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光と共に歩む歯科医療

日 時 ： 年 月 日（土）～ 日（日）

会 場 ： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール

〒 東京都千代田区富士見

大 会 長 ： 沼部 幸博 （日本歯科大学 生命歯学部 歯周病学講座 教授）

準備委員長 ： 村樫 悦子 （日本歯科大学 生命歯学部 歯周病学講座 講師）

＜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 回記念 日本レーザー歯学会
総会･学術大会
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第 30 回記念 日本レーザー歯学会総会 ･ 学術大会へようこそ！

　
　

　私ども日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 ･ 日本歯科大学附属病院は、この度担当校として、第 30
回記念 日本レーザー歯学会総会・学術大会開催のお世話をさせて頂くこととなりました。
　本プログラム・抄録集にあるように、本会は平成 30 年（2018 年）10 月 20 日（土）、21 日（日）の２日
間、「日本歯科大学 生命歯学部」において開催されます。
　メインテーマは「光と共に歩む歯科医療」。ご存じのように今や歯科医療において、レーザーや LED な
どの「光」の利用は欠かせないものとなっています。日本レーザー歯学会学術大会ではこの 30 年間、様々
な症例と研究報告が行われるとともに、歯科用レーザーの安全かつ適切な使用に向けて、多くの歯科医師、
コ・デンタルスタッフの方々を導いてきました。
　本会では、20 日の午前には倫理 ･ 利益相反 ･ 未承認機器委員会企画講演、シンポジウム I として理化学
研究所生命機能科学研究センターの片岡洋祐先生による講演「低反応レベル光の生体への作用」、午後には、
日本歯科大学新潟生命歯学部の新海航一先生による認定講習会、日本歯科医学会会長の住友雅人先生によ
る会長講演「やわらかな頭をつくる歯科サロンの開設を」、そして 30 周年記念講演として大阪大学大学院
の粟津邦男先生による「レーザー歯学 30 年―来し方 ･ 行く末」、さらに 30 周年記念式典・祝賀会が開催
されます。
　21 日の午前には教育講演として篠木歯科の篠木毅先生による「レーザー治療と保険導入―安全な治療を
目指して―」、シンポジウム II として神戸大学大学院の古森孝英先生による「軟組織に対する歯科用レー
ザーの応用」と江黒歯科クリニックの江黒徹先生による「歯科用レーザーによる齲蝕治療のエビデンス」、
特別講演として東京医科歯科大学大学院の青木章先生による「レーザーと歯周組織の治癒 ･ 再生」、さら
に愛知学院大学歯学部の吉田憲司先生による歯科用レーザー安全講習会が開催されます。
　このように、本会では歯科用レーザーにおける臨床応用のエビデンス、レーザーの生物学的効果の仕組
み、軟組織 ･ 硬組織に対する歯科用レーザー応用の実際、さらには保険収載への対応に関して、特別講演、
教育講演、シンポジウムを軸として、歯科用レーザー安全講習会、認定講習会、倫理 ･ 利益相反 ･ 未承認
機器委員会企画講演など、盛りだくさんな内容を企画させて頂きました。また研究 ･ 症例報告としてのポ
スター発表、企業の方々にご協力頂いたランチョンセミナー、企業展示の数々も見逃せない内容です。さ
らに粟津邦男先生の 30 周年記念講演では、本会の 30 年間の歩みと将来について語られるものと思います。
　私達はこの２日間を、これまで本学会をここまで大きく発展させてきた方々、現在の学会員の方々、そ
れ以外の歯科医療関係者、業者の方々と一緒に、「歯科医療における光の応用の現在と未来」に関して熱
く議論する機会にしたいと考えています。
　どうかごゆっくりお楽しみ頂ければ幸いです。
2018 年 9 月吉日
 第 30 回記念 日本レーザー歯学会総会 ･ 学術大会 大会長 
 沼部幸博
 （日本歯科大学生命歯学部　歯周病学講座　教授）
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1． 事前登録の手続きをされている方につきましては、大会参加証を必ずご持参の上、ご来場ください。
2． 事前登録は学会告示の通り、8 月 24 日（金）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。

10 月 20 日（土）　8：30～16：30　10 月 21 日（日）　8：30～15：00
当日参加費 会員 12,000 円

非会員 14,000 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）

30 周年記念式典・祝賀会費：一律 9,000 円
3． 学術大会参加証には、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､ 本館 8 階富士見ホールエントランス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　10 月 20 日（土）　8：30～17：15　10 月 21 日（日）　8：30～16：30

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． 30 周年記念式典・祝賀会は、20 日（土）、18：00 より本館 1 階メモリアルホールにて開催します。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。（参加費　9,000 円）
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、21 日（日）16：10 から行われる閉会式にて表彰式を

行います。
9． ランチョンセミナーを 10 月 21 日（日）12：00 より B 会場（本館 3 階 131 講堂）で行います。昼食は先着順

となります。数に限りがございますので、ご容赦ください。

　
　

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｡
　　　　　　　20 日（土）　 9：00～10：00　 ポスター貼付

10：00～17：30　 ポスター掲示
　　　　　　　21 日（日）　 9：00～13：00　 ポスター掲示

13：00～13：50　 ポスター発表（座長の指示に従ってください｡）
13：50～15：00　 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『指示棒』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､ 本館 7 階臨床講義室前に設置

予定のポスター受付にお立ち寄りください｡

参加登録される皆さまへ

演 題 発 表 さ れ る 皆 様 へ
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　　　　⑥　諸注意
　　　　　　1）　 ポスターパネルは掲示可能なス

ペースが横 150㎝､ 縦 90㎝でその
うち上部横 130㎝、縦 20㎝は演題
名等のスペースとし､ 本文示説用
のスペースは､ 横 150㎝、縦 70㎝
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
学会で用意します｡

　　　　　　3）　 演題番号の右側の横 130㎝､ 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､ 共同演者がいる発
表の場合､ 発表代表者の氏名の前に○印をつけてください。

　　　　　　4）　 演題名・所属・発表者名を表示するスペースの見やすい位置に､ 発表代表者が分かりやすい
ように手札判（横 8㎝､ 縦 10.5㎝）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､ 材料及び方法､ 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事は発表者の自由です｡

●学会会場　日本歯科大学生命歯学部　富士見ホール：〒 102-8159 東京都千代田区富士見 1-9-20　本館 8 階

JR 飯田橋駅（総武線）徒歩 5 分　
地下鉄 飯田橋駅

（東西線 有楽町線 ，
南北線 都営大江戸線）徒歩 6 分
地下鉄 九段下駅

（東西線 都営新宿線 半蔵門線）徒歩 8 分

ア　　　ク　　　セ　　　ス
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企業展示 Ａ会場
【富士見ホール】

大会受付



プ　　ロ　　グ　　ラ　　ム

■タイムテーブル

■プログラム
10 月 20 日（土）

〔Ａ会場　本館 8 階富士見ホール〕
 9：00～ 9：20 開会式
 9：20～10：20 倫理・利益相反・未承認機器委員会企画講演（倫理講習会）
 座長　鈴木泰明（神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野）
 「臨床研究法を考える」
  沼部幸博（第 30 回記念日本レーザー歯学会総会・学術大会大会長）
10：20～10：30 休憩
10：30～11：40 シンポジウムⅠ　 座長　大城貴史（医療法人社団慶光会大城クリニック）
 「低反応レベル光の生体への作用」
  片岡洋祐（理化学研究所生命機能科学研究センター細胞機能評価研究チーム）
11：40～13：00 休憩
13：00～14：00 代議員会（社員総会）
14：00～14：10 休憩
14：10～15：00 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歯内療法学分野）
 「歯科用レーザーを用いた齲蝕治療の新たな展開」
  新海航一 （日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第 2 講座）
15：00～15：20 休憩

7

2018/10/20(土)

受付
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2018/10/21(日)
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(本館8階富士見ホール

エントランス)

クローク
(本館8階富士見ホール
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休
憩
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9:00～16:00　企業展示

ランチョン
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ポスター発表
13:00～13:50

ポスター撤去
13:50～15:00

8:30～16:30　クローク

閉会
式

16:10～

教育講演
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シンポジウムⅡ
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8:30～15:00　受付
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9:00～10:00 10:00～17:30　 ポスター掲示

9:00～17:30　企業展示

18:00～
式典･祝賀会

パラデンタル対
象認定講習会
14:10～15:00

日本歯科
医学会会
長講演

15:20～15:50

30周年記念講演
16:00～17:00

18:00

8:30～16:30　受付

8:30～17:15　クローク

開会
式
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倫理講習会
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シンポジウムⅠ
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認定講習会
14:10～15:00

休憩
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　第30回記念日本レーザー歯学会学術大会　タイムテーブル
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企業展示 Ａ会場
【富士見ホール】

大会受付



15：20～15：50 日本歯科医学会会長講演 座長　冨士谷盛興（日本レーザー歯学会理事長）
 「やわらかな頭をつくる歯科サロンの開設を」
  住友雅人（日本歯科医学会会長）
15：50～16：00 休憩
16：00～17：00 30 周年記念講演 座長　篠木　毅（篠木歯科）
 「レーザー歯学 30 年～来し方・行く末～」
  粟津邦男（大阪大学大学院工学研究科大学院生命機能研究科国際医工情報センター）

〔Ｂ会場　本館 3 階 131 講堂〕
14：10～15：00 パラデンタル対象認定講習会
 座長　鈴木泰明（神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野）
 「パラデンタルとして必要なこと」
  小林一行（鶴見大学短期大学部歯科衛生科）

〔ポスター会場　本館 7 階臨床講義室〕
 9：00～10：00 ポスター貼付
10：00～17：30 ポスター掲示

〔本館 1 階メモリアルホール〕
18：00～20：00 30 周年記念式典・祝賀会

10 月 21 日（日）
〔Ａ会場　本館 8 階富士見ホール〕
 9：00～10：00 教育講演 座長　横瀬敏志（明海大学歯学部機能保存回復学講座）
 「レーザー治療と保険導入―安全な治療を目指して―」
  篠木　毅（篠木歯科）
10：00～11：50 シンポジウムⅡ 座長　青木　章（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）
 「軟組織に対する歯科用レーザーの応用」
  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）
 「歯科用レーザーによる齲蝕治療のエビデンス」
  江黒　徹（江黒歯科クリニック）
11：50～14：00 休憩
14：00～15：00 特別講演 座長　沼部幸博（第 30 回記念日本レーザー歯学会総会・学術大会大会長）
 「レーザーと歯周組織の治癒・再生」
   青木　章（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）
15：00～15：10 休憩
15：10～16：10 歯科用レーザー安全講習会 座長　大浦教一（大浦歯科クリニック）
 「口腔軟組織疾患に対するレーザー治療
 ―新規保険収載された軟組織へのレーザー照射療法に関する安全教育研修―」
  吉田憲司（愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座）
16：10～16：30 閉会式

〔Ｂ会場　本館 3 階 131 講堂〕
12：00～12：50 ランチョンセミナー（共催：株式会社モリタ、タカラベルモント株式会社、昭和薬品化工株式会社）
 「Er:YAG レーザーの安全管理」
  中根　晶（アキおやこ歯科医院）
 「炭酸ガスレーザーの安全管理」
  塩谷公貴（ノエル歯科医院）
 「半導体レーザーの安全性について」
  大橋英夫（まほろば歯科）

〔ポスター会場　本館 7 階臨床講義室〕
 9：00～13：00 ポスター掲示
13：00～13：50 ポスター発表（P-1～P-12　13：00～13：24 ／ P-13～P-21　13：24～13：48 ）
13：50～15：00 ポスター撤去
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 ポスター発表
13：00～13：24 座長　中島京樹（大洗中島歯科医院）
P-1 日本レーザー歯学会主催第 5 回歯科用レーザー教育研修会開催報告
 ○大橋英夫 1），大槻昌幸 1），篠木　毅 1），髙森一乗 1），津久井明 1），中根　晶 1），永井茂之 1），吉田　格 1），
 　吉嶺真一郎 1），守矢佳世子 1），大浦教一 1），長野孝俊 2），五味一博 2）

 　日本レーザー歯学会研修・安全講習委員会 1），鶴見大学歯学部歯周病学講座 2）

P-2 新規レーザー歯科医療技術の保険導入の歴史
 ○山口博康，海老原新，大槻昌幸，髙森一乗，松見秀之，八島章博，中嶋　昭，永井茂之，清水典佳
 　日本レーザー歯学会社会保険委員会
P-3 神戸大学病院歯科口腔外科における過去 10 年間のレーザー治療に対する臨床的検討
 ○香西慎一，木本　明，八谷奈苗，山下淳也，松尾健司，榎本由依，重岡　学，北山美登里，松本耕祐，
 　鈴木泰明，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
13：00～13：24 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-4 炭酸ガスレーザー照射によるエナメル質表層下脱灰病巣の耐酸性効果について
 ○飯塚純子 1），向井義晴 1），二瓶智太郎 2）

 　神奈川歯科大学大学院歯学研究科
 　口腔統合医療学講座保存修復学分野 1），口腔科学講座クリニカルバイオマテリアル学分野 2）

P-5 知覚過敏症罹患モデル象牙質を用いた CO2 レーザー（波長 9.3 nm）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
P-6 象牙質表面性状に及ぼす Er:YAG laser 照射の影響について
 ○山崎涼子
 　明海大学歯学部付属明海大学病院歯科衛生部
13：00～13：24 座長　木村裕一（奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯内療法学分野）
P-7 平均パワー密度 60W/cm2 の Q スイッチ Er:YAG レーザー照射が象牙質およびレジン接着に及ぼす影響
 ○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-8 Q スイッチ Er:YAG レーザー照射象牙質に対するレジン接着のメカニズムに関する研究
 ○近藤聡太 1），間　久直 1），谷口あや 2），関根伸一 3），田中健司 2，4），秋山茂久 2），粟津邦男 1，5，6）

 　 大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻 1），大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部 2），大
阪大学歯学部附属病院予防歯科 3），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 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-9 紫 LED 光源の光照射を用いたオフィスホワイトニングで色調改善を行った一症例
 ○石川明子，中西生美
 　日本歯科大学附属病院総合診療科ホワイトニング外来
13：00～13：24 座長　加藤純二（医療法人社団楓樹会棚田歯科医院）
P-10  クマザサ葉アルカリ抽出液（ササヘルスⓇ）とダイオードレーザーを用いた光線力学療法による根管洗浄につ

いて
 ○増田宜子，門倉弘志，山崎崇秀，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
P-11  インドシアニングリーン封入ナノ粒子と半導体レーザーを用いた抗菌光線力学療法（aPDT）による Entero︲

coccus faecalis 殺菌効果と歯根温度変化
 ◯樋口直也 1），佐々木康行 2），稲本京子 1），林潤一郎 2），三谷章雄 2），福田光男 2），中田和彦 1）

 　愛知学院大学歯学部歯内治療学講座 1），歯周病学講座 2）

P-12 Er:YAG レーザーを用いた根管洗浄時に生じる根尖孔外の圧力および根管内蒸気泡の挙動
 ―チップ直径およびチップ形態による影響―
 ○高野　晃，渡辺　聡，本郷智之，八尾香奈子，佐竹和久，興地隆史
 　東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座歯髄生物学分野
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13：24～13：48 座長　吉成伸夫（松本歯科大学歯科保存学講座）
P-13  レジンセメントを用いた CAD/CAM 用ハイブリッドセラミックとコンポジットレジンコアの接着強さに及ぼ

すレーザー照射併用シランカップリング処理の影響
 ○チュンジット・パコーン 1），川嶋里貴 2），鈴木雅也 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 1），日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第 2
講座 2）

P-14 紫外線 LED の歯周病原細菌への影響
 ○Nay Aung1），竹内康雄 1），平塚浩一 2），片桐さやか 1），青木　章 1）

 　 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 1），日本大学松戸歯学部生化学 · 分子生物学講座 2）

P-15 白色 LED 光の殺菌効果と白色 LED 内蔵歯ブラシによるブラッシングの臨床的効果
 ○石黒一美 1，2），中西生美 3），村樫悦子 2），沼部幸博 1，2）

 　 日本歯科大学生命歯学部歯学教育支援センター 1），日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 2），日本歯科大学
附属病院総合診療科 3）

13：24～13：48 座長　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）
P-16 Er:YAG レーザーによるラットの骨組織蒸散後の治癒評価 ―バー切削との比較
  ○大杉勇人，水谷幸嗣，片桐さやか，野田昌宏，髙木　徹，柿﨑　翔，北中祐太郎，林　泰誠，青木　章
 　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
P-17 OVX ラットにおけるオッセオインテグレーションに及ぼす半導体レーザー照射の影響
 ○山﨑崇秀，上田堯之，加藤邑佳，門倉弘志，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
P-18 He-Ne レーザー照射が骨欠損部の骨形成におよぼす影響についての基礎的研究
 ○杉田好彦 1，2），磯村まどか 1），佐藤伸明 1），河合遼子 1），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）

13：24～13：48 座長　福田光男（愛知学院大学歯学部歯周病学講座）
P-19 神経障害性疼痛モデルにおける低反応レベルレーザー治療による疼痛緩和効果
 ○大郷英里奈 1），大郷友規 2），石川昌嗣 3），福岡宏士 4）

 　 大阪歯科大学歯科麻酔学講座 1），大阪歯科大学高齢者歯科学講座 2），Bees Dental Office（福岡市）3），福岡
歯科医院（さつま町）4）

P-20 Er:YAG レーザーを照射した歯根膜細胞における MMP の機能
 ○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），山越康雄 4），五味一博 1）

 　 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-21 Er:YAG レーザーを用いて歯肉整形術を行った一症例
 ○五十嵐（武内）寛子，沼部幸博
 　日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座
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日本歯科医学会会長講演

30 周 年 記 念 講 演

特 別 講 演

教 育 講 演



「やわらかな頭をつくる歯科サロンの開設を」

住友　雅人
日本歯科医学会会長

　2040 年に向けた歯科界イノベーションロード
マップについて全分科会にお願いした。これは
2019 年に創設 70 周年を迎える日本歯科医学会の
記念事業である。
　高齢者人口が最も多くなる「2040 年問題」は、
現時点では、ある意味ネガティブキャンペーンと
して扱われている。しかしこれを「2040 年テーマ」
としてポジティブに捉えるとどうだろう。「幸い
にも」わが国は超高齢社会に到達する期間が早
かっただけに、短期間で多くのデータが蓄積され
てきた。歯科においても高齢者の口腔状態に関す
る多くのデータが全身と口腔の関係にまで及んで
得られていることを踏まえて、歯科界は「2040
年テーマ」に専門領域としての提言を行い、実行
者として貢献していかなければならない。歯科界
イノベーションロードマップは、いま現在すでに
多分野他業種にわたって入手できている超高齢社
会の新鮮なビッグデータをいかに活用するか、あ
らゆる手段と思考錯誤を重ねながら、さまざまな
視点からテーマ達成への道を切り開いていこうと
するものである。そのロードマップに未来がか
かっている。
　ロードマップの作成にあたっては、まず、現在
までの高齢者の口腔と全身の状況を整理しビッグ
データとして再構築して、2040 年に相応しい状
況を描きだす。そこからバックキャスティングし
てそれぞれの時代に実現可能なイノベーションを
示していくのがよいのではないかと考えている。
AI 技術の進歩や資源の開発、発達などに連動し
ながらの柔軟な検討が必要である。もっと大切な
のは夢を語り合うことかもしれない。宇宙空間に
滞在することで老化の現象を短期間に観察できる
など、実際に行かなければ理論だけで終わってし
まっただろう。クローン技術でさえ空想小説の域
を完全に越してしまった。気の置けない犬の散歩
仲間たちが自由に発していた、歯みがきのたびに
口腔内の健康チェックをして専門家から適切なア
ドバイスを受取る歯ブラシとか、使い捨ての入れ

歯とか、好みのサイズの刻み食仕上げにしてくれ
るサラダバー、虫歯菌育成ゲームで幼少期から学
ぶ口と病気との関係、夢は何でもありである。
　それぞれの専門分野で大いに議論し、提案され
たアイディアは、歯科界全体のイノベーション構
想としてまとめて世に示す。そしてそれは「2040
年テーマ」を達成させる原動力となり、未来の歯
科界をどう築き上げるかという目標と働き方への
指針にもなる。さて、各分科会からどのようなイ
ノベーションロードマップが提出されるか、楽し
みである。

【学歴】
1969 年 3 月	 日本歯科大学卒業
1973 年 3 月	 	日本歯科大学大学院歯学研究科（歯

科理工学専攻）修了
【職歴】
1973 年 6 月	 	日本歯科大学口腔外科学 1 講座助手
1974 年 4 月	 日本歯科大学歯科麻酔学教室助手
1996 年 5 月	 	日本歯科大学歯学部共同利用研究所

教授（歯科麻酔学併任）
2001 年 4 月	 日本歯科大学歯学部附属病院長
2008 年 4 月	 日本歯科大学生命歯学部長
2013 年 4 月	 日本歯科大学名誉教授
2013 年 7 月	 日本歯科医学会会長（現在に至る）
2016 年 4 月	 	（一社）日本歯科医学会連合理事長

（現在に至る）
2018 年 4 月	 	（一社）日本歯科専門医機構理事長	

	 （現在に至る）
【留学】
国内：
1974 年 4 月	 日本大学医学部板橋病院麻酔科
国外：
1980 年 4 月	 	英国ロンドン大学イーストマン歯科

病院・麻酔科
1981 年 2 月	 	フィンランド・トゥルク大学医学部

歯学科
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レーザー歯学 30年～来し方・行く末～

粟津　邦男 1），2），3）

大阪大学 1）大学院工学研究科，2）大学院生命機能研究科，3）国際医工情報センター

　レーザー歯学会 30 周年誠におめでとうござい
ます。私がレーザー歯学と出合ったのは 1995 年
米国より帰国後すぐに元本会理事長熊崎護先生が
当時の自由電子レーザー研究所を訪ねてこられ「9	
nm 帯自由電子レーザーによる象牙質の表面改質
研究」を共同で進めさせて頂いたことがきっかけ
でした。その後山本肇先生（元東京医科歯科大学
学長）のご推薦にて、硬組織による齲蝕除去シス
テムとしての ErYAG レーザーの開発研究・普及
支援をさせて頂く共に、レーザーと口腔組織の相
互作用を中心とした研究を進めてきました。思い
出しますと本学会 20 周年の記念大会は小生が大
会長として大阪大学にて開催させて頂き、又 30
周年の記念講演の栄誉を頂けること、富士谷学会
理事長はじめ会員の皆様に心から御礼申し上げる
次第です。
　ご存知の通り世界で初めてレーザー発振が発表
された 1960 年当時からレーザーの歯科口腔領域
への応用は試みられ、現在では日常臨床に広く、
Nd:YAG レーザー、CO2 レーザー、半導体レー
ザーが軟組織の処置に、Er:YAG レーザーが硬
組織の処置に用いられています。Nd:YAG レー
ザーと半導体レーザーはどちらも軟組織の透過性
が高い波長ですが、半導体レーザーの方がメンテ
ナンスは容易であり、高出力化と共に、小型化、
パルス幅の短縮などが進められているため、今後
は更に半導体レーザーの普及が拡大すると考えら
れます。最近ではバッテリーで駆動可能な半導体
レーザーも見られるようになっており可搬型機器
も使われ始めています。CO2 レーザーは工業用で
安定・安価な光源として使われ続けている事に加
えて中空光ファイバーの出現によって、歯科・医
科でもより使いやすくなり、対象機種も増えてき
ております。
　このような現状を踏まえて今後のレーザー歯科
学の流れを、レーザー進化の歴史、即ち「短波長
化、励起も含めた半導体化、短パルス化」である
ことを踏まえて改めて考えてみますと、二つの側
面が見えてきます。一つはレーザー科学の発展に
より、あらゆる波長のレーザーが使える自由度を
レーザー歯科学が手に入れたにも拘わらず、臨床
研究ではごくごく限られたレーザーのみの使用が
長く続いている事への疑問。今一つはフェムト秒
に迄達した超短パルス幅を持つ高強度レーザーが
光通信や非熱的加工で広く産業用として用いられ
ているにも拘わらず、歯科レーザー機器はマイク

ロ秒程度の熱的プロセスを中心としたクラシック
な機器であり続けている謎、です。
　記念講演のタイトルに、～来し方行く末～と付
けましたので、本講演ではこの二つ、「如何に治
療に適したレーザーを選ぶかという考え方＝生体
組織光学的アプローチ」と「短パルス化による切
削概念の変革＝非熱的アブレーション」を中心に
お話いたします。
　また今後臨床へ発展するであろうと考え、私ど
もが進めている歯周菌に対する光線力学治療の基
礎研究と齲蝕部の硬さを簡便・定量的に計測する
光齲蝕診断技術についてもご紹介できれば幸いで
す。末筆になりますが、30 周年の記念大会をス
テップとして本会がさらに世界のレーザー歯学分
野を牽引していかれること祈ってやみません。

【参考文献】
1）	粟津、赤外レーザー医工学、大阪大学出版

（2008）
2）	加藤、粟津、篠木、守矢、一からわかるレーザー

歯科治療、医歯薬出版（2003）
3）	加藤、守谷、粟津、一目でわかる歯科用レーザー

図鑑、医歯薬出版（2008）

【略歴】1958 年京都生まれ。1984 年 3 月、神戸大
学大学院工学研究科修了。工学博士、医学博士。
University	 of	TEXAS,	MD	Anderson	Cancer	
Center,	Visiting	Scientist、自由電子レーザ研究
所（通産省系プロジェクト研究所）主任研究員・
超分子工学研究部部長を経て、2000 年 5 月、大
阪大学大学院工学研究科教授となり現在に至る。
2007 年 4 月、大阪大学国際医工情報センター教
授（兼）。2011 年 10 月、大阪大学大学院生命機
能研究科教授（兼）。京都大学化学研究所客員教授、
九州大学大学院客員教授、光産業創成大学院大学
客員教授、千歳科学技術大学客員教授、高知大学
医学部客員教授（光線医療センター顧問）【専門】
医用工学、生体組織光学、レーザー医療機器のレ
ギュラトリーサイエンス。【学会】日本レーザー
医学会（副理事長・編集委員長・医用レーザー機
器開発推進委員長・指導研究者）、日本レーザー
歯学会（理事）。日本光線力学学会（幹事）、日本
レーザー治療学会（理事）、日本レーザー獣医学
研究会（副会長）レーザー学会（諮問員）、日本
生体医工学会、SPIE 等。趣味は絵画・クラシッ
ク音楽鑑賞とゴルフ。
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レーザーと歯周組織の治癒・再生

青木　章
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

　歯周治療・インプラント周囲治療においては広
義の光治療（phototherapy）として様々なレー
ザー／ LED が応用されている。今日、レーザーは、
その優れた組織蒸散・殺菌・組織刺激効果により、
従来の機械的治療（mechanical	 therapy）に複合
的に応用され、一部の重度歯周炎における化学療
法とともに、歯周治療の治療様式は、機械-化学
-光療法（mechano-chemo-phototherapy）の段
階へと発展しつつある。
　レーザーはその優れた物理的・生物学的効果に
より、歯周組織の治癒・再生においても重要な役
割を果たしつつある。物理的な優れた蒸散効果は
病巣部をより確実に徹底的に正確にデブライドメ
ントするために有効で、さらに、レーザーの生物
学的効果、すなわち周囲組織への細胞／組織活性
化効果（Photobiomodulation）も加わり、従来の
機械的処置より治癒・再生が向上する効果が期待
できる。
　私達は、歯周外科治療治療については、動物実
験において、歯周外科時の Er:YAG レーザーに
よる肉芽組織のデブライドメントにより、有意に
高い骨再生を報告し（Mizutani,	LSM	2006）。臨
床では、Er:YAG レーザーを応用したフラップ
手術において、より良好な治癒を確認し、エムド
ゲイン® と自家骨を応用した再生治療でも高出力
と低出力の Er:YAG レーザーを効果的に応用し、
良好な治癒と顕著な骨再生を得ている（Tanigu-
chi,	PRD	2016）。
　さらに、非外科的治療においても、Er:YAG
レーザーを従来の SRP に複合的に応用した包括
的歯周ポケット治療（Er-LCPT）（Aoki,	Peri︲
odontol 2000	2015）を開発した。本法は、ポケッ
内部の徹底的なデブライドメントに加え、歯周組
織欠損部への骨髄由来細胞の誘導を目的として、
骨欠損のデブライドメントにより骨髄からの出血
を促し、同時にレーザーによる周囲組織への刺激
効果を期待するものである。その結果、従来のポ
ケット治療より良好な治癒が得られるだけでな

く、さらには歯槽骨の良好な再生も確認されてい
る。術式としては、従来の非外科的ポケット治療
というよりも、Minimally	 invasive	flapless	peri-
odontal	pocket	surgery（Mizutani,	Periodontol 
2000	2016）という位置づけとなる。
　一方、基礎研究では、私達は Er:YAG レーザー
や半導体レーザーによる各種細胞の増殖促進作
用、半導体レーザーによる石灰化促進作用など、
レーザーの生物学的効果について興味深い知見を
報告してきた。
　今後、光エネルギーの持つ炎症抑制、創傷治癒
および組織再生促進などの様々な生物学的効果が
さらに解明されるに従い、新しい治療コンセプト
に基づいた効果的な臨床応用が益々増加するもの
と思われる。このように、各種の光エネルギーを
応用した歯周・インプラント周囲光治療（Peri-
odontal／peri-implant	phototherapy）の役割が増
大するであろう。

略　歴
1989 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
1989 年　	東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第

二講座	研修医・医員
1996 年　	東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第

二講座リサーチ・アソシエイト
　　　 　（日本学術振興会研究員）
1998 年　	東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第

二講座	助手
2003-04 年　	文部科学省在外研究員 , 米国カリ

フォルニア大学サンフランシスコ校
Visiting	Assistant	Professor

2007 年　	東京医科歯科大学大学院歯周病学分野	
助教

2011 年　	東京医科歯科大学大学院歯周病学分野	
講師

2017 年　	東京医科歯科大学大学院歯周病学分野	
准教授
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レーザー治療と保険導入―安全な治療を目指して―

篠木　毅
篠木歯科

　我が国では、1990 年代より、レーザーは一般
的な歯科治療の一部に応用されるようになってき
た。軟組織の蒸散・切開・凝固を目的として、ま
ず Nd:YAG レーザー、炭酸ガスレーザーが厚生
労働省に認可され、次に半導体レーザー、そして
硬組織の蒸散も加えて Er:YAG レーザーが認可
された。レーザーは多くの疾患に応用され、その
効果が認められ普及したが、保険導入されていな
かったので、治療現場では自費での有料治療ある
いは無償治療として対応せざるを得なかった。国
民への質の高い医療の提供を考えると、レーザー
治療の保険収載は時代の要求であり必須であっ
た。
　そして、2008 年、Er:YAG レーザーが、う蝕
歯無痛的窩洞形成加算（20 点）の項目ではじめ
て保険導入され、2 年後の 2010 年には、う蝕歯
無痛的窩洞形成加算が 40 点への増点となり、さ
らに歯周病の分野で、手術時根面レーザー応用加
算　40 点（2012 年には 60 点の増点）が認められ
た。しかし、硬組織対象としての収載だったので、
使用するレーザーは Er:YAG レーザーのみで、
炭酸ガスレーザー、半導体レーザーなど多くの軟
組織疾患に応用されていたレーザーは認められな
かった。理由はいろいろあったが、その一つとし
て、各種レーザーの相違点やレーザー治療の安全
性に関してのアピール度が低かったのも一因かと
考えられた。
　そこで、日本レーザー歯学会としては、2007
年より研修委員会を立ち上げ 2013 年に研修・安
全講習委員会に改名した、一般歯科医を対象に行
い、安全講習会、そして教育研修会を開き、事故
なく安全に治療ができるレーザーの応用法に関し
て全国的な普及活動を行った。そして、ようやく
本年 4 月に、日本歯科医師会、日本歯科学会の努
力により、軟組織疾患に関してはじめて保険導入
が決まった。
　今回導入が決まったのは、口腔粘膜処置と手術
加算で、4 波長（炭酸ガスレーザー・Nd:YAG レー

ザー・半導体レーザー・Er:YAG レーザー）に
おいての、口腔粘膜処置（再発性アフタ性口内炎）
30 点（2018 年）手術加算 50/100/200 点（2018 年）
口 腔 粘 膜 血 管 凝 固 術 2000 点（KTP レ ー ザ ー		
Nd:YAG レーザー　色素レーザー　2018 年）の
保険導入が認められた。
　この保険導入にあたり最後まで問題となったの
は、やはり、レーザー治療の安全性に関してであ
る。波長の異なった 4 種類のレーザー（炭酸ガス
レーザー・Nd:YAG レーザー・半導体レーザー・
Er:YAG レーザー）は、同じ軟組織の蒸散・切開・
凝固が可能とはいえ、使用法がかなり異なる。正
しい診断のもと、レーザーの波長特性、そして使
用する機器の特性を熟知しないと事故が生じ、取
り返しのつかない結果がおきる。昨今レーザー治
療の便利さがゆえに、間違った理解のもとにレー
ザー応用し、事故の報告も少なくはない。
　本安全講習では、保険収載された中で一般歯科
医が応用する症例を中心に、安全なレーザー治療
ができるように、あらためて一からわかるように
説明したい。

略歴
埼玉県川口市開業、
日本レーザー歯学会　監事、指導医、専門医
松本歯科大学客員講師

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
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低反応レベル光の生体への作用

片岡　洋祐
理化学研究所 生命機能科学研究センター 

細胞機能評価研究チーム

　可視から近赤外波長域の光には、低出力域であ
りながら疼痛や知覚過敏の緩和、局所血流の改善、
炎症の軽減、創傷や潰瘍の治癒促進などの効果が
あることが知られている。これらの光の効果は生
体組織に対する熱作用によるものではなく、光に
よる生体刺激作用によるといわれている。しかし
ながら、その作用機序には不明な点も多く、研究
の歴史の中ではこうした効果そのものに疑問を呈
する論文も見うけられる。また、臨床においては、
健常部位よりも炎症や神経の過剰興奮がもたらさ
れていると思われる組織の方が光照射による効果
が現われやすいなど、これまでの医学・生理学で
は容易に説明できない光治療特有の疑問も残され
ている。
　われわれはラット中枢神経組織を対象に、波長
830 nm の近赤外低反応レベルレーザー照射（照
射エネルギー密度 1-5 W/cm2）をおこなったと
ころ、興奮性シナプス伝達が可逆的に抑制される
事実を確認した。また、同レーザー照射が培養
ニューロンの膜電位の過分極と膜抵抗の低下を引
き起こしたことから、本レーザー照射によるシナ
プス伝達抑制にはカリウムチャネルの開口現象が
関わっているものと考えられた。さらに、レーザー
照射により脳組織中のアデノシン-3-リン酸

（ATP）含有量が増加する事実や、ATP 感受性
カリウムチャネルの開口薬がレーザー照射による
シナプス伝達抑制効果を打ち消す事実等から、近
赤外レーザー照射による神経興奮抑制機序には細
胞内 ATP の増加を介した ATP 感受性カリウム
チャネルの活性化過程が含まれるものと考えられ
た。なお、ATP 含有量が減少している組織ほど
レーザー照射による神経興奮抑制効果が得られや
すいことも見出しており、こういった基礎研究
データは、正常神経機能よりも過剰興奮状態にあ
る神経組織の方がレーザー効果が顕著にあらわれ
るという臨床上の特徴を説明するのかもしれな
い。
　一方、最近では近赤外低反応レベル光による抗
炎症効果についても報告がなされている。われわ
れは、ラット糸球体腎炎モデルや糖尿病性腎症モ
デルを対象に、体外から腎臓へ向けて近赤外低反
応レベルレーザーを毎日一定期間照射したとこ

ろ、腎臓での免疫細胞の浸潤や炎症性サイトカイ
ンの発現が抑制されることを見出している。
　本講演では、近赤外波長域の低反応レベル光が
神経組織へ直接作用して神経興奮を抑制すること
や、炎症疾患モデル動物への光照射がさまざまな
炎症パラメータを改善することなどを例に挙げ、
光の生体への作用機序について議論する。また、
こうした分野において残されている課題を見据え
つつ、今後の研究および医療応用への新しい展開
についても考察を加えたい。

略歴
1992 年　滋賀医科大学医学部卒業
1996 年　 京都大学大学院医学研究科博士課程修

了（医学博士取得）
同年　 　大阪バイオサイエンス研究所 研究員
2001 年　関西医科大学医学部解剖学 講師
2005 年　 大阪市立大学大学院医学研究科 

システム神経科学 講師
2009 年　 理化学研究所分子イメージング科学研

究センター細胞機能イメージング研究
チーム チームリーダー

2013 年　 理化学研究所ライフサイエンス技術基
盤研究センター細胞機能評価研究チー
ム チームリーダー

2014 年　 理 化 学 研 究 所 CLST-JEOL 連 携 セ ン
ター マルチモダル微細構造解析ユニッ
ト ユニットリーダー（兼務）

2018 年　 理化学研究所生命機能科学研究セン
ター 細胞機能評価研究チーム チーム
リーダー

同年　 　 理研-JEOL 連携センター マルチモダル
微細構造解析連携ユニット ユニット
リーダー（兼務）

学会活動
日本疲労学会（理事）、日本組織細胞化学会（評
議員）、日本レーザー治療学会、日本神経科学会、
日本生理学会、日本分子イメージング学会、北米
神経科学会、International Phototherapy Associ-
ation（Editorial Board）
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軟組織に対する歯科用レーザーの応用

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

　口腔外科領域におけるレーザーの臨床応用は、
使用するレーザー機器の進歩とともに広がり、最
近では、主に止血能や術野の明視に優れた特徴を
利用して、炭酸ガスレーザーが各種軟組織疾患に
対する切除や蒸散に用いられている。また、色素
依存性や深部到達性を利用して、Nd:YAG レー
ザーや KTP レーザーが血管腫（血管奇形）の治
療に用いられている。その他、消炎・疼痛緩和な
どを目的とした低反応レベルレーザー治療も行わ
れている。
　平成 30 年度診療報酬改訂では、レーザー照射
に関する技術評価により、再発性アフタ性口内炎
の小アフタ型病変に対する口腔粘膜処置、顎口腔
領域に生じた血管腫・血管奇形に対する口腔粘膜
血管腫凝固術、および口腔内腫瘍や嚢胞の摘出な
どにレーザーを使用した際に算定できるレーザー
機器加算が新たに認められた。
　この中で３番目のレーザー機器加算の対象疾患
としては、悪性疾患は対象ではなく、歯肉・歯槽
部腫瘍（エプーリスを含む）、浮動歯肉、舌・口唇・
頬、口蓋などの嚢胞および腫瘍、頬・口唇・舌の
小帯異常、がま腫などの軟組織に発生する良性疾
患が挙げられている。
　これら 3 項目の算定にあたっては、施設基準を
満たした上で慎重な対応が必要となるが、レー
ザーの持つ特性や優位性が評価されての新規保険
導入であるだけに、たいへん喜ばしいことと感じ
ている。
　本講演では、これらの新規保険導入項目を踏ま
えた上で、口腔外科領域を中心とした軟組織疾患
に対する歯科用レーザー応用の現状について、具
体的症例を提示しながら概説する。

「略歴」
1979 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
1986 年　東京医科歯科大学大学院修了
1987 年　東京大学医学部口腔外科学講座助手
1996 年　 東京大学保健管理センター講師（医学

部附属病院歯科口腔外科講師併任）
1998 年　神戸大学医学部口腔外科学講座教授
2001 年　 神戸大学大学院医学系研究科器官治療

医学講座顎口腔機能学分野教授（名称
変更）

2008 年　 神戸大学大学院医学研究科外科系講座
口腔外科学分野教授（名称変更）

「資格・学会活動等」
日本レーザー歯学会　理事 / 認定医・指導医
日本口腔外科学会　代議員 / 専門医・指導医
日本口腔科学会　代議員 / 認定医 ･ 指導医
日本外傷歯学会　副理事長 / 認定医 ･ 指導医
日本がん治療認定医機構暫定教育医（歯科口腔外
科）
日本口腔腫瘍学会　評議員 / 暫定口腔がん指導
医
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歯科用レーザーによる齲蝕治療のエビデンス

江黒　徹
江黒歯科クリニック

　ルビーレーザーを歯質へ照射した 1964 年の
Goldman らによる報告以来、歯科界にとって、

“レーザーによる齲蝕治療”は大きなテーマだっ
たのではないだろうか。そして、1988 年に Hibst
らによって歯科への応用がなされた Er:YAG
レーザーは、効率的に歯質除去が可能なことで注
目された。当時、接着技術の進歩にともない、
MI、最小限の侵襲による歯科治療が推奨され始
めていたことも相まって、Er:YAG レーザーに
よって蒸散された皿状窩洞、さらには被照射歯質
に対する接着に関する基礎的研究が盛んになされ
た。不快な機械音無しに痛みが少なく効率的に歯
質除去が可能なこのレーザーは、次世代装置とし
て 期 待 さ れ て お り、 そ の 後 に 登 場 し た Er，
Cr:YSGG レーザーも効率的な歯質除去ができる
レーザーとして、今後の薬事承認が待たれるとこ
ろである。
　Er:YAG レーザーを用いた齲蝕治療は保険治
療に収載されたことで、ひろく臨床応用されるか
に思えたが、現時点において、さほど一般的になっ
ていないように感じる。今回、大学在籍時代に行っ
た基礎的研究データを基に Er:YAG レーザーを
用いた齲蝕治療に関するエビデンスを紐解き、よ
り一般的機器として普及するためのポイントにつ
いて整理したいと考えている。
　①被照射歯質に対する接着試験値と実際の臨床
　Er:YAG レーザー照射象牙質に対する接着強
さは、研削象牙質に対するそれよりも低い値を示
すことが指摘されている。しかし、実際の臨床に
おいて修復対象となるのは齲蝕象牙質であり、齲
蝕罹患象牙質に対するレーザー照射の影響は小さ
いのではないかと考えており、再考してみたい。
　②齲蝕象牙質除去の指標の確立
　Er:YAG レーザーを照射した歯質では齲蝕検
知液が歯面に残留してしまい、健全歯質に照射し
た場合でもピンク染となってしまう。レーザーを
用いた齲蝕除去の指標について考えてみたい。

　③各修復材に対する照射の影響と保護対策
　実際の臨床では、修復材が隣在する症例に対し
てレーザーを照射することも考えられ、照射によ
る反応、さらにはコンポジットレジンによる補修
修復に関するデータも確認したい。
　④コンタクトチップ先端出力の減衰への対応
　石英あるいはサファイアを母材としたコンタク
トチップの損耗と対応について、安定した照射エ
ネルギーをえるための手技を考察したい。
　⑤レーザーの安全使用の周知
　などが提起できるのではないかと考えている。
　今回のシンポジウムにおいて会場の先生方のご
意見を頂戴しながら、皆様の臨床に参考となる示
唆が見つけられるような討論ができたらと希望し
ている。

略歴
1994 年　日本歯科大学歯学部卒業
1998 年　 日本歯科大学大学院歯学研究科修了（歯

学博士）
　　　 　 日本歯科大学歯学部歯科保存学教室第 2

講座　臨床研究生
2001 年　 日本歯科大学歯学部歯科保存学講座　

助手
2003 年　 日本歯科大学歯学部歯科保存学講座　

講師
2005 年　江黒歯科クリニック　開業

日本歯科大学生命歯学部　接着歯科学講座　非常
勤講師
日本レーザー歯学会　専門医・指導医・代議員
日本歯科保存学会　専門医・指導医・代議員
日本口腔インプラント学会　専門医・指導医　代
議員
日本歯科理工学会　デンタルマテリアルズアドバ
イザー
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倫理・利益相反・未承認機器委員会企画講演

認 定 講 習 会

歯科用レーザー安全講習会

パラデンタル対象認定講習会

ランチョンセミナー



「臨床研究法を考える」

沼部　幸博
倫理 ･ 利益相反 ･ 未承認機器委員会 委員長 

第 30 回記念 日本レーザー歯学会総会 ･ 学術大会 大会長
日本歯科大学生命歯学部　歯周病学講座 教授

　平成 29 年 4 月 14 日に公布、本年 4 月に施行さ
れた「臨床研究法」は、臨床研究に携わっている
病院や大学関係者だけでなく、個人開業の先生方
に対しても強いインパクトを与え、その理解のし
難さとも相まって、解釈を巡り現場での混乱が続
いているようです。
　厚生労働省のホームページではこの法律の概要
として、「臨床研究の実施の手続、認定臨床研究
審査委員会による審査意見業務の適切な実施のた
めの措置、臨床研究に関する資金等の提供に関す
る情報の公表の制度等を定めることにより、臨床
研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対
する信頼の確保を図ることを通じてその実施を推
進し、もって保健衛生の向上に寄与することを目
的とする。」との記載があります（https://www.
mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Isei 
kyoku/0000163412.pdf）。
　つまりこの法律は、臨床研究自体の規制に関す
るものではなく、臨床研究を行う上での様々な手
続きを示したものである事が解ります。この背景
には、昨今社会を賑わした、某製薬会社による医
薬品開発における臨床試験データの操作をはじめ
とした一連の不祥事（事件）があります。
　この臨床研究法では、これらの問題の再発防止
のために、臨床研究実施の手続き、審査委員会の
適切な意見業務の実施、臨床試験の資金提供につ
いての情報公開などが規定されたのです。しかし、
それらの内容の一つ一つが多くの臨床研究に影響
を与えているために、常にこの法律を遵守してい
るかどうかの検証が必要になっています。
　私たちの学会発表でも症例報告が欠かせません
が、これは治療の結果を比較検討する行為が含ま
れるので、「臨床研究」といえます。しかし、手術、
手技の臨床研究、一般の医療行為は臨床研究法に
係わるものではありますが、法的義務としては「対
象外」となります。基準遵守義務や基準遵守努力

義務があるのは、医薬品などの臨床研究がほとん
どです。このように、研究の分類とそれが適用さ
れる法律、法的義務のバリエーションが存在する
ことが、この法律の理解を妨げている感がありま
す。
　実際、厚生労働省研究開発振興課からも現在ま
でに、数回に及ぶ Q & A が出されており、ここ
からも様々な現場での混乱が伺えます。
　本講習会では、この「臨床研究法」の概要を解
説すると共に、この法律が私たちの普段行ってい
る臨床研究にどのように係わるかについて、対応
法も含めて説明・考察したいと思います。

【略歴】
1983 年　 日本歯科大学歯学部卒業
1987 年　 日本歯科大学大学院歯学研究科博士課

程修了
1989 年　 日本歯科大学歯学部歯周病学教室講師
　　 　　 カリフォルニア大学サンフランシスコ

校（UCSF）歯学部客員講師
1994 年　 日本歯科大学歯学部歯周病学教室助教

授
2005 年　 日本歯科大学歯学部歯周病学講座教授
2006 年　 日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座

教授（所属名変更）
2018 年　 日本歯科大学生命歯学部学部長

【学会活動】
日本レーザー歯学会専門医（指導医）、WFLD 
Certificated of Accreditation、日本歯周病学会専
門医（指導医）、日本歯科保存学会専門医（指導医）
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歯科用レーザーを用いた齲蝕治療の新たな展開

新海　航一
日本歯科大学新潟生命歯学部　歯科保存学第 2 講座教授

　約半世紀前にルビーレーザーが最初に製作され
てから多種類の歯科用レーザー装置が次々と開
発・改良され、臨床で使用されている。レーザー
の臨床導入は、軟組織や硬組織疾患に対する歯科
治療において様々な福音をもたらしてきた。レー
ザー光に対する生体組織の反応は、レーザーの波
長、出力および周波数によって大きく異なること
は広く知られている。硬組織に対しても特異的で
有益な反応を示すレーザー波長が明らかとなり、
齲蝕に対する検査あるいは治療用機器として、こ
れまでに様々なレーザー装置が開発されてきた。
　半導体レーザーを用いた齲蝕診断装置、DIAG-
NOdent（波長：655 nm）や DIAGNOcam（波長：
780 nm）は齲蝕検査に応用されている。また、
中心波長 1310 nm のレーザー光源を用いた口腔
用波長走査型光干渉断層画像装置（SS-OCT）も
実用化に向けて着々と研究が進められている。ま
た、650～950 nm の範囲で独自の波長を有する
各々の半導体レーザーは、その波長によって各種
光感受性色素を励起し一重項酸素を発生させるこ
とができるため、抗菌的光線力学療法に応用され
ている。当講座では、この抗菌的光線力学療法を
齲蝕病巣の殺菌に応用するための研究を進めてい
る。
　Er:YAG レーザー（波長：2940 nm）は硬組織
の切削に有効である。本邦において保険適応を認
められている Er:YAG レーザー装置を窩洞形成
に用いた場合、窩洞形成加算を保険請求できるこ
とは周知のことと思う。しかし、残念ながら
Er:YAG レーザーは歯の切削効率が低いようで
ある。一方、本邦では未承認であるが、欧米で広
く使用されている Er, Cr:YSGG レーザー（波長：
2780 nm）は、レーザーで加熱された水分が歯質
表層下で急激に膨張することで生じる連続的な歯
質破壊によって、エナメル質に対してもエアター
ビンに匹敵する高速切削を可能にしている。当講
座ではこの点に着目し、このレーザー装置が本邦
でも将来的に承認されることを期待して、Er, 

Cr:YSGG レーザー（Waterlase MD）を用いた
歯の切削とその切削歯面の接着に関する研究を
行ってきた。
　炭酸ガスレーザー（波長：10600 nm）は水へ
の吸収率が高く、組織表面吸収型レーザーとして
軟組織の蒸散、切開あるいは止血に使用されるこ
とが多い。このレーザーを歯の硬組織に応用した
場合、発熱により歯質表層が溶解凝固して耐酸性
の高い緻密層が生成されることから、炭酸ガス
レーザー照射による齲蝕予防処置が臨床で試みら
れている。また、炭酸ガスレーザー照射とフッ素
を併用した場合も歯質の耐酸性が向上するという
報告がみられる。そこで当講座では、炭酸ガスレー
ザーとフッ素を併用した根面歯質の耐酸性強化に
関する研究を行ってきた。
　今回は、当講座の研究成果を紹介しながら、歯
科用レーザーを用いた齲蝕治療の新展開について
述べたいと思う。

【略歴】
1981 年　 日本歯科大学新潟歯学部卒業
1987 年　 日本歯科大学新潟歯学部歯科保存学教

室第 2 講座講師
1989 年　 日本歯科大学新潟歯学部歯科保存学教

室第 2 講座助教授
1992 年　 米国アラバマ大学バーミングハム校歯

学部客員講師（1993 年 12 月まで）
2011 年　 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存

学第 2 講座教授
2015 年　 日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究

科科長

【学会活動】
日本レーザー歯学会副理事長、日本歯科保存学会
理事、日本歯科審美学会常任理事、日本接着歯学
会常任理事、日本歯科色彩学会副会長、日本歯科
理工学会中部地方会代議員
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口腔軟組織疾患に対するレーザー治療
―新規保険収載された軟組織へのレーザー照射療法に 

関する安全教育研修―

吉田　憲司
愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座

　平成 30 年度の歯科診療報酬改定にて、（一社）日本レー
ザー歯学会が（公社）日本口腔外科学会と連携して提案
された、①「レーザー応用による口腔軟組織低侵襲治療」、
②「レーザー応用による再発性アフタ性口内炎治療」、③
「歯科領域における血管腫のレーザー治療」の 3件の新規
技術が、①「レーザー機器加算」、②「口腔粘膜処置」、
③「口腔粘膜血管腫凝固術」として保険収載されるに至り、
「レーザー機器加算」については、医科診療報酬にまで適
用が拡大された。
　Er:YAG レーザーによる無痛的窩洞形成加算、歯周外
科手術の対象歯の歯石除去に対してはすでに保険導入さ
れていたが、今回の口腔軟組織疾患へのレーザー治療の
保険導入により、歯科領域におけるレーザー治療のさら
なる普及が期待されるところである。
　「レーザー機器加算」は、口腔粘膜に発生する粘液嚢胞、
がま腫、小帯付着異常、腫瘍などの病変に対してレーザー
を使用して、摘出・切除を施行した際に算定可能である。
「口腔粘膜処置」は、再発性アフタ性口内炎の小アフタ型
病変に対してレーザー照射治療を施し疼痛緩和を図るも
のである。臨床使用の実際と適用に際しての注意事項は、
平成 30 年 3 月に日本歯科医学会のHPに公表された「歯
科診療に関する基本的な考え方」の中で、「レーザー応用
による再発性アフタ性口内炎治療に関する基本的な考え
方」として纏められている。「口腔粘膜血管腫凝固術」は、
舌や口唇などの口腔粘膜に生じる血管病変（血管腫・血
管奇形）に対して、病変の種類に応じたレーザーを照射
して凝固・変性させ、退縮を促すものである。
　いずれの内容も国内承認レーザー機器を使用して治療
を施行した場合が保険請求の対象であり、「レーザー機器
加算」と「口腔粘膜処置」は、レーザー手術装置（Ⅰ）、
口腔粘膜血管腫凝固術は、レーザー手術装置（Ⅱ）とし
て該当機種が厚生労働省より公表されている。またレー
ザーの安全使用には、口腔軟組織病変の的確な臨床診断
と至適照射条件の選択が重要である。歯科口腔領域にお
いてレーザー照射治療に関連して報告されているインシ
デント・アクシデントには、皮下気腫、誤照射による熱
傷などがある。本講演では、新規保険収載となった内容
に関連して、安全使用、事故防止の要点について述べる
予定である。

〔略歴〕
1981 年　愛知学院大学歯学部歯学科卒業
1985 年　�愛知学院大学歯学部口腔外科学第一講座助手
1988 年　�愛知学院大学歯学部口腔外科学第一講座講師、

歯学博士
1991 年～1992 年　スイス�バーゼル大学医学部口腔顎顔

面・形成再建外科客員医員
1996 年　�愛知学院大学歯学部口腔外科学第一講座助教授

2001 年　�愛知学院大学歯学部口腔外科学第一講座特殊診
療科教授
（2008 年 4月より顎口腔外科学講座に名称変更�
現在に至る）

〔資格〕
外国歯科医師�臨床修練指導歯科医�（厚生労働省）、（公社）
日本口腔外科学会認定�口腔外科専門医、指導医、（一社）
日本がん治療認定機構�暫定教育医（歯科口腔外科）、（一
社）、NPO日本口腔科学会�認定医、日本有病者歯科医療
学会�認定医、指導医、（公社）日本顎顔面インプラント
学会�指導医、国際レーザー認定制度�国際レーザー歯科医
資格（International�Dental�Laser�Specialists：IDeLaS）、
NPO日本レーザー医学会�指導歯科医、（一社）日本レー
ザー歯学会専門医、指導医

〔主な所属学会、役職〕
（公社）日本口腔外科学会（代議員）、NPO法人日本顎変
形症学会（評議員）、NPO法人日本レーザー医学会（理事、
第 31 回学術大会長）、日本レーザー治療学会（理事、第
25 回学術大会長）、（一社）日本レーザー歯学会（常任理事、
国際渉外委員会�委員長、第 15 回学術大会長、元理事長）、
WFLD（世界レーザー歯学連盟）�理事長、WFLD�Con-
gress�2016�Japan（Congress�Chairperson）、民事調停委
員（最高裁判所）、愛知県弁護士会あっせん・仲裁センター
専門委員、独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
（PMDA）�専門委員、愛知県死因究明等推進協議会�委員

〔Editorial�Board〕
Photomedicine�Laser�and�Surgery,�Co-Editor� :�LASER�
THERAPY,�Associate�Editor�:�Lasers�in�Dental�Science�
など

〔著書〕
・�「レーザー歯学の手引き」（分担）デンタルダイヤモン
ド社（2015）、「レーザー医療の基礎と安全」（分担）ア
トムス（2016）、｢Laser�Dentistry,�current�clinical�ap-
plications｣（分担）Universal�Publishers（2018）他

〔論文〕
・�A�Real-Time�Near-Infrared�Fluorescence� Imaging�
Method�for�the�Detection�of�Oral�Cancers�in�Mice�Us-
ing�an� Indocyanine�Green-Labeled�Podoplanin�Anti-
body.�Technol�Cancer�Res�Treat.�（2018）.

・�Current�Considerations� for�Low-Level�Laser�Thera-
py/Photobiomodulation�Therapy� in�the�Management�
of�Side�Effects�of�Chemoradiation�Therapy�for�Cancer.�
Photomed�Laser�Surg.�（2017）
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パラデンタルとして必要なこと

小林　一行
鶴見大学短期大学部歯科衛生科

　日本レーザー歯学会認定パラデンタル（「認定
パラデンタル」：認定歯科衛生士、認定歯科技工
士、認定アドバイザー）の制度が発足し 2回目の
講習会となる。この認定制度は、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「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
することを目的としている。
　今日、レーザーによる診断や治療において、さ
まざまな臨床応用が広がりレーザー機器が歯科治
療における重要なツールとして考えられるように
なってきた。そして本年度、歯科における保険適
用範囲も広がり（再発性アフタ性口内炎の小アフ
タ型病変に対するレーザー照射、顎口腔領域に生
じた血管腫・血管奇形に対するレーザー照射及び
歯肉、歯槽部腫瘍手術の切開、摘出にレーザーを
用いた場合）、ますます歯科治療におけるレーザー
応用の必要性が認知されつつある。したがって、
「認定パラデンタル」において、疾患の診断やそ
の処置法にまで言及されることはないものの、自
身が関与するレーザー機器の安全基準クラスやそ
の要件に関する知識及び安全管理については、十
分に理解しておかなければならない。実際にレー
ザー機器を使用する歯科診療施設は、レーザーの
使用可能な環境を整え、安全管理者の選定と管理
区域の設定が必須となる。さらに、レーザーの臨
床応用時にも各波長に適したゴーグルの着用によ
る目の保護、レーザー照射による蒸散物や煙の的
確な吸引操作、定期点検など、さまざまな安全対
策と安全管理を怠ってはならない。
　また、本学会が担う事業目的のひとつにパラデ
ンタルスタッフ教育が挙げられ、歯科衛生士や歯
科技工士の扱うことのできるレーザー機器につい
て、その原理や作用機序を研究、解明し、正しい
応用法や技法などについて報告することが任務で
あると考えている。本講習会では、“パラデンタ
ルとして必要なこと”について安全対策と安全管
理を中心に解説する。

【略歴】
1990 年　鶴見大学歯学部歯学科卒業
1994 年　�鶴見大学大学院歯学研究科修了�博士（歯

学）
1996 年　�鶴見大学歯学部第二歯科保存学教室�助

手
2006 年　�米国ミシガン大学歯学部生体材料科学

講座�留学
2007 年　�鶴見大学歯学部第二歯科保存学教室�助

教
2011 年　鶴見大学歯学部歯周病学講座�助教
2013 年　�鶴見大学歯学部歯周病学講座�講師
　　　　鶴見大学短期大学部歯科衛生科�准教授
　　　　�鶴見大学歯学部附属病院口腔保健科�科

長

【学会活動】
日本歯周病学会歯周病専門医（評議員）
日本レーザー歯学会専門医・指導医（代議員）
日本歯科保存学会歯科保存治療専門医・指導医
（評議員）

【受賞】
第 28 回日本レーザー歯学会学術大会優秀発表賞�
2016 年
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Er:YAGレーザーの安全管理

中根　晶
アキおやこ歯科医院

　歯科用レーザーは、日常の歯科診療において、
広範囲かつ高頻度で使用されつつある。Er:YAG
レーザーは、1988 年に Keller と Hibst によって
硬組織の蒸散が可能なレーザーとして報告され
た。1996 年 に は 我 が 国 で も、 ㈱ モ リ タ か ら

「ErwinⓇ」が販売された。2008 年には、Er:YAG
レーザーによるう蝕歯無痛的窩洞形成加算（う蝕
無痛）、2010 年には手術時歯根面レーザー応用加
算（手術歯根）が保険収載されている。
　歯科用レーザーは、医療機器分類では、クラス
Ⅳ（患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、
生命の危険に直結する恐れがあるもの）に分類さ
れている。したがって、術者（歯科医師）が「安
全」に十分に配慮しなければならない。これは、
患者さんに対してだけでなく、術者（歯科医師）
自身や診療スタッフ（歯科衛生士・歯科助手等）
も対象となる。
　Er:YAG レーザーを使用する場合には他の
レーザーと同様に目や皮膚の保護をしなければな
らない。特に、目の保護は重要であり、保護ゴー
グルの着用は必須である。当然ではあるが、保護
ゴーグルは適正な波長・適切な OD 値であり、顔
貌にフィットするものを使用する。これにより、
術者・患者・診療スタッフの３者にとって「安全」
であり、かつ、患者にとっては「安心」でもある
歯科用レーザー機器を用いた歯科医療が可能とな
る。これらのことは、Er:YAG レーザーに限っ
たことではなく、半導体レーザー、炭酸ガスレー
ザー、および、Nd:YAG レーザーにも共通する
安全管理に関する事項である。
　Er:YAG レーザーを用いて安全に診療をする
にあたり、以下のことを遵守しなければならない。
まずは、Er:YAG レーザーの使用が認められて
いる適応症例に対してのみ臨床使用しなければな
らない。適応としては、硬組織疾患においてはう
蝕除去とくさび状欠損の表層除去、歯周疾患にお
いては歯周ポケットへの照射、歯石除去、ポケッ
ト掻爬、歯肉整形、フラップ手術、軟組織疾患に

おいては、歯肉切開・切除、口内炎の凝固層形成、
小帯切除、色素沈着除去などが挙げられる。次に、
Er:YAG レーザーは、硬組織疾患と軟組織疾患
に使用することができる歯科用レーザーであるた
め、各々の症例に適切な歯科用レーザーチップ（コ
ンタクトチップ）の選択、照射条件の設定が重要
である。第 3 に、Er:YAG レーザー装置は精密
機器であり、使用する機器のメインテナンスも重
要である。
　本講演では、歯科用レーザーの基本的な安全管
理とともに、Er:YAG レーザー特有の安全管理
についても解説する。

【略歴】
2000 年　明海大学歯学部　卒業
2003 年　アキおやこ歯科医院　開業

【所属学会】
日本レーザー歯学会　専門医
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炭酸ガスレーザーの安全管理

塩谷　公貴
茨城県開業

日本レーザー歯学会専門医

　世界的に見ても我が国の歯科用レーザー機器・
レーザー歯科治療の発展は目覚ましいものがあ
る。保険収載の拡大により、多くの歯科用レーザー
機器が保険診療で使用されるため、あらためて歯
科用レーザーの安全管理を理解する必要がある。
　口腔粘膜疾患への照射（いわゆる口内炎への照
射）の算定基準の中に「レーザー応用による再発
性アフタ性口内炎治療における基本的考え方」（平
成 30 年３月日本歯科医学会）を参考にすること
とされており、「レーザー機器の使用にあたって
は、レーザー照射療法に関連する安全教育研修（日
本歯科医学会ならびに日本医学会加入の関連学会
主催の講習会等）の修得が望ましい。」とあり、
現状では日本歯科医学会所属学会での研修が最適
と思われる。
　国内承認歯科用レーザーの累計販売台数はおよ
そ 44000 台でありそのうち 61％が炭酸ガスレー
ザーである。炭酸ガスレーザーはパナソニック・
モリタ・ヨシダ・GC・タカラベルモントから発
売されていた経緯もあり国内における歯科用レー
ザーの代表的な機種であり現在もヨシダ・GC・
タカラベルモントから新機種が発売されている。
炭酸ガスレーザーはレーザーメスとして開発さ
れ、少ない消費電力で大出力のレーザーが得られ
る効率の良いレーザーであり、CW（連続波）パ
ルス波のどちらの発振も可能で、さらにスーパー
パルスの発振も可能という特徴がある。さらに表
面吸収型という特徴を活かし、生体組織の蒸散・
切開を目的に用いられる。
　炭酸ガスレーザーは、ブレードメスや電気メス
に比べ簡便に思われるが、他波長の歯科用レー
ザー同様に、レーザー機器の分類ではクラス４に
分類され保護ゴーグルの着用と安全管理者の設
置・安全管理区域の設定が必要なことからも極め
て高い安全管理が必要とされる。また人体へのリ
スクから見た医療機器としてのクラス分けでもク
ラスⅢ（高度管理医療機器）に分類され、より高

度な安全管理が求められている。
　歯科用レーザーでまず第一に考えなくてはなら
ない安全は、眼の防護であり。同様に皮膚への熱
傷・過誤照射も挙げられる。また炭酸ガスレーザー
においては気腫や感染管理等も特筆すべき安全管
理事項となる。
　本講演では炭酸ガスレーザーを中心に、様々な
波長の歯科用レーザーに関する安全管理について
説明する。

【略歴】
日本大学歯学部卒業
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半導体レーザーの安全性について

大橋　英夫
埼玉県開業

日本レーザー歯学会研修・安全講習委員会

　我が国におけるレーザー機器の普及は目覚まし
く、歯科医療機関の 3 施設に 1 台は何らかのレー
ザー機器があるとされる。また保険収載について
も従来の無痛的窩洞形成加算、手術時歯根面レー
ザー応用加算に加え、新たに口腔粘膜処置ならび
にレーザー機器加算、エナメル質初期う蝕の管理
中に光学式う蝕検出装置の使用が認められ , 様々
な状況でレーザー機器の活用が期待できる場面が
拡大しつつある。
　しかし通年で専門的にレーザー歯学について教
育する歯科教育機関・講座は現在のところ無く、
歯科医師自身が各自、自分が所有する波長関連の
書籍を渉猟したり、各企業が主催するセミナーに
参加することにより知識の習得を行っているのが
現状である。そのため知識の偏りが認められたり、
レーザー使用に関する安全管理が疎かになったり
する場合が認められる。レーザー機器を使用する
にあたっては自分の所有するレーザー機器のみな
らず、すべての波長に精通したレーザー歯学会全
般に関する知識を得る必要がある。現在、公平か
つ客観的に正しい知識を提供してくれる場は日本
歯科医学会に所属する学会が最適と考えられる。
　様々な波長の中でも、半導体レーザーは近年、
研究・開発が進み、小型化・軽量化され、シェア
が増加傾向にあり、注目を集めている波長の一つ
である。他波長のレーザー機器は重量が重く、診
療室内で特定の場所に固定せざるを得ないのに対
し、半導体レーザーは機種によってはパラデンタ
ルスタッフ等の女性でも片手で持ち運ぶことが可
能で、機動性に優れる利点を有する。
　一方、半導体は Nd:YAG レーザーと同様に組
織透過型レーザーに分類され、身体組織、特に眼
に誤照射した場合、障害される部位が網膜等の深
部に達し重篤となりやすい。またチップまたは
ファイバー先端に付着物がある場合、波長特性に
変化が生じる。そのため使用に関しては必ず適し
た OD 値を有する防護眼鏡を装着し、波長特性を

深く理解するなど十分な注意が必要である。
　本講演ではレーザー機器に関する安全管理、と
りわけ半導体レーザーに関する安全管理について
注意すべき事項について説明する。

【略歴】
明海大学歯学部卒業
歯学博士
埼玉県、東京都にて開業
明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学
分野非常勤講師

【所属】
日本レーザー歯学会　　専門医・代議員
日本レーザー医学会　　指導歯科医
日本小児歯科学会　　　専門医
日本小児口腔外科学会　専門医
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一 般 演 題
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日本レーザー歯学会主催第 5 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），鶴見大学歯学部歯周病学講座 2）

○大橋英夫 1），大槻昌幸 1），篠木　毅 1），髙森一乗 1），津久井　明 1），中根　晶 1），永井茂之 1）， 
吉田　格 1），吉嶺真一郎 1），守矢佳世子 1），大浦教一 1），長野孝俊 2），五味一博 2）

Questionnaire　Study of the 5th Educational Seminar for Safety Education and Training in 
Clinical Laser Dentistry

Committee of Clinical and Safety Training Program in Japanese Society for Laser Dentistry1） 
Department of Periodontology, Tsurumi University, School of Dental Medicine2）

〇 Hideo OHASHI1），Masayuki OHTUKI1），Takeshi SHINOKI1），Kazunori TAKAMORI1）， 
Akira NAKANE1），Akira TUKUI1），Shigeyuki NAGAI1），Kayoko MORIYA1），Itaru YOSHIDA1）， 

Shinichiro YOSHIMINE1），Kyoichi OURA1），Takatoshi　NAGANO2），Kazuhiro GOMI2）

【要旨】
　2017 年 7 月 24 日に第 5 回歯科用レーザー教育研修会が鶴見大学歯学部棟にて開催された。本研修会は過去第 1
～3 回は歯科医師を、第 4 回は歯学部 5 年生を対象に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、同大学歯学部歯周病学講座五味一博教授のご協力により、同大学
歯学部 5 年生を対象として、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 3 人 1 組で鶏の手羽先を用い、各レーザーによる蒸散、歯
肉切開および切除などを行った。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 5 回教育研修会の参加者である鶴見大学歯学部 5 年生 83 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 83 名で回収率は 100％であった。講演理解度、実習理解度における「よく理解できた」、「理
解できた」の選択肢の回答率が前者は 93％、後者が 96％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 94％であった。卒業後、臨床を行う際
にレーザーを使用したいかの質問では「はい」が 75％であり、診療内容では「う蝕治療」14％、「歯周治療」
32％、「外科的な治療」29％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、体感したことによ
りレーザーのイメージがはっきりし、貴重な体験であったなどの意見が寄せられた。さらに実際にレーザーを導入
する際の参考になった、コスト面への質問など卒業以降を見据えての意見もあった。一方、各レーザーの臨床上で
の用途を図やベン図にまとめてほしいなどの意見も散見され、今後の課題として改善していく必要があると考えら
れた。
　また、教育研修を行った大学でレーザー研修が単発で終わるのでは無く、今後もこの教育研修を参考に継続的に
レーザー研修が大学独自で行えるよう委員会で検討する必要性を感じた。
　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、他大学においても継続して開催することが望
まれる。

P-1
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新規レーザー歯科医療技術の保険導入の歴史
日本レーザー歯学会社会保険委員会

○山口博康、海老原　新、大槻昌幸、髙森一乗、松見秀之、八島章博、中嶋　昭、永井茂之、清水典佳

提案書作成実務担当：宮崎英隆、吉田憲司、渡辺　久

History of social insurance introduction of new laser dental technologies
Social Insurance Committee of Japanese Society for Laser Dentistry

〇 Hiroyasu YAMAGUCHI, Arata EBIHARA, Masayuki OTSUKI, Kazunori TAKAMORI,  
Hideyuki MATSUMI, Akihiro YASHIMA, Akira NAKAJIMA, Shigeyuki NAGAI, Noriyoshi SHIMIZU.

Practical supporters in charge for proposal of medical technology evaluation 
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【緒言】
　日本レーザー歯学会では、2007 年に本委員会の前進である先進医療・保険導入委員会が発足し、学会として新
規レーザー歯科医療技術の社会保険導入に向けて活動している。そこで本発表では、現在までのレーザー治療等の
保険収載の状況について報告し、今後のさらなる保険収載について考察する。

【保険導入の歴史】
　本邦では 1996 年にう蝕治療と軟組織処置、2003 年には歯周ポケットに対する歯石除去について厚生省（現厚生
労働省）の薬事承認を得た Er：YAG レーザー装置が発売され、徐々に臨床応用範囲が拡大している。Er：YAG レー
ザーは 2008 年にう蝕除去・窩洞形成用レーザーとして保険診療に導入され、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として 40
点が算定可能となった。
　2010 年に歯周疾患に関して、手術時根面レーザー応用加算 40 点（歯周外科手術時の明視下におけるレーザーを
用いた歯石除去等に係る加算）が新設された。本加算 40 点の算定要件は、「歯肉剥離掻爬手術時又は歯周組織再生
誘導手術」において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯石除去等を行った場合に「歯肉剥離掻爬手術時又
は歯周組織再生誘導手術」の所定点数に加算可能となり、これはその後 60 点に増点された。
　2018 年にレーザーを用いた新規歯科医療技術として、以下の処置が保険収載された
口腔粘膜処置 30 点：再発性アフタ性口内炎の小アフタ型病変にレーザー照射を行った場合
1） 口腔粘膜血管腫凝固術（一連につき）2000 点：顎口腔領域に生じた血管腫・血管奇形に対して、レーザー照射

を行った場合に一連につき 1 回に限り算定可能
2） レーザー機器加算 1．① 50 点　② 100 点　③ 200 点：歯肉、歯槽部腫瘍等の軟組織摘出術にレーザーを使用し

た時に算定するが、手術の範囲により加算が異なる。
3） 診断機器として光学式う蝕検出装置（ダイアグノデントペン）は、エナメル質初期う蝕管理加算 260 点の算定

の際、2 回目以降の算定に際し必要であった従来のカラー写真撮影に代えてダイアグノデントペンでの測定結
果で算定が可能となった。

　新規申請については、（1）関連する学会（複数の学会が望ましい）が新規医療技術評価提案書（保険未収載技術
用）を作成し、日本歯科医学会を介して厚労省に提出、申請する。（2）提案書には保険収載が必要な理由、申請技
術の対象、内容、有効性等 16 項目について詳細に記載する。（3）申請団体の代表が申請内容について 30 分ほど厚
生労働省のヒアリングを受ける。その後、厚労省、歯科医師会、中央社会保険協議会の審議を経て選定され保険収
載となる。

【考察】
　八島ら＊は、レーザーの保険導入のメリットは高価なレーザー機器の普及により器材の価格低下が期待できると
している。2010 年のレーザー歯石除去以来、8 年が経過して新規医療技術が保険導入されたが、今回、本学会から
申請したすべての提案が保険に導入されたことはレーザー治療の発展と、機器の普及に一助をなすと考えられる。
レーザーの研究発展に伴い、今後一層レーザーの歯科治療への応用がなされると考えられ、本学会として有効なレー
ザー治療等のエビデンスを収集し保険導入を目指すことで、レーザー歯科治療の普及、発展をはかり、国民へ最善
のレーザー治療を提供したいと考えている。
文献
＊八島章博ら：日本レーザー歯学会誌 19：70～77. 2008
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神戸大学病院歯科口腔外科における過去 10 年間の 
レーザー治療に対する臨床的検討

神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

○香西慎一，木本　明，八谷奈苗，山下淳也，松尾健司，榎本由依， 
重岡　学，北山美登里，松本耕祐，鈴木泰明，古森孝英

A statistical analysis of laser therapy for the last ten years in the Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine.

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

〇 Kouzai Shinichi, Kimoto Akira, Yatagai Nanae, Yamashita Junya, Matuo Kenji, Enomoto Yui,  
Shigeoka Manabu, Kitayama Midori, Matsumoto Kousuke, Suzuki Hiroaki, Komori Takahide

【目的】
　歯科用レーザーの発展に伴い、口腔外科領域においても様々なレーザーが用いられるようになって久しい。また、
平成 30 年度診療報酬改定により、レーザー治療による保険対象が広がり、口腔粘膜処置や口腔粘膜血管腫凝固術
が新設されたのに加え、レーザー機器加算も算定できるようになった。そのような背景も加わり、レーザー治療の
使用頻度も増加する傾向にある。今回われわれは、2008 年から 2017 年までの過去 10 年間において当院で行われ
たレーザー治療に関して臨床的検討を行った。特に、歯科口腔外科の立場より、レーザー治療をどのように活用し
ていくかを中心に考察したので報告する。

【対象と方法】
　当院で 2008 年 1 月から 2017 年 12 月までの 10 年間にレーザー治療を行った 756 例。白板症、扁平苔癬、粘液嚢
胞、小帯付着異常、血管腫、悪性腫瘍、その他の良性腫瘍など、疾患別に検討した。

【結果】
　使用頻度は、白板症切除が最も多く 231 例、血管腫凝固療法 169 例、粘液嚢胞摘出 165 例、T1～T2 までの表在
性早期口腔癌切除が 96 例、舌小帯や上唇小帯などの小帯切除が 44 例、その他良性腫瘍の摘出が 28 例、扁平苔癬
に対する切除・蒸散が 23 例であった。使用したレーザーの種類は、血管腫凝固療法においては Nd：YAG レーザー

（インパルスデンタルレーザー：Incisive Japan）を用い、その他は炭酸ガスレーザー（Bel Laser、TAKARA 
BELMONT CORPORATION、Osaka、Japan）を使用した。

【考察】
　当院におけるレーザー治療に関して、炭酸ガスレーザーによる口腔外科領域の腫瘍の切除、摘出の割合が 77.6％
と大半を占めた。また、Nd：YAG レーザーにおいても、口腔粘膜血管腫凝固術が新設されたことにより、紹介が
増えることによる使用頻度の増加が予測される。さらに、レーザー機器加算が新設されたことにより、今まで外科
用メスや電気メスで行ってきた症例に関しても、レーザー使用の増加が予測される。レーザーは、外科用メスと比
較し止血に優れている点や、電気メスより侵襲が少ないなどの利点があり、明視下での処置に優れている。そのた
め、レーザー治療は、安全面に配慮すれば、外科用メスでの処置と比べ比較的簡便な手技での治療が可能となるな
ど、有用性が高いと考えられる。
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炭酸ガスレーザー照射によるエナメル質表層下脱灰病巣の耐酸性効果について
神奈川歯科大学大学院歯学研究科 

口腔統合医療学講座保存修復学分野 1），口腔科学講座クリニカルバイオマテリアル学分野 2）

○飯塚純子 1），向井義晴 1），二瓶智太郎 2）

Effect of CO2 laser irradiation on acid resistance of enamel subsurface lesions
Division of Restorative Dentistry, Department of Oral Interdisciplinary Medicine1）, Division of Clinical Biomaterials 

Department of Oral Science2）, Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University

○ IIZUKA Junko1）, MUKAI Yoshiharu1）, NIHEI Tomotaro2）

【目的】
　近年、口腔清掃の関心の高まりにより、初期齲蝕すなわちエナメル質表層下脱灰病巣に対しての対応が求められ
てきている。しかしながら、その対応はフッ化物塗布や患者による口腔内環境の改善（ブラッシング指導の徹底、
食育など）などによる進行抑制および再石灰化促進に留まり、新たなる効果的手法は確立されていない。我々はエ
ナメル質表層下脱灰病巣に対する積極的な再石灰化療法をいくつか検討しているが、本研究ではエナメル質表層下
脱灰病巣に対する炭酸ガスレーザーの耐酸性効果について検討し、その有効性を Transverse Microradiography 

（TMR）にて評価した。
【材料と方法】
　ウシ下顎中切歯よりエナメル質片を 5×6 mm に切り出し、耐水研磨紙 2,000 番で研磨後、脱イオン水にて超音
波洗浄した。その後、耐酸性バーニッシュにて試験面を 3×4 mm に規定し、以下の 3 群に分けた。1）基準脱灰
病巣群（D 群）：エナメル質片を乳酸脱灰緩衝液に 37℃で 10 日間浸漬して表層下脱灰病巣を形成した。2）耐酸性
試験群（DD 群）：同様にエナメル質片に表層下脱灰病巣を形成した後、酢酸緩衝液に 37℃で 4 日間浸漬し、耐酸
性試験とした。レーザー照射群：（DLD 群）：同様にエナメル質片に表層下脱灰病巣を形成した後、エナメル質歯
片に対し炭酸ガスレーザー（OPELASER PRO、YOSHIDA）を 1.0 W で照射距離 20 mm、デフォーカスで 10 秒
照射した。その後上記同様、酢酸緩衝液に 37℃で 4 日間浸漬し、耐酸性試験を行った。各群処理後、エナメル質
片から厚さ 150 nm の薄切片を切り出し、TMR 撮影（PW 3830、管電圧 35 kV、管電流 15 mA、照射時間 15 分）後、
分析用ソフト（TMR2012、2006、Inspektor）を用いてミネラルプロファイルを作製、ミネラル喪失量（IML）を
測定した。

【結果および考察】
　D 群の結果から、表層に 47％および病巣体部に 30％のミネラル密度を有する表層下脱灰病巣が形成されたこと
が確認できた。また DD 群のミネラルプロファイルから表層の破壊は確認されず、また D 群と比較するとミネラ
ル喪失量（IML）が増加していることから、エナメル質表層を保ちつつ、耐酸性試験が的確に行われたことが示さ
れた。さらに、炭酸ガスレーザー照射を行った DLD 群のミネラルプロファイルから、レーザー照射がエナメル質
表層を破壊することがなかったことが確認された。また、DD 群と比較するとミネラル喪失量（IML）が減少する
傾向が確認されたことから、表層下脱灰病巣に炭酸ガスレーザー照射を施すことにより、耐酸性が向上する可能性
が極めて高いことが示唆された。

【結論】
　これまでに、ルビーレーザーを照射したエナメル質が耐酸性を獲得するという Sognnaes ら報告や、修復物と歯
質の境界にレーザーを照射し、辺縁封鎖性の向上をさせると共に耐酸性も獲得するという Winkler らの報告がある。
本研究結果は、エナメル質表層下脱灰病巣に対する炭酸ガスレーザーの照射が表層の破壊を生じさせることなく比
較的簡便に耐酸性の向上も獲得できる可能性を示唆するものであり、健全歯のみならず再石灰化の望めない深い病
巣深度を持つ表層下脱灰病巣に対するアプローチとして炭酸ガスレーザーが使用できる可能性を導くものである。
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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（波長 9.3 nm）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 at a wavelength of 9.3 nm  
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】
　レーザーを用いた象牙質知覚過敏症の治療法は、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、実施されている。CO2

レーザーは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、波長の違いによる象牙細管封鎖性の差
についての報告はあまりされていない。本実験では、波長 9.3 nm および波長 10.6 nm の CO2 レーザーにおいて、
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、象牙細管封鎖性について検討を行った。

【材料と方法】
　レーザー装置として、発振波長 9.3 nm、光ファイバー導入方式の試作 CO2 レーザー（タカラベルモント）と、
発振波長 10.6 nm、光ファイバー導入方式の CO2 レーザー（Bel Laser、タカラベルモント）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 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。照射チップにセラミックスチップを用い、照射出力を BP モード 2.0 W 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を下記の条件（表 1）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 Tukey 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 17-08005 号）。

【結果および考察】
　条件 2 の象牙質透過抑制率は、条件 1 と 3 と 4 と比べて有意に低かった。また、条件 1 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 6 の象牙質透過抑制率は、条件 8 と比べて有意に低かった。また、条件 4
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、波長 9.3 nm は、波長 10.6 nm と比べて吸収
されやすい波長のため、低いエネルギー密度でも象牙細管の封鎖性が向上したと考えられる。

【結論】
　象牙細管封鎖性において、波長 9.3 nm の CO2 レーザーは、波長 10.6 nm の CO2 レーザーと同程度またはより高
い効果が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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象牙質表面性状に及ぼす Er：YAG laser 照射の影響について
明海大学歯学部付属明海大学病院歯科衛生部

○山崎涼子

The effects of Er：YAG laser irradiation on micro-topography of the dentin surface
Department of Dental Hygienist, Meikai University

○ Ryoko YAMAZAKI

【目的】
　これまでに我々は手用スケーラーや超音波スケーラーと Er：YAG laser を用いたスケーリングについてその臨床
的な比較研究を行い、歯科衛生士の立場から報告を行ってきた。しかしながら実際に Er：YAG laser を歯石除去に
応用することを考えた照射条件が歯質の表面性状に及ぼす詳細な基礎的な研究報告は少ないのが現状であり、ス
ケーリングに適した照射条件や照射方法などが明確にされていない。
　本研究では適切な Er：YAG laser のスケーリングに対する照射条件を検討するための基礎的な知見を得ることを
目的とし、本学会で以前に発表した内容を更に発展させ今回はスケーリングに応用されている照射条件の中でも、
1 パルスあたりのエネルギーに着目して、これらの条件が象牙質表面性状に与える影響を形態学的に調べ、走査型
電子顕微鏡（SEM 像）観察と形態計測を行い比較検討した。

【材料と方法】
　抜去歯を用いて、歯の歯冠部を切断し、歯軸に対して垂直な断面を作成しそこに Er：YAG laser を以下の条件で
照射した。なお本実験は明海大学歯学部倫理委員会の承認を得て行われた（A-0919）。
　照射条件は Er：YAG laser、Erwin AdvErl（モリタ社製）チップは P400T（Fig.1、エネルギー透過率 50％）を
使用した。ハンドピースの移動スピードは 1 cm/s で、歯質表面に対して照射角が 45 度になるようにして、歯面
に接触しながら移動させて照射した。なお今回はレーザー痕を明確にするために注水は行わずに照射した。照射条
件の設定は 10 pps と 20 pps において 30 mJ/pulse、40 mJ/pulse、50 mJ/Pulse（パルス幅 0.3 ms）に設定した。
これら 6 グループで実験を行い、各グループ 4 つの試料にレーザー照射し、肉眼的な観察と電子顕微鏡の観察を行っ
た。また、象牙質表面に見られたレーザー照射痕に対して無作為に 5 箇所のレーザー痕を選び、移動方向に見られ
るのが痕の長さとし垂直方向を幅として楕円形の照射痕を画像上で測定した。

【結果】
　全体的にパルスエネルギーが上がると窪みが明確になり、その深さは移動方向に向かって浅くなる傾向があった。
　照射痕の幅は照射条件に関わらずほぼ一定の大きさを示し、有意差はなかった。また、長さはパルスエネルギー
が増加するに連れてやや増加する傾向はあるものの統計処理では有意差は見られなかった。
　照射痕の表面形態は移動方向に向かって細くなる楕円形を示し、断面形態の深さは移動方向に向かって浅くなっ
ていた。10 pps においてはエネルギーが大きくなるごとに 1 パルスあたり約 20 nm ずつ深さが増加した。
　20 パルスにおいては 40 mJ と 50 mJ においてエネルギーが大きくなっていても差がみられなかった。

【考察】
　今回の結果からは象牙質表面のレーザー照射痕は 1 pulse の照射によって形成されたもので、その幅と長さは照
射条件に関わらず、全て有意差のないほぼ同じ値を示した。これは象牙質表面に照射されるレーザーの面積がパル
スエネルギーに関係なく一定であることを示している。今回は基本的なレーザー照射の影響を調べるためにチップ
を固定して一定の移動スピードを保ったまま照射していることからこのような結果が得られたと考える。照射面積
はパルスエネルギーの違いというよりもチップの直径や照射角度、そして移動スピードに左右される因子であると
考える。
　さらにレーザー照射によって形成された窪みは照射の移動に伴って移動方向に浅くなって行く傾向が認められた
が、これはレーザー照射の移動が伴うスケーリングに応用する場合のレーザー照射の特徴として捉えることができ
る。今後移動速度、pulse 数や注水下条件を含めた照射条件のさらなる研究を行い、Er：YAG laser のスケーリン
グ応用に対して今後さらに適切な条件を追求する必要がある。

【結論】
1　パルスエネルギーに関係なく照射表面に及ぼす照射痕の面積には差がないことが示された。
2　象牙質表面のレーザー照射痕の深さは、1 pulse あたりのエネルギーに比例して増加することが示された。
　本研究結果は、今後レーザースケーリングを行う上での条件設定に対して、表面性状に対する作用を十分に考慮
する必要性を示唆する基礎的な知見であると考える。
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平均パワー密度 60 W/cm2 の Q スイッチ Er：YAG レーザー照射が象牙質 
およびレジン接着に及ぼす影響

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 dentin and resin adhesive system caused by average power density 60 W/cm2 
Q-switched Er：YAG laser irradiation

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】
　近年、ミニマルインターベンション（Minimal Intervention；MI）の概念に対応した低侵襲な歯科治療が強く望
まれている。ナノ秒パルスレーザーである Q スイッチ Er：YAG レーザーは従来の 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ため MI の観点に適している。我々はウシ象牙質に対する平均パワー密度 60 
W/cm2 以下の Q スイッチ Er：YAG レーザー照射が切削時にう蝕選択性を有すること、および 20 W/cm2 での照射
はレジン接着強度を向上させるが、平均パワー密度の増加に伴い接着強度の低下傾向を示し、60 W/cm2 において
は接着強度が著しく低下することを報告した。そこで平均パワー密度 60 W/cm2 の Q スイッチ Er：YAG レーザー
照射が象牙質およびレジン接着に与える影響を解明することを目的とした。

【方法】
　実験 1：被験歯としてウシ前歯を使用した。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い試料とした。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、Q スイッチ Er：YAG レーザー（FLPM-90 with Rotating 
Mirror Q-switch System、Pantec）、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）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 h、
37℃の水中に保存後、ビーム作製を行い、その際に破断した破断面の SEM 観察を行った。
　実験 2：実験 1 と同様に象牙質平坦面を露出後、鏡面研磨を行ったものを試料とし、照射時間 1 s でレーザー点
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 21.6 mJ（平均パワー密度 60 W/cm2：Q-60 群）、③従来型 Er：YAG レーザー（Erwin 
AdvErL、モリタ製作所）、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）、
④非照射群の 4 群とした。その後表面の SEM 観察を行った。

【結果】
　実験 1：Q-60 群の破断面の SEM 観察では象牙質側および CR 側に象牙細管の開口を認め、象牙質凝集破壊であ
ることが示された。
　実験 2：点照射後の SEM 観察では Q-20 群において象牙細管の開口を認め、Q-60 群および従来群では象牙細管
の開口と変性を認めた。

【考察】
　Q-20 群では変性なく象牙細管の開口のみを認め、レーザーがエッチング様の働きをしたことがレジン接着向上
に影響していることが考えられる。また Q-60 群では象牙細管の開口と変性を認め、平均パワー密度の増加により
象牙質への影響があることが示された。Q-60 群では象牙細管の変性により象牙質が脆弱となりレジン接着後の象
牙質凝集破壊を引き起こすと考えられる。

【結論】
　平均パワー密度の増加に伴い象牙質が脆弱となることが接着低下に影響している可能性が示唆された。
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Q スイッチ Er：YAG レーザー照射象牙質に対する 
レジン接着のメカニズムに関する研究

大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻 1），大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部 2） 
大阪大学歯学部附属病院予防歯科 3），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 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）

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

Study on a mechanism of resin adhesion to dentin irradiated by Q-switched Er：YAG laser
Graduate School of Engineering, Osaka University, Osaka, Japan

○ Sota KONDO1）, Hisanao HAZAMA1）, Aya TANIGUCHI2）, Shinichi SEKINE3）,  
Kenji TANAKA2, 4）, Shigehisa AKIYAMA2）, Kunio AWAZU1, 5, 6）

【背景】
　近年の接着力の信頼性が高いレジン接着システムを用いても、パルス幅が 200-300 ns の Er：YAG レーザーを照
射した象牙質では、非照射象牙質と比較して接着強度が低下すると報告されている。その主な原因として、Er：
YAG レーザー照射象牙質の表層に観察される層板状構造や熱変性層が挙げられ、熱影響の抑制が求められている。
そこで、我々は、パルス幅が象牙質の熱緩和時間よりも短い約 100 ns の Q スイッチ Er：YAG レーザーを用いるこ
とで、象牙質に対するレジンの接着強度を向上させることが可能か検証した。これまでに、象牙質に対する平均パ
ワー密度 20 W/cm2 の Q スイッチ Er：YAG レーザー照射により、臨床条件下の従来の Er：YAG レーザー照射と
比較し、レジン接着強度が向上することを報告した。そこで、本研究では、その原因やメカニズムを解明すること
を目的とした。

【実験方法】
　サンプルには約 15×15×4 mm3 に切り出したウシ健全象牙質を用いた。耐水研磨紙 #600 を用いて流水下で研
磨を施したサンプルに対し、Q スイッチ Er：YAG レーザー（FLPM-90、Pantec）と従来の Er：YAG レーザー（Erwin 
AdvErL、Morita）を面照射、および点照射した。Q スイッチ Er：YAG レーザーの照射条件は、パルス幅 80-130 
ns、パルス繰り返し周波数 10 Hz、各照射点への照射時間 1 s、照射エネルギー 7.2-21.6 mJ/pulse（平均パワー密
度 20-60 W/cm2）、非注水とした。また、従来の Er：YAG レーザーの照射条件は、パルス幅～200 ns、パルス繰り
返し周波数 10 Hz、各照射点への照射時間 1 s、照射エネルギー 100 mJ/pulse（平均パワー密度 900 W/cm2）、注
水 2 ml/min の臨床条件とした。レーザー面照射したサンプルに対しては、SEM（JCM-5700、JEOL）を用いた象
牙質の形態観察、およびナノインデンター（ENT-1100a、Elionix）を用いた象牙質の硬さの測定を行った。レーザー
点照射したサンプルに対しては、共焦点レーザー顕微鏡（OLS3000、Olympus）を用いて、レーザー照射による切
削深さの測定を行った。

【結果と考察】
　レーザー点照射した象牙質の硬さ測定より、2 光源の全ての条件において、スメア層の厚さ（約 2 nm）を上回
る 4 nm 以上の切削深さが観測され、レーザー照射によりスメア層が除去されることが示唆された。さらに、レー
ザー面照射した象牙質の SEM 観察より、Q スイッチ Er：YAG レーザーの平均パワー密度の増加に伴い、開口し
た象牙細管の増加が観察され、象牙質内へのボンディングレジンの浸透を促進させている可能性が生じた。一方で、
ナノインデンターを用いた硬さ測定では、平均パワー密度 20 W/cm2 の Q スイッチ Er：YAG レーザー照射面では、
全条件の中で最大の硬さが観測された。しかし、Q スイッチ Er：YAG レーザーの平均パワー密度の増加に伴い、
象牙質の硬さが著しく低下することが観測された。以上より、平均パワー密度 20 W/cm2 の Q スイッチ Er：YAG
レーザー照射によって象牙質に対するレジン接着強度が向上したメカニズムに関して、スメア層の除去および象牙
質の開口に加えて象牙質の強度が、強力な接着強度を実現する主な要因となっていることが示唆された。

【結論】
　パルス幅が象牙質の熱緩和時間よりも短い約 100 ns のため、熱影響の緩和が期待される 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の接着強度の向上に関するメカニズムの解明を試みた。その結果、スメア層
の除去および象牙質の開口に加え、象牙質の強度が、レジンの接着強度の向上に関わる主な要因となっていること
が示唆された。
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紫ＬＥＤ光源の光照射を用いたオフィスホワイトニングで 
色調改善を行った一症例

日本歯科大学附属病院総合診療科ホワイトニング外来

○石川明子，中西生美

A case report of color tone improvement by office whitening  
using irradiation of purple LED light source

Nippon Dental University Hospital, General Dentistry, Outpatient of Whitening

○ Ishikawa Akiko, Nakanishi Ikumi

【目的】
　人の歯の加齢による変化の一つとして、歯の色の黄変があげられるが、これは生理的な現象であり、誰にも訪れ
る回避できないものである。歯を切削することなく色の黄変を改善できる方法としてホワイトニングがあげられる。
　生活歯へのホワイトニングの方法には、ホームホワイトニングとオフィスホワイトニングがあり、中でもオフィ
スホワイトニングは、光により化学反応が促進される触媒を含有した薬剤が多く使用されている。今回、紫 LED
光源の光照射により、50 代後半の女性の前歯の色調をオフィスホワイトニングで明るく改善できた症例を報告す
る。

【症例】
　57 歳　女性 

〈主訴〉歯を白くしたい
〈現病歴〉他医院にて矯正治療後、慢性根尖性歯周炎を発症した 16 番歯の保存可否について相談するため当院を受
診したが、当該歯については保存不可と診断し抜歯となった。矯正治療後、歯列が整ったことで口腔内への関心が
高まり歯の色調が気になるようになったことから、ホワイトニングを希望した。

〈現症〉上下前歯部の変色 
〈診断〉上下顎前歯（計 12 本）変色歯
〈既往歴〉接触性皮膚炎
〈嗜好品〉喫煙 8 本 / 日、飲酒 2～3 回 / 週
【治療方針・方法】
　上下顎前歯へのオフィスホワイトニング
　オフィスホワイトニング材は、株式会社ジーシー 歯科用漂白剤 ティオンオフィスを用いて施術を行った。ホワ
イトニング施術時の光照射には株式会社ジーシー 歯面漂白用加熱装置 コスモブルー（光源：紫 LED5 灯、出力ピー
ク波長 395～410 nm）を用いた。

【色の評価】
　口腔内写真撮影、VITA シェードガイドを用いた視感比色法、測色計 株式会社デンツプライシロナ スペクトロ
シェードによる測色を行い記録した。

【結果】
　上顎前歯 11 回、下顎前歯 10 回ホワイトニング施術を行った。治療途中に、知覚過敏が発現したが知覚過敏処置
を行った後、治療を再開し良好な結果が得られた。患者自身の満足度に大きく貢献した。

【考察】
　今回の症例は矯正治療後にホワイトニングを行った 1 症例である。当初から患者のモチベーションは高く、審美
的な要求も同様に高かった。
　このような症例に対しホワイトニングを行うにあたり注意を要した点としては、治療中の不快事項や後戻りに対
する理解を得るためのラポール形成を重視した。
　また露出した象牙質の一部である楔状欠損や咬耗に対してホワイトニングは禁忌とされているが、患者の要求に
対して、安全性の配慮と副作用の説明を十分に行ったうえで施術することで一定の改善が得られた症例である。し
かしながら実際に楔状欠損や咬耗のホワイトニング施術時に疼痛が出現したことから、象牙質のホワイトニングと
象牙質知覚過敏症に対する細心の注意と対策を練っておくことが大事であることを改めて痛感した。
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クマザサ葉アルカリ抽出液（ササヘルス®）とダイオードレーザーを 
用いた光線力学療法による根管洗浄について

明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野

○増田宜子，門倉弘志，山崎崇秀，横瀬敏志

Photodynamic therapy of the elimination of enterococcus faecalis with alkaline extract 
of the leaves of sasa senanensis rehder and diode laser.

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

○ Masuda Yoshiko, Kadokura Hiroshi, Yamasaki Takahide, Yokose Satoshi

【緒言】
　様々な機械的根管洗浄法や化学的洗浄法を用いても根管は完全には無菌にはならない。そのため、より効果的な
洗浄器具や攪拌システムが開発された。レーザーは、細菌を除去するために有益な補助器具であり、根管治療後の
予後不良症例を減らすために役立つことが報告されている。様々な種類のレーザーが開発され根管洗浄方法が研究
されている。高出力のレーザーが新たに根管治療に導入されダイオードレーザーと光感受性物質を組み合わせ E. 
faecalis に対する抗菌効果について報告された。光線力学療法は細菌を不活性化する補助療法である。
　ササヘルス®は、クマザサの葉より抽出した黒緑色を呈する液剤で防腐作用、抗炎症作用、抗酸化作用、抗菌作用、
抗ウイルス作用などの多様な生物作用を示す。
　E. faecalis は、根管充填後に発症する難治性根尖性歯周炎の根管においてしばしば検出される。そこで E. 
faecalis に対して細胞傷害性の少ない光感受性物質（ササヘルス®）と光源（ダイオードレーザー）を用いて光線力
学療法を行うこととした。

【目的】
　本研究の目的は、ダイオードレーザーを用いた光線力学療法において光感受性物質としてクマザサ葉アルカリ抽
出液（ササヘルス®）を用い根管内細菌に対する抗菌効果を調べることである。

【材料と方法】
　E. faecalis の（ATCC：BAA-2128TM）を 5 ml の BHI 培地に播種し 37℃、24 時間培養した。1.5 ml の遠心チュー
ブに 40 nl （2x 108） 菌液と 200 nl のササヘルス®を添加した。コントロールとして 200 nl の滅菌蒸留水を用いた。
ダイオードレーザー（808 nm、直径 0.2 mm fiber）を 3 w 連続波でチューブの底から 6 mm の距離で 10、20、
40、50、60 秒で照射した。コントロール群はレーザーを照射しなかった。また、ササヘルスなしで 60 秒照射した。
1.5 ml チューブから 5 nl を採り 1 ml の滅菌蒸留水で希釈しさらにそこから 10 nl を採取し 1 ml の滅菌蒸留水で希
釈した。そこから最後に 40 nl を採り BHI 寒天プレートに播いた。24 時間後にコロニー数を計測した。
　ササヘルス®の細胞毒性をヒト線維芽細胞（HDFa：Gibco、Invitrogen）にて調べた。96-well プレートに培養し
た（2.42 x 103 cells/well、0.1 ml/well） HDFa 細胞と種々の濃度のササヘルスとを培養し MTT 法にて生細胞数を
測定した。濃度依存曲線から、50％細胞傷害濃度（CC50）を求めた。

【結果】
　コントロールと比較してレーザー照射群、光感受性物質ササヘルス®添加群、光感受性物質ササヘルス®を添加
しレーザーを照射した群において E. faecalis のコロニー数の減少が認められた。歯髄細胞に対する光感受性物質
ササヘルス®の 50％障害濃度（CC50）は、2 時間の培養で 3.3 mg/ml であった。

【考察】
　光感受性物質（ササヘルス®）とダイオードレーザーを併用した光線力学療法において E. faecalis を除去するこ
とが可能であり、この方法を用いて根管洗浄に応用可能であることが示唆された。
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インドシアニングリーン封入ナノ粒子と半導体レーザーを用いた抗菌光線 
力学療法（aPDT）による Enterococcus faecalis 殺菌効果と歯根温度変化

愛知学院大学歯学部歯内治療学講座 1），歯周病学講座 2）

◯樋口直也 1），佐々木康行 2），稲本京子 1），林　潤一郎 2），三谷章雄 2），福田光男 2），中田和彦 1）

Bactericidal effect for Enterococcus faecalis and thermal effect on root surface  
by aPDT with ICG nanosphere and diode laser

Departments of Endodontics1）, Periodontology2）, School of Dentistry, Aichi Gakuin University

◯ Naoya Higuchi1）, Yasuyuki Sasaki2）, Kyoko Inamoto1）, Jun-ichiro Hayashi2）,  
Akio Mitani2）,  Mitsuo Fukuda2）, Kazuhiko Nakata1）

【目的】
　近年、光感受性物質を特定波長の光線で励起することで、惹起される一重項酸素により殺菌する抗菌光線力学療
法（antimicrobial photodynamic therapy：aPDT）の歯科への応用が注目されている。これまで、我々は、生体に
安全な光感受性物質であるインドシアニングリーンを封入し、キトサンコーティングしたナノ粒子（ICG-Nano/c）
を作製し、半導体レーザー（波長 810 nm）を用いた aPDT の基礎的研究を重ね、歯周治療への応用を検討し、そ
の有用性を報告してきた。
　今回、生体に安全な根管消毒法の開発を目的として、難治性根尖性歯周炎の根管から高率に検出される
Enterococcus faecalis を用い、ICG-Nano/c と半導体レーザーを用いた aPDT による殺菌効果および歯根の温度変
化を検討した。

【材料、方法】
1．aPDT の殺菌効果
　被験菌株には、E. faecalis ATCC19433 株を使用し、1.0×108～9 CFU/ml となるまで培養し、実験に用いた。レー
ザーを照射後、希釈平板法により BHI 寒天培地上で各群の生菌数をカウントし、比較検討を行った。ICG-Nano/c
は終濃度 10 mg/ml になるように PBS で調整した。
①　aPDT による殺菌効果の確認：実験群を、E. faecalis に ICG-Nano/c を添加したがレーザー照射を行わない群、
ICG-Nano/c を添加しないで E. faecalis にレーザー照射を行った群、aPDT 群（E. faecalis に ICG-Nano/c を添加
し、レーザー照射を行った群）とし、対照群を E. faecalis のみとし、aPDT の殺菌効果を調べた。レーザーの照射
条件は、出力 0.7 W、RPT（リピート）モード（Duty cycle 50％、100 ms）、照射時間 3 分に設定した。
②　aPDT における照射時間の検討：レーザーの照射条件を、出力 0.7 W、RPT モード（Duty cycle 50％、100 
ms）に設定し、照射時間を 0、1、3、5 分とした。
2．aPDT による歯根の温度変化
　抜去したヒトの下顎小臼歯を髄室開拡、根管拡大形成後、実験に用いた。実験（aPDT）群の根管内には ICG-
Nano/c の溶液（10 mg/ml）を、対照群の根管内には PBS を注入した。レーザー照射中、サーモグラフィーで歯
根の温度を計測した。レーザーの照射条件は、出力を 0.7 W または 1.4 W とし、RPT モード（Duty cycle 50％、
100 ms）に設定した。

【結果】
　aPDT の殺菌効果については、① aPDT 群においてのみ、検出細菌数の有意な減少を認め、殺菌効果を示した　
② 1 分間以上の照射により、時間依存的に検出細菌数の有意な減少を認めた。また、5 分間の照射により、約 99％
の殺菌効果を認めた。また、aPDT による歯根の温度変化については、どの群においても、照射開始 5 分後でも臨
床的に問題を生じると考えられる歯根の温度上昇は認められなかった。特に 0.7 W では温度上昇がより低く抑えら
れた。

【考察および結論】
　本研究により、ICG-Nano/c と半導体レーザー（波長 810 nm）による aPDT は、E. faecalis に殺菌効果（最大
99％）を示すことが明らかとなった。また、照射時間依存的に検出細菌数が減少した。さらに、実験に用いた照射
条件では、著明な温度上昇は認められなかった。今後、aPDT の照射出力やその際の歯根表面の温度上昇について
さらに検討し、有効性および安全性を確認することが必要であるが、難治性根尖性歯周炎に対しても生体に安全な
根管消毒法として応用できる可能性が示唆された。
 本研究は科学研究費（No. 16K11572）の助成を受けて行われた。

P-11

40



Er：YAG レーザーを用いた根管洗浄時に生じる根尖孔外の圧力 
および根管内蒸気泡の挙動 

―チップ直径およびチップ形態による影響―
東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座歯髄生物学分野

◯高野　晃，渡辺　聡，本郷智之，八尾香奈子，佐竹和久，興地隆史

Generation of apical pressure and intracanal vaporized cavitation bubbles during root canal 
irrigation activated by Er：YAG laser： Effect of tip diameter and configuration

Department of Pulp Biology and Endodontics, Division of Oral Health Sciences, Graduate School of  
Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University （TMDU）

○ KOUNO Akira, WATANABE Satoshi, HONGO Tomoyuki, YAO Kanako, SATAKE Kazuhisa, OKIJI Takashi

【目的】
　近年 Er：YAG レーザーを用いた根管洗浄（laser-activated irrigation、以下「LAI」）の有効性が注目されている。
また根管洗浄時に溢出した洗浄液による組織傷害への懸念から、洗浄中に根尖孔外に生じる圧力を解析した報告が
なされている（佐竹他。日レ歯誌 2014；25：70-74。）。我々はこれらの点に着目し、LAI で生じる根尖孔外の圧力
や洗浄液の溢出量を検討し、これらが照射エネルギーやチップ設定位置に有意に影響されることを報告した（Yao 
et al. Photomed Laser Surg 2017；35：682-687.）。また根管洗浄中の蒸気泡の発生および高速水流は根管清掃効果
に寄与し、根管壁に対する剪断応力は水流速度と比例すると報告されている （Ahmad MJ et al. J Endod 1987；
13：490-499）。本研究では、チップ径およびチップ形態の相違が、蒸気泡の数、速度および根尖孔外に発生する圧
力に及ぼす影響を解析した。

【材料および方法】
 根管長 20 mm、40 号 0.06 テーパーに調整したプラスチックピペットチップ（10 nL ロングチップ、深江化成）を
模擬根管とし、蒸留水を満たした状態で実験に供した。Er：YAG レーザー装置（Erwin AdvErl、モリタ製作所）
および 3 種の付属レーザーチップ、すなわち R200T（円錐状、z200 nm）、R600T（円錐状、z600 nm）、C600F（平
坦、z600 nm）を使用し、レーザーチップ先端を根管模型基底部から 15 mm の位置に固定して 70 mJ、10 pps の
条件で 5 秒間レーザー照射した（n＝7）。圧力測定装置（AP-12S、キーエンス） をビニールチューブで模擬根管の
根尖に接続し、根尖孔外に生じた圧力を各群 7 回ずつ測定した。根尖孔外に発生した圧力の測定と同時に、模擬根
管内の蒸気泡の発生挙動をハイスピードカメラ （VW-9000、キーエンス） で撮影し、蒸気泡の数、速度を解析ソフ
ト（Dipp-Motion V）を使用し解析した。統計学的解析には一元配置分散分析および Tukey-Kramer 検定を用い、
有意水準 5％とした。

【結果】
　根尖孔外に生じた圧力は、チップ径、チップ形態の違いによる有意差を認めなかった（p＞0.05）。蒸気泡の数に
おいて、R600T は R200T および C600F よりも有意に増加した（p＜0.05）。蒸気泡の速度において、R200T は
R600T および C600F よりも有意に低く（p＜0.05）、R600T および C600F に有意差を認めなかった（p＞0.05）。

【考察】
　LAI による洗浄液の根尖孔外への溢出については、シリンジ洗浄より根尖孔外に洗浄液が飛散していたという
報告（George R et al. J Endod 2008；34：706-708.）が見られる一方、造影剤溶液中で LAI を行った 300 症例で
根尖孔外への溢出を認めなかったとの報告（Peeters H Clin Oral Invest 2013；17：2105-2112.）もあり、見解の
相違がみられる。Er：YAG レーザーを用いた LAI では、レーザーチップ先端周囲の水の微小爆発によって生じる
蒸気泡の発生と消失の過程で、高速の水流、衝撃波が生じると考えられている。本実験条件では、根尖孔外に生じ
る圧力に対するチップ径とチップ形態の影響を解析したが、有意差を認めなかった。一方、蒸気泡の数はチップ径
が大きく円錐型形態の方が多く、蒸気泡の速度はチップ径が大きい方が高かった。エネルギーが照射される方向の
違いやチップ先端の表面積が大きくなることで微小爆発の発生範囲の変化に起因すると推察される。今後水流の分
布範囲や清掃効果についても検討が必要であり、臨床応用に際しては適切な照射条件、チップ形態等について慎重
な研究・検討を要する。

【結論】
　本実験条件では、Er：YAG レーザーを用いた LAI を同一エネルギーで行った場合、根尖孔外に生じた圧力はチッ
プ径およびチップ形態に影響されなかったものの、蒸気泡の数と速度はチップ径およびチップ形態に影響された。
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レジンセメントを用いた CAD/CAM 用ハイブリッドセラミックとコンポジット 
レジンコアの接着強さに及ぼすレーザー照射併用シランカップリング処理の影響

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 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），川嶋里貴 2），鈴木雅也 2），新海航一 1, 2）

Effect of silane coupling treatment with laser irradiation on the shear bond strength of 
CAD/CAM hybrid ceramic to resin composite core using resin cement

Advanced Operative Dentistry・Endodontics1）, Department of Operative Dentistry2） 
The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata

○ CHUENJIT Pakorn1,） KAWASHIMA Satoki2）, SUZUKI Masaya2）, SHINKAI Koichi1, 2）

The purpose of this study was to evaluate the effect of silane coupling treatment with Er, Cr：YSGG laser 
irradiation on the shear bond strength （SBS） of a CAD/CAM hybrid ceramic to photo-polymerized resin 
composite core using dual-cure type resin cement.
Materials and methods：Hybrid ceramic plates （4 × 4 × 1.5 mm） were sectioned from CAD/CAM blocks 

（Block HC, SHOFU, Japan） using a slow-speed saw （Isomet100, Buehler, US）. After finishing and polishing the 
surface of the plates, they were cleaned in distilled water using an ultrasonic device. The plates were randomly 
assigned to one of the experimental groups （n ＝ 10） shown as follows：C （control）, without surface treatment；
CP, silane coupling agent （Ceramic primer, Kuraray Noritake） application；CPL, ceramic primer application 
followed by Er, Cr：YSGG laser irradiation；S, sandblasting with a pressure of 0.25 MPa from a distance of 10 
mm for 10 s, using 50-µm alumina （Al2O3） particles （Jet Blast II, J. Morita）；SP, sandblasting followed by the 
primer application；SPL, sandblasting and the primer application followed by the laser irradiation. The 
parameters of the laser were 0.5 watt and 10Hz in focus mode and irradiation time was 10 s. Resin composite 
for build-up core （BeautiCore LC, Shofu） was filled in plastic tubes and photo-cured for 40 s to fabricate resin 
composite discs （2.5 mm in diameter and 1.5 mm height）. A piece of adhesive tape with a 2-mm-diameter 
circular hole was placed on the hybrid ceramic plate finished with each surface treatment to define the bonding 
area. Each resin composite disc was cemented to the hybrid ceramic plate using dual-cured resin cement 

（Panavia V5, Kuraray Noritake, Japan）. The cementation was performed as follows：a small amount of the 
mixed resin cement was placed on the plate, the resin composite disc was put on the resin cement loading with 
a weight of 1 kg for 3 min, and then photo-cured for 20 s from five directions for a total of 100 s using a light-
curing unit （Pencure2000, J. Morita, Japan）. All cemented specimens were stored in distilled water at 37°C for 
24 hrs. The SBS test was carried out using a universal testing machine （EZ Test 500N；Shimadzu, Japan） at a 
crosshead speed of 1.0 mm/min. The fracture surfaces of the specimens were examined using a 
stereomicroscope （Leica EZ4D, Wetzlar, Germany） to determine the failure mode. The data obtained were 
statistically analyzed using two-way ANOVA to detect the effect of two factors （sandblasting and silane coupling 
treatment） on the SBSs, followed by the Tukey’s HSD test to compare the experimental groups at a 95％ 
confidence level.
Results and Discussion：Statistical analysis using two-way ANOVA revealed that both the sandblasting and 
the silane coupling treatment had a significant effect on the SBSs （p＜0.0001）；however, a significant effect of 
interaction between factors was not recognized. In both with and without sandblasting groups, the applied 
silane coupling treatment with laser irradiation group showed significantly lower SBSs compared to that 
without laser irradiation （p＜0.01）. Both sandblasting and silane coupling treatment significantly increased the 
SBS of CAD/CAM hybrid ceramic to resin composite core when cementing with resin cement. However, the 
laser irradiation in focus mode affected the silane coupling treatment by increasing the SBS of CAD/CAM 
hybrid ceramic to resin composite core. The laser parameters （watt and Hz）, irradiation time and focus mode 
should be reconsidered in future studies.  
Conclusion：Er, Cr：YSGG irradiation followed by the silane coupling treatment for the hybrid ceramic 
decreased the bond strength of CAD/CAM hybrid ceramic to resin composite core when cementing with resin 
cement.

P-13

42



紫外線 LED の歯周病原細菌への影響
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 1），日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座 2）

◯ Nay Aung1），竹内康雄 1），平塚浩一 2），片桐さやか 1），青木　章 1）

UV LED effects on Periodontopathic bacteria
Department of Periodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences,  

Tokyo Medical and Dental University （TMDU）1） 
Department of Biochemistry & Molecular Biology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo2）

○ Nay Aung1）, Yasuo Takeuchi1）, Koichi Hiratsuka2）, Sayaka Katagiri1）, Akira Aoki1）

Purpose：UV LEDs have been used to treat skin diseases in medicine. Recently, portable UV LED devices are 
being developed as convenient, cost-effective, light delivery methods for clinical use. The purpose of this study 
was to examine effects of ultraviolet light-emitting diode （UV LED） wavelengths on periodontopathic bacteria 
and human gingival fibroblasts.

Materials and Methods：Bacterial suspensions ［Porphyromonas gingivalis （Pg）, Prevotella intermedia, 
Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, and Streptococcus oralis］ were irradiated by 
UV LEDs （265, 285, 310, 365, and 448 nm） at 600 mJ/cm2. The colony forming units （CFUs） were counted after 
1 week. Pg growth following irradiation was measured up to 24 hours. Cell morphology was observed using 
SEM. qRT-PCR analysis was performed to investigate the effects of 310 nm irradiation on Pg. Viability of the 
irradiated human gingival fibroblasts （HGF-1） was evaluated using WST-8 assay.

Results：Irradiation at 265 and 285 nm completely inhibited bacterial colony formation while 310 nm resulted in 
approximately 1 log reductions of CFUs for all bacterial species examined. 365 and 448 nm resulted in no 
significant change. Pg did not grow up to 24 h after 265 and 285 nm irradiation, while partial suppression 
occurred with 310 nm. SEM showed morphological changes of Pg for 265, 285 and 310 nm a few days later. 310 
nm transiently suppressed the expression of genes related to SOS response and cell division. Both 265 and 285 
nm completely devitalized the fibroblasts, while 310 nm partially reduced their viability.

Conclusion：Both 265 and 285 nm may induce a complete bactericidal effect as well as complete death of 
irradiated fibroblasts, whereas 310 nm achieves partial suppression of bacterial growth with much less damage 
to the fibroblasts.

<Non-member co-researcher>
Yasunori Sumi, Division of Oral and Dental Surgery, Department of Advanced Medicine, National Hospital for 
Geriatric Medicine, National Center for Geriatrics and Gerontology
Walter Meinzer, Department of Periodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical 
and Dental University
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白色 LED 光の殺菌効果と白色 LED 内蔵歯ブラシによる 
ブラッシングの臨床的効果

日本歯科大学生命歯学部歯学教育支援センター 1），日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 2） 
日本歯科大学附属病院総合診療科 3）

◯石黒一美 1, 2），中西生美 3），村樫悦子 2），沼部幸博 1, 2）

Bactericidal effect by white-LED light and clinical effect of tooth brushing  
with built-in white-LED

Dental Education Support Center, School of Life Dentistry at Tokyo, The Nippon Dental University1） 
Department of Periodontology, School of Life Dentistry at Tokyo, The Nippon Dental University2） 

General Dentistry, Nippon Dental University Hospital3）

○ Hitomi Ishiguro1, 2）, Ikumi Nakanishi3）, Etsuko Murakashi2）, Yukihiro Numabe1, 2）

【目　的】
　我々は以前に、疑似白色 LED 光に Porphyromonas gingivalis（P.g）に対する殺菌効果があることを報告した（日
本レーザー歯学会誌 24 巻 2 号）。最近では、口腔内を明るく照らし見えやすくするために白色 LED を内蔵した歯
ブラシも市販されている。ベルデンテ®は（東洋リビング株式会社）は、疑似白色 LED（波長：400～520 nm）を
内蔵した手用歯ブラシである。本研究の目的は、歯ブラシに内蔵されている白色 LED 光による P.g 殺菌効果と白
色 LED 内蔵歯ブラシを用いた口腔清掃による臨床的効果を明らかにすることである。

【材料および方法】
『実験 1　白色 LED 光による P.g 殺菌効果』
　Hemine/menadione 含有 BHI 液体培地で嫌気培養した P.g（ATCC33277 株）を遠心分離し集菌、PBS で洗浄、
光電比色計にて O.D.＝0.3（測定波長：600 nm）に調整したものを菌液として用いた。96 well plate に 100 nL/
well となるよう菌液を分注した後、上部からベルデンテ®の疑似白色 LED 光を 0、5、10、15 分照射した。LED
照射後、段階希釈した菌液を血液寒天培地に塗布し、7 日間嫌気培養後にコロニー数をカウントし、CFU を算出
した。4 群間の比較には Mann-Whitney U-test、Bonferroi 補正を用いて統計学的解析を行い、有意水準は 1％と
した。

『実験 2　口腔清掃による臨床的効果』
　本研究は日本歯科大学生命歯学部倫理委員会の承認（承認番号：NDU-T2010-48）の元に行われた。本研究に同
意の得られた成人ボランティア 15 名（平均年齢 44.4 ± 12.8 歳、男性 10 名、女性 5 名）を被検者とした。研究開
始後、被検者は 1 日 2 回（朝・晩）、60 日間ランダムにベルデンテ®で左側・右側どちらかをバス法でブラッシン
グする時のみ LED 照射（LED 照射側）、反対側をブラッシングする際には LED を消灯（LED 非照射側）するよ
う 指 示 し た。 研 究 開 始 時（BL） と 終 了 時（60 日 後 ） に、1 歯 6 点 法 に て、Probing Pocket Depth （PPD）、
Bleeding on Probing （BOP）、Plaque Index （PlI）、Gingival Index （GI）を 1 人の歯科医師が測定した。また、単
根歯の PPD 4mm 以上かつ BOP 陽性部位を選択し、右側・左側の各 1 部位から滅菌ペーパーポイントを用いて歯
肉縁下プラークを採取、PCR- インベーダー法（株式会社 BML）にて歯肉縁下細菌の検査を行った。BL と 60 日
後の統計学的解析には Wilcoxon t-test、LED 照射側と非照射側との比較には Mann-Whitney U-test を用いて統
計学的解析を行い、有意水準は 1％とした。

【結　果】
　実験 1 の結果、白色 LED 光による照射時間が長くなるほど、有意にコロニー形成数が減少した。また、実験 2
では、LED 照射側、非照射側とも BL と比較して 60 日後に PPD 4 mm 以上の部位、PPD 4 mm 以上かつ BOP 陽
性部位、PlI≧1 のプラーク付着部位、GI≧1 の歯肉に炎症のある部位が有意に減少した。しかしながら、LED 照
射側と非照射側には差が認められなかった。P.g、P.i （Prevotella intermedia）、T.f（Tannerella forsythia）の検
出部位は LED 照射群で減少する傾向にあった。

【考察・結論】
　歯ブラシに内蔵されている疑似白色 LED 光であっても P.g 殺菌効果は認められた。また、本研究で用いたベル
デンテ®はプラークコントロールに有効な手用歯ブラシであり、歯肉の炎症、ポケットの改善に効果的であった。
しかし、歯肉縁下細菌の変化は歯肉縁上プラークコントロールの影響が大きく白色 LED 光による効果は少ないと
考えられる。
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Er：YAG レーザーによるラットの骨組織蒸散後の治癒評価 - バー切削との比較
 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

◯大杉勇人，水谷幸嗣，片桐さやか，野田昌宏，髙木　徹， 
柿﨑　翔，北中祐太郎，林　泰誠，青木　章

Evaluation of bone healing following  
Er：YAG laser ablation in rat compared with bur drilling

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

○ Yujin Ohsugi, Koji Mizutani, Sayaka Katagiri, Masahiro Noda, Toru Takagi,  
Sho Kakizaki, Yutaro Kitanaka, Taichen Lin, Akira Aoki

【目的】
　従来、骨切削はバーなどの回転切削器具によって行われていたが、近年 Er：YAG レーザーも用いられるように
なっている。しかしながら骨切削後の治癒において Er：YAG レーザー照射の影響は未だに明らかになっていない。
本研究では、レーザー照射とバーによる骨切削後の治癒を比較することを目的とした。

【材料および方法】
　本研究は東京医科歯科大学動物実験委員会の承認のうえ行われた（承認番号 0170227）。10 週齢の雄 Wistar ラッ
ト 66 匹 を 用 い、Er：YAG レ ー ザ ー（DELight；HOYA ConBio、Fremont） と バ ー（z600 nm、 Meisinger、
Dusseldorf、Germany）を用いて切削を行った。頭頂骨を剖出し右側、左側のそれぞれに 10 mm×3.5 mm の範囲
で骨膜除去を行い、右側ではバー切削（10000 rpm）、左側では Er：YAG レーザー照射（エネルギー密度 30.1 mJ/
pulse、20 Hz）により注水下にて直線状の骨切削（600 nm×8 mm）を行った。処置後は Micro-CT による骨修復
率の評価、走査型電子顕微鏡（SEM）による切削後の表面性状の観察、組織学的、免疫組織化学的評価、肉芽組
織中の遺伝子発現の評価を行った。また骨組織の遺伝子発現の評価については、バー切削（同一条件）とレーザー
照射（エネルギー密度 20.2 J/cm2/pulse、20 Hz）により面状の骨切削（3 mm×8 mm）を行った。骨切削はせず
骨膜除去のみの骨（頭頂骨前方部）をコントロールとした。止血確認後に皮膚縫合を行い、抗菌薬を筋肉内投与し
た。Micro-CT による評価は術直後、2、4、6、8 週後に撮影を行った（N＝15）。SEM 分析では安楽殺前後の骨切
削を行い骨表面を観察した（N＝2）。組織学的評価は術直後、2、4、6、8 週後で安楽殺後に 10％ EDTA にて脱灰後、
パラフィン包埋し、切片を作製した。切削 2 週後には抗オステオカルシン抗体を用いて免疫染色を行い、肉芽組織
中のオステオカルシンの発現を比較した（N＝6）。切削 1 週後の肉芽組織（N＝12）と、切削 6 時間後の骨組織（N
＝7）から RNA を抽出し、逆転写後、mRNA の発現を解析した。骨組織においてはマイクロアレイ解析を行い、
得られた遺伝子発現を Gene Set Enrichment Analysis（GSEA）にて評価した。

【結果】
　Er：YAG レーザーは大きな熱損傷がなく、効果的に骨切削を行うことができた。micro-CT 解析では、両処置部
位でドーム状の骨欠損が観察され、レーザー照射群はバー切削群と比べて 2、4、6、8 週後すべての観察時点で有
意に高い骨修復率が認められた。SEM 観察では、バー切削面はスメア層で覆われるが、レーザー照射面は骨細管
や骨小腔の開口を伴った粗造な微細構造を呈し、より多くのフィブリン付着が認められた。ヘマトキシリン・エオ
ジン染色による組織学的分析では、レーザー照射群では 1-4 nm の熱変化層が認められた。骨組織のマイクロアレ
イ解析では、|log2 fold change | が 1 以上かつ P＜0.001 を満たす 21 遺伝子を認めた。GSEA において IL6/JAK/
STAT3 signaling と inflammatory response の遺伝子群がバー切削群の骨で上昇していたのに対して、レーザー照
射群の骨からは E2F targets の遺伝子群が上昇していることが明らかになった。加えて、レーザー照射群の骨では
バー切削群の骨と比べて Hspa1a と Dmp1 の発現が上昇し、Sost の発現が減少していた。レーザー照射後に形成
された肉芽組織では、Alpl と Gblap の発現がバー切削群と比較して上昇し、免疫染色においてもオステオカルシ
ン陽性部の割合が上昇していることが認められた。

【結論】
　Er：YAG レーザーはバー切削と比較して創傷治癒に有利な骨処置面の性状変化や骨組織の細胞反応により、早
期の新生骨の形成を促進する可能性があることが示唆された。
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OVX ラットにおけるオッセオインテグレーションに及ぼす 
半導体レーザー照射の影響

明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野

◯山﨑 崇秀，上田堯之，加藤邑佳，門倉弘志，横瀬敏志

Effects of Diode Laser Irradiation on Osseointegration in OVX Rat Models
Division of Endodontics and Operative Dentistry  

Department of Restorative and Biomaterials Sciences Meikai University of Dentistry

○ Takahide Yamazaki, Takayuki Ueda, Yuka Kato, Hiroshi Kadokura, Satoshi Yokose

【背景】
　超高齢社会をむかえた我が国では、閉経後骨粗鬆症患者の数は年々増加し、多くの分野でその対応策が急がれて
いる。このような現状下で、保存歯科の分野では長寿大国、健康維持、そして接触嚥下機能を支えるために咬合と
いう機能をどのように維持し、さらに再建するかは大変重要な課題である。天然歯の保存は基本ではあるが、喪失
した部位の咬合再建にはインプラントの需要がますます増大することは必須である。しかし残念ながら、骨粗鬆症
患者に対するインプラント治療の科学的なエビデンスがほとんど見られないのが現状である。

【目的】
　我々の研究室ではレーザー照射が骨代謝に及ぼす知見をこれまでに発表している。そこで本研究は、閉経後骨粗
鬆症動物モデルにチタンインプラントを埋入し、半導体レーザー照射によりインプラント周囲の骨動態にどのよう
な影響を及ぼすかを調べ、高齢者に多く見られる閉経後骨粗鬆症患者に対するインプラント治療への半導体レー
ザー照射の応用が果たして適当であるのか、そして可能であるならそのエビデンスを明確にすることを目的とした。

【材料と方法】
　実験は明海大学歯学部動物実験倫理委員会（A1824）の承認を得て行った。10 週齢雌性 SD ラットを 30 匹用いて、
麻酔下にて両側卵巣を摘出し閉経後骨粗鬆症モデル（OVX）を作製し、非摘出群を Sham とした。2 週間後に麻酔
下で歯科用スチールバー（z1.5 mm）を用いて両腓骨に対して骨穿孔させ、そこに滅菌されたチタンスクリューを
埋入し縫合後、半導体レーザー（OPELASER Filio）を 2 W、CW、照射時間を 60 秒、総エネルギー量が 120 J、
照射距離はインプラント埋入部位から 50 mm 離し、1 回の照射を行った。レーザー未照射群を対照群とした。イ
ンプラント埋入 2、3、4 週後に試料採取を行い、軟 X 線写真撮影およびインプラント体除去時のピーク値をトル
ク値として計測を行った。試料は通法により H-E 染色を行い、組織学的な評価を行った。

【結果】
　インプラント埋入後 2 週目の OVX 群で、対照群と比較したレーザー照射群のトルク値が増加しており、有意差
が認められた。また 3 週目の Sham 群で、対照群と比較したレーザー照射群のトルク値が増加しており、有意差が
認められた。また 2、3 週目の骨形態計測では、Sham 群、OVX 群共にレーザー照射群におけるインプラント周囲
の骨形成が対照群と比較して増加していた

【考察】
　実験結果より、インプラントのオッセオインテグレーションに対してインプラント埋入後 2 週目では Sham 群よ
りも OVX 群の方が、3 週目では OVX 群よりも Sham 群の方がトルク値の上昇が認められたことから、Sham 群
と OVX 群で異なる時間軸でのレーザー照射の影響が生じたことが示唆された。本実験で使用した OVX ラットは
骨代謝が High-turnover の時期でもあり、レーザー照射による骨への影響が早期に発現したことが考えられる。
今後インプラント埋入後長期の骨動態の変化や、タンパクレベルでの骨代謝の検索を行っていくことを検討してい
る。

【結論】
　閉経後骨粗鬆症モデル動物へインプラントを埋入し、半導体レーザー照射を行うことによって、早期のオッセオ
インテグレーションに有意な影響を及ぼす可能性が示唆された。
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He-Ne レーザー照射が骨欠損部の骨形成におよぼす影響についての基礎的研究
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）

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

A basic study of laser irradiation on the progress of bone healing
Department of Oral Pathology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University, Nagoya, Japan1） 

Center of Advanced Oral Science, Aichi Gakuin University, Nagoya, Japan2）

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

【目的】
　低出力レーザー治療（LLLT）は骨関節筋疾患に関連する疼痛や障害の緩和についてその有効性が報告されてい
る。骨組織の創傷治癒においても骨形成の促進効果が報告されているが、しかし、その基礎的研究は充分とは言え
ないのが現状である。そこで本研究ではラット大腿骨に実験的に骨欠損を形成し、骨欠損部の骨形成に対する
LLLT の効果について検討した。

【方法】
　ラットの左右両側大腿骨に骨髄まで達する骨欠損をラウンドバーを用いて形成した。洗浄した後に閉創し、片側
の創部に対して He-Ne レーザー照射（波長：632.8 nm）を行った。照射条件は照射出力 25 mW、照射時間 5 分、
照射距離 25 mm とした。閉創直後にレーザー照射を開始し、以後は 24 時間の間隔で計 5 回のレーザー照射を行っ
た。なお、対側にはレーザー照射を行わず、対照群とした。術後 7 日、14 日に大腿骨を摘出し、n-CT 画像を用い
た画像解析により骨欠損部の皮質骨部の骨形成における LLLT 効果を検討した。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】
　術後 7 日、14 日ともに、骨体積、骨密度、骨梁幅、骨梁中心間距離はレーザー照射群よりも対照群で高い傾向
がみられた。術後 7 日の骨表面積ではレーザー照射群と対照群に差はなかったが、術後 14 日の骨表面積はレーザー
照射群で有意に大きく、術後 14 日の骨梁数においてはレーザー照射群が対照群よりも有意に多かった。骨梁間隙
においては両群ともに術後 7 日よりも 14 日で小さかったがレーザー照射群が対照群より大きい傾向がみられた。

【結論】
　本実験の条件下において、術後 7 日では両群に大きな差はみられなかった。しかし、術後 14 日では対照群と比
較してレーザー照射群で骨表面積や骨梁数は大きく、骨梁幅や骨梁中心間距離は小さかったことから、レーザー照
射群では対照群よりも細く複雑な骨梁構造が密に形成されていることが示唆された。従って、He-Ne レーザーに
よる LLLT は骨欠損部における皮質骨部の骨形成に対して影響を与える可能性が示唆された。
　本演題発表に関連し、開示すべき COI 関係にある企業等はありません。
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神経障害性疼痛モデルにおける低反応レベルレーザー治療による疼痛緩和効果
大阪歯科大学歯科麻酔学講座 1），大阪歯科大学高齢者歯科学講座 2） 

Bees Dental Office（福岡市）3），福岡歯科医院（さつま町）4）

◯大郷英里奈 1），大郷友規 2），石川昌嗣 3），福岡宏士 4）

Pain-relieving effect by Low Level Laser therapy in a rodent model of neuropathic pain
Department of Anesthesiology1）, Department of Geriatric Dentistry2）,  

Bees dental office3）, Fukuoka dental office4）

○ Erina Daigo1）, Yuki Daigo2）, Masatsugu Ishikawa3）, Hiroshi Fukuoka4）

【緒言】
　抜歯やインプラント埋入をはじめとする外科処置中の偶発的な事故により、神経を損傷してしまい、それにより
神経障害性疼痛を発症させてしまうという報告がある。この疼痛に対して、これまでは三環形抗うつ薬を代表とす
る薬物療法や神経ブロックによる治療が主流であった。しかし、近年では疼痛緩和を期待したレーザーによる低出
力レベルレーザー治療（以下、LLLT）が行われ、実際の患者に対して疼痛緩和効果があるという臨床報告はある。
しかし、基礎的な研究がほとんどないため、EBM の確立に至っていない。
　近年の神経障害性疼痛に関する基礎的研究において注目されているのがグリア細胞である。この細胞は神経損傷
時に活性化し、疼痛発現や神経変性を引き起こす反面、IL-4 や IL-10 等の抗炎症性サイトカインを放出し間接的
に神経の修復に関与することも知られている。
　本研究は、三叉神経を損傷させた神経障害性疼痛モデルラットを用いて損傷部に対して疼痛緩和を期待した
LLLT を行い、脳幹部の三叉神経脊髄路核におけるグリア細胞への影響についての免疫組織学的検証と損傷部皮膚
の疼痛閾値の経時的な行動学的検証を行った。

【方法】
　5 週齢 SD 系雄性ラットを用いた。イソフルラン＋ペントバルビタール麻酔下にて、左側下歯槽神経を切断し、
屠殺までの間の 1 日 1 回、半導体レーザー（ilase、Biolase 社製）を出力 0.3 W、照射時間 36 秒、総熱量 9 J/cm2

の LLLT を行った（照射群）。一方、同部の下歯槽神経切断後、LLLT を行わない群を非照射群とした。その後、ラッ
トの脳幹部を摘出し、凍結切片の作製を行い、三叉神経脊髄路核におけるグリア細胞の発現について免疫組織学的
に比較、検討した。また口ひげ部皮膚における疼痛閾値の経時的変化を Von Frey filament を用いて検討した。

【結果】
　免疫組織学的検討では非照射群と比較して、照射群は三叉神経脊髄路核においてグリア細胞の発現の増加および
細胞体の肥大化を認めた。また、行動学的検討において照射群は非照射群と比較して疼痛閾値の上昇を認めた。

【考察】
　下歯槽神経損傷モデルに対して患部に LLLT をすることにより、三叉神経脊髄路核でのグリア細胞の活性が示
され、さらに口ひげ部皮膚の疼痛閾値の上昇を認めた。以上より、LLLT はグリア細胞に作用し間接的に神経障害
性疼痛を抑制する可能性が示唆された。
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Er：YAG レーザーを照射した歯根膜細胞における MMP の機能
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），山越康雄 4），五味一博 1）

Function of MMP in periodontal ligament cells irradiated with Er：YAG laser
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）, Yasuo Yamakoshi4）, Kazuhiro Gomi1）

【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 29 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 として歯根膜細胞（Lonza、MD、USA）に作用させることによりゼラチナーゼＡ（MMP-2）の遺伝子発現
が上昇することを発表した。本研究では、歯根膜細胞（Lonza、MD、USA）に Er：YAG レーザーを低出力で照射
した際に発現が上昇するマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）の機能について調べた。

【方法】
　ヒト歯根膜細胞（Lonza、MD、USA）を 96 well プレートに播種した翌日に Er：YAG レーザー（Erwin 
AdvErL；モリタ製作所、京都）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 秒間照射した。レーザー照射して培養した細胞成分の 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。
　発現が強くみられた MMP 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、リコンビナント
MMP の溶液に対して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。発現が
強くみられた MMP とトランスフォーミング成長因子ベータ（TGF-b）の関係性について、リコンビナント潜在
型 TGF-b1（Latent TGF-b1）に対して各種リコンビナント MMP を作用させて TGF-b1 活性をヒト歯根膜細胞

（HPDL）に対するアルカリフォスファターゼ（ALP）活性値として評価した（ALP-HPDL）。さらに発現が強く
みられた MMP に対応した MMP inhibitor をレーザー照射した細胞の培養液に添加し ALP 活性の測定および細胞
増殖能試験を行った。

【結果】
　培養 3 日目の Er：YAG レーザー照射群は、未照射群と比較して MMP-2.3.8 の遺伝子発現が上昇する傾向を示し
た。Er：YAG レーザーを照射した pro-MMP-2.3.8 はザイモグラフィーにて活性化を示さなかった。Latent 
TGF-b1 は MMP-2.3.8 によって活性化されることが判明した。MMP inhibitor を培養液に添加した ALP 活性では
培養 5 日目の MMP-2.8inhibitor を添加した群では活性が低く有意差がみられた。一方、細胞増殖能試験では各
MMP 群では有意差はみられなかた。

【考察】
　我々は、日本レーザー歯学会誌にて Er：YAG レーザーを LLLT として歯根膜細胞に作用させると ALP 活性が
上昇傾向を示し、その作用には TGF-bが関与することを報告した（Kobayashi et al, 2017）。本研究の結果、歯根
膜細胞へ Er：YAG レーザーを照射すると MMP-2.3.8 の遺伝子発現が上昇し、inhibitor 実験で ALP 活性が抑制さ
れたことから特に MMP-2.8 は TGF-b1 を活性化させ、サイトカインを制御することで硬組織誘導に関与すること
が示唆された。

　本研究は JSPS 科研費 15K11233,18K09630 の助成を受け行った。
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Er：YAG レーザーを用いて歯肉整形術を行った一症例
日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座

◯五十嵐（武内）寛子，沼部幸博

A case of gingivectomy using Er：YAG laser.
Department of Periodontology, School of Life at Tokyo, The Nippon Dental University

○ Hiroko Igarashi-Takeuchi and Yukihiro Numabe

【目的】
　歯肉整形術では従来メスによる歯肉の整形が行われてきた。近年はレーザーの普及と共に、レーザーを用いた歯
肉整形術の方法が多数報告されている。
　そこで上顎前歯部に辺縁歯肉の不整を認める患者に対し、Er：YAG レーザーによる歯肉整形術を行った症例に
ついて報告する。

【被験者と方法】
1．被験者：24 歳女性。5 年前に上顎左側中切歯を脱臼し、ワイヤー矯正を行っていたが、今年 2 月にリテーナー
へ移行した。しかし、歯肉辺縁の高さが合わないのが気になり来院した。服用薬および特記事項は無し。非喫煙者。
視診にて上顎左側中切歯のセメントエナメルジャンクションの位置が歯冠側に位置し切端は咬合調整により歯冠長
を調整されていた。また、隣接歯と比較し辺縁歯肉が歯冠側に位置していた。全顎的にブラケットが付着していた
周囲に齲蝕が認められた。
2．治療経過：
　1）歯周基本治療
　2）ホワイトニング
　3）上顎左側中切歯にファイバーコア装着
　4）Er：YAG レーザーによる歯肉整形術 
　5）上顎右側中切歯、側切歯および上顎左側側切歯のセラミックラミネートべニア修復
　6）Er：YAG レーザーによる歯肉整形術（2 回目）
　7） 上顎左側中切歯のメタルセラミック冠装着
　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・考察・結論】
　歯周組織検査の結果では、プロービングデプスの値は正常値以内であり歯肉からの出血は軽度であった。全顎的
に齲蝕が認められたため口腔衛生指導および縁上スケーリングを行った。上顎左側中切歯のセメントエナメルジャ
ンクションの位置が歯冠側に位置していることから、脱臼後は完全に復位せず挺出していた状態を咬合調整してい
たと考えられる。そのことから、辺縁歯肉の位置が両隣接歯と比べて不整であると判断した。患者が歯周基本治療
中に、主訴である上顎左側中切歯だけではなく、前歯部の審美的回復を希望した。その後、患者がホワイトニング
を希望したため、リテーナーを使用してホームホワイトニングを行った。上顎左側中切歯の切端が咬合調整により
短く調整されていたため、支台装置および暫間被覆冠を装着後 Er：YAG レーザーによる歯肉整形術を行った。患
部を麻酔後、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 50 mJ 20 pps 注水下にて防護ゴーグルを着用のもと歯肉整形除を行った。1 回目の手術後経過観察後、2 回
目の修正を行った。歯肉の治癒後、メタルセラミック冠を装着した。
　Er：YAG レーザーによる歯肉整形術は、メスによる歯肉の切除に比較し出血が少なかった。これは、歯肉整形
直後の暫間被覆冠の修正時に有利であった。さらに、メスによる施術と比較し、術後の治癒が早かったように感じ
た。
　現在、術後 5 年が経過しているが、辺縁歯肉の後戻りは認められない。今後も経過を観察していく予定である。
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日本歯科大学歯学会が発行する「Odontology」は、2001 年に創刊された英文誌で、年 4 回発行され、歯科口腔領
域の基礎的・臨床的研究論文を掲載しています。2003 年にはアメリカ国立医学図書館のデータベース Medline に
収録され、国際学術雑誌として認知されました。2009 年 6 月には Thomson Reuters 社（現 Clarivate Analytics 社）
からインパクトフアクター（IF）が付与されました（2017 年、1,458）。歯科口腔分野で 2018 年 8 月現在 IF を付
与されている学術誌は、世界で 91 誌、日本の学会関係では 5 誌しかありません。その中で「Odontology」は、日
本の歯科関係の学会が発行する雑誌として最高ランクの評価を得ています。

日本歯科大学歯学会
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