては洗浄液が根管壁と効率的に接触することが重要であり、一般的に
用いられているシリンジ洗浄法では、複雑な解剖学的構造（側枝・根尖分岐・フィンなど）が多く存在する根尖側
1/3 領域の洗浄効果は不十分であると報告されている。

本研究では、透明模擬根管模型を用いて、Er：YAG レーザーを用いた根管洗浄法によるイスマス様構造の清掃
効果を検証した。

【材料および方法】
根尖相当部から上方 1〜4 mm の間に水平に走行するイスマス様空隙（高さ 3 mm・厚さ 0.05 mm）を有するア

クリル樹脂製透明単根管模型（根管長 15 mm）を用いた。イスマス様構造内には歯髄組織の代用としてゼラチン
ゲルを填塞し、根管内に次亜塩素酸ナトリウム溶液（アンチホルミン：日本歯科薬品）を満たした。次に、Er：
YAG レーザー（Erwin AdvErl：モリタ）にコア径 300 nm の円錐型チップ（R300T）を装着し、チップ先端を根
尖から 2 mm および 13 mm の位置に設置して照射（30 sec×2）を行った。照射条件は、出力 30 mJ・20 pps、注水・
エアー無しに設定した。コントロールとして、25 G 洗浄針（ルートクリンニードル：日本歯科薬品）を装着した
シリンジを根尖側 1/3 に設置して約 0.1 ml/sec の流速でシリンジ洗浄（3 mL）を行った。洗浄後に根管模型を実
体顕微鏡で観察し、イスマス様空隙からゲルが除去された量を比較することで洗浄効果を評価した。

【成績】
レーザー洗浄法では、シリンジ洗浄法に比べてイスマス様構造から有意に多量のゲルが除去された。レーザーチッ

プの位置に関しては、チップ先端がイスマス様構造に近い方が、清掃効果は高かった。
【考察】

主根管以外のイスマスや側枝などの構造内は、洗浄作用が及びにくいことが知られている。今回の in vitro での
実験結果では、シリンジ法に比べてレーザー洗浄法においてイスマス様構造内の清掃効果が高かった。LAI の洗
浄メカニズムは、レーザーチップ先端に生じるレーザー誘発気泡およびその後に発生するキャビテーション気泡の
影響で高速の流れが生じることよると考えられている。レーザーチップを根尖近くに設置した方が高い清掃効果が
みられた理由としては、チップ先端部を中心に生じる気泡または衝撃波が近傍のゲルの除去に効果的に作用したた
めと考えられる。

【結論】
根管模型を用いた実験系において、Er：YAG レーザーで洗浄液を活性化する根管洗浄法は、イスマスの清掃に

有効である可能性が示唆された。
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歯科用 LED ヘッドライトが修復用コンポジットレジンの硬化におよぼす影響
東京歯科大学保存修復学講座

亀山敦史，春山亜貴子，春山親弘，天谷哲也，加藤純二

Influence of LED Dental Headlight Illumination on Curing of Restorative Resin Composites
Department of Operative Dentistry, Cariology and Pulp Biology, Tokyo Dental College

Atsushi Kameyama, Akiko Haruyama, Chikahiro Haruyama, Tetsuya Amagai, Junji Kato

【緒言】
近年の歯科臨床では、より正確な「臨床の手」のみならず、より精密な「臨床の目」を持ち合わせていることが

望まれている。コンポジットレジンを用いた審美修復治療においてもマイクロスコープや歯科用拡大鏡を併用する
ことで、単に「詰める」修復から「解剖学的形態を正確に模倣する」修復が可能となった。

視野を拡大すると被写体は大きく見えるが、明るさが不十分となるため、ヘッドライトを併用している歯科医師
が多い。しかし、直接法コンポジットレジン修復でこれらの光源を併用することによる硬化への影響については不
明な点が多い。そこで本研究は、市販歯科用 LED ヘッドライトをコンポジットレジンに曝露した際の硬化特性を
比較、検討した。

【方法】
歯科用LEDヘッドライトにはゼオンディスカバリー（オラスコープティック社）を用いた。また修復用コンポジッ

トレジンには ENA HRi（Micerium；シェード UE2、UD3）、エステライトアステリア（トクヤマデンタル；NE、
TE、A3B）、プレミス（Kerr；トランスルーセントクリア、ボディ A3、オぺーク A3）を用いた。
実験 1：コンポジットレジンの光透過特性

内径 9 mm のアクリルリング内にコンポジットレジンペーストを填塞、光照射し、厚さ 0.5 mm、1.0 mm、3.0 
mm、5.0 mm のディスク状試料を作製した。これらの試料に対して 30 cm の距離から LED ヘッドライトを照射し、
分光放射照度計（USR-45DA、ウシオ電機）を用いて透過光強度およびその分光特性を記録した。
実験 2：コンポジットレジンの硬化深さの計測

内径 4 mm、深さ 8 mm の円筒形割型にレジンペーストを填塞した。LED ヘッドライトを 30 cm の距離から 10
分間照射した後、ただちに割型から取り出し、未重合部分を除去、残留試料をマイクロメーターで測定し、硬化深
さの計測を行った。なお、オラスコープティックゼオンディスカバリーに付属オレンジフィルターを併用した場合
の硬化深さもあわせて検討した。

【結果および考察】
エナメルシェードでは、象牙質シェードやオペークシェードに比較して高い透光性を示した。また、透光性が高

いコンポジットレジンほど硬化深さが大きかった。LED 型ヘッドライトにオレンジフィルターを併用した場合、
ほとんど硬化しなかった。

【結論】
歯科用 LED ヘッドライトはカンファーキノンの感受域を多く含む波長を有している。このため、コンポジット

レジン修復時に歯科用 LED 型ヘッドライトを併用すると、その光を感知し、コンポジットレジンが表層から硬化
する。しかし、フィルターを併用することでカンファーキノン感受波長域の光が遮断されるため、ヘッドライトの
影響を受けないことが明らかとなった。

本研究は、科学研究費（基盤研究（C）課題番号 JP17K11715）の助成を受けた。
発表にあたり開示すべき COI 関係にある企業はない。
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Er：YAG レーザー照射した象牙質に対して良好な接着性を示すレジン接着システムの開発 
―各種歯面処理がレジン添加型グラスアイオノマーセメント系ボンディング材に及ぼす接着促進効果について―

愛知学院大学歯学部保存修復学講座

○井上（堅田）和穂，竹口（鶴田）あゆみ，掘江 卓，岸本崇史，冨士谷盛興，千田 彰

A study of the development of the adhesive system specific to Er：YAG-lased dentin 
— Adhesion-promoting effects of various Conditioning and/or Priming on Bond Strengths 

of resin-modified glass-ionomer Bonding system —
Aichi Gakuin University, School of Dentistry, Department of Operative Dentistry

○ Katada-Inoue Kazuho, Tsuruta-Takeguchi Ayumi,Horie Taku, Kishimoto Takafumi, Fujitani Morioki, Senda Akira

【緒言】
Er：YAG レーザー照射象牙質に対するレジン系ボンディング材は照射条件により種々の接着性を示すが、とくに痛み

を生じない程度の低出力で照射すると、表層に構造欠陥や熱変性層が形成されるためその接着性は低下する。ところが、
レジン添加型グラスアイオノマーセメント（RMGI）系ボンディング材は、レジン系ボンディング材とは異なり照射条
件に関わらず安定した接着性を示すが、接着強さの値は非照射象牙質に対するそれよりも低いことを報告した（竹口 

（鶴田）ら、第 141 回日本歯科保存学会、2014）。
そこで本研究は、低出力で Er：YAG レーザー照射した象牙質に対し良好な接着性を示すレジン接着システムの開発

を目指し、照射により生じた変性層を強化し RMGI 系ボンディング材の接着強さの向上を図る目的で、鉄含有酸コン 
ディショニング、あるいは酸コンディショニング後親水性モノマーによるプライミングなどの歯面処理の効果について
検討した。

【材料および方法】
新鮮抜去ウシ前歯に象牙質平坦面（#600）を調製し、Er：YAG レーザー（Erwim AdvErL、モリタ）により低出力

照射（50 mJ/1 pps、50 群）、あるいはフィニッシング照射（50 mJ/1 pps 照射後 150 mJ/1 pps で仕上げ照射、50＋
150 群）を行った。次いで、これら照射面ならびに非照射面に対し、10 % クエン酸＋2% 塩化第二鉄水溶液（Fuji 
Lute Conditioner、ジーシー）で酸コンディショニング（Fe 群）、あるいは酸コンディショニング/親水性モノマー（4-MET
＋HEMA、Self- Conditioner、ジーシー）処理（Pr 群）した後、RMGI 系ボンディング材（Fuji Lining Bond LC、ジー
シー）を塗布した。その後、レジン（Clearfil AP-X、クラレノリタケデンタル）を填塞し、24 時間水中浸漬後の微小
引張接着強さを検討した（Tukey-Kramer の多重比較検定、a＝0.05）。また、破壊形態（実体顕微鏡）や接合界面の
様相（SEM）などの観察も行った。なお、歯面処理を施さなかった場合を対照とし（NT 群）、n＝12 とした。

【結果および考察】
非照射象牙質における NT 群の接着強さは約 12 MPa、Fe 群ならびに Pr 群のそれは 24〜26 MPa であり、歯面処理

を施すと有意に高い値を示した（p＜0.05）。一方、レーザー照射象牙質における NT50 群および NT50＋150 群はいず
れも計測不能で全く接着しておらず、また Fe50 群ならびに Fe50＋150 群の接着強さは 10〜13 MPa、Pr 50 群ならび
に Pr 50＋150 群のそれは 26〜27 MPa であり、照射条件にかかわらず Pr 群は Fe 群に比し高い接着強さを示した（p
＜0.05）。レーザー照射象牙質における Pr 群の接着強さは非照射象牙質における Fe 群ならびに Pr 群と同等であり、
酸コンディショニング/プライミングによる接着促進効果が顕著に認められた。

レーザー照射した Fe 群および Pr 群の破壊形態は、界面破壊ならびに変性層から RMGI 系ボンディング材にわたる
混合破壊がほとんどであった。とくに Pr 群では、象牙質内凝集破壊が特徴的であり、非照射象牙質における場合とほ
ぼ同様の破壊形態であった。また、RMGI 系ボンディング材と変性層との接合は、いずれの群も微小な亀裂が界面に
散見される以外は良好であった。

以上のことから、鉄イオンによるコラーゲン線維の強化やモノマーの浸透・重合促進、さらに親水性モノマー含浸な
どによる変性層の強化が推察され、これらの効果が RMGI 系ボンディング材の接着促進に影響したと考えられた。 

【結論】
レーザー照射象牙質に対し、酸コンディショニング、あるいは酸コンディショニング/プライミングを施し、RMGI 系

ボンディング処理後のレジンの初期接着性を検討したところ、酸コンディショニング/プライミング後の接着強さは有
意に高く、非照射象牙質におけるそれと同等であり、レーザー照射象牙質における 3 ステップ RMGI 系ボンディング材
の有用性が判明した。
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レーザーを用いた窩洞形成後のラット歯髄反応に関する免疫組織化学的検討
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第 2 講座 1） 

土屋歯科クリニック＆ Works2）

○川嶋里貴 1），高田真代 2），新海航一 1），鈴木雅也 1）

Immunohistochemical analysis of rat-pulp response  
after cavity preparation with laser

Department of Operative Dentistry, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata1） 
Tsuchiya Dental Clinic & Works2）

◯ KAWASHIMA Satoki1）, TAKADA Mayo2）, SHINKAI Koichi1）, SUZUKI Masaya1）

【緒言】
ハイドロキネティックにより歯の高速切削を可能にした Er, Cr：YSGG レーザーによる象牙質切削が歯髄に及ぼ

す影響に関しては、研究報告も少なくいまだ不明な点が多い。そこで、我々はラット歯を Er, Cr：YSGG レーザー
で窩洞形成した後、接着システムとコンポジットレジン（CR）あるいはグラスアイオノマーセメント（GIC）で
修復し、24 時間後と 14 日後の歯髄反応について病理組織学的に検討した。その結果、24 時間後では、窩底部直下
の象牙細管の走行に沿った象牙芽細胞層において象牙芽細胞の消失や配列不正そして比較的大きな水腫を認めた
が、14 日後では、象牙芽細胞層の変化と水腫は消失し、修復象牙質の形成が観察された。このようなレーザー切
削後における歯髄反応に関し、その発現機序を考察するために免疫組織化学的に検討したので報告する。
なお、本研究は本学動物実験倫理委員会の承認を得て行った（承認番号：155）。

【材料および方法】
8〜9 週齢の雄性 SD 系ラットの上顎第一臼歯近心咬頭部に Er, Cr：YSGG レーザーを用いて窩洞形成を行った。

レーザーの照射距離はチップ先端から約 1.5 mm とし、照射条件は予備実験の結果からラットの歯の形成に適した
40 Hz、Water 30%、Air 50% に設定し、出力はエナメル質で 2.5 W、象牙質で 2.0 W とした。CR 群：40％リン酸
水溶液（K-etchant、クラレノリタケデンタル）で 30 秒間処理後に水洗乾燥、次に 10〜15％次亜塩素酸ナトリウ
ム溶液（AD Gel、クラレノリタケデンタル）を 90 秒処理後に水洗乾燥、さらに 2 ステップセルフエッチングシス
テム（Mega Bond、クラレノリタケデンタル）を用いてメーカー指示に従い処理後、10 秒間光照射を行った。
GIC 群：歯面処理無しで従来型グラスアイオノマーセメント（Fuji VII、GC）を填塞した。修復処置を行ってから
24 時間あるいは 14 日間の観察期間を経た後、4％ PFA 溶液による経心的灌流固定を行い屠殺した。 摘出試料は
10％ EDTA 溶液による脱灰後、通法に従ってパラフィン包埋を行い、連続薄切切片を作製した。薄切切片に H-E
染色と免疫組織化学染色（酵素抗体法：HSP25、蛍光抗体法：MMP3、CD146）を施し、光学顕微鏡とレーザー顕
微鏡下で詳細に観察を行った。

【結果および考察】
免疫組織化学染色を行った 24 時間後の試料では、髄角部の細胞、窩洞の象牙細管の走行に沿った象牙芽細胞層

と水腫の周囲にある細胞において HSP25 、MMP3 および CD146 に対する強い陽性反応が認められた。14 日後の
試料では、髄角部の細胞、あるいは修復象牙質の周囲の細胞において HSP25、MMP3 および CD146 に対する陽性
反応が認められたが、それらの反応は 24 時間後に比べて弱いものであった。観察期間ごとでは、各実験群間に顕
著な差は認められなかった。したがって、創傷治癒過程における HSP25、MMP3 ならびに CD146 陽性細胞の存在
は、組織損傷後の炎症制御や歯髄幹細胞からの象牙芽細胞様細胞の分化あるいは血管新生などが生じ、その結果修
復象牙質を形成しながら歯髄は治癒していく可能性が示唆された。
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象牙質に対する Q スイッチ Er：YAG レーザーの照射が 
レジン接着システムに及ぼす影響

大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部 1），大阪大学歯学部附属病院予防歯科 2） 
一般社団法人堺市歯科医師会堺市重度障害者歯科診療所 3） 

大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻量子エネルギー工学講座 4） 
大阪大学大学院生命機能研究科 5），大阪大学国際医工情報センター 6）

○谷口あや 1），関根伸一 2），田中健司 1, 3），近藤聡太 4），間 久直 4），粟津邦男 4, 5, 6），秋山茂久 1）

Effect on the resin adhesive system caused by Q-switched Er：YAG laser  
irradiation to dentin

Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

○ Aya TANIGUCHI1）, Shinichi SEKINE2）, Kenji TANAKA1, 3）, Sota KONDO4）, Hisanao HAZAMA4）, 
Kunio AWAZU4, 5, 6）， Shigehisa AKIYAMA1）

【目的】
Er：YAG レーザーは我が国の歯科分野においてう蝕治療や歯周治療、口腔外科領域まで幅広く使用され様々な

報告がなされてきた。しかしながら、う蝕治療においては、切削時のう蝕選択性の欠如や熱影響によるレジン接着
強度の低下が指摘されている。本研究では、非熱的かつ高効率なう蝕除去技術の開発を目的として、従来の Er：
YAG レーザーよりパルス幅が短く、熱影響の軽減が期待できるナノ秒パルスレーザーである Q スイッチ Er：YAG
レーザーを用いて、象牙質に対するレジン接着システムの接着強度を検討した。

【方法】
被験歯としてウシ前歯を使用した。実験には歯冠部象牙質を用い、モデルトリマーにて象牙質平坦面を露出させ、

耐水研磨紙 #600 まで流水下で研磨を行ったものを試料とした。パルス幅約 100 ns の Q スイッチ Er：YAG レーザー
の焦点を各点での照射時間が 1 s となる速さで操作し、15×15 mm2 の領域に照射を行った。照射条件は、① Q スイッ
チ Er：YAG レーザー、非注水、繰り返し周波数 10 Hz、照射パルスエネルギー 7.2 mJ、（平均パワー密度 20 W/
cm2：Q-20 群）、② Q スイッチ Er：YAG レーザー、非注水、繰り返し周波数 10 Hz、照射パルスエネルギー 14.4 
mJ（平均パワー密度 40 W/cm2：Q-40 群）、③ Q スイッチ Er：YAG レーザー、非注水、繰り返し周波数 10 Hz、
照射パルスエネルギー 21.6 mJ（平均パワー密度 60 W/cm2：Q-60 群）、④従来型 Er：YAG レーザー、注水（2 
ml/min）、繰り返し周波数 10 Hz、照射パルスエネルギー 100 mJ（従来群）、⑤非照射群の 5 群とした。次いで、
クリアフィルメガボンド 2（クラレノリタケ）にて歯面処理を施し、クリアフィルマジェスティ ES フロー LOW（ク
ラレノリタケ）を用いてレジン築盛を行った。作製した試料は 24 時間、37℃の水中に保存後、クロスヘッドスピー
ド 1.0 mm/min で微小引張接着試験（EZ-test、島津製作所）を行い、接着強さの評価を行った。 

【結果】
Q-60 群では微小引張接着試験のためのビーム作製時に破断したため測定することができなかった。Q-20 群では

非照射群と比較して有意に接着強さが向上した。微小引張強さは大きいものから Q-20 群、非照射群、Q-40 群、
従来群の順番であった。

【考察】
Q-60 群ではビーム作製時に破断したことから接着強さが著しく低下することが示唆された。一方、Q-20 群にお

いては非照射群よりも接着強さが向上したことから、Q スイッチ Er：YAG レーザーの低パワー密度照射は象牙質
表面に何らかの影響を及ぼしていることが示唆された。

【結論】
Q スイッチ Er：YAG レーザーは照射条件によりレジン接着強度が向上することが示された。
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ミストコンタクトチップを用いた Er：YAG レーザーアブレーション法により 
作製したアパタイト膜の結晶性と固着強度
近畿大学生物理工学部 1），大阪歯科大学歯科保存学講座 2）

○本津茂樹 1），山本 衛 1），吉川一志 2），山本一世 2）

Crystallinity and Adhesive Strength of an Apatite Films Deposited by Using Er：YAG Laser 
Ablation Method with Mist Contact Tip

Faculty of Biology-Oriented Science and Technology, Kindai University1） 
Department of Operative Dentistry, Osaka Dental University2）

○ Shigeki HONTSU 1）, Ei YAMAMOTO1）, Kazushi YOSHIKAWA 2）, Kazuyo YAMAMOTO 2）

【諸言】
う蝕や酸蝕、咬耗や摩耗により欠損した歯のエナメル質は二度と再生することはない。一般的に欠損したエナメ

ル質の修復にはレジンが用いられるが、有機物であるレジンは歯と材質が異なるため剥離の問題やアレルギー反応
の問題がある。よって欠損部の治療には歯と同素材であるハイドロキシアパタイト（HAp）を用いることが望ま
しい。本研究室では歯科治療で用いられている Er：YAG レーザー（波長：2.94 nm）に着目し、切削の原理をレー
ザーデポジション（PLD）法に応用することで、口腔内で歯質上に直接 HAp 膜を形成できると考え Er：YAG レー
ザーアブレーション法を発案した。この PLD 法においてターゲットへの注水のアプローチとして、歯質上に直接
純水を塗布する塗布法や超音波ネブライザを用いて噴霧するミストアシスト Er：YAG レーザーデポジション法を
提案した。しかし、小型アブレーションユニットの実用化のためには、現在の Er：YAG レーザー装置のコンタク
トチップの中で水をミスト状に噴霧可能な市販のコンタクトチップを用いることが有用と考えた。本研究では市販
のミスト注水型コンタクトチップを用いて、歯質上へ HAp 膜を形成し、この膜の結晶性と固着強度について調べ
たので報告する。

【実験材料と方法】
膜の元になるターゲット材料として aリン酸三カルシウム（a-TCP）を用いた。このターゲットに Er：YAG レー

ザーを照射しアブレーションを生じさせて、ヒト抜去歯をディスク状に加工した象牙質上に膜を形成した。ヒト抜
去歯への膜形成については、大阪歯科大学医の倫理委員会の許可（承認番号：大歯医倫 100501）を受けた。レーザー
はアーウィンアドベール（モリタ製作所製）を用いた。使用した噴霧注水型コンタクトチップは CS600F である。
成膜条件は 300 mJ、繰り返し周波数は 10 Hz、成膜時間は 60 秒とした。まず、象牙質ディスクへは堆積膜との固
着性を高める目的で pH 4.0 の第一リン酸カルシウム水溶液を塗布した。その後、a-TCP ターゲットに対してコン
タクトチップから 0.2 ml/s のミストを 1 秒間噴射して注水した後、成膜を開始した。成膜後、各象牙質ディスク
に対し人工唾液を滴下し、その後口腔内環境を模擬するため象牙質ディスクの周りを人工唾液で満たし、37℃の恒
温槽内に静置した。一定時間経過した各象牙質ディスク（24 hr、48 hr、72 hr、120 hr、168 hr）に対し、X 線回
折（XRD）装置を用い結晶性を評価し、その後各ヒト抜去歯に対してブラッシング試験を行った。ブラッシング
条件は、速度：90 stroke/min、回数：20 stroke、荷重：200 g、試験ブラシ：SUNSTAR #211 である。

【結果及び考察】
成膜後の塗布膜の膜厚は一つの象牙質ディスク内で 16.6〜44.3 nm と大きなばらつきがあった。また、成膜直後

24 hr、48 hr 経過後の堆積膜の XRD パターンから、48 hr 経過後も HAp のピーク以外に a-TCP のピークも残っ
ていることを確認した。このことは、堆積膜全体が完全に HAp 膜になっていないことを意味する。チタン基板上
に同条件で作製した膜に純水を滴下した場合は、48 hr 以内に HAp 化することがわかっていることから、この結
果は成膜後の滴下液として純水ではなく人工唾液を用いたことや、堆積膜の膜厚が厚かっために膜全体が HAp に
代わるのに時間を要したためと考えられる。また、成膜後の静置期間が異なる試料に対してブラッシング試験を行っ
た結果、48 hr 経過以降の堆積膜では剥離は見られなかった。これは、XRD パターンから成膜後 48 hr では堆積膜
は完全に HAp に変化しなかったが、堆積膜と象牙質ディスクとの界面近傍では膜の HAp 化が生じ、象牙質と強
い固着が得られたものと考えられる。
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感染象牙質プレートに対する antimicrobial Photo Dynamic Therapy（aPDT）
の殺菌効果

永井こども歯科医院 1），日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第 2 講座 2） 
日本歯科大学新潟生命歯学部微生物学講座 3）

○永井悠太 1），新海航一 2），葛城啓彰 3）

Disinfectant effect of antimicrobial Photo Dynamic Therapy （aPDT） on infected dentin 
plate

Nagai Kodomo Dental Clinic1） 
Department of Operative Dentistry, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata2） 

Department of Microbiology, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata3）

○ NAGAI Yuta1）, SHINKAI Koichi1, 2）, KATSURAGI Hiroaki3）

【研究目的】
抗菌的光線力学療法（antimicrobial Photo Dynamic Therapy、aPDT）は光感受性の高い薬剤（Photosensitizer）に対し

て半導体レーザーや LED による光を照射することで生じる活性酸素（一重項酸素）を利用した治療法であり、歯周病を中
心に根管治療、インプラント周囲炎などに応用されているが，感染象牙質内の齲蝕原性菌に対する殺菌効果については不明
である。例えば、深在性齲蝕において、露髄回避のために深部の感染象牙質（齲蝕象牙質外層）を残存させた際、齲蝕病巣
内の細菌を殺菌することができれば、MI をベースとした齲蝕治療にさらなる革新性をもたらすことが期待できる。そこで
本研究の目的は、2 種類の光感受性薬剤［メチレンブルー（MB）とアズレノシアニン（Azc）］と波長の異なる 2 種類の半
導体レーザー［650 nm（650 laser）と 940 nm（940 laser）］の組合せ殺菌効果を比較することである。

【材料および方法】
本研究は日本歯科大学新潟病院倫理審査委員会の承認を得て行った（許可番号：ECNG-H-243）。
被験歯はチモール液中に冷蔵保存しておいたヒト抜去大臼歯で、齲蝕および修復処置のないものを使用した。Isomet4000

（Buehler）を用いて歯頸部で歯根を切除し、髄室直上の象牙質から約 3×3×1（縦×横×厚さ）mm の象牙質プレートを 1
歯から 2 枚作製した。作製した象牙質プレートはオートクレーブ（2 atm、121℃、15 min）を用いて滅菌した。本学微生物
学講座所有の S. mutans（ATCC27175）の菌液を吸光度 0.3 に調節した。滅菌した象牙質プレートの表面を 40％リン酸

（K-etchant、Kuraray Noritake）で脱灰して象牙細管を開口させ、96 マルチウェルプレート（Falcon）の各ウェルに 100 
nl の菌液を分注して、その中に象牙質プレートを浸漬した。ローテーションテーブルに載せて 37℃、5％ CO2 環境下で 3 時
間培養した。実験群は① 650 laser、② 940 laser、③ MB、④ Azc、⑤ 650 laser-MB、⑥ 940 laser-Azc、⑦ Control の 7 群
とした（n＝11）。なお、MB と Azc は 1.0％に調整した後、遠心分離にかけて 0.2 nl Membrane で濾過滅菌して、使用する
前には 0.01％に調整した。処置終了後、感染象牙質プレートを 10mMsPBS5.0ml 中に浸漬し、超音波発生機（UR-200P、トミー
精工）を用いて 30 W、5 s の条件で細菌を剥離した。10 倍に段階希釈を行って brain heart infusion（BHI）培地に塗沫した。
37℃、5％ CO2 環境下で 48 時間培養して Colony Count を行った。また剥離した S. mutans の ATP を溶出させて、CL 反応
測定器 Lumi-photometer TD-4000（ラボサイエンス）で測定した。得られたデータは Kolmogorov-Smirnov、Kruskal-
Wallis および Steel-Dwass 検定を用いて実験群間の有意差を統計学的に検定した。

【結果と考察】
48 時間後における S. mutans の検出結果を下表に示す。650 laser-MB（MB 塗布と 650 nm レーザー照射）と 940 laser-

Azc（Azc 塗布と 940 nm レーザー照射）の各 aPDT 応用群，および MB 単独応用群が，感染象牙質プレートの S. mutans
に対して有効な殺菌効果を示した。

P-15

55



TiO2 併用が Nd：YAG レーザー照射の象牙質透過性へ与える影響
大阪歯科大学歯科保存学講座，中田歯科医院，小西デンタルクリニック

中田朋宏，小西康三，吉川一志，山本一世

Effect on energy to penetrate the dentin of the Nd：YAG laser with TiO2

Department of Operative Dentistry, Osaka Dental University 
Nakata Dental Clinic, Konishi DentalClinic 

NAKATA Tomohiro, KONISHI Yasuzou, YOSHIKAWA Kazushi, YAMAMOTO Kazuyo

【目的】
Stern がルビーレーザーによりヒトのエナメル質に耐酸性が生じることを報告して以来，齲蝕予防の目的に各種

のレーザーを用いた研究がなされてきた。そのうち Nd：YAG レーザーは歯質に対して殆んど吸収されないことか
ら，Nd：YAG レーザーを照射し象牙質表面を改質するには，歯髄への影響を考慮して、歯質を黒色に着色してレー
ザー光の吸収を高める必要があるとされている。一方、Nd：YAG レーザーはチタンに対して吸収が高く，臨床に
おいて Nd：YAG レーザー照射時に酸化チタン（TiO2）を光反応剤として用い，歯質の除去に用いることが報告さ
れている。本研究は，象牙質表面の改質を目的とし，Nd：YAG レーザーを象牙質に照射した際のエネルギーの透
過性を確認するため、ウシ歯象牙質に対して TiO2 を乳液もしくはペーストとして併用し Nd：YAG レーザーを照
射し，透過エネルギーを測定したので報告する。

【材料と方法】
実験 1 Nd：YAG レーザーの象牙質透過性の検討
抜去後、生理食塩水中に冷凍保存していたウシ歯を解凍後、モデルトリマーにてエナメル質を除去し、低速度ダ

イヤモンドソーにて厚さ 1.0 mm の象牙質ディスクを切り出し実験に供した。1〜5 枚の象牙質ディスクを介して
Nd：YAG レーザーを 100 ns-100 mj-5 pps 5 秒照射 距離 1 cm で照射し，レーザーパワーメーター（FieldMax Ⅱ，
Coherent 社）で象牙質ディスクを透過したエネルギーを測定した。今回、Nd：YAG レーザー発振装置（Streak-1 
Laser，ALTECH）を実験に供し，それぞれの厚さの象牙質ディスクに対応し、レーザーパワーメーターの測定面
からそれぞれ 1.0 cm 離した距離からレーザーを照射し，得た数値をコントロールとし，象牙質ディスクの厚みに
よる減衰率を算出した。算出したデータは一元配置分散分析と Scheffe の検定で統計処理を行った。

実験 2 TiO2 を併用した場合の Nd：YAG レーザーの象牙質透過性の検討
実験 1 と同様に、作製した厚さ 1.0 mm の象牙質ディスクに Nd：YAG レーザーを 100 ns-100 mj-5 pps 5 秒照

射 距離 1 cm で照射し、得た数値をコントロールとした。次に TiO2 乳液：10 倍希釈液（H2O2）と TiO2 クリーム：
100％ TiO2 粉末 0.5 g＋H2O2 0.8 g にて希釈）をそれぞれ象牙質ディスクに塗布し、コントロールと同様に
Nd：YAG レーザーを照射し、得た数値とコントロールの数値から TiO2 乳液と TiO2 クリームによる減衰率を算出
した。

【結果および考察】
実験 1 の結果から 1~5 枚に象牙質ディスクが増加するとそれぞれ 46%、61%、82%、83%、86% と減衰率が増加し、

透過性は減少した。このことから生活歯に Nd：YAG レーザーを照射した場合、歯髄との間に健全な象牙質が 3 
mm 以上あれば 80% 以上照射エネルギーを減衰できるが、健全な象牙質が 5 mm あった場合でも完全にエネルギー
を吸収できないと考えられる。一方、実験 2 の結果から TiO2 を併用した場合象牙質の厚さが 1 mm でも、TiO2
乳液は 30.4%、TiO2 クリームは 83.7% と減衰し、透過性は著しく減少した。今後、TiO2 乳液量を増加させた場合
の Nd：YAG レーザーの透過エネルギーの減衰について検討する予定である。

【結論】
TiO2 を併用した Nd：YAG レーザー照射は象牙質の透過性を抑制することが示唆された。
ALTEK STREAK-1：Nd：YAG Laser JMDN 35940000 医療機器承認番号 21500BZZ00607000
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臨床実習におけるレーザー根面齲蝕治療シミュレーション実習システムの構築
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野

泉川昌宣，猪熊孝憲，斎藤隆史

Development of simulation training system for laser treatment of root surface caries in 
clinical training.

Division of Clinical Cariology and Endodontology, Department of Oral Rehabilitation, 
School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido 

IZUMIKAWA Masanobu，INOKUMA Takanori and SAITO Takashi

【緒言】
高齢社会の到来とともに、高齢者の歯科受診患者は増加しており、歯科診療所に来院する患者の 1/3 以上が 65

歳以上の高齢者となっている。さらに、これまでの診療室での歯科治療に加え、在宅での高齢者口腔機能の予防管
理や入院患者の周術期口腔管理など、歯科医療のあり方が大きく変化しようとしている。 歯科治療時には様々な
機能低下を来した高齢者に対する安全性の確保が重要である。そのため、MI 歯科治療としてのレーザー治療は、
今後、高齢者歯科医療に欠かせないものとなることが予想される。

高齢者の齲蝕罹患を考えてみると、日本歯科医師会による 8020 運動をはじめとした歯科口腔保健に関する様々
な取り組みが奏功し、近年、高齢者の歯の残存率は改善傾向にある。しかし一方で、加齢に伴う歯肉退縮によって
歯根が露出し根面齲蝕に罹患するケースに加え、降圧剤や鬱に対する薬剤が口腔乾燥症を引き起こすことにより根
面齲蝕を助長するケースが多い。根面齲蝕への対応として低侵襲な歯科用レーザーの利用が有効である。

これまで本講座では臨床実習に「歯科用レーザーによる齲蝕治療実習」を組込み、歯科用レーザーの有効性の理
科を促す教育を推進してきた。本研究では、高齢者型ロボットに本講座で開発した根面齲蝕付き人工歯を有する顎
模型を装着し、根面齲蝕を歯科用レーザーで除去後にグラスアイオノマーセメント修復を行うシミュレーション実
習教育システムを構築して、その効果について一部検証を行うことを目的とした。

【材料と方法】
本学歯学部多職種連携シミュレーション実習室に整備した高齢者型ロボット（SIMROID, モリタ製作所）、上顎

前歯部に根面齲蝕付き人工歯を有する顎模型（HN.C-50、ニッシン、上顎右側中切歯：ホーニング歯、他歯：メラ
ミン歯）、Er：YAG レーザー（Erwin AdvErL Evo、モリタ製作所、チップ C600F）、客観的窩洞評価システム

（SURFLACER、ユニスン）を使用し、歯科用レーザーによる根面齲蝕治療実習システムを以下のように構築した。
①シムロイドに顎模型を装着し、C600F チップを装着した Erwin AdvErL Evo で根面齲蝕を除去し、グラスアイ
オノマーセメント（FujiIX GP、ジーシー）修復を行う。②治療時の高齢者型ロボットに対する態度評価、レーザー
による齲蝕除去に関する技能評価、グラスアイオノマーセメント修復処置に関する技能評価を総合して評価する。

本実習の教育効果について本講座医局員 11 名にアンケート調査を行い、本システムのシミュレーション実習に
おける適性を評価した。

【結果および考察】
アンケート調査では、根面齲蝕の部位、大きさは 70％が適当、64％が根面齲蝕の特徴およびレーザーによる齲

蝕除去の理解に役立つと回答し、さらに高齢者型ロボットを使用したレーザー根面齲蝕治療実習の実施によって学
生のモチベーション向上につながるという意見とともに客観的窩洞評価法に関しても高い評価が得られた。一方、
根面齲蝕の色調、染色性、切削感について改善の必要性があることが明らかとなった。また、頻回の実習に対する
高齢者型ロボットの口唇等の耐久性を危惧する意見も得られた。

これらのことから、レーザー根面齲蝕治療シミュレーション実習は、高齢者への対応および根面齲蝕の取扱い・
修復法を修得させるために有効であることが示唆された。今回明らかとなった本システムの課題を基に改善を図り、
本実習の本格導入に向けたさらなる検討を行う予定である。
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高出力炭酸ガスレーザーの臨床応用： 
無麻酔下における注水、スキャニングを用いた軟組織の切開蒸散

三輪歯科医院 1），大浦歯科クリニック 2），とみつか歯科医院 3），鳥飼寺崎歯科医院 4）， 
東部団地金野歯科医院 5），ヒロ歯科 6），岡田歯科医院 7）

○三輪雅彦 1），大浦教一 2），冨塚重幸 3），寺崎 茂 4），金野俊之 5），荒川義浩 6），岡田修二 7）

Clinical application of CO2 laser with high power output new function: incision and 
transpiration of soft tissue using water injection or scanning under no anesthesia.

Miwa dental clinic1）, Oura dental clinic2）, Tomituka dental clinic3）, Torikai terasaki dental clinic4）,  
Toubudantikonno dental clinic5）, Hilo dental clinic6）, Okada dental clinic7）

○ Masahiko Miwa1）, Oura Kyoichi2）. Tomituka Sigeyuki3）, Terasaki Sigeru4）, Konno Tosiyuki5）,  
Arakawa Yosihiro6）, Okada Syhuji7）

【緒言】
2016 年 10 月に認可された高出力炭酸ガスレーザ－（オペレーザー NEOS：吉田製作所製）は、最大出力が 25 W、

スーパーパルス（SP）のピークパワーが約 70 W である。このレーザーの新機能として、照射組織の温度上昇を防
ぐ水噴霧冷却装置と、レーザー光を円形に回転させながら照射出来るスキャニングハンドピースが搭載されること
により、軟組織の蒸散、切開、溶融が無麻酔高出力下で可能になった。

この高出力炭酸ガスレーザーを用いた治療については第 28 回日本レーザー歯学会、第 15、16 回日本歯科用レー
ザー・ライト学会において発表されてはいるが、高出力の効果と為害作用、注水の有無による組織の反応やダメー
ジ、通常の蒸散と円形スキャニングとの違い等は明らかになっていない。高出力設定での治療の場合は安全性を踏
まえると無麻酔で可能な治療が推奨される。今回の発表は、無麻酔下における切開蒸散の効果と治癒の違いを高出
力炭酸ガスレーザーと従来からの最大出力が 7 W、スーパーパルスのピークパワーが約 15 W の炭酸ガスレーザー

（オペレーザー PRO：吉田製作所製）で比較すること、切開時の設定がスーパーパルスのピークパワー以外同一で
ある場合の注水の有無による治癒の違いの比較ならびに円形スキャニングハンドピースの使用の有無による蒸散の
違いを比較することを目的とした。

【症例】
症例 1．20 歳代男性患者同意のもとに犬歯から犬歯までのメラニン色素沈着症除去のための蒸散を無麻酔で行っ

た。照射時に、オペレーザー NEOS，PRO ともに出力 3W、出力モード：SP1 リピートパルス 10/1000 秒 休
止 30/1000 秒 に設定し、照射距離をややディフォーカスで可能な限り一定に保ち、1 歯間隔で往復反復運動し
ながら 4 秒間照射した。翌日、3 日後、1 週後の粘膜回復の所見とメラニン色素脱色の所見を比較した。オペレー 
ザー NEOS での照射は同出力で注水下での照射と、注水無しのスキャニング使用による照射との比較も行った。

症例 2．40 歳代男性患者同意のもとに、下顎左側小臼歯部小帯切除時にオペレーザー NEOS を使用し、無麻酔
下 出力 4W、出力モード：SP1 連続 の設定で切開を行い、注水無しで半分、残りを注水有りの設定で行い、
照射直後の所見と 1 日後、5 日後、治癒までの状態を比較した。

【結果および考察】
1．メラニン色素沈着への蒸散では、オペレーザー NEOS でのスキャニングによる照射、ならびに注水下での照

射では、ほとんど炭化が認められなかった。1 週後ではほぼ正常な歯肉に回復し、メラニン色素も色調の改善が認
められた。

2．小帯への照射においては、オペレーザー NEOS による無麻酔注水下での照射ではほとんど炭化が認められな
かった。5 日ではほぼ回復した。
炭酸ガスレーザー照射時に注水を併用した場合、炭化の軽減効果が著しいことが確認された。

高出力炭酸ガスレーザ－照射時におけるスキャニングは、通常の照射より炭化が抑制されたことから有効性が確
認された。

今後、照射距離、出力、出力モードの設定、リピートパルスの設定等照射条件について更に検証する予定である。

P-18
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知覚過敏症罹患モデル象牙質を用いた 
CO2 レーザーによる象牙細管封鎖性に関する研究

大阪歯科大学歯科保存学講座

○保尾謙三，横田啓太，廣田陽平，岩田有弘，平井千香子，吉川一志，山本一世

Study on sealability of dentinal tubules with CO2 laser using a model  
of hypersensitive dentin

Department of Operative Dentistry, Osaka Dental University

Kenzo YASUO, Keita YOKOTA, Yohei HIROTA, Naohiro IWATA, Chikako HIRAI, Kazushi YOSHIKAWA,  
Kazuyo YAMAMOTO.

【目的】
象牙質知覚過敏症の治療法には、イオン導入、薬物塗布、レーザー照射や接着性材料による罹患部位の被覆など

があり、その中でレーザー照射は、生体相互作用における光化学作用と光熱作用を利用し、知覚過敏の緩和を目的
とした LLLT や、表面吸収性レーザーを用いた象牙細管の封鎖を目的として使用されている。CO2 レーザーは象
牙質知覚過敏症に用いられており、表面吸収性レーザーであるため象牙細管の封鎖に適しているが、照射条件によっ
ては象牙質表面の炭化が認められる。本実験では、CO2 レーザーの象牙細管封鎖性について、知覚過敏症罹患モデ
ル象牙質を用いて測定した象牙質透過抑制率から、適切な照射条件の検討を行った。

【材料と方法】
CO2 レーザー（以下レーザー）発振装置として Bel Laser（タカラベルモント、以下 BL）と Panalas C05 Σ（パ

ナソニックデンタル、以下 PA）を用いた。ウシ歯前歯を被験歯とし、モデルトリマーと耐水研磨紙＃ 600 までを
用いて直径 8 mm、厚さ 1 mm の象牙質ディスク試料を作製した。善入らの研究報告 1）に準じて作製された装置を
用いて、象牙細管内液を満たした試料ステージに試料を装着し、内圧を 25 mmHg に規定した。照射出力を BL は
BP モード 2.0 W、PA はΣモード 2.0W とし、ムービングステージの移動速度と、レーザー照射距離から下記の条
件で照射を行い、照射前後の象牙細管内液の移動量から象牙質透過抑制率を測定した（n＝5）。その後、共焦点レー
ザーマイクロスコープならびに SEM 観察にて観察を行った。一元配置分散分析および Scheffe の分析により統計
処理を行った（p＜0.05）。なお、本研究は大阪歯科大学の動物実験委員会の承認を得て行った（第 16-09003 号）。

【結果および考察】
条件 1 の象牙質透過抑制率は、条件 2 と 4 と比べて有意に高かった。条件 2 と 3 と 4 の象牙質透過抑制率に有意

差は認められなかった。条件 5 と 6 と 7 と 8 の象牙質透過抑制率に有意差は認められなかった。これは、各条件に
おけるエネルギー密度の差と、照射距離によるエネルギーの減衰が影響していると考えられる。

【結論】
CO2 レーザーである Bel Laser の照射条件 BP モードは高い象牙細管封鎖性を有し、象牙質知覚過敏症における

治療方法として有効であることが示唆された。

1） 善入ら．知覚過敏罹患モデル象牙質へのレーザー照射が透過性に与える影響について．日歯保存誌 2008；51：
48-62.
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日本レーザー歯学会 第 3回症例報告会開催のご案内 

 

一般社団法人日本レーザー歯学会 理事長 冨士谷 盛興 

研修・安全講習委員会 委員長 大浦 教一 

認定委員会 委員長 木村 裕一 

 

日本レーザー歯学会では、平成 30年 1月、会員歯科医師の症例の報告を発表する場を提供することを目

的として、症例報告会を下記の通り開催致します。是非、ご参加をいただければ幸いです。 

記 

日 時：平成 30(2018)年 1月 14日（日）15：00～17：00（予定） 

会 場：東京医科歯科大学 歯科棟南（歯科外来事務棟）4階 歯学部特別講堂 

＊JR御茶ノ水駅、東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅、東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅下車 

定 員:8名（定員になり次第、受付を終了します） 

 

■発表費用：20,000円 

＊症 告会 同日 の 回 会に  

 

■発表時間  1演題 発表10分 、質疑応答3分 

＊症例報告会において筆頭で発表できるのは日本レーザー歯学会会員の歯科医師のみとなります。 

 共同発表者も日本レーザー歯学会会員に限ります。 

 

座長： 木村 裕一先生 （同 常務理事） 

 

■ホームページ：http://www.kokuhoken.or.jp/exterior/jsld/form/ 

 

■演題募集・抄録提出：2017年 8月 1日（火）～2017年 12月 15日（金） 

 

＊内容を随時更新しますので、最新情報は日本レーザー歯学会 HPにてご確認ください。 

＊教育研修会に 会 には、日本レーザー歯学会専門医制度において研修 6単位が認定されます。 

 例 の れ  

＊ 1 共  

途中参加・退席の場合には認定されないのでご注意ください。 

＊発表は液晶プロジェクターを使用します。 さ  

＊本報告会に参加いただくためには、 の り 参加費を指定

口座にお振り込みいただき、次頁の参加申込用紙にご記入の上、FAXにてお申し込みください。 

＊申込締切日は平成 29年 12月 15日（金）とさせていただきます。締切日以前であっても、定員に達した 

段階で受付を終了させていただきます。 

＊12 27日 降の ル ので、予めご了承

ください。 

＊ 申 回 修会 催 内  

 
後援：(一社)日本歯学系学会協議会 
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日本レーザー歯学会 第６回歯科用レーザー教育研修会開催のご案内(詳細) 

 

 一般社団法人日本レーザー歯学会 理事長 冨士谷 盛興 

同・研修・安全講習委員会 委員長 大浦 教一 

  同・認定委員会 委員長 木村 裕一 
   

 日本レーザー歯学会 研修・安全講習委員会では、歯科医師・スタッフの皆様を対象として、歯科用レー

ザーの最新情報と安全使用に関する研修会を下記の通り開催いたします。また専門医取得を目指す歯科医師

のために症例報告会を下記の通り開催致します。歯科用レーザーの代表的な各社よりレーザー機器の最新機

器も展示・紹介しています。 

皆様ぜひ、ご参加いただければ幸いです。 
 

記 
 

「歯科用レーザーのコラボレーション」 
 

日 時：平成30（2018）年 1月14日（日） 9:30 ～15:00  

場 所：東京医科歯科大学 歯科外来事務棟 4階 歯学部特別講堂 

    東京都文京区湯島1-5-45 

    *JR 御茶ノ水駅下車 御茶ノ水橋口徒歩2分 

または東京メトロ 丸ノ内線 御茶ノ水駅下車1番出口徒歩1分 

■定員：150名、症例報告会発表者8名（定員になり次第、受付を終了します） 

■参加費：会員歯科医師    7,000円      会員外歯科医師   12,000円 

会員パラデンタル  3,000円      会員外パラデンタル 5,000円 

     学部学生・大学院生・研修医  3,000円 

■講演 

演者： 冨士谷 盛興先生  (一般社団法人 日本レーザー歯学会理事長) 

 「専門分科会としてのこれからのレーザー歯学会」（仮） 

篠木 毅先生 （同 監事） 

「歯科用レーザーのコラボレーション Er:YAGレーザーを中心として」 

大浦 教一先生（同 常務理事） 

         「歯科用レーザーのコラボレーション 炭酸ガスレーザーを中心として」 

         永井 茂之先生（同 常務理事） 

    「歯科用レーザー安全に関する最新情報」 

座長： 吉田 格先生  (同 理事) 

■ランチョンセミナー 

     演者:   篠木 毅先生 

タカラベルモント株式会社 

■企業歯科用レーザー展示・紹介 

＊内容を随時更新しますので、 最新情報は日本レーザー歯学会HPも併せて確認ください。 

＊本講習会終了後に引き続き第3回症例報告会が開催されます。 

＊本講習会を受講された会員には、日本レーザー歯学会より修了証が授与されます。 

＊本講習会に1日参加された会員には、日本レーザー歯学会認定医制度において研修6単位が認定されます。

開始時に受講証を配布し、終了時に捺印いたします。途中参加・退席の場合には認定されないのでご注

意ください。 

＊本講習会を受講いただくためには、 前 加 参 振込 要と 。参加費を指定 

口座にお振り込みいただき、次頁の参加申込用紙にご記入の上、FAXにてお申し込みください。 

＊申込締切日は平成29年12月15日（金）とさせていただきます。締切日以前であっても、定員に達した段階

で受付を終了させていただきます。 

＊12月2 日（水 以降 ルに 返 は ませ ので、予めご了承く

ださい。 

■後援：(一社)日本歯学系学会協議会 
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日本レ ザ 会 第 6 回 レ ザ 教 研修会 

平成 30 年 1 月 14 日開催 於：東京医科歯科大学 歯科南棟（歯科外来事務棟）４階特別講堂 

F x 送付先 0 3947 873   

参加申込書 

フリガナ  ＴＥＬ  

お 名 前  ＦＡＸ  

ご 住 所  

勤務先名  

参加費（該当する区分の□にチェックをしてください）  

□会員歯科医師   （7,000 円 修了証発行費用含む）      □会員外歯科医師 （12,000 円） 

□会員パラデンタル （3,000 円 修了証発行費用含む）      □会員外パラデンタル （5,000 円） 

□学部学生・大学院生・研修医（3,000 円） 

＊学部学生・大学院生・研修医料金でお申し込みの場合には、学生証などの証明書のコピーが必要

となります。また、会員で修了証の発行を希望される方は、研修会当日に実費（1,000 円）をお支払

いいただきます。 

第 3 回症例報告会（該当する区分の□にチェックをしてください） 

□発表費用 （20,000 円） 

＊筆頭発表者は本学会会員歯科医師のみ、共同発表者は本学会会員に限ります。 
 

込みの  

１ 

参加費を右記の指定口座にお振り込みください。 

＊振込票の控えを領収書にかえさせていただき 

ますので、あらかじめご了承ください。 

     ↓ 

２ 

参加申込書にご記入のうえ、ＦＡＸにてご送付 

ください。学部学生・大学院生・研修医料金でお

申し込みの場合には、学生証などの証明書のコ

ピーを合わせて FAX にてご送付ください。 

      ↓ 

３ 
上記１、２で参加申込手続きは完了です。 

（研修会当日に会場までお越しください） 

      ↓ 

当日 
会場受付で本参加申込書をご提示ください。 

（受講証をお渡しいたします） 

 

【振込先】 

①郵便局からお振込の場合（郵便振替） 

口座番号：００１１０ - ０ - ７６４０１９ 

加入者名：日本レーザー歯学会研修会 

②郵便局以外の金融機関からお振込の場合 

金融機関：ゆうちょ銀行 

金融機関コード：９９００ 店  番：０１９ 

預金種目：当座 

店  名：０一九店（ゼロイチキュウ店） 

口座番号：０７６４０１９ 

加入者名：日本レーザー歯学会研修会 

 【参加申込および入金締切日】 

平成29年12月15日（金） 

【お問い合わせ先】 

（一財）口腔保健協会コンベンション事業部 

 日本レーザー歯学会研修会運営事務局 

〒170-0003  

東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル 

TEL 03-3947-8761 FAX 03-3947-8873 

E-mail：gakkai1@kokuhoken.or.jp 

 

後援：(一社)日本歯学系学会協議会 
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