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ご挨拶

第 31 回日本レーザー歯学会総会・学術大会
大会長　山本 一世

　このたび、第 31 回日本レーザー歯学会総会・学術大会を 2019（令和元）年 10 月 5 日（土）、6 日（日）
の 2 日間、大阪歯科大学 100 周年記念館において開催させていただくこととなりました。折しも元号が令
和となって初めての、記念すべき学術大会を主管させていただくことに感謝しつつ、鋭意準備を進めてま
いりました。掲げたメインテーマは「平成の向こうを照らす光治療」です。なぜ“令和を照らす”ではな
いのか、と思われそうですが、当初はそのつもりでおりましたものの、新元号の公表が今年の 4 月となる
ことが閣議決定され、大会ホームページの公開までには間に合わないことが判明しましたため、このよう
なテーマとさせていただいた次第です。しかしながら、本学会は昨年設立 30 周年を迎え、その歩みはほ
ぼ平成とともにありましたことから、このようなテーマもあながち悪くはないかな、と自負しております。
　今回の大会では一般口演、ポスター発表とともに、いくつかの企画講演を設けさせていただきました。
教育講演は 2 つ、近畿大学の本津茂樹先生には「レーザーを用いたハイドロキシアパタイト膜の形成とそ
の歯科応用」、また大阪歯科大学の大西祐一先生には「光工学を利用した口腔癌の早期発見および治療へ
の応用」と題するご講演をいただきます。また特別講演として獨協医科大学の中村哲也先生からは「レー
ザーを用いた上部消化管腫瘍の診断と治療」の演題名で、医科におけるレーザーの最新の知見をご紹介い
ただく予定です。またご存じのとおり 2018 年度の診療報酬改定において、「エナメル質初期う蝕管理加算」

「フッ化物歯面塗布処置」の保険点数算定要件として、2 回目以降は口腔内カラー写真に代えて光学式う蝕
検出装置の使用が可能となりました。本学会としてもまことに喜ばしいことであり、これについて学会主
導型講演として愛知学院大学の山田三良先生に詳しく解説していただきます。その他理事長講演、日本歯
科医学会会長講演、倫理・利益相反・未承認機器委員会企画講演、歯科用レーザー安全講習会、認定講習会、
パラデンタル対象認定講習会、ランチョンセミナー、企業展示など、参加者の皆様には多くの知見を得て
いただけるものと確信しております。
　大阪は国内外問わず観光客が年々増加し、くいだおれの街・名物グルメの宝庫としても有名です。学会
とともにぜひ大阪の魅力も堪能していただきますよう、皆様の御参加を心よりお待ち申し上げております。
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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、9月6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 5 日（土）　8：30～17：15　10 月 6 日（日）　9：00～15：00

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）

懇親会費：一律 7,000 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､ 1F ロビー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 5 日（土）　8：30～17：50　10 月 6 日（日）　9：00～16：20
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． 懇親会は、5 日（土）、18：00 より大阪歯科大学附属病院 14F レストラン“プラザ 14”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　7,000 円）
8． 今大会より全てのポスター発表が優秀発表賞の選考対象となります。6 日（日）15：50 から行われる閉会式

にて表彰式を行います。
9．認定講習会は、最初から最後まで聴講した方にのみ証明印を押印します。また、途中入場はできません。
10． 大阪歯科大学創立 100 周年記念館では飲食が禁止となっておりますのであらかじめご了承ください（飲料水
のみ持込可）。

11． ランチョンセミナーを 10 月 6 日（日）12：10 より D 会場（附属病院西館 5 階臨床講義室）にて行います。
セミナーチケットは開催当日の 9：00 より、1F 総合受付にて配布いたします。お一人一枚のお渡しとさせ
ていただき、チケットがなくなり次第終了となります。  
なお、チケットは開始 5 分を過ぎますと無効となりますのでご注意ください。

　
　

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 10 Pro、アプリケーションは、Microsoft
社 PowerPoint 日本語版 2010、2013、2016 となります。動画ソフト、音声は使用できません。

参加される皆さまへ

演 題 発 表 さ れ る 皆 様 へ
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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）　 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 4F PC 受付にてデータの受
付 ･ 確認を行ってください。  
なお、6 日（日）9：30～10：00 に発表の方は、前日に PC 受付へお越しくださいますようご
協力をお願いいたします。

　　　　　　　　　PC 受付開設時間　10 月 5 日（土）　8：30～16：00　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 月 6 日（日）　9：00～14：00
　　　　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、

ご担当いただく最初の演題の 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｡
　　　　　　　5 日（土）　 9：10～10：00 ポスター貼付
　　　　　　　　　　　　10：00～17：40　 ポスター掲示
　　　　　　　6 日（日）　 9：30～13：20　 ポスター掲示
　　　　　　　　　　　　13：20～14：10 ポスター発表（座長の指示に従ってください｡）
　　　　　　　　　　　　14：10～14：40　 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 10 分前になりましたら、2 階 小会議室前に設

置のポスター受付へお越しください。
　　　　⑥　諸注意
　　　　　　1）　 ポスターパネルは、掲示可能なスペースが横 90cm、

縦 210cm で、そのうち最上段の縦 20cm は演題名
等用のスペースとし、本文の示説用スペースは横 
90cm、縦 190cm とします。

　　　　　　2）　 最上段左側の横 20cm、縦 20cm は演題番号用スペー
スで、演題番号は学会が用意します。

　　　　　　3）　 最上段右側の横 70cm、縦 20cm 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 4cm 平方以上の大きさと
します。また、共同発表の場合、発表代表者の前に
◯印を付けてください。

　　　　　　4）　 ポスター余白の見やすい位置に、発表代表者が分か
りやすいように手札判（横 80mm、105mm）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
明確に読めるようにしてください。研究目的、材料および方法、成績、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、緒言、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｡
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●学会会場　大阪歯科大学　創立 100 周年記念館：〒 540-0008　大阪市中央区大手前 1-5-17 

■京阪本線　　　　　天満橋駅　徒歩 5 分
■大阪メトロ谷町線　天満橋駅　徒歩 5 分

ア　　　ク　　　セ　　　ス



プ　　ロ　　グ　　ラ　　ム

■タイムテーブル

■プログラム
10 月 5 日（土）

〔A 会場　4 階大講義室〕
 9：10  ～ 9：30 開会式
 9：30  ～ 10：00 理事長講演 座長　山本一世（第 31 回日本レーザー歯学会総会・学術大会大会長）
 「令和のこちらで考える光治療」
  冨士谷盛興 （日本レーザー歯学会理事長）
10：00 ～ 10：40 一般口演
演題番号　Ｏ-1～Ｏ-4　
 座長　吉成伸夫（松本歯科大学歯科保存学講座）
Ｏ-1 レーザー装置によって異なる歯肉蒸散の ex vivo 評価
 ○川村梨恵，水谷幸嗣，林　泰誠，柿﨑　翔，岩田隆紀，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
Ｏ-2 口腔癌に対するレーザー照射とその影響
 ○佐々木崇良，木本　明，八谷奈苗，山下淳也，重岡　学，明石昌也
 　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-3 半導体レーザーと光増感剤を用いた抗菌的光線力学療法の乳酸桿菌に対する殺菌効果
 ○吉井大貴 1），新海航一 1，2），葛城啓彰 3）

 　 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），日本歯科大学新潟生命歯学部微生物学講座 3）
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　第31回日本レーザー歯学会総会・学術大会　タイムテーブル

2019年10月5日(土）

受付
（1階ロビー）

クローク
（1階ロビー）

A会場
（4階大講義室）

B会場
（3階中講義室301）

C会場
（2階小会議室201）

企業展示
（4階ロビー）

2019年10月6日(日）

受付
（1階ロビー）

クローク
（1階ロビー）

A会場
（4階大講義室）

C会場
（2階小会議室201）

D会場
（西館5階臨床講義

室）

企業展示
（4階ロビー）

ポスター掲示
9：30～13：20

ポスター発表
13:20～14:10

ポスター
撤去

14:10～14:40

開
会
式

ポスター貼付
9:10～10:00

一般口演
9:30～10:00

特別講演
10:00～11:00

倫理講習会
11:00～12:00

一般口演
14:20～14:50

安全講習会
14:50～15:50

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

クローク
9:00～16:20

17:00 18:00

代議員会
13:10～14:00

教育講演2
14:00～15:00

学会主導型講演
15:00～15:45

休
憩

認定講習会
16:00～16:50

休
憩

日本歯科
医学会
会長講演

17:00～17:40

受付
8:30～17:15

懇親会
18:00～

クローク
8:30～17:50

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

企業展示
9:30～15:00

ポスター掲示
10:00～17:40

受付
9:00～15:00

企業展示
10:00～17:15

理事長
講演

9:30～10:00

一般口演
10:00～10:40

休
憩

教育講演1
10:50～11:50

9:00 10:00 11:00 12:00

ランチョンセミナー
12:10～13:10

閉
会
式

パラデンタル対
象認定講習会
16:00～16:50

※懇親会会場 ： 附属病院14階レストラン“プラザ14”



Ｏ-4 口腔歯科領域の LLLT 治療
 ○中島京樹 1, 2）

 　大洗中島歯科医院 1），鶴見大学歯学部口腔内科学講座 2）

10：40 ～ 10：50 休憩
10：50 ～ 11：50 教育講演 1　　　　　
 座長　大槻昌幸（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科う蝕制御学分野）
 「レーザーを用いたハイドロキシアパタイト膜の形成とその歯科応用」
  本津茂樹（近畿大学名誉教授）
11：50 ～ 13：10 休憩
13：10 ～ 14：00 代議員会（社員総会）
14：00 ～ 15：00 教育講演 2 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）
 「光工学を利用した口腔癌の早期発見および治療への応用」
  大西祐一 （大阪歯科大学口腔外科学第二講座）
15：00 ～ 15：45 学会主導型講演（共催：株式会社モリタ） 座長　冨士谷盛興（日本レーザー歯学会理事長）
 「エナメル質初期う蝕の管理（継続時）に活かす光学的う蝕検査
 ― 正しく使用するための基礎知識―」
  山田三良（愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科，愛知学院大学歯学部保存修復学講座）
15：45 ～16：00 休憩
16：00 ～16：50 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分野）
 「歯科用レーザーの効果を考える ―そこで何が起きているのか―」
  沼部幸博（日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座）
16：50 ～17：00 休憩
17：00 ～17：40 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）
 「日本歯科医学会として期待するもの」
  住友雅人（日本歯科医学会会長）

〔B 会場　3 階中講義室 301〕
16：00 ～16：50 パラデンタル対象認定講習会 座長　小林一行（鶴見大学短期大学部歯科衛生科）
 「レーザー使用時の環境の整え方」
  永井茂之（永井歯科診療室）

〔C 会場（ポスター会場）　2 階小会議室 201〕
9：10 ～10：00 ポスター貼付

10：00 ～17：40 ポスター掲示

10 月 6 日（日）
〔A 会場　4 階大講義室〕

9：30 ～ 10：00 一般口演
演題番号　Ｏ-5～Ｏ-7
  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）
Ｏ-5 歯髄細胞における Er：YAG レーザーならびに半導体レーザー照射の影響
 ○山川駿次郎 1），丹羽堯彦 2），小林一行 3），千葉理紗子 4），山崎泰志 1），山越康雄 4），細矢哲康 1）

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

Ｏ-6 Er：YAG レーザー照射されたヒト歯根膜細胞における Caspase3 と細胞増殖能の関係性について
 ○ 丹羽堯彦 1），小林一行 2），千葉理紗子 3），山川駿次郎 4），山本竜司 3） ，長野孝俊 1） ，山越康雄 3），
 　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）

Ｏ-7 試作化学的齲蝕除去剤併と半導体レーザーの併用による齲蝕処置の可能性
 ○山田嘉重 1），木村裕一 2），佐藤穏子 2），車田文雄 3）

   奥羽大学歯学部歯科保存学講座保存修復学分野 1），奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯内療法学分野 2），奥羽
大学歯学部口腔衛生学講座 3）
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10：00 ～ 11：00 特別講演  座長　粟津邦男（大阪大学大学院工学研究科量子エネルギー工学講座）
 「レーザーを用いた上部消化管腫瘍の診断と治療」
  中村哲也（獨協医科大学医療情報センター）
11：00 ～ 12：00 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　沼部幸博（日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座）
 「症例報告及び研究における法的・倫理的留意点」
  樫　則章（大阪歯科大学歯学部人権教育室）
12：00 ～ 14：20 休憩
14：20 ～ 14：50 一般口演
演題番号　Ｏ-8～Ｏ-10
 座長　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）
Ｏ-8 Q スイッチ Er：YAG レーザー照射が象牙質表面へもたらす影響
 ○笠川［谷口］あや 1），関根伸一 2），田中健司 1, 3），近藤聡太 4），吉田輝稔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）

Ｏ-9 試作齲蝕検知液を併用した半導体レーザーの齲蝕象牙質透過性について
 ○吉川一志，平井千香子，澤井健司郎，廣田陽平，横田啓太，保尾謙三，岩田有弘，山本一世
 　大阪歯科大学歯科保存学講座
Ｏ-10 Er：YAG レーザーの低出力照射による歯根象牙質の耐酸性
 ○中根　晶，大槻昌幸，加藤純二，田上順次
 　東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野
14：50 ～15：50 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）
 「レーザー治療を行うにあたり注意すべき口腔粘膜疾患」
  宮﨑英隆（和歌山県立医科大学形成外科学講座）
15：50～16：10 閉会式

〔D 会場　西館 5 階臨床講義室〕
12：10 ～ 13：10 ランチョンセミナー
 （共催：昭和薬品化工株式会社、タカラベルモント株式会社、株式会社モリタ）
 座長　篠木　毅（篠木歯科）
 「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（埼玉県開業，日本レーザー歯学会研修・安全講習委員会）

〔C 会場（ポスター会場）　2 階小会議室 201〕
9：30 ～13：20 ポスター掲示

13：20 ～14：10 ポスター発表
14：10 ～14：40 ポスター撤去
 ポスター発表
13：20～13：44 座長　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-1 低出力赤色半導体レーザー照射が器官培養ラット下顎頭の軟骨におよぼす影響について
 ○杉田好彦 1，2），小森敦夫 1），加藤郁郎 1），丹羽由香理 3），磯村まどか 1，4），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），愛知学院大学歯学部保
存修復学講座 3），藤田医科大学医学部病理診断学講座 4）

P-2 半導体レーザー照射により疼痛緩和の得られた慢性疼痛化した顎関節症の 1 症例
 ○山口博康，遠刕貴博，高瀬英世
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 鶴見大学歯学部附属病院総合歯科 2
P-3 試作齲蝕検知液を併用した半導体レーザーによる齲蝕管理
 ○平井千香子，吉川一志，小正玲子，保尾謙三，山本一世
 　大阪歯科大学歯科保存学講座
P-4 各種根管洗浄法の比較検討 ―Er：YAG レーザーによる洗浄法との比較―
 ○佐藤穏子 1），車田文雄 2），山田嘉重 3），木村裕一 1）

 　奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯内療法学分野 1），奥羽大学歯学部口腔衛生学講座 2），
 　奥羽大学歯学部歯科保存学講座保存修復学分野 3）

13：44～14：08 座長　三谷章雄（愛知学院大学歯学部歯周病学講座）
P-5 Nd：YAG レーザーによる HLLT がヒト歯肉上皮細胞に与える影響について
 ○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
P-6 Er：YAG レーザーによる象牙質切削時の照射角度と切削効率に関する基礎的研究
 ○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-7  Er：YAG レーザー照射象牙質に対する 1 ステップセルフエッチングシステムを用いたコンポジットレジン
 修復の接着性について
 ○横田啓太，保尾謙三，廣田陽平，岩田有弘，平井千香子，中田朋宏，吉川一志，山本一世
 　大阪歯科大学歯科保存学講座
P-8 ヒト口腔扁平上皮癌由来細胞に対する 5- アミノレブリン酸を用いた PDD の検討
 ○田中健司 1，3），関根伸一 2），笠川［谷口］あや 3），吉田輝稔 4），近藤聡太 4），間　久直 4），
 　粟津邦男 4，5，6），秋山茂久 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 1），大阪大学歯学部附属病院予防歯科 2），
 　 大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部 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）
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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 1

教 育 講 演 2

学 会 主 導 型 講 演



令和のこちらで考える光治療

冨士谷盛興
日本レーザー歯学会理事長

　一般社団法人日本レーザー歯学会（以下、本会）は、
平成と共に歩んできた。平成元年、本会の前身であ
る日本レーザー歯学研究会が発足し、平成 3 年に日
本レーザ歯学会を標榜するようになった。その後学
術団体として順調に発展し、平成 19 年に日本歯科医
学会認定分科会への登録を果たし、平成 25 年に法人
格（一般社団法人）を取得すると平成 29 年には専門
分科会に加入した。途中 10 余年前に学会運営の危機
に見舞われたが、昨年の平成 30 年 11 月に本会の設
立 30 周年を迎えることができ、記念学術大会と記念
事業を盛大に執り行ったことは記憶にまだ新しい。
　また、本会が分科会会員になり提出可能となった
医療技術評価提案書により保険収載に至った項目は、
平成 20 年のう蝕歯無痛的窩洞形成加算をはじめ平成
30 年の 4 項目を合わせ 6 項目のレーザー歯科治療が
採択されている。 
　このように平成と共に歩んできた本会は、元号を
改め令和のこちらにおいて、現在何を考え活動すべ
きか、本講演では最近とくに話題に出る以下の二点
について触れる。
　まず、法令・倫理規程の遵守がこれまで以上に重
視されるようになった。レーザー機器使用の安全基
準やレーザー光線による障害防止対策などについて
は厳格なルールが存在し、いかなる場合も遵守の徹
底が求められる。また、未承認機器の使用や適用外
使用は、あくまでも法令遵守の上での倫理であり、
日々の臨床において歯科医師自身の裁量で行うこと
ができる。もちろん患者の同意は必須であり保険点
数の算定はできない。一方、研究倫理の遵守には学
術大会や機関誌などにおける研究発表においてはと
くに注意を要する。ヒトに関連する試料が関与しな
い基礎研究の発表は概ね許容されるが、ヒトの組織
を使用した基礎研究をはじめ臨床研究（含後向き研
究）は、倫理委員会の承認後に研究遂行し発表しな
ければならない。したがって、症例発表は微妙な位
置付けとなる。本講演では、現在問題となっている
具体的キーワードを列挙してコンプライアンスの徹
底を考えてみたい。
　もう一点は、保険収載を指向した新規技術の検討、
ならびに期待されるレーザー照射療法に関する具体
的展望である。レーザーを既存の機器または治療法

の代替として使うのではなく、基礎的・臨床的研究
によりレーザーしかできない歯科医療を具現化し、
最終的にはそれが保険収載され活用されるのが将来
的方向と考える。区分 C ２（新技術・新技能）の導
入がそれに当たる。現在のレーザー歯科治療は、切開、
止血、凝固、蒸散に関わる施術が適用であり、基本
的に既存の機器あるいは治療法の代替にプラスαの
機能が期待されている。今後はさらに、LLLT 効果
による疼痛緩和や治癒促進の適用をエビデンスの構
築により実現したいと考えている。
　既存の医療機器では応用不可能な、すなわちレー
ザーにしかできない治療とその基礎科学を育成し、
いずれは「レーザー歯科医療」の確立を目指し、そ
れが延いては患者・国民の利益に資するものと確信
している。

【略歴】
1982 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（歯学博士）  

同保存学第一講座助手 
1988 年〜 1989 年　 米国ハーバード大学 / フォーサイ

スデンタルセンター客員研究員 
1995 年　 東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第一講

座講師 
2001 年　広島大学歯学部保存修復学講座助教授
2008 年　愛知学院大学歯学部保存修復学講座准教授
2012 年　モンゴル国立医療科学大学客員教授
2014 年　 愛知学院大学歯学部保存修復学講座特殊診

療科教授、同附属病院審美歯科診療部部長

【資格】
厚生労働省外国人臨床修練指導歯科医
日本歯科医学会理事
日本レーザー歯学会理事長、専門医・指導医
日本接着歯学会理事、認定医
日本歯科審美学会常任理事、認定医
日本歯科保存学会代議員、専門医・指導医
日本外傷歯学会理事、認定医 
日本歯科理工学会、Dental Materials Senior Advisor 
国際歯科学士会（ICD）日本部会副会長 
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日本歯科医学会として期待するもの

住友　雅人
日本歯科医学会会長

　相当古い話だが、歯科治療が嫌だという理由について
アンケート調査をしたことがある。歯科麻酔を専門とし
ていた私は「注射が嫌だ」の理由が一番多いと予想して
いたが、予想に反して「歯を削る器具（タービン）の音
が嫌だ」が一番の理由であった。
　このアンケート調査の目的は、嫌だという理由に対応
する歯科麻酔学的な手段として、痛くない局所麻酔法と
いわゆる精神鎮静法を普及させる狙いがあった。精神鎮
静法としては具体的には亜酸化窒素（笑気）吸入鎮静法
や静脈内鎮静法を活用することであったが、タービンの
音が嫌だということへの対応として、患者さんにカセッ
トテープからの音楽を音源としてヘッドフォンで聞いて
もらうことにした。しかし、治療に際しての指示が聞こ
えないということから、いちいちヘッドフォンを外して
もらうというお粗末な状況で、その後ミキサー装置を入
れ、術者がヘッドセットマイクロフォンを付けて治療に
臨んだりしたが、煩わしさからか、いつの間にか消滅し
てしまった。
　タービンのキーンという高音域が嫌だという理由では、
タービンが高性能になるにつれて回転数が上がっていく
のでその嫌気度は同期して上昇する。そこで考えたこと
は回転数に伴う高音域を中・低音域に変換できないもの
か、冗談で「チンチロリン、チンチロリン」など心地好
い音になればよいなどと勝手なことを言っていたもので
ある。
　先日、レーザー光による切削についての話が耳に入っ
てきた。「あのタービンの嫌な音がしない」ということで
ある。なるほど切削能力が高く、嫌な音がせずに、装置
の滅菌やコスト面でタービンより有利になれば素晴らし
い話である。当時は有髄歯の切削でも無麻酔で行われる
ことが多く、私は痛みによる全身的不快事態の発症を防
止するために局所麻酔下で行うことを提案していた。ター
ビンの音が嫌だとの回答には、過去に無麻酔での切削時
に痛みを経験し、その音で痛みを連想するケースが多い
ということがわかっていた。レーザー光による減痛（無痛）
効果の応用や窩洞形成だけでなく、支台歯形成への活用
などに関してすでに多くのことが解決できていることだ
ろう。「口腔内硬組織の切削」にはどのような取り組みが
行われているのか興味がある。レーザーの歯科的応用に
はコスト削減と活用範囲の拡大という大きな課題がある
が、会員で議論し、整理し、臨床現場に導入されるまで
のロードマップを作成することで解決していける。学会
が企画する「歯科イノベーションロードマップ」にもご

提案いただいているが、他の専門分野との連携をも考慮
し引き続き努力して、思いもよらないような価値ある方
面へと展開していただきたい。
　患者さんの立場から物事を展開していくのは、今日の
医療では当たり前である。歯科の専門性を追求していく
過程で、専門医の資格取得は最終目的ではない。専門性
を受け入れるのは患者さんであるという根本的なところ
は、忘れてはならない。専門医の必要性は今後の歯科界
の発展においては言うまでもないことだがこの点の再認
識は強く求められる。

【略歴】
【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第 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〜1975 年 3 月　 日本大学医学部板橋病

院麻酔科
国外：1980 年 4 月〜1981 年 2 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〜10 月　　　　　　　 フィンランド・トゥル
ク大学医学部歯学科

【受賞】
The International Federation of Dental Anesthesiology 
Societies （IFDAS）
Horace Wells Award　2012

13

日本歯科医学会会長講演



レーザーを用いた上部消化管腫瘍の診断と治療

中村　哲也
獨協医科大学医療情報センター　

　医用レーザーは、高エネルギーレーザーと低エ
ネルギーレーザーに大別される。前者による治療
法は、炭酸ガスレーザーなどによって生体組織を
凝固・炭化・蒸散させ、物理的に止血・焼灼する
方法である。後者による治療法には、生物活性の
増加というレーザーの直接作用と、腫瘍親和性光
感受性物質（PS：photosensitizer）を介して生体
に反応させる間接作用とがある．PDT（photo-
dynamic therapy：光線力学療法）は、PS の持
つ腫瘍組織や新生血管への特異的な集積性と低エ
ネルギーレーザーの間接作用を応用し、腫瘍や新
生血管を化学的なメカニズムで選択的に壊死させ
る安全性の高い治療法である。一方、病変部に取
り込まれた PS は、波長 405nm の光の励起によっ
て赤い蛍光を放出する。この蛍光によって病変を
診 断 す る 方 法 が、PDD（photodynamic 
diagnosis：光線力学診断）である。
　日本では、1980 年頃から肺癌や胃癌を対象と
した PDD や PDT に対する臨床研究が盛んに行
われるようになった。その結果、エキシマダイレー
ザーと Photofrin を PS とする PDT が早期肺癌、
表在型食道癌、表在型早期胃癌、子宮頚部初期癌
および異形成に対して保険適用になった。食道癌
や胃癌に代表される上部消化管腫瘍の診断や治療
においてレーザーが急速に普及することが期待さ
れたが、現実は異なっていた。その大きな理由は、
消化器内視鏡領域において爆発的にひろがった電
子内視鏡と単波長の人工光であるレーザーとの相
性の悪さであった。
　そこで我々は、レーザー照射中でも消化管の肉
眼的観察が可能な電子内視鏡について検討し、高
画素拡大電子内視鏡を用いた胃癌に対する PDT
を実現した。また、PDT だけでなく PDD が可
能な新しい高画素拡大電子内視鏡を開発した

（PDPDT 2015）。
　これを契機にレーザーを光源とする新世代の内
視鏡システムが開発され、BLI（blue laser imag-
ing）や LCI（linked color imaging）など新しい

診断機能 IEE（image enhanced endoscopy）が
利用できるようになって、消化管の内視鏡診断は
劇的に変化しつつある。
　レーザーを用いた上部消化管腫瘍の診断と治療
について、これまでの経緯と表在型食道癌および
早期胃癌に対する新しい PS である Laserphyrin
を用いたPDDとPDTの実際を紹介する。さらに、
新世代のレーザー内視鏡による最近の上部消化管
診断についても触れたい。

【略歴】
1982 年　神戸大学医学部卒業
1983 年　兵庫県立病院がんセンター内科
1989 年　 神戸大学大学院医学研究科博士課程修

了（病理学Ⅱ・内科学Ⅱ主科目分担）
1990 年　医療法人江尻病院内科医長、消化器部長
1992 年　国立神戸病院研究検査科長
2001 年　 獨協医科大学光学医療センター内視鏡

部門長・助教授
2007 年　 獨協医科大学医療情報センター長・教授
2009 年　 獨協医科大学大学院医学研究科 内科学

（消化器）兼担
2018 年　 獨協学園医療系高等教育・研究機構開

設準備委員会副委員長
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レーザーを用いたハイドロキシアパタイト膜の形成とその歯科応用

本津　茂樹
近畿大学名誉教授

　歯のエナメル質は二度と再生されることはな
い。欠損したエナメル質を、歯質の主成分である
ハイロドキシアパタイト（以下 HAp）で修復し
ようとしても、割れた瀬戸物が簡単に固着しない
ように、表面の粗面度の大きな相違のためにセラ
ミックス同士の固着は非常に難しく、HAp を用
いたエナメル質の修復は実現されていない。その
ため、エナメル質の修復には主にレジンが用いら
れている。しかしながら、レジンには含有する高
分子化合物などによるアレルギー反応の問題や、
レジンの収縮により歯質との間に起こる亀裂や剥
離の問題が指摘されている。
　我々は、エキシマレーザーを用いて作製した可
撓性を持つ極薄HApシートと、Er:YAGレーザー
を用いて口腔内で歯質上に直接 HAp 膜を堆積す
る Er:YAG レーザー堆積法によりエナメル質の
修復を試みている。
　前者の柔軟に曲がり、歯質に直接貼り付けるこ
とのできる極薄 HAp シートは、エキシマレーザー
を 用 い た パ ル ス レ ー ザ ー 堆 積（Pulsed Laser 
Deposition：以下、PLD と記す）法という薄膜作
製技術と薄膜を基材から離型する薄膜単離技術を
用いて得ることができる。現在、このシートは歯
質上に約１時間程度で固着し、ブラッシング程度
では剥離しないレベルに達しているため、エナメ
ル質の修復、保護および象牙質知覚過敏治療材と
して有用と考えられる。また、このシートは着色
可能という特徴を持っており、エナメル質を修復
しながら白くできる審美材としても有用と思われ
る。
　後者の Er:YAG-PLD 法は、硬組織疾患につい
てはう蝕除去、歯周・軟組織疾患については歯石
除去や歯肉組織切開等の歯科治療にすで認可され
たレーザーである Er:YAG レーザーを HAp 膜作
製用に用いたものである。このレーザーは水と
HAp への吸収が高いため、アブレーションはレー
ザー光により励起された水分子の熱振動により生
じた水蒸気爆発反応（蒸散）によるものであり、　　　

この蒸散機序により前述の歯科治療に用いられて
きた。我々は、紫外線レーザーで薄膜を作製して
きた経験から、口腔内でこのレーザーを歯の主成
分である HAp のバルク体に照射してアブレー
ションを生じさせれば、バルクターゲットから飛
び出してきた HAp の微粒子を歯質の上に堆積で
き、HAp 膜が歯質上に形成できると考えた。現在、
ターゲットとして a-TCP を用い、歯質上に酸性
の第一リン酸カルシウム水溶液を塗布してエナメ
ル質上や象牙質上に HAp 膜を形成した結果、エ
ナメル質上に堆積された HAp 膜は小窩裂溝を填
塞できること、さらに象牙質上に堆積された
HAp 膜は人工エナメルとして働き、象牙細管を
封鎖できることがわかっている。これらの結果は、
この Er:YAG-PLD 法が歯質の修復技術や知覚過
敏の治療に非常に有用であることを示すものであ
る。
　今回紹介する HAp を用いた治療法は、これま
での治療法に比べ低侵襲で治療期間の短縮化が期
待でき、更には薬物による治療ではなく自己組織
の再生を促すことから患者の負担を大幅に軽減す
ることができるため、今後は新たな基礎的データ
を集積し、臨床応用へとつなげたい。

【略歴】
1981 年　 近畿大学大学院工学研究科博士後期課

程修了
1981 年　近畿大学理工学部電子工学科助手
1990 年　近畿大学理工学部電子工学科講師
1993 年　 近畿大学生物理工学部電子システム情

報工学科助教授
1997 年　 近畿大学大学院生物理工学研究科助教

授
1999 年　近畿大学大学院生物理工学研究科教授
2019 年　 近畿大学名誉教授  

大阪歯科大学客員教授
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光工学を利用した口腔癌の早期発見および治療への応用

大西　祐一
大阪歯科大学口腔外科学第二講座

　近年、光エレクトロニクスやナノテクノロジー
などの進歩が、光工学を使った医療診断や治療に
変革をもたらし、医療の分野において新しい応用
が注目されている。特に消化器診療における光工
学の役割りと臨床応用としての内視鏡技術はめざ
ましく、総合病院の内視鏡による検査と治療を行
う検査部は、光学医療診療部となっている。これ
らのシステムは、Narrow Band Imaging(NBI) を
応用したものが多いが、NBI は非常に高価で装
置が大きく、また歯科の診療所においては、使用
場所が制限される欠点があり実用的ではない。一
方、今回注目している VEL scope システムは、
歯科の日常臨床においてチェアーサイドで短時間
に行える口腔粘膜診察用装置で、患者に対する負
担と侵襲が極めて軽微である。また比較的安価で
コンパクトなため、操作性においてより簡便に使
用できるという利点を持つ。また、患部に非接触
で繰り返して施行が可能であり、400〜460nm の
青色光を照射し、その励起光を観察する。そして、
健常組織では蛍光可視が保持され青緑色として観
察されるのに対し、上皮異形成や扁平上皮癌

（SCC）では蛍光可視の低下が起こり暗色として
観察される。口腔粘膜疾患には、白板症や紅斑症
のような口腔潜在的悪性疾患や SCC など様々な
疾患が存在し、鑑別に苦慮する場合も少なくない。
しかし、鑑別には生検が必要であるが、局所麻酔
やメスによる侵襲を伴う。そのため VEL scope
システムによる口腔癌の早期発見の補助および病
変の切除範囲の設定についての使用が推奨されて
いる。またわれわれ診断を得意とする口腔外科医
にとっては、手術時の切除範囲の設定に有用であ
ると考えている。さらに、肉眼的に判断の難しい
表在性の口腔癌に対して、病理組織学的に高度上
皮異形成、上皮内癌や早期浸潤癌の進展範囲と、
VEL scope システムで自家蛍光の発色の低下が
観察される領域とが一致する傾向にあり、肉眼的
に病変の進展範囲の判別が困難な場合において
も、本システムが有用であると考える。
　このシステムを用いて切除範囲を設定し、腫瘍
の切除においては、レーザーメスが推奨される。
レーザーメスは微小血管を凝固止血しながら切開
を進めることができ、筋の委縮も少なくなる。特

に、口腔癌で頻度の高い舌癌などの筋肉や毛細血
管の豊富な組織の切開を行う際にも、視野が明瞭
で正確な手術操作が可能となるため、腫瘍の切除
には有用であると考える。
　現在、わが国における口腔癌の発生率は増加傾
向にあり、また舌癌の報道以来、国民の口腔癌に
対する意識と歯科医師に対する注目度は明らかに
高くなっている。このシステムの導入は口腔癌の
早期発見にも有効な手段として期待される。
　そこで今回の講演では、光工学による“腫瘍の
可視化”による口腔癌の早期発見および治療を中
心に解説し、レーザーメスの使用についても触れ
たいと思う。

【略歴】
昭和 62 年 3 月　大阪歯科大学卒業
平成 8 年 9 月　大阪大学博士（医学）
平成 11 年 10 月　 大阪歯科大学助手（口腔外科学

第 2 講座）
平成 15 年 4 月　 大阪歯科大学講師（口腔外科学

第 2 講座）
平成 16 年 4 月　 大阪歯科大学大学院講師（口腔

外科学第 2 講座）
平成 17 年 11 月　 スイス　ベルン大学頭蓋顎顔面

外科学教室に留学  
（平成 18 年 10 月まで）

平成 26 年 4 月　 大阪歯科大学准教授（口腔外科
学第 2 講座）

平成 28 年 4 月　 大阪歯科大学大学院准教授（口
腔外科学第 2 講座）  
現在に至る．

【学会活動】
認定医　日本口腔外科学会専門医（平成 9 年）
　　　　日本口腔外科学会指導医（平成 13 年）
　　　　口腔顔面神経機能学会認定医（平成 21 年）
　　　　日本がん治療認定医機構
　　　　 がん治療認定医（歯科口腔外科）（平成

24 年）
　　　　日本口腔腫瘍学会暫定
　　　　口腔がん指導医（平成 30 年）
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エナメル質初期う蝕の管理（継続時）に活かす光学的う蝕検査
―正しく使用するための基礎知識―

山田　三良
愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科

愛知学院大学歯学部保存修復学講座

　レーザーう蝕診断機器（ダイアグノデント、ダ
イアグノデント ペン）は Hibst の研究 1）に基づ
いて開発されたレーザー蛍光強度測定診断器であ
り、可視光領域（655nm）の波長のレーザーを歯
質に照射し、反射した蛍光の強度を測定して歯質
の性状を判断するものである。Lussi らの研究 2, 3） 
ではう蝕検出の感度と特異度がよく、う蝕の診断
に優れた効果を持つと評価している。
　本邦においても約 20 年にわたり同様の研究が
遂行されており、平成 30 年の診療報酬改定では

「光学式う蝕検出装置」を用いた初期エナメル質
う蝕の管理加算が算定可能となるレベルまでエビ
デンスの構築がなされている。それに伴い本学会
には当該機器に関する問い合わせ（特徴、安全性、
使用方法等）が多くなっており、その対応を含め
歯科用レーザー機器を安全に使用するための基礎
知識を学会として整理する必要があろうとの判断
に到った。
　本講演では、以下のトピックをカバーする予定
である。
1．歯科用レーザー機器の特徴
2．歯科用レーザー機器の安全管理
3． レーザーう蝕診断機器の特徴と新しいう蝕の

分類「ICDAS」
4．臨床応用

1） Hipst R：Optiche mesmethoden zur Karies-
diagnose. ZWR, 108：50-55, 1999

2） Lussi A, Megert B, Longbotom C, Reich E, 
Francescut P：Clinical performance of a la-
ser fluorescence device for detection of oc-
clusal caries lesions. Eur J Oral Sci, 109（1）： 
14-19, 2001

3） Lussi A：新しい咬合面齲蝕検出法．歯界展望，
95(6）：1285-1295，2000

【略歴】
2002 年 3 月　 愛知学院大学大学院歯学研究科修

了
2002 年 4 月　 愛知学院大学歯学部　歯科保存学

第一講座助手
2007 年 4 月　 愛知学院大学歯学部　歯科保存学

第一講座（現 保存修復学講座）講
師

2015 年 9 月　 昭和大学歯学部　歯科保存学講座
美容歯科学部門講師

2015 年 9 月　 愛知学院大学歯学部　保存修復学
講座非常勤講師（〜現在）

2018 年 4 月　 昭和大学歯学部　歯科保存学講座
美容歯科学部門非常勤講師（〜現
在）

2018 年 9 月　 松本歯科大学　歯科保存学講座非
常勤講師（〜現在）

2019 年 4 月　 愛知学院大学短期大学部歯科衛生
学科特任講師（〜現在）

【主な学会活動】
日本レーザー歯学会　（専門医・代議員）
日本歯科保存学会　（専門医・評議員）
日本歯科審美学会　（認定医・代議員）
日本接着歯学会
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倫理・利益相反・未承認機器委員会企画講演

歯科用レーザー安全講習会

認 定 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

※�認定講習会は，最初から最後まで聴講した方にのみ証明印
を押印します。また，途中入場はできません。



症例報告及び研究における法的・倫理的留意点

　樫　則章
大阪歯科大学歯学部人権教育室

　症例報告も広い意味での研究（観察研究）であ
るが、かつての「臨床研究に関する倫理指針」や
現行の「人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針」（人指針）において、症例報告はそれらの
指針の対象とされていないため、ここでは症例報
告と研究とを分けて考えることにする。
　今述べた意味で研究と区別される症例報告にお
いて特に留意するべきことは、患者の個人情報の
保護である。院内での症例検討会のような場合、
患者の同意は必要ではないが、症例検討会に院外
の者が加わるときは患者の同意が必要となる。た
だし、症例が特定の個人が識別できないように匿
名化されている場合には患者の同意は必要ではな
い。
　学術研究の一環として症例報告が行われる場合
は、学術研究は個人情報保護法の対象外となるた
め、症例報告についてどのような場合にどのよう
に患者の個人情報を保護するかは各学会の規定に
ゆだねられることになる。
　多くの医学系学会では、症例報告を行う場合、
特定の患者個人を識別できないように匿名化して
報告する場合には患者の同意を得る必要はない
が、患者の個人情報を完全に削除できない場合は
患者から同意を得るよう求めている。
　しかし、何をどこまでどのように削除すれば特
定の患者個人を識別できないように匿名化したと
言えるのかについては議論の余地があると考えら
れるため、こうした問題については学会レベルで
今後検討する必要があるように思われる。また症
例報告をする場合は、発表・投稿先の規定を必ず
確認しておくべきである。
　他方で、ここでいう研究は、その内容に応じて
法律や国の指針等の規制を受ける。いわゆる臨床
研究や疫学研究は、現在では、すでにふれた「人
指針」の規制を受けるため、この指針に従って研
究を進める必要がある。遵守するべき事項は多岐
に渡るが、最低限とくに留意するべきことは、研
究実施中でも研究実施後でもなく、必ず研究実施

前に、研究対象者に対する倫理的配慮を含む研究
計画が第三者（倫理審査委員会）によって評価さ
れなければならないということである。
　再生医療を実施する場合、多血小板血漿を治療
のために用いる場合でも「再生医療等の安全性の
確保等に関する法律」（再生医療法）の規制対象
となる。
　また医薬品等を人に対して用いることにより、
当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする
研究で、薬機法における未承認・適応外の医薬品
等の臨床研究、製薬企業等から資金提供を受けて
実施される当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究
は、臨床研究法の対象となる。
　なお、人を対象とする研究を実施する場合、必
要な教育・研修を受けることが国の指針で求めら
れていること、また症例報告を含むいかなる研究
であれ、今日では、利益相反の開示と研究倫理に
関する教育・研修を受けることが求められている
ことにも留意する必要がある。

【略歴】
1980 年　大阪大学・文学部卒業
1982 年　�大阪大学大学院・文学研究科前期課程

修了
1987 年　�大阪大学大学院・文学研究科後期課程

単位取得退学
1987 年　�大阪歯科大学歯学部倫理学教室　講師
1991 年　�大阪歯科大学歯学部倫理学教室　助教

授
2007 年　�大阪歯科大学歯学部倫理学教室　准教

授
2011 年　�大阪歯科大学歯学部人権教育室　専任

教授
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レーザー治療を行うにあたり注意すべき口腔粘膜疾患

　宮﨑　英隆
　和歌山県立医科大学形成外科学講座

　医療用レーザーが歯科・口腔外科領域に導入さ
れて以来、各方面で様々な用途で用いられるよう
になり、その治療効果と有用性が確認されている。
ただその一方でレーザー使用にともなう様々な有
害事象も生じている。
　演者は長年大学病院の口腔外科で多くの悪性腫
瘍を診療してきたが、悪性腫瘍を良性疾患と見
誤ってレーザー照射が行われ、病変が増大 ･進展
してから紹介されてきた症例を幾度となく目にし
た。全国的にはもっと多く同様の事例が起きてい
るものと推測される。2018 年の歯科保険の改定
にともない小アフタ病変に対するレーザー照射が
導入されたが、今後もこういった好ましくない事
例がさらに増加すると思われる。
　たとえ悪性の疾患が生じたとしても、歯科医に
よって早期に発見され、適切に専門機関で治療が
なされれば、患者の生命予後の維持と良好な機能
回復が期待できる。しかし、悪性腫瘍であるのに
も関わらず、潰瘍性病変イコール口内炎と短絡的
に判断されてしまうと、専門機関への受診が遅れ、
さらにはレーザー照射という無用な刺激が加えら
れれば、腫瘍は増大する危険が高くなり、生命予
後と拡大切除にともなうQOLの低下を生む。患
者がそのような不幸な転機をたどることは非常に
残念なことである。その意味では、専門機関の医
師だけでなく一般開業医も同様に悪性腫瘍患者の
生命予後を担っていると言える。
　粘膜疾患に限らず、う蝕であっても歯周病で
あっても、それぞれの疾病・疾患に対する治療に
は必ず原則があり、レーザーを用いる際にもその
原則論を逸脱した治療を行ってはならない。
　本講演では、代表的な粘膜疾患についてその病
態写真と実際の臨床症例を提示し、それぞれの疾
患を目にしたときの注意点など改めて確認した
い。

【略歴】
1994 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
1998 年　�東京医科歯科大学大学院歯学研究科修

了
1998 年　�（財）東京都老人総合研究所プロジェク

ト研究員（遺伝子情報部門）
2000 年　�神奈川県立こども医療センター形成外

科、横浜市立大学医学部附属病院形成
外科

2004 年　�自治医科大学附属病院集中治療部シニ
アレジデント兼病院助手

2007 年　�東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科顎口腔外科学分野助教

2011 年　�群馬大学医学部附属病院歯科口腔・顎
顔面外科講師　

2016 年　�和歌山県立医科大学医学部形成外科学
講座講師　現職

2019 年　�東京医科歯科大学歯学部非常勤講師

【資格】
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医・指導医
日本レーザー医学会認定指導歯科医
日本レーザー歯学会認定医・指導医

【学会活動、役職等】
日本レーザー医学会評議員
日本レーザー歯学会代議員

【専門領域】
口腔腫瘍、再建外科、マイクロサージャリ―、レー
ザー治療
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歯科用レーザーの効果を考える　
―そこで何が起きているのか―

沼部　幸博
日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座

　歯科領域で使用されているレーザーには幾つかの
種類とそれぞれの特徴があり、私たちは日常臨床の
中でそれらを使い分けている。たとえば Nd:YAG
レーザーは波長が 1064nm（近赤外域）の固体レーザー
で、水に吸収されず生体組織への透過性が高いこと
から、軟組織処置に用いられることが多い。しかし
その反面、Er:YAG レーザーの適応のような、う蝕
や歯石への対応には基本的に向いていない。よって、
それぞれのレーザーの特性と適応症とを常に頭に入
れておく必要がある。
　生体組織にレーザー照射を行う際には、波長、出
力などの違いにより、細胞生存領域を超えた不可逆
的反応（光生物学的破壊反応）が生じる高反応レベ
ルレーザー治療（HLLT:High�reactive� level� laser�
therapy）と、細胞生存閾値内での可逆的反応（光生
物学的活性化反応）が生じる低反応レベルレーザー
治療（LLLT:Low�reactive� level� laser�therapy）が
あり、目的別に使い分ける。
　歯科でのNd:YAGは、レーザーチップの先端部を
細く加工してパワー（エネルギー）密度を高くする
ことでHLLTとしての組織の蒸散、切開が可能であ
るが、照射部位周辺に熱の蓄積が生じ熱凝固層、変
性層を形成するため、切開よりは止血や広範囲の凝
固を目的に使用されることが多かった。しかし近年、
歯周外科治療としてNd:YAGを応用した術式（Laser�
Assisted�New�Attachment�Procedure：LANAP）が
登場し、レーザーファイバーのポケット内挿入・照
射でポケット内の歯周病原細菌の殺菌およびポケッ
ト内壁の炎症罹患部位を搔爬し、ポケット内壁と根
面の付着を期待する方法として紹介されている。
　このように、レーザーの特性を知った上で、別の
角度からの臨床応用も登場してきている。
　また、チップの先端部を組織から離してデフォー
カスで照射するとパワー密度は低下することから、
LLLT として疼痛緩和や鎮痛効果（レーザー麻酔や
象牙質知覚過敏症への対応）、組織や神経の賦活効果、
そして創傷治癒促進が得られるとされる研究が進め
られているが、その原理については十分に解ってい
ない側面もある。
　さらに近年、特定波長の光、すなわちレーザー光

や LED光照射により生じる光増感剤�（Photosensitiz-
er）の光化学反応を利用して治療を行う光線力学療
法�（Photodynamic�Therapy�（以下 PDT）が登場し、
光化学反応での産生物質を利用して細菌を傷害し殺
菌を行う antimicrobial�PDT の歯周治療やインプラ
ント周囲炎への応用が注目を集めるようになった。
　このように、従来の歯科用レーザー使用の一分野
に、LEDの特性を活かした治療も台頭を始めており、
ますますレーザーや LED光が組織にもたらす効果に
ついての多くの知識が必要な時代となってきた。
　そこで本講演では、歯科用レーザーや LEDの臨床
応用に際し、レーザーが照射されている側の各組織
で「何が起こっているのか」について再度検証・整
理するとともに、レーザーの臨床応用に関して、現
在解っていること、そうでないことを明確にしなが
ら、その可能性について考察する予定である。

【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
1989 年　�カリフォルニア大学サンフランシスコ校歯

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）�日本レーザー
歯学会理事
WFLD�certificated�of�accreditation
日本歯周病学会専門医（指導医）��日本歯周病学会常
任理事
日本歯科保存学会専門医（指導医）日本歯科保存学
会理事
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レーザー使用時の環境の整え方

永井　茂之
永井歯科診療室

　パラデンタル認定講習会は今回で 3 回目にな
る。パラデンタルスタッフは歯科医療を支える重
要な役割を担う。ことレーザーに関すれば、製造・
販売業者は機器の使用説明を行う十分な知識が必
要であるし、施設側は説明されたことを十分理解
して運用されなければならない。ここで言う十分
な知識、理解とは使用説明書に記載されている事
で十分である。むしろ、製造・販売業者は使用説
明書の記載を逸脱した説明、例えば個々の治療術
式などを安易に伝える必要は無く、セミナーや学
会の案内を行なえば良い。施設側はレーザー機器
の販売業者から十分な説明を受け、使用説明書を
理解して機器の運用を行うのは他の医療機器と同
様である。例えば歯科用レントゲン撮影機器を設
置する場合、販売業者は設置場所を確保し、安全
に運用される環境が整備されている事を確認して
設置を行う。ここではレントゲン室。また、施設
側は使用説明書に則り説明を受けた運用、つまり
被爆の最小化の努力や歯科医師による撮影等、使
用説明書に記載されている事項を遵守する必要が
ある。検査に不必要なレントゲン撮影、歯科医師
以外による撮影等を行うと、法的処罰対応になる
のは周知である。高度管理医療機器、特定保守管
理医療機器、設置管理医療機器である歯科用手術
用レーザー機器は、歯科用レントゲン撮影機器と
同等の運用がなされなければならない。つまり、
使用説明書に記載されている保護ゴーグルの装着
や使用環境の整備を怠ると法的処罰対象になる。
高度管理医療機器とは、「医療機器であって、副
作用又は機能の障害が生じた場合（適切な使用目
的に従い適正に使用された場合に限る。）におい
て、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ
れがあることからその適切な管理が必要なものと
して、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意
見を聴いて指定するものをいう。（薬事法第二条
第 5 項）」である。文中（　）内に記載のある、
適正に使用された場合に限る、とは、不適正に使
用された場合、つまり、使用説明書に則らなかっ
た場合は、施設側つまり歯科医院側に責任があり、
法的処置が取られるであろう。例えば、レントゲ
ン装置の管理区域であるレントゲン室の扉に危険
注意書きが張られているはずである。では、歯科
用手術用レーザー装置の管理区域を示す危険注意

書きがなければ、その施設でのレーザー治療は違
法行為であり、保険収載されているレーザー治療
を保険適応で行っていれば、保険医剥奪である。
レーザー治療中にパラデンタルスタッフが管理区
域内で保護ゴーグルを着用していなければ処罰の
対象であり、また、管理者は労働安全衛生法の安
全配慮義務違反によって債務不履行責任を負う。
使用説明書に十分な記載があるが、本講演では、
あらためて重要なポイントを整理したい。

【履歴】
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
1990 年　�マサチューセッツ州立退役軍人病院歯

科部出向
1991 年　�マサチューセッツ州立病院�顎顔面外科

出向
1992 年　�ハーバード大学歯学部大学院卒後研修

医課程修了
1993 年　帰国�
1996 年　東京都品川区「永井歯科診療室」院長
2016 年　東京医科歯科大学博士号収得　　

【所属学会】
日本レーザー歯学会（常務理事、認定医）
WFLD；世界レーザー歯学連合（組織代表、ア
ジア環太平洋地区理事）
ALD；米国レーザー歯学会（認定医、指導医）
LEI；国際レーザー教育機構（常任理事）
日本レーザー医学会（評議員）
日本歯科色彩学会（副会長）
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）�

【賞】
Leon�Goldman�Award�for�Clinical�Excellence�in�
Laser�Dentistry�2010�　Academy�of�Laser�Den-
tistry�
Excellent�Presentation�Prize� of� the� Japanese�
Academy�of�Color�for�Dentistry�2008.
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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

　日常の歯科診療において、歯科用レーザーは
様々な診療内容で使用されつつある。特に
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、1996 年には我が国でも、（株）モリタか
ら「ErwinⓇ」が販売された。Er:YAG レーザー
に特化した保険収載においては、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）がある。
　歯科用レーザーは、医療機器分類においてはク
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
分類されているため、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。
　また、歯科用レーザーを使用するときには、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レーザーだけではなく、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。
第１に、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。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。第 2 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、各々の症例に対して、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るため、使用する歯科用レー
ザーの日々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
2019 年　東京医科歯科大学大学院　修了

【所属学会】
日本レーザー歯学会　専門医

24

ランチョンセミナー



炭酸ガスレーザーの安全管理

塩谷　公貴
ノエル歯科医院

　歯科用レーザー機器は保険収載項目の拡大によ
り今後も増加を続ける一般的な治療機器である。
複数の波長での歯科治療が保険収載された今、歯
科用レーザーの安全管理をクラス 4レーザーとし
ての安全、そして炭酸ガスレーザーとしての安全
を再確認する必要がある。
　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、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おり国
内における歯科用レーザーの代表的な機種であ
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る。CW（連続波）
パルス波のどちらの発振が可能であること・表面
吸収型レーザーであり深部への熱影響がコント
ロールしやすいこと、非接触であるため感染管理
もしやすいことなどが特徴である。その特徴を活
かし口内炎や小帯切除・粘液嚢胞摘出などの軟組
織の蒸散・切開に用いられる。このことから、通
院可能な有病者・高齢者への歯科治療における使
用機会はますます増加することが予測される。
　炭酸ガスレーザーは、他波長の歯科用レーザー
同様に高い安全管理が必要とされるクラス 4レー
ザー機器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である。
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、管理区域・安全管理者、そして眼の防
護である。安全管理の徹底の中、臨床使用をする
が、過誤照射やガスへの引火、さらには気腫にも
注意が必要となる。特に炭酸ガスレーザー・Er：
YAGレーザーは機器の特徴としてエアーを使用
していることから気腫への注意は重要な安全管理

事項となる。
　日本歯科医学会から「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。」
との通達があり、安全管理の習熟が重要であるこ
とがわかる。
　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】
2000 年　日本大学歯学部卒業
2001 年　ノエル歯科医院開業

【所属学会】
日本レーザー歯学会　専門医
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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

　我が国においては、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、レー
ザー機器が広く普及している。また保険収載にお
いては新たに口腔粘膜処置ならびにレーザー機器
加算が認められ、さらに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部分的に認め
られるなど、日常臨床においてレーザー機器はな
くてはならないものの一つとなっている。
　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。実際、近年ではレーザー
機器を用いた治療の妥当性について、話題に上る
ことが多くなっている。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全般
に関する知識を得る必要がある。日本レーザー歯
学会では口腔粘膜処置のレーザー機器応用の保険
収載当初より、安全に関する研修会を複数開催し、
演者も研修・安全講習委員会の一員として、より
安全にレーザー治療が行えるよう啓発に努めてき
た。
　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・軽量化され、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。さらに本来、透過型
に分類される本レーザーはチップまたはファイ
バー先端を加工することにより波長特性を変え、
表面吸収型に類似した使用方法が可能である。そ
のため使用に関しては他波長のレーザー機器と比
較して、使用方法が複雑となるため、一層深い波
長特性の理解を要する。
　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
分野客員講師
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レーザー装置によって異なる歯肉蒸散の ex vivo 評価
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

川村梨恵，水谷幸嗣，林　泰誠，柿﨑　翔，岩田隆紀，青木　章

Ex Vivo Evaluation of Gingival Ablation With Various Laser Systems
Department of Periodontology，Graduate School of Medical and Dental Sciences，Tokyo Medical and Dental University 

（TMDU）

Rie Kawamura，Koji Mizutani，Taichen Lin，Sho Kakizaki，Takanori Iwata，Akira Aoki

【目的】
　レーザーは組織の除去が容易で⽌⾎効果および殺菌効果を有していることから、軟組織治療に有用であると考え
られている。しかし、創傷治癒に影響を与えるレーザー照射後の熱影響は詳細に比較検討されていない。そこで本
研究では同一出力での各種レーザーと電気メスによる歯肉蒸散の状態や熱影響を多角的に評価することを目的とし
た。

【材料と方法】
　ブタ下顎付着歯肉に対し、替刃メスによる切開をコントロールとして、電気メスと Er：YAG、Er,Cr：YSGG、
CO2、半導体、Nd：YAG レーザーを出力 1 W にて蒸散を行い比較した。処置中の組織表面温度と組織周囲の温度
を赤外線サーモグラフィ、熱電対をそれぞれ用いて測定し、処置後に、走査型電子顕微鏡 （SEM） 観察、光学顕微
鏡にて組織学的分析、波長分散型 X 線分光法による元素分析を行った。

【結果】
　歯肉は CO2、Er：YAG、Er,Cr：YSGG では Nd：YAG や半導体よりも短時間で容易に蒸散された。組織蒸散中の
組織表面の温度は CO2 で 500℃以上と最も高く、次いで半導体 （267℃）、Nd：YAG （258℃）、Er：YAG （164℃）、
電気メス （135℃）、Er,Cr：YSGG （85℃）であった （N＝6）。また、組織周囲の温度は半導体 （44.1℃）、Nd：YAG 

（43.7℃）、電気メス （42.7℃）、CO2 （39.6℃）、Er,Cr：YSGG （39.3℃）、Er：YAG （38.4℃）、替刃メス （36.0℃）であっ
た （N＝4）。
　炭化は Er：YAG ではほとんど見られず、CO2 と半導体では著しく認められた。SEM 観察では、替刃メスと Er：
YAG、Er,Cr：YSGG の注水下では繊維構造を呈したのに対し、CO2、半導体、Nd：YAG は組織の融解再凝固像を
示した。組織学的には Er,Cr：YSGG、CO2、半導体、Nd：YAG では上皮の崩壊が見られたが、Er：YAG では滑ら
かな蒸散面を呈した。
　凝固層では Er：YAG で最も薄く、次いで Er,Cr：YSGG、電気メス、半導体・Nd：YAG、CO2 であり、熱影響層
は Er：YAG では見られず、Er,Cr：YSGG で最も薄く、次いで CO2、電気メス、半導体、Nd：YAG であった。凝固
層と熱影響層の全体は、Er：YAG で最も薄く（38 nm）、Er,Cr：YSGG、電気メス、CO2、半導体、Nd：YAG の順
に増大した。さらに、Er：YAG、Er,Cr：YSGG の注水下では、凝固層は非注水と比較してともに有意に減少し、熱
影響層はともに見られず、凝固層と熱影響層の全体も非注水と比較してともに有意に減少した （N＝8）。
元素分析では、すべてのレーザー処置群において有意に組織表面の炭素原子が減少し、酸素が増加した。また Er：
YAG において最も組成的変化が少なかった （N＝30）。

【結論】
　Er：YAG レーザーと注水下での Er：YAG、Er,Cr：YSGG レーザーによる蒸散は歯肉への熱影響が最も少なく効
率的であった。これに対して、その他のレーザーや電気メスは比較的大きな熱影響を示し⽌⾎効果が示唆された。
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口腔癌に対するレーザー照射とその影響
神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

佐々木崇良，木本　明，八谷奈苗，山下淳也，重岡　学，明石昌也

The effect of laser irradiation on oral cancer 

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

Sasaki Takayoshi, Kimoto Akira, Yatagai Nanae, Yamashita Jyunya, Shigeoka Manabu, Akashi Masaya

【目的】
　口腔外科領域におけるレーザー機器の使用は多岐にわたり、腫瘍・嚢胞・小帯異常などの軟組織疾患に対する切
除から、Nd-YAG レーザーなどによる光凝固療法、さらには再発性アフタ性口内炎に対する口腔軟膜処置まで様々
である。今後、増々使用頻度が増えることが予想されるが、レーザー照射が口腔がんにどのような影響を及ぼすか
不明である。そこで、低出力レーザー（LLLT）などのレーザーや LED（発行ダイオード）が口腔癌に及ぼす影
響を、文献を交え検証した。

【材料と方法】
　口腔扁平上皮癌細胞株（HSC-3）に赤色 LED を照射し、照射 24 時間後の増殖能・遊走能・IL-6 発現量などを
測定した。

【結果】
　照射群とコントロール群では増殖能に有意差は認めなかったが、照射群は約 2 倍の遊走能を有した。PCR にて
照射群は約 2 倍の IL-6 発現を認めた。

【考察】
　レーザーや LED が細胞に与える影響は多様である。組織の創傷治癒、⾎管新生、循環改善などの効果が期待さ
れる一方で、今回の実験では、遊走能が亢進する結果となった。LLLT が舌扁平上皮癌細胞株の増殖能を浸潤能を
惹起するとの報告もあり、慎重な照射が望まれる。

【結論】
　軟組織疾患の中には、口腔がんとの選別が難しいアフタ性病変や前癌病変も存在することから、専門的な知識を
要する者が適応疾患を見極め、適用外使用や未承認機器の使用に留意する必要がある。

O-2
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半導体レーザーと光増感剤を用いた抗菌的光線力学療法の乳酸桿菌に対する殺菌効果
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） 
日本歯科大学新潟生命歯学部微生物学講座 3）

○吉井大貴 1），新海航一 1,2），葛城啓彰 3）

Sterilization effect of antimicrobial photo-dynamic therapy using semi-conductor laser and 
photosensitizer for Lactobacillus acidophilus

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

○ YOSHII Daiki1）, SHINKAI Koichi1, 2）, KATSURAGI Hiroaki3）

【緒　言】
　抗菌的光線力学療法（antimicrobial Photo Dynamic Therapy、以下 aPDT）は、歯周病、根管治療およびイン
プラント周囲炎などに応用されているが、齲蝕象牙質に対する殺菌効果を検討した報告は数少ない。永井らは S. 
mutans を用いて作製した感染象牙質プレートに対する aPDT の殺菌効果を調べ、その有効性を報告した。しかし、
その他の齲蝕原生菌についても検討する必要性がある。本研究の目的は、ウシ歯と Lactobacillus acidophilus（以
下 L. acidophilus）を用いて作製した感染象牙質プレートに対する aPDT の殺菌効果を評価検討することである。

【材料および方法】
　ウシ抜去下顎前歯を用いて約 3×3×1（縦×横×厚み）mm の象牙質プレートを作製し、プレートの表面を
K-etchant GEL（クラレノリタケデンタル）で処理し象牙細管を開口させた。超音波洗浄後、オートクレーブ（2atm、
121℃、15min）を用いて滅菌した。96 マルチウェルプレート（Falcon®）の各ウェルに象牙質プレートを静置し、
吸光度 0.3 に調節した L. acidophilus（ATCC4356）の菌液を、象牙質プレート上に 100nl ずつ分注した。遠沈

（2,000rpm、10 分間）を行った後、37℃、5％ CO2 環境下で 12 時間培養した。その後滅菌 10mM リン酸緩衝液（sPBS）
中で 1 分間の攪拌、洗浄を行って感染象牙質プレートを完成した。半導体レーザーは、波長 940nm の eZlase940（以
下 940laser、バイオレーズ ®）と波長 650nm の Pad Light（以下 650laser、バイオレーズ ®）を使用した。光増感
剤（photosensitizer、以下 PS）は、Brilliant Blue の 1％ sPBS 溶液（以下 BB）と Acid Red の 1％ sPBS 溶液（以
下 AR）を 使 用 し た。実 験 群 は 650laser、940laser、BB、AR、650laser-BB、650laser-AR、940laser-BB、
940laser-AR、および Control の 9 群とした（n＝12）。なお、レーザー照射条件は、照射モード：CW（連続）、照
射距離：約 10mm、照射時間：60 秒間とし、照射出力は 940laser：0.6W、650laser：0.009W で行った。処置終了後、
象牙質プレートを sPBS 溶液 5.0ml 中に浸漬し、超音波発生機で L. acidophilus を剥離した。10 倍まで段階希釈を
行って BHI 寒天培地に塗沫した後、48 時間培養して Colony count を行った。また、菌士郎 ®ATP 測定キット（東
洋ビーネット）と LUMIPHOTOMETER TD-4000（ラボサイエンス）を用いて各実験群応用直後の ATP assay
も測定した。

【結果と考察】
　Colony count は、Tukey 検定で多重比較を行った。また ATP 
assay は、Steel-Dwass 検定で多重比較を行った。Colony count
の結果では、650laser-BB は control と比較して細菌数が有意に少
なかった（p＝0.008）。一方、650laser-AR、940laser-BB および
940laser-AR は、control と比較して有意差を認めなかった（p＞
0.05）。ATP assay の結果では、BB と AR は control と比較して測
定値に有意差を認めなかった（p>0.05）が、その他の実験群は
control と比較して測定値が有意に小さかった（p<0.01）。レーザー
照射のみの実験群は照射直後に有意な殺菌効果を示したが、48 時
間後の Colony count では細菌の著しい増加がみられた。一方、
650laser-BB は 48 時間培養後も有意な殺菌効果を示した。これ
は 、BB がもつ励起波長と 650laser の波長が近似していることか
ら活性酸素が多く発生し、高い殺菌効果を維持したものと考えら
れる。

【結　論】
　 波 長 650nm の 半 導 体 レ ー ザ ー と Brilliant Blue を 組 合 せ た
aPDT は、L. acidophilus 感染象牙質プレートに対して高い殺菌効
果を示した。
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直線偏光型近赤外線治療器の顎関節症、三叉神経痛への臨床応用の試み
大洗中島歯科医院 1），鶴見大学歯学部口腔内科学講座 2）

中島京樹 1, 2）

 Trial of clinical application of linearly polarized near-infrared therapy device for 
temporomandibular disorders and trigeminal neuralgia

Oarai Nakajima Dental Clinic1） 
Tsurumi University of Dentistry of Department of  Oral  Medicine2）

Kyoju Nakajima1, 2）

　LLLT 効果（疼痛緩和）を期待されたレーザーは、その特性のある意味不可思議で、十分な理解と研究成果を得
られる前に、高出力機に取って代わられていった。しかしながら、海外では LLLT 治療機器の発展は歩みを⽌め
ることはなく、Diode レーザーとともに変化してきた。効果についても、分子レベルに至るまで研究が進み、
Magic のように見られた効果は科学的裏付けを得ている。日本では専用機のほとんどが姿を消したが、その効果を
期待する手技は様々な方向へと発展を続けている。

【目的】　2018 年 4 月の改訂で、ほぼすべての認可歯科用レーザー機器が、保険点数加算をできるようになった。
しかし、LLLT に認められていた最後の機種は、製造中⽌に追い込まれた。医科では、疼痛緩和に用いる直線偏光
型近赤外線治療器が伸びる中で、そこに歯科医療疾患が含まれていることは、あまり知られていない。その効果を、
EBM を参考に試みる。

【方法】　医科の保険加算が認められ、直線偏光型近赤外線治療機器の応用に、歯科疾患が含まれる場合、歯科で応
用できる機器について検討。新たな可能性と疼痛緩和という取り組みを、医科承認機器での歯科関連疾患への取り
組みの現状から、応用を試みる。
　顎関節症 7 例、三叉神経痛 2 例、原因不明（不定愁訴を含む）歯周辺の疼痛 3 例に対して、以下条件で照射。そ
の他、非照射群と比較検討した。
　使用機器；スーパーライザー PX-東京医研社（承認番号 221AGBZX00064000）、 600nm-1600nm 波長帯
　使用条件；PX C2 タイプユニット（発熱温度 41 度程度）、平均出力 1.500W ± 25％、出力パルス 100Hz
　照射部位および時間；星状神経節近傍　約 10 分、発痛部位近傍　約 5 分（最大出力の 90-80％）

【結果】　顎関節症、顎顔面領域の三叉神経痛に応用。疼痛緩和と筋症状の緩和により、急性症状の緩和が見られた。
口内炎への応用にも期待される。保険で認められた他の機種でも代用可能ではあるが、その症状発現は多くの疾患
を含んでいることを忘れてはいけない。今回、歯ぎしりの症状に対して OA を夜間使用し、薬剤投与でも十分な
効果が得られない症例に対し、セカンドオピニオンを勧め、Medical check を行った。結果、歯ぎしりの症状には、
消化器系疾患を含む多くの疾患が潜在性にある可能性が示唆された。従って、蛍光粘膜観察装置のように、粘膜病
変の必要性が示唆された。術後、疼痛緩和を含む症状の改善が診られた。効果は、定期的に複数回必要であること
が多いが、患者満足度は高かった。高出力機の応用では、EBM を集めていくと近年、ミトコンドリアとの関連が
示唆されてきた。また、細胞間の情報伝達ネットワークの一部が解ってきている。光子と電子、これらを受け取り、
放出する機構を備えた生物学的分子構造や、物理現象の研究が望まれ、進んできた。

【考察】　光学治療器機としての歴史が長く、症例数が多いことは容易に施術ガイドを EBM に見ることが出きる。 
一つの症状にとらわれずに、その症状が示す多くの疾患を選別し、治療優先順位を確定できるトリアージを行うべ
きである。レーザーと違い、施術時の制約が少ないが、基本は抑えるべきである。基礎研究も含めて、生物学的光
学作用を理解することも新たな課題になると考えられた。
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歯髄細胞における Er：YAG レーザーならびに半導体レーザー照射の影響
鶴見大学歯学部歯内療法学講座 1），鶴見大学歯学部歯周病学講座 2）， 
鶴見大学短期大学部歯科衛生科 3），鶴見大学歯学部分子生化学講座 4）

〇 山川駿次郎 1），丹羽堯彦 2），小林一行 3），千葉理紗子 4），山崎泰志 1），山越康雄 4），細矢哲康 1）

Effects of Er：YAG and Diode Laser Irradiation on Dental Pulp Cells
Dept. of Endodontology, School of Dental Medicine, Tsurumi University1） 
Dept. of Periodontology, School of Dental Medicine, Tsurumi University2） 

Dept. of Dental Hygiene, Tsurumi Junior College3） 
Dept. of Biochemistry and Molecular Biology, School of Dental Medicine, Tsurumi University4）

○ Shunjiro YAMAKAWA1）, Takahiko NIWA2,） Kazuyuki KOBAYASHI3）, Risako CHIBA4）, 
Yasushi YAMAZAKI1）, Yasuo YAMAKOSHI4）, Noriyasu HOSOYA1）

【緒　言】
　近年、歯科領域では種々のレーザーが使用されているが、作用機序や効果については不明な点が多く、臨床応用
における適応症に関しても十分に確立されていない。
　本研究では、歯髄細胞に対して Er：YAG レーザーならびに半導体レーザー照射を行い、歯髄細胞の増殖能や生
理活性物質に与える影響ならびに惹起する物質について調査した。

【材料と方法】
　被験機材には、Er：YAG レーザー（Erwin AdvErL, モリタ；50mJ, 10PPS, 10 秒 , 距離 2cm）ならびに半導体レー
ザー（Lightsurge Square5，長田電気工業；1W, 10sec, 連続モード , 距離 2cm）を使用した。被験細胞には、生後
約 5 ケ月のブタの歯髄細胞から樹立した不死化細胞（PPU-7 細胞）を用い、以下の研究を行った。
< 実験 1> 照射群と未照射群の PPU-7 細胞の増殖能を、MTS-アッセイにて観察し細胞数を測定した。
< 実験 2>  照射群と未照射群のPPU-7細胞のアポトーシスの割合を、照射1, 3日後にカスパーゼ3の免疫染色を行っ

て観察した。
< 実験 3>  照射群と未照射群の PPU-7 細胞から total RNA を調製し、定量 PCR を用いて骨芽細胞、軟骨細胞およ

び象牙芽細胞の分化マーカー遺伝子の発現を分析した。
< 実験 4>  PPU-7 細胞にレーザー照射を行い、アルカリホスファターゼ （ALP） 活性を測定し、硬組織細胞への分

化能を観察した。
< 実験 5>  石灰化誘導培地にて培養した歯髄細胞にレーザー照射を行い、アリザリン染色および Ca 量の測定を行っ

て石灰化誘導能を観察した。
【結　果】
　PPU-7 細胞の増殖に関して、半導体レーザー照射群は未照射群とほぼ同様な増殖能を示したが、Er：YAG レー
ザー照射群は徐々に増加する傾向を示した。また Er：YAG レーザー照射群では、アポトーシスの陽性率が半導体
レーザー照射群ならびに未照射群と比べ有意に高かった（p<0.01, Steel’s test）。遺伝子発現に対する影響は、Er：
YAG レーザー照射群では象牙芽細胞の分化マーカーの上昇が認められたが、骨芽細胞および軟骨細胞の分化マー
カーは、両レーザー照射により減少を認めた。また、両レーザー照射で PPU-7 細胞の ALP 活性が上昇したが、
半導体レーザー照射群が Er：YAG レーザー照射群に比べ有意に高い ALP 活性を示した（p<0.01, Steel’s test）。し
かしながら、石灰化誘導能に差は認められなかった。

【結　論】
　歯髄細胞へのレーザー照射は、レーザーの種類により増殖能およびアポトーシスに与える影響は異なるが、いず
れも象牙芽細胞への分化に関連する遺伝子発現ならびに指標となる ALP 活性の上昇が認められ、Er：YAG レーザー
ならびに半導体レーザー照射が、象牙芽細胞への分化を活性化することが示唆された。
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Er：YAG レーザー照射されたヒト歯根膜細胞における Caspase3 と細胞増殖能の
関係性について

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），千葉理紗子 3），山川駿次郎 4），山本竜司 3），長野孝俊 1），山越康雄 3），五味一博 1）

Er：YAG laser irradiation induces apoptosis of periodontal ligament cells and cell 
proliferation

Department of Periodontology, School of Dental Medicine, Tsurumi University1）  
Department of Dental Hygiene, Tsurumi Junior College2） 

Department of Biochemistry and Molecular Biology, School of Dental Medicine, Tsurumi University3） 
Department of Endodontology, School of Dental Medicine, Tsurumi University4）

Takahiko Niwa1）, Kazuyuki Kobayashi2）, Risako Chiba3）, Shunjiro Yamakawa4）, Ryuji Yamamoto3）, Takatoshi Nagano1）, 
Yasuo Yamakoshi3）, Kazuhiro Gomi1）

【目的】
　近年、様々なレーザーの Low reactive Level Laser Therapy（LLLT） による生物学的効果が報告されている。
Er：YAG レーザーをヒト歯根膜細胞 （HPDL 細胞） に照射すると細胞増殖能が上昇することが報告されているが、
その作用機序について不明な点が多い。本研究では、HPDL 細胞に Er：YAG レーザーを低出力で照射した際の細
胞傷害や細胞増殖能ついて調べた。

【方法】
　サブコンフルエントに培養した HPDL 細胞 （Lonza,MD, USA）を 96 well プレートとチャンバースライドに播種
した。翌日に Er：YAG レーザー（Erwin AdvErL；モリタ製作所 , 京都） を 50mJ・10pps・ディフォーカス （照射
距離 2cm）・スウィーピングモーションで 10 秒間照射した。照射する際は培地から培養液を除去し、照射後に再
度培養液を添加した。細胞傷害については、レーザー照射 1,3,5 日後に対しタネル染色および Caspase3 抗体を用い
た免疫染色を行い解析した。Caspase3 と細胞増殖能との関連性を調べるため、Caspase3 inhibitor をレーザー照射
された直後の HPDL 細胞の培地に添加し 1,3,5 日後に MTS-assay を行った。

【結果】
　タネル染色では、レーザー照射 1 日後において照射群と未照射群共に陽性細胞がみられ、レーザー照射 3,5 日後
では照射群で陽性細胞が未照射群より多く認められた。Caspase3 陽性率は照射群が未照射群と比較し、1 日後で
は約 5.5 倍、3 日後では約 7.5 倍、5 日後では約 1.7 倍と上昇傾向が認められた。Caspase3 inhibitor 添加による
MTS-assay は、レーザー照射 1,3 日後では inhibitor 添加群と未添加群に有意な差は認められなかったが、照射 5
日後で inhibitor 添加群において細胞増殖能の有意な低下を認めた。

【考察】
　本実験の結果、照射 1 日後のタネル染色ではレーザー未照射群にも関わらず細胞死の所見がみられた。これは
Er：YAG レーザー照射群と同様な条件にするため未照射群も培地から培養液を除去し、10 秒間培養液が存在しな
い環境を与えたことで HPDL 細胞に傷害が生じたと考えられた。レーザー照射群と未照射群共に細胞増殖を阻害
しない程度に細胞死が生じたが、Caspase3 抗体を用いた免疫染色によりレーザー照射群では照射 1,3 日後に
Caspase3 の強い反応が認められた。この結果から、HPDL 細胞に対し Er：YAG レーザーを低出力で照射すると細
胞増殖を阻害しない程度に Caspase3 が誘導されアポトーシスが生じることが示唆された。Caspase3 が細胞増殖を
制御する PGE₂ を活性化させるという報告（Huang Q et al. Nat Med. 2011） から、我々はレーザー照射により細
胞増殖能が時間差で増加することに Caspase 3 が関与すると考え Caspase3 inhibitor 添加実験を行った。その結果、
照射 5 日後において inhibitor 添加群は未添加群と比較し細胞増殖能が低下することがわかった。
　以上の結果から、Er：YAGレーザーが照射されたHPDL細胞では照射後にCaspase3が誘導されることでアポトー
シスが生じる。しかし、その際生じた Caspase3 の作用により時間差で細胞を増殖させる代償性増殖が生じている
ことが示唆された。
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試作化学的齲蝕除去剤併と半導体レーザーの併用による齲蝕処置の可能性
奥羽大学歯学部歯科保存学講座保存修復学分野 1），奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯内療法学分野 2）， 

奥羽大学歯学部口腔衛生学講座 3）

○山田嘉重 1），木村裕一 2），佐藤穏子 2），車田文雄 3）

The possibility of caries treatment by combination of chemical caries removal reagent and 
semiconductor laser

Division of Operative Dentistry, Department of Conservative Dentistry, Ohu University School of Dentistry1）， 
 Division of Endodontics, Department of Conservative Dentistry, Ohu University School of Dentistry2）,  

Department of Preventive Dentistry, Ohu University School of Dentistry 3）

○ Yoshishige Yamada1）, Yuichi Kimura2）, Yasuko Sato2）, Fumio Kurumada3）

【目的】
　レーザーによるう蝕除去は Er：YAG レーザー、Er：YSGG レーザー、9.2nm の波長の炭酸ガスレーザー以外は適
用とされていない。しかし我々は試作化学的う蝕除去剤を塗布した窩洞に注水下で半導体レーザーを使用すること
で窩洞表面に炭化などの問題所見がなくう蝕除去が可能であることを確認した。しかし窩洞面の詳細についてはい
まだ確認されていない。本研究では試作う蝕除去剤を塗布したう窩に半導体レーザーを注水下で照射することで、
う蝕除去を施行した。そしてう蝕除去後の窩洞面の詳細について実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡（SEM）に
て観察し、窩洞面に問題が生じていないか、またコンポジットレジン修復時に行う前処理の違いにより歯質とコン
ポジットレジン間の接着に差異が生じるかについて検討することを目的とした。

【材料および方法】
　隣接面にう蝕を有するヒト抜去歯 20 本を使用し、全てのう蝕窩洞は大きさ、深さ、硬さができるだけ近似して
いるものを選択した。実験に使用する抜去歯は使用前に奥羽大学倫理委員会の承認を得た後におこなった。う蝕窩
洞面に試作う蝕除去剤の薬塗布 30 秒後に半導体レーザー（発振波長：810nm）のファイバー尖端をう窩表面に接
触させてう蝕除去を行った。レーザー照射条件は 2W、連続照射とした。レーザー照射は注水下にて行い、う蝕除
去まで要した時間を測定した。全試料のうち 5 本は未処置でう蝕除去後の窩洞表面を実体顕微鏡および走査型電
子顕微鏡（SEM）にて観察し、残りの試料は各 5 本ずつ 10%EDTA、10％クエン酸、セルフエッチングプライマー
にて象牙質の表面処理を行った後に実体顕微鏡とSEMにて窩洞表面の観察を行った。その後通法に従いコンポジッ
トレジン修復を行った後に 5℃と 55℃を１サイクルとしたサーマルサイクリングを１万回施行した。最終的に辺縁
漏洩試験を行い染色液の歯質への漏洩状態を観察した。

【結果】
　う蝕除去に要した平均時間は 104 秒であった。実体顕微鏡による観察では、すべての試料の窩洞表面は類似した
像を示しており、亀裂や破折・炭化層などの問題所見はみられなかった。SEM による観察ではエッチング未処理
では窩洞表面はスミヤー層で被覆されていた。セルフエッチングプライマーによるエッチング処置後では部分的に
スミヤー層は除去されていたが、スミヤー層が残存している像も確認された。
　一方 EDTA、クエン酸で窩洞面を処理後の試料において窩洞表面の多くの領域でスミヤー層は除去されている
ことが SEM による観察で確認された。辺縁漏洩試験の結果では、EDTA やクエン酸による処置では辺縁漏洩は少
なかったが、未処置やセルフエッチングプライマー処置では辺縁漏洩は多い傾向を示した。

【考察】
　試作齲蝕除去剤を使用することで、時間を要するものの半導体レーザーによるう蝕象牙質除去の可能性が示唆さ
れた。しかしう蝕除去後に未処置やセルフエッチングプライマー処置ではスミヤー層が多く残存しており、コンポ
ジットレジンの接着性も高くない傾向を示した。一方 EDTA やクエン酸で前処理を行うことで多くの領域でスミ
ヤー層の除去が確認されるもののスミヤー層が部分的に残存している試料や漏洩漏洩が認められる試料があること
から、う蝕除去は十分ではなかった試料もあったものと推測される。そのため半導体レーザーによるう蝕除去を試
みる場合は、確実にう蝕が除去されているかを厳密に確認した後、EDTA やクエン酸による前処理を行う必要が
あるものと思われる。

【結論】
　試作う蝕除去剤の併用で半導体レーザーにおいても、う蝕除去の可能性が示唆された。しかしう蝕除去とその後
の処置については未だ未確定な事項が多い。そのため今後はさらなる検討が必要であるものと思われる。
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Q スイッチ Er：YAG レーザー照射が象牙質表面へもたらす影響
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）

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

Effect of Q-switched Er：YAG laser irradiation on dentin surface
Division of Special Care Dentistry, Osaka University Dental Hospital, Osaka, Japan

○ Aya KASAKAWA-TANIGUCHI1）, Shinichi SEKINE2）, Kenji TANAKA1, 3）, Sota KONDO4）, 
Terutoshi YOSHIDA4）, Hisanao HAZAMA4）, Kunio AWAZU4, 5, 6）, Shigehisa AKIYAMA1）

【目的】現在歯科治療で使用されている従来の Er：YAG レーザーは、歯の切削時に熱影響緩和のため注水を必要と
する。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
いため熱影響の軽減が期待でき、非注水下での切削実現の可能性をもつ。しかし Q スイッチ Er：YAG レーザーの
切削特性およびその後のコンポジットレジン接着については未だ不明な点も多い。我々は Q スイッチ Er：YAG レー
ザーに着目し、Q スイッチ Er：YAG レーザーを非注水で照射した後のウシ象牙質に対するコンポジットレジンの
接着強さについて先行研究を行った。先行研究にて我々は、Q スイッチ Er：YAG レーザー平均パワー密度 20W/
cm2 での照射がレジン接着強度を向上させるが、平均パワー密度の上昇に伴い接着強度が低下する傾向を示し、
60W/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。しかしその原因については未だ明らかでない。
そこで本研究では象牙質に対する Q スイッチ Er：YAG レーザー照射が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】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。照射条件は① 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 10Hz、照射パルスエネルギー 7.2mJ、

（平均パワー密度 20W/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 10Hz、照射
パルスエネルギー 14.4mJ（平均パワー密度 40W/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 10Hz、照射パルスエネルギー 21.6mJ（平均パワー密度 60W/cm2：Q-60 群）、④従来型 Er：YAG レー
ザー（Erwin AdvErL、モリタ製作所）、注水（2ml/min）、繰り返し周波数 10Hz、照射パルスエネルギー 100mJ（従
来群）、⑤非照射群の 5 群とした。自動ステージを用いて、レーザー焦点を各点での照射時間が 1s となる速さで走
査し、15×15mm2 の領域に照射を行った。

［実験 1］照射後の象牙質面を SEM（JCM-5700、JEOL）の EDS モードを用いて元素分析した。
［実験 2］照射後の象牙質面に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。それらの試料を樹脂包埋後、接着
界面で切断し、接着界面の SEM 観察を行った。

【結果】［実験 1］Q スイッチ Er：YAG レーザーの平均パワー密度が高くなるにつれて Ca 含有率は向上した。
［実験 2］従来群および Q-60 群では象牙質表面の大幅な破壊を認めた。従来群、Q-40 群および Q-60 群では象牙
質にクラックを認めた。

【考察】Q スイッチ Er：YAG レーザーの平均パワー密度の上昇に伴う Ca 含有率の向上は、有機質の蒸散によるも
のと考えられる。接着界面において従来群および Q-60 群では、象牙質表面の大幅な破壊によりレジン接着強度が
低下すると考えられる。またさらに従来群、Q-40 群および Q-60 群ではクラックによるレジン接着強度が低下す
ることが示唆された。

【結論】Q スイッチ Er：YAG レーザーの非注水照射では平均パワー密度の上昇に伴い Ca 含有率が向上し、象牙質
表面の破壊およびクラックが生じることで、レジン接着強度が低下すると示唆された。
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試作齲蝕検知液を併用した半導体レーザーの齲蝕象牙質透過性について
大阪歯科大学歯科保存学講座

吉川一志，平井千香子，澤井健司郎，廣田陽平，横田啓太，保尾謙三，岩田有弘，山本一世

Effect of the permeability of caries dentin 
with diode laser used the experimental caries-detecting-dye-solution

Department of Operative Dentistry, Osaka Dental University 

Kazushi Yoshikawa, Chikako Hirai, Kenshiro Sawai, Yohei Hirota, 

Keita Yokota, Kenzo Yasuo, Naohiro Iwata, Kazuyo Yamamoto 

【目的】
　1964 年に Goldman らによって窩洞形成に用いられてから、歯科領域でレーザーの臨床応用が多数報告されてお
り、半導体レーザーは代表的なレーザー装置のひとつである。その用途としては、ロ腔内軟組織の切開、⽌⾎、凝
固、および、蒸散など口腔外科処置や歯周外科手術等で広く使用されており、また近年、齲蝕診断、齲蝕除去、齲
蝕予防についての報告がある。一方、医科では半導体レーザーの光感受性物質として検査や診断に使用され、生体
に対する安全性が確認されているインドシアニングリーン（indocyanine green：ICG）と半導体レーザーの組み合
わせが報告されている。今回、半導体レーザーを根面齲蝕の管理に使用することを想定し、齲蝕象牙質に半導体レー
ザー専用試作齲蝕検知液を併用した半導体レーザーの透過エネルギーについて検討した。

【材料と方法】
　抜去後、生理食塩水中に冷凍保存していたヒト第三大臼歯を解凍後、低速度ダイヤモンドソーにて厚さ 1.0mm
の象牙質ディスクを切り出し、20mM 乳酸に 10 分間浸漬した後、ヌープ硬さを測定し、30-40HKN となったもの
を人工齲蝕象牙質試料とした。ヌープ硬さ測定は、カリオテスター SUK-971（三栄エムイー）を用いて、齲蝕試
料の 3 点計測した。人工齲蝕象牙質試料に各齲蝕検知液を滴下し、10 秒放置後、水洗、エアー乾燥を行ったもの
を染色試料とした。齲蝕検知液として ICG 配合齲蝕検知液（試作）と赤と青のカリエスチェック（日本歯科薬品）
を実験に供試した。染色試料を介して半導体レーザーを照射し、レーザーパワーメーター（Coherent）で透過す
るエネルギーを測定した。今回、半導体レーザー発振装置として S レーザー（昭和薬品化工）を実験に供し、CW モー
ド、表示出力 0.5W で照射した。レーザーパワーメーターの測定面からそれぞれ 1.0mm 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、染色していない齲蝕試料と染色した試料の比較から透過抑制率を算出し、
齲蝕検知液による吸収特異性を検討した。試料数は各条件につき 3 試料とした。各測定値は Tukey の検定を用い
て統計処理を行い、有意水準を 1％以下とした。なお、本研究は大阪歯科大学大学院歯学研究科医の倫理委員会の
承認（大歯医倫 100502 号）を受けて行った。

【結果および考察】
　カリエスチェック（赤）の染色前と染色後の透過抑制率はそれぞれ 37.9±7.4％と 35.6%±7.1% であった。染色
前後で透過抑制率に有意差は認められなかった。カリエスチェック（青）の染色前と染色後の透過抑制率はそれぞ
れ 32.4±6.0% と 45.8±3.2% であった。染色前後で透過抑制率は有意に向上した （p＜0.01）。ICG 配合齲蝕検知液（試
作）の染色前と染色後の透過抑制率は 30.0±6.6% と 42.4±3.6% であった。染色前後で透過抑制率は有意に向上した。

（p＜0.01）
　Kamono らの報告によると 805nm の半導体レーザーが青と緑の齲蝕検知液で透過抑制率が高いと報告しており、
今回の 808nm の半導体レーザーにおいても同様の結果が得られたと考えられる。また同じ緑の齲蝕検知液におい
ても ICG を配合したことにより透過抑制率が向上している。組織透過型レーザーである半導体レーザーは非染色
の象牙質に対してエネルギーは大部分が透過してしまうが、表面に特異的に吸収される齲蝕検知液を併用すること
で、齲蝕象牙質表面でのエネルギーのコントロールが可能となると考えられる。

【結論】
　今回の実験結果から、半導体レーザー専用試作齲蝕検知液を併用し、半導体レーザーを齲蝕象牙質に照射した場
合、透過エネルギーを抑制することにより、根面齲蝕の管理に使用できる可能性が示唆された。
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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耐酸性
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，加藤純二，田上順次

Acid resistance 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 Kato , Junji Tagami

【目的】
　Er：YAG レーザーを一定の条件で低出力にて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。低出力で照射された歯根象牙質の形態学的および物理的変化についての報
告はあるものの、耐酸性についての報告はない。本研究では、Er：YAG レーザーで低出力照射を行った際の、被
照射歯根象牙質の耐酸性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から切り出した 5 x 5mm の試片を、プラスチックチューブにエポキシ樹脂で包埋した。
その後、耐水研磨紙とダイヤモンドペーストを用いて研削し、平坦な象牙質面を調整した。被験歯面の 1/2 をアル
ミニウム箔で覆った後、Er：YAG レーザー（Erwin AdvErl Evo、モリタ）と石英チップ（C600F、モリタ）を用
いて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 10pps、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。その際、象牙質面とコ
ンタクトチップの距離は、15、20、25mm とした。照射後、アルミニウム箔を除去し、被覆されていた面の半分に
ネイルバニッシュを塗布した。試料は 0.2％クエン酸水溶液（pH2.3）に 24、72 および 120 時間浸漬した後、割断し、
脱灰の程度を走査電子顕微鏡（SEM）にて観察を行った。なお、本研究は東京医科歯科大学歯学部倫理審査委員
会によって承認され遂行された。（D2013－022－02 号）。

【結果と考察】
　ネイルバニッシュを塗布しなかったレーザー未照射面においては脱灰が認められ、クエン酸水溶液への浸漬時間
が長いほど、脱灰の程度は大きかった。一方、ネイルバニッシュを塗布した未照射面と同様に、レーザー照射面に
おいても、コンタクトチップの距離、クエン酸水溶液への浸漬時間に関わらず、脱灰は認められなかった。
　本研究での、照射出力 30mJ、照射距離 15mm は、約 15mJ での接触照射に相当する。また、本研究で用いた照
射条件でヒト抜去歯の歯根表面に照射すると、SEM での観察では、象牙質の蒸散のような大きな形態学的変化は
認められていないことが報告されている（Nakane 2019）。したがって、出力 15mJ での Er：YAG レーザーの歯根
面への照射は、歯質を蒸散することなく耐酸性を付与できることが期待できる。今後、この照射歯根面の Ca や P
などの成分分析や NaF の併用による効果を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歯根象牙質を 0.2％クエン酸水溶液に 120 時間まで浸漬したところ、耐
酸性が認められた。
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ヒト口腔扁平上皮癌由来細胞に対する 5- アミノレブリン酸を用いた PDD の検討
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 1） 

大阪大学歯学部附属病院予防歯科 2） 
大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部 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）

○田中健司 1, 3），関根伸一 2），笠川［谷口］あや 3），吉田輝稔 4），近藤聡太 4），間　久直 4）

粟津邦男 4, 5, 6）・秋山茂久 3）

Photodynamic diagnosis for human oral squamous cell carcinoma cell using 
 5-aminolevulinic acid

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

○ Kenji TANAKA1, 3），Shinichi SEKINE2），Aya KASAKAWA-TANIGUCHI3），Terutoshi YOSHIDA4），Sota KONDO4），
Hisanao HAZAMA4），Kunio AWAZU4, 5, 6）, Shigehisa AKIYAMA3）

【目的】
　近年、日本において口腔がんの社会的認知は進みつつあるが、先進諸国に比べて発生率および死亡率は増加の一
途をたどっている。その原因として口腔がんの早期診断および早期治療が行われていないことが報告されている。
光感受性物質の一つである 5- アミノレブリン酸（5-aminolevulinic acid：5-ALA）は生体内在性アミノ酸であり生
体に投与すると、代謝の過程でがん細胞内に蛍光物質であるプロトポルフィリンⅨ（protoporphyrinIX：PpIX）が
選択的に蓄積することが報告されている。その特性からがんの光線力学的診断（photodynamic diagnosis：PDD）
と光線力学的療法（photodynamic therapy：PDT）において大きな役割を果たしており、近年医科領域では様々な
分野において 5-ALA の応用範囲は急速に広がっている。しかし口腔がんに対する報告は少なく、口腔がん由来細
胞への効果は不明である。
　そこで、我々はヒト口腔扁平上皮癌由来細胞に 5-ALA 投与後の細胞内 PpIX の蓄積について調査し、5-ALA
の PDD の効果を明らかにすることを目的とした。

【方法】
　本研究ではヒト口腔扁平上皮癌由来細胞株 Ca9-22 を用いた。
　① Ca9-22 細胞を 24 ウェル細胞培養プレートに播種した（7.0×103cells/well）。24 時間インキュベートした後、
細胞に 5-ALA（0-5mM）を含有する D-MEM（FBS free）培地を加え 3 時間静置した。培地を除去し 0.1％ SDS
含有 D-PBS を加え細胞膜を溶解し細胞内の PpIX を溶出させた。その後、サンプルを 96 ウェルプレートに加えそ
れぞれ 405nm および 635nm の励起波長および発光波長を有する蛍光プレートリーダー（SpectraMAXGemini、
Molecular Devices）を用いて各溶液の蛍光強度を測定した。
　② Ca9-22 細胞（5.0×104cells/well）を 24 時間インキュベートした後、5-ALA（1mM）を含有する D-MEM（FBS 
free）の培地を加え 3 時間静置した。培地を除去し PBS で洗浄した後、共焦点顕微鏡（Zeiss LSM510）にて蛍光
観察を行った。

【結果】
　① Ca9-22 細胞内の蛍光強度は投与した 5-ALA の濃度が 2mM までは濃度依存的に増加傾向を示した。
　② 5-ALA を投与した Ca9-22 細胞は共焦点顕微鏡下で蛍光発色を認めた。

【考察】
　本研究より、Ca9-22 細胞はある濃度内では濃度依存的に PpIX を蓄積することが示唆された。今後は 5-ALA の
さらに詳細な至適濃度や投与時間および臨床的投与方法の検討を行っていく必要がある。また PpIX を蓄積した口
腔がん由来細胞に対する PDT の効果についても検証が必要である。

【結論】
　5-ALA を用いた PDD はヒト口腔扁平上皮癌由来細胞株 Ca9-22 に対して有用であり、今後の口腔がんの早期診
断や早期治療に応用できる可能性が示唆された。
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低出力赤色半導体レーザー照射が器官培養ラット下顎頭の軟骨に 
およぼす影響について

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）， 
愛知学院大学歯学部保存修復学講座 3），藤田医科大学医学部病理診断学講座 4）

杉田好彦 1, 2），小森敦夫 1），加藤郁郎 1），丹羽由香理 3），磯村まどか 1,4），河合遼子 1, 2），吉田和加 1, 2），久保勝俊 1, 2）， 
前田初彦 1, 2）

The effects of low level red diode laser irradiation to the cartilage of the organ cultured rat 
mandibular condyle

Department of Oral Pathology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University1） 
Center of Advanced Oral Science, Aichi Gakuin University,2） 

Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Aichi Gakuin University3） 
Department of Diagnostic Pathology, School of Medicine, Fujita Health University,4）

Yoshihiko Sugita1,2）, Atsuo Komori1）, Ikuro Kato1）, Yukari Niwa3）, Madoka Isomura1,3）, Ryoko Kawai1）, Waka Yoshida1,2）, 
Katsutoshi Kubo1,2）, Hatsuhiko Maeda1,2）

【目的】
　近年、顎関節症に対する低出力レーザー治療による疼痛緩和作用や抗炎症作用が報告されているが、その作用の
詳細については明らかになっていない。そこで本研究では、下顎頭を器官培養することによる⾎流などの影響を受
けない条件下で低出力レーザー照射を行い、下顎頭の成長におよぼすレーザー照射の影響を組織学的に検索した。

【材料と方法】
　実験では、ラットの胎児から摘出した下顎頭の器官培養を行った。培養液には BGJb 培地（無⾎清）を用い、
bFGF を培養液に添加および bFGF を添加しない状態で培養を行った。下顎頭は培養時に対照群（培養液のみ）、
F＋L－群（bFGF を添加）、F－L＋群（レーザー照射）、F＋L＋群（bFGF を添加およびレーザー照射）の 4 群に
分けた。また、F－L＋群、F＋L＋群では培養開始直後にレーザー照射（波長 633nm、半導体レーザー）を行い、
以後は 24 時間の間隔で計 5 回のレーザー照射を行った。照射条件は、照射出力 250mW、照射時間 30 秒、照射距
離 10mm とした。各群の下顎頭は培養 0 日および培養 8 日目に固定し、パラフィン切片を作製して HE 染色およ
び SafraninO 染色を施し、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。

【結果】
　培養前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、その下層には増殖層、分化層、肥大層が認めら
れた。培養 8 日の対照群では増殖層および分化層は薄く、肥大層は不規則であった。F＋L＋群では分化層や肥大
層の細胞数は増加し、下顎頭は対照群、F＋L－群、F－L＋群、F＋L＋群の順に大きくなっていた。

【考察】
　器官培養を行った下顎頭ではレーザー照射によって bFGF 添加と同等に細胞増殖が促進され硝子軟骨細胞の増
加により形態変化にも影響をおよぼすことが判明した。このことから、低出力レーザーの照射はラット下顎頭の軟
骨細胞の増殖、分化を促進することが示唆された。
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半導体レーザー照射により疼痛緩和の得られた慢性疼痛化した顎関節症の 1 症例
鶴見大学歯学部附属病院総合歯科 2

山口博康，遠刕貴博，高瀬英世

A case of easing chronic pain caused by temporomandibular disorder by irradiating 
semiconductor laser

Department of General Dentistry and Clinical Education, Tsurumi University School of Dental Medicine

YAMAGUCHI Hiroyasu, ENSHU Takahiro, TAKASE Hideyo

【緒言】
　慢性疼痛化した顎関節症の疼痛抑制には苦慮する事が有る。今回我々は咬合状態が安定せず慢性疼痛化した顎関
節症例に半導体レーザーを照射し一時的に疼痛が改善した症例について報告する。

【症例の概要】
　63 歳女性  職業：看護師、1999 年他院より全顎的な補綴を目的として 本学補綴科へ紹介来院。
　以後、咬合が安定せず、顎関節症状、筋痛が強く治療が長期化した。プロビジョナルレストレーションにて顎位
を模索したが症状は慢性疼痛化した。患者は勤務先病院にて向精神薬（デパス）と鎮痛（ロキソニン）の併用を長
期間行っていた。本学補綴科ではそれ以上の症状改善が困難と判断し最終補綴へ移行した。その後、担当医が変わ
り引き続き経過観察を行ってきた。その間、顎位は設定したものから偏移していったが症状は緩和し、鎮痛剤の服
用を必要としない状態を維持していた。演者がメインテナンスと顎関節症へのレーザーを用いた疼痛緩和治療を目
的に担当した時点では有痛開口量 40mm、運動時痛、右側咬筋の重苦しさ、左顎関節の疲労時痛が残存していた。

【レーザー治療と経過】
　第 1 回目照射：疼痛の強く認められる左顎関節圧痛部の術前 VAS 値は 28 を示した。被験部位には半導体レーザー
S-LASER（昭和薬品化工）波長 808nm を 3 cm の距離より同心円状に連続波 3W 20 秒照射後、1W 45 秒の照射を
2 回行った。術直後の VAS 値は 0.7 を示した。疼痛は軽減し麻酔様の効果であった。この後の全顎の PMTC も今
回は疼痛なく行われた。この疼痛緩和状態は術後 10 日継続し、この 20 年間で認められた顎関節の重苦しさ、疼痛
が消失し、開口も楽になった。その後、疼痛・開口は徐々に術前の状況に戻った。
　第 2 回目照射：右側：術前咬筋トリガーポイントの VAS 値は 47 で有った。0.5W １分間照射後、疼痛はわずか
に軽減し、次に 1W １分間照射した。圧痛は同条件の照射 2 回で軽減し術直後の VAS 値は 0.9 を示した。
左側：顎関節部、術前の VAS 値は 74 を示した。0.5W １分間照射後、僅かな疼痛の軽減が得られた。次に 0.8W 1
分間照射を行ったところ、疼痛軽減傾向が認められたため、この操作を 2 回繰り返し顎関節部の照射は 3 回で術直
後の VAS 値は 0.4 を示した。術後、1 週間、左右顎関節は、仮着除去操作、咬合調整の為疼痛が継続したがその後、
疼痛緩和効果が継続している。なお、今回使用した薬剤・材料・医療機器は厚生労働省認可済みである。本機器は
適応外使用でありレーザー治療の対価は請求せず、鶴見大学歯学部倫理事項等確認の上、施術され発表に際しての
説明をし、患者の同意を得た。

【考察】
　本症例で用いた半導体レーザーは LLLT 治療の photobiomodulation 1）効果を有し、鎮痛、深部の⾎液循環の改善、
炎症の抑制が得られ TMD の疼痛が緩和される事が報告されている 1, 2）。本症例は治療開始前より筋緊張が強く、
加えて看護師という職業柄、夜勤等の激務が続いた時期に全顎的補綴治療が重なり、治療が遷延化した。最終補綴
後も顎位の変化が続き、慢性疼痛が残った。今回の半導体レーザー照射の LLLT 効果により顎関節の運動量が増
加し、慢性疼痛が一時的に軽減した。これはレーザー照射により、疼痛が緩和し運動制限が改善したと考えられた。
この様に慢性疼痛化症例についてレーザー照射の疼痛緩和は有効であり、大浦 3）らは半導体レーザーを 1 週に一
度の照射 4 回で術後疼痛が認められず、顎関節症Ⅰ型の第 1 選択とする術式であるとしている 4）。本症例の今後の
治療経過について報告する。
文献：
1）Mila LM et.al：Appl-Oral Sci 20：594-602.2012.　2）SalmosJA et.al：Lasers Med Sci57-64.2013.
3）大浦ら：日本歯科評論増刊：140-141.2008.
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試作齲蝕検知液を併用した半導体レーザーによる齲蝕管理
大阪歯科大学歯科保存学講座

平井千香子，吉川一志，小正玲子，保尾謙三，山本一世

Study of the caries management with diode laser  
used the experimental caries-detecting-dye-solution

Department of Operative Dentistry, Osaka Dental University 

Chikako Hirai, Kazushi Yoshikawa, Reiko Komasa, Kenzo Yasuo, Kazuyo Yamamoto 

【目的】
　1964 年に Goldman らによって窩洞形成に用いられてから、歯科領域でレーザーの臨床応用が多数報告されてお
り、半導体レーザーは代表的なレーザー装置のひとつである。その用途としては、ロ腔内軟組織の切開、⽌⾎、凝
固、および、蒸散など口腔外科処置や歯周外科手術等で広く使用されており、また近年、齲蝕診断、齲蝕除去、齲
蝕予防についての報告がある。一方、医科では半導体レーザーの光感受性物質として検査や診断に使用され、生体
に対する安全性が確認されているインドシアニングリーン（indocyanine green：ICG）と半導体レーザーの組み合
わせが報告されている。今回、半導体レーザーを齲蝕管理に使用することを想定し、齲蝕象牙質に半導体レーザー
専用試作齲蝕検知液を併用した半導体レーザー照射が齲蝕象牙質の硬さに与える影響について検討した。

【材料と方法】
　本学付属病院歯科口腔外科で抜去され、－40℃で冷凍保存したヒト大臼歯を解凍して使用した。歯冠部および歯
根部歯質をモデルトリマーで除去し、厚さ 1mm の円盤状の象牙質試料（デンティンディスク）を作製した。デンティ
ンディスクを 20mM 乳酸溶液に 10 分間浸漬して脱灰し、ヌープ硬さが 30-40HKN となったデンティンディスク
を人工齲蝕象牙質試料とした。その後、人工齲蝕象牙質試料に各齲蝕検知液を滴下し、10 秒放置後、水洗、エアー
乾燥を行ったものを染色試料とした。齲蝕検知液として ICG 配合齲蝕検知液（試作）と赤と青のカリエスチェッ
ク（日本歯科薬品）を実験に供試した。染色試料の 5×5mm の範囲に半導体レーザーをスウィービングしながら 1
分間照射した。今回、半導体レーザー発振装置として S レーザー（昭和薬品化工）を実験に供し、CW モード、表
示出力 1.0W で照射した。ヌープ硬さ測定は、カリオテスター SUK-971（三栄エムイー）を用いてレーザー照射前
後に行った。測定部位は染色試料の 5×5mm の範囲内を 3 点計測し、試料数は各条件につき 3 試料とした。各測
定値は Tukey の検定を用いて統計処理を行い、有意水準を 1％以下とした。なお、本研究は大阪歯科大学大学院
歯学研究科医の倫理委員会の承認（大歯医倫 100502 号）を受けて行った。

【結果および考察】
　カリエスチェック（赤）のレーザー照射前後のヌープ硬さはそれぞれ 32.9±3.1 と 42.3±7.1 であった。染色前後
でヌープ硬さに有意差は認められなかった。カリエスチェック（青）のレーザー照射前後のヌープ硬さはそれぞれ
32.0±4.0 と 40.3±9.1 であった。照射前後でヌープ硬さに有意差は認められなかった。ICG 配合齲蝕検知液（試作）
のレーザー照射前後のヌープ硬さはそれぞれ 35.1±3.8 と 61.1±5.4 であった。照射前後でヌープ硬さは有意に向上
した。（p＜0.01）また齲蝕検知液で染色せずレーザー照射のみ行った齲蝕象牙質のヌープ硬さは、レーザー照射前
後でそれぞれ36.4±4.4と39.3±10.8であった。照射前後でヌープ硬さに有意差は認められなかった。組織透過型レー
ザーである半導体レーザーであっても、ICG を配合した表面に特異的に吸収される齲蝕検知液を併用することで、
齲蝕象牙質表面でのエネルギーのコントロールが可能となり、齲蝕象牙質の改質によりヌープ硬さが向上したと考
えられる。

【結論】
　半導体レーザー専用試作齲蝕検知液を併用し、半導体レーザーを照射した場合、齲蝕象牙質のヌープ硬さが向上
したことから、齲蝕管理に応用できる可能性が示唆された。
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各種根管洗浄法の比較検討―Er：YAG レーザーによる洗浄法との比較―
奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯内療法学分野 1），奥羽大学歯学部口腔衛生学講座 2）， 

奥羽大学歯学部歯科保存学講座保存修復学分野 3）

○佐藤穏子 1），車田文雄 2），山田嘉重 3），木村裕一 1）

Comparative study of various root canal irrigation methods 
 ― Comparison with an irrigation method by Er：YAG laser ―

Division of Endodontics, Department of Conservative Dentistry, Ohu University School of Dentistry1）, 
Department of Preventive Dentistry, Ohu University School of Dentistry2）, 

Division of Operative Dentistry, Department of Conservative Dentistry, Ohu University School of Dentistry3）

○ Yasuko Sato1）, Fumio Kurumada2）, Yoshishige Yamada3）, Yuichi Kimura1）

【目的】
　根管形成は機械的に根管壁を切削し根管内容物の除去を行う操作であるが、根管は切削器具が到達しにくい複雑
な形態をしているため根管形成後も感染源を含む根管壁が残存する可能性がある。また根管内の可及的な無菌化を
図るために根管消毒薬が使用されるが、切削された根管壁に形成されるスミヤー層により、薬剤の浸透性が減弱さ
せられることも多く認められる。したがって機械的清掃の限界を補い薬剤の浸透性を高めるために化学的清掃を併
用することが一般的である。従来の薬剤を用いた化学的清掃のほか補助器具として音波振動装置や Er：YAG レー
ザーによる根管洗浄も応用されている。そこで、本研究では側枝が付随した人工の透明根管模型を用いて薬剤によ
る洗浄、音波振動装置による洗浄および Er：YAG レーザーによる洗浄を行い、その洗浄効果を比較検討すること
を目的とした。

【方法】
　透明根管模型として作業長 18.0mm、アピカルシート部の大きさが＃ 30、根管相当部の彎曲が 25°の単根管模型
にφ 0.2mm の側枝を根尖孔相当部から 10.5mm の位置（側枝 1）と 6.0mm の位置（側枝 2）に付与したもので、
側枝および根尖孔相当部が模型外に開放しているもの（デンツプライシロナ）32 個を使用した。乾燥させた根管
模型に墨汁を根尖孔および側枝相当部から溢出するまで注入し、均一に染色したものを試料とした。方法として次
の 4 つのグループに分けて行った（n＝8）。Group 1：洗浄用シリンジ（ネオイリゲーションシリンジ：ネオ製薬）
を用い、10％次亜塩素酸ナトリウム 5mL を 30 秒間根管内に還流した。Group 2： Er：YAG レーザー（Erwin 
AdvErL Evo Ⓡ、モリタ）に根管内照射用円錐型チップ R200T を装着して根管内に挿入し、滅菌精製水による注水
下 10pps、30mJ の出力でチップを根尖から根管口まで数回往復運動させながら 30 秒間照射した。Group 3：根管洗
浄チップ　エアー・ソニック（VDW 社、ドイツ）を歯科用エアスケーラーに装着し、次亜塩素酸ナトリウムで根
管内を満たしたのち、30 秒間上下方向にチップを動かしながら洗浄した。Group 4：洗浄用シリンジ（ネオイリゲー
ションシリンジ：ネオ製薬）を用い、生理食塩水 5mL を 30 秒間根管内に還流した。すべての試料は洗浄後、ペー
パーポイントを用いて根管内を乾燥させた。洗浄前後の模型をデジタルカメラで撮影し、根管口（測定部位 1）、
側枝 1（測定部位 2）、側枝 2（測定部位 3）、根尖孔相当部（測定部位 4）の 4 か所の彩度を画像処理ソフト（Photoshop 
5.1、Adobe）にて計測し、彩度が高くなった状態を除去が進行した状態と判定した。また、結果は Kruskal Wallis
または Mann-Whitney U 検定を行い、危険率 5％で統計学的分析を行った。

【結果および考察】
　各測定部位における洗浄方法の違いによる効果を比較すると Group 4 は補助器具を使用した Group 2,3 に比較し
て、洗浄効果が低い傾向にあった。これは液体による物理的な洗浄では根尖方向へ向かった流れが根管口方向へ還
流することで徐々に水流の強さが低下していくことにより洗浄効果が低下していくためと考えられる。また薬剤を
使用した洗浄方法（Group 1 および Group 3）と比較しても Group 2 の洗浄効果に有意差は認められなかった。
Er：YAG レーザーの根管洗浄時に発生するキャビテーションは薬剤による洗浄効果と同等の効果が得られると考
えられる。また同一洗浄法における 4 か所の測定部位での洗浄効果の傾向は Group 1 から Group 4 まで類似して
いたが、薬剤を用いないで物理的に還流させる洗浄方法（Group 4）では他の 3 方法よりも彩度が低く、洗浄効果
は有意に低い傾向が認められた。

【結論】
　本研究により洗浄液の化学的作用の応用がなくても Er：YAG レーザーによる根管洗浄は洗浄液の化学的作用を
併用した物理的洗浄法（音波振動を用いた洗浄法）と比較しても、同等またはより高い洗浄効果があることが示唆
された。
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Nd：YAG レーザーによる HLLT がヒト歯肉上皮細胞に与える影響について
日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座

〇五十嵐（武内）寛子，沼部幸博

Effects of HLLT of Nd：YAG laser irradiation on human gingival epithelial cells
Department of Periodontology, School of Life Dentistry at Tokyo, The Nippon Dental University

Hiroko Igarashi-Takeuchi, Yukihiro Numabe

【目的】
　Nd：YAG レーザーの波長（1064nm）は水分に吸収されにくく、組織内部まで浸透する性質を有する。歯肉蒸散
やメラニン色素除去のような HLLT を行う際、レーザー光が一番初めに接するのは歯肉上皮細胞である。HLLT
の際、炭化および蒸散層を取り巻く外周にはタンパク変性層および組織活性化層が存在する。そこで、ヒト歯肉上
皮細胞における誤った使用法による影響および蒸散層の外周への影響に焦点を当て実験を行うこととした。

【材料および方法】
　抜歯時の切開に伴い、提供された歯肉上皮組織より歯肉上皮細胞の分離・樹立を行い、ケラチノサイトによる蛍
光免疫染色にて歯肉上皮細胞の確認を行い実験に使用した。歯科用パルス Nd：YAG レーザー（インパルス デンタ
ルレーザー、インサイシブジャパン社、承認機器）にて照射を行った。照射条件を次の 3 群 （非照射群、100mJ, 
30pps, 10 秒および 200mJ, 30pps, 10 秒照射群）に分け照射し 24 時間培養を行った。照射に際し、細胞に対し均一
な条件で照射するためにステントを作製し、実験に供した。細胞増殖能および細胞遊走能の測定、位相差顕微鏡に
よる形態観察および走査型電子顕微鏡（SEM）による細胞表面の観察について比較・検討を行った。
　なお、本実験は日本歯科大学生命歯学部倫理委員会の承認を受け実施した。

【結果】
　非照射群と比較して 100mJ, 30pps, 10 秒照射群において細胞数の有意な増加が認められ（p＜0.001）、 200mJ, 
30pps, 10 秒照射群では有意な減少が認められた（p<0.001）。200mJ, 30pps, 10 秒照射群は非照射群および 100mJ, 
30pps, 10 秒照射群と比較し有意な細胞遊走能の低下が認められた（p<0.001）。位相差顕微鏡による形態観察では、
各群において顕著な差異は認められなかったが、SEM による細胞表面の観察では 100mJ, 30pps, 10 秒照射群にお
いて細胞表面に microvilli の増加が認められた一方、200mJ, 30pps, 10 秒照射群においては細胞がカバーガラス底
面に焼き付けられたように圧平化し、細胞表面の連続性が破断し細胞内部の構造が認められた。 

【考察】
　我々は、技術的に培養困難とされるヒト歯肉上皮細胞の樹立を行い、実験に使用した。過去に Nd：YAG レーザー
がマウス頭蓋冠由来骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）に与える影響（2011 年日本レーザー歯学会）にて報告を行った。
その結果と比較すると、200mJ, 30pps, 10 秒照射群において MC3T3-E1 では核部分のみ隆起しその他の部分にお
いては細胞の圧平化が認められたが、ヒト歯肉上皮細胞では圧平化に加え細胞表面の連続性が破断し細胞内部の構
造が認められたこと、また、今回の細胞増殖能および細胞遊走能の測定結果から、200mJ, 30pps, 10 秒照射群では
ヒト歯肉上皮細胞はほぼ死滅していたと考えられる。

【結論】
　歯肉切開や蒸散などの HLLT は接触照射で行われることが多く、接触した組織は炭化もしくは蒸散する。また、
アフタや⽌⾎などに用いる際は近接照射を行う。Nd：YAG レーザーは組織内部まで浸透するため、その外周への
影響十分に理解している必要がある。その際の細胞への影響として今回初めてヒトから分離したヒト歯肉上皮細胞
を用いて報告を行った。その結果、照射条件が同じでも細胞種によって感受性が異なることが判明した。誤って他
部位に照射行わないように、また接触照射の際には、蒸散範囲をきちんと確認し安易に照射を行わないように注意
すべきであると示唆された。
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Er：YAG レーザーによる象牙質切削時の照射角度と切削効率に関する基礎的研究
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

Basic study on the relationship between irradiation angle and cutting efficiency  
in dentin cutting by Er：YAG laser

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

Masanobu Izumikawa, Takanori Inokuma, Takashi Saito 

【目的】
　高齢社会において歯科診療所に来院する患者の 1/3 以上が 65 歳以上となり、高齢者の口腔疾患の予防管理や入
院時の周術期口腔管理など、歯科治療時には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。近年、
高齢者の歯の残存率は増加する一方で , 根面齲蝕の罹患率が増加している、高齢者の齲蝕治療においては、回転切
削器具による歯質切削時に騒音や振動が患者に過剰なストレスを与えることから、高齢者に対する齲蝕治療時の安
全性確保の観点から、切削時の騒音や振動が少ない Er：YAG レーザーによる根面齲蝕除去法が注目されている。
しかし、齲蝕除去時における Er：YAG レーザーの照射条件について不明な点が多い。そこで今回我々は Er：YAG
レーザーによる象牙質切削時のレーザー照射角度と切削効率の関係について種々検討を行った。

【材料および方法】
　新鮮ヒト抜去歯 10 本を実験に用いた。本研究は北海道医療大学歯学部・歯学研究科倫理委員会（承認番号 47 号）
の承認を得て行われた。歯根部をグラインダーにて平滑化し 0.1mol/1 乳酸水溶液中で 72 時間脱灰後、実験に供し
た。Er：YAG レーザー（Erwin AdvErL Evo, モリタ製作所）のチップ（C600F）先端を試料表面から 1mm の距
離で照射角度を 90°に固定し、クロスローラステージ（ALS-904-H1P, 中央精機）にて 2mm/sec の速度で移動させ、
先端値出力 24～130mJ, 10pps, 注水 3ml/min の条件下で照射した。照射面の蒸散量を形状測定レーザーマイクロス
コープ（VK-X100, KEYENCE）にて測定した。また非脱灰象牙質表面に同条件下で照射を行い両群の蒸散量を比
較した。さらに、照射角度を 45°に調整し、先端値出力 80mJ, 10pps, 注水 3ml/min の条件下で非脱灰象牙質表面
に対して照射した場合の蒸散量を測定し、照射後のチップ先端に付着したデブリの面積を ImageJ を用いて測定し
た。これらの結果は paired t-test にて統計分析を行った。さらに , 高速度カメラ（Phantom v711, Nobby Tech. 
Ltd）を用いて照射時の撮影を行った。

【結果】
　脱灰象牙質と非脱灰象牙質での蒸散量の平均値は、先端値出力 24mJ の場合、脱灰象牙質群で 0.0070mm3、非脱灰
象牙質群で 0.0067mm3 であった。先端値出力 130mJ の場合、脱灰象牙質群で 0.1343mm3、非脱灰象牙質群で 0.1493mm3

であり、出力に比例して蒸散量は増加しており、脱灰象牙質群、非脱灰象牙質群間で有意差を認めなかった。
　レーザー照射角度を変えた実験では、非脱灰象牙質において蒸散量の平均値は、照射角度 90°群では 0.079mm3、
照射角度 45°群では 0.0523mm3 と 90°照射群で有意に蒸散量が多かった。チップ先端に付着したデブリの付着面積
の割合は照射角度 90°群で 78.8% であったのに対し、45°群で 99.8% と有意に高かった。高速度カメラの映像から、 
照射角度 45°群、90°群共に削片は象牙質面から垂直方向を軸として放射状に飛散するのが観察され、 45°群では削
片がチップ先端に衝突し、90°群ではコンタクトチップ先端を避けるように飛散しているのが観察された。

【考察】
　本実験において、脱灰象牙質群、非脱灰象牙質群間で蒸散量に有意差を認めなかった。脱灰象牙質表面は非脱灰
象牙質表面に比べ含水量が多いものの、露出したコラーゲン線維が熱変性によって蒸散に対して抵抗性を示すこと
から蒸散量に差が認められなかったものと推察される。したがってレーザーを用いた齲蝕除去に際しては、齲蝕検
知液を併用した注意深い蒸散が必要であると考えられる。レーザー照射角度を変えた実験では、照射角度 90°群で
照射角度 45°群よりも蒸散量が多く、且つチップ先端の汚損が少なかった。これは象牙質表面の単位面積当たりに
影響するレーザーのエネルギー差によるものと考えられる。レーザーは回転切削器具と比べて切削時間が増加する
ことから、今後、本研究結果を基により効率の良い根面齲蝕除去法について検討していきたい。
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Er：YAG レーザー照射象牙質に対する 1 ステップセルフエッチングシステムを 
用いたコンポジットレジン修復の接着性について

大阪歯科大学歯科保存学講座

○横田啓太，保尾謙三，廣田陽平，岩田有弘，平井千香子，中田朋宏，吉川一志，山本一世

Study on adhesion of resin composite restorations with one-step bonding system  
to dentin irradiated by Er：YAG laser

Department of Operative Dentistry, Osaka Dental University

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

【目的】
　歯の硬組織の除去に優れた Er：YAG レーザー（以下レーザー）は臨床応用されているが、レーザー照射象牙質
面は切削象牙質面と比較して、コンポジットレジンの接着強さや辺縁封鎖性が低下することが報告されている。今
回、レーザー照射象牙質面に対する 1 ステップセルフエッチングシステムを用いたコンポジットレジン修復の接着
性について検討を行ったので報告する。

【材料と方法】
　レーザー照射装置として Erwin　Adverl（モリタ製作所）、照射チップ C600F を用い、接着システムに 1 ステッ
プセルフエッチングシステム スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブ（3M ESPE、以下 SU）、クリアフィル 
ユニバーサルボンド Quick ER（クラレノリタケデンタル、以下 ER）と 2 ステップセルフエッチングプライマー
システム クリアフィル メガボンド 2（クラレノリタケデンタル、以下 MB）、光硬化型コンポジットレジンにクリ
アフィル AP-X（クラレノリタケデンタル、A3）を使用した。
　被験歯として牛歯を用い、モデルトリマーと耐水研磨紙にて＃ 600 まで研磨し、象牙質平坦面を作製した。レー
ザー照射は、照射条件を先端出力 100mJ・10pps とし、ムービングステージを用いて照射範囲 4×4mm に行った。レー
ザー非照射試料を control 群、レーザー照射試料を LI 群とし、接着面積を直径 3mm に規定したのち、各接着シス
テムを用いて業者指定の通りに接着操作を行い、コンポジットレジンを充填し光照射を行った。硬化後 37℃水中
に 24 時間保管し、万能試験機（IM-20、Intesco）を用いて CHS＝0.3mm/min にて引張接着強さを測定した。統
計処理は、一元配置分散分析および Tukey の検定を行った（p＜0.05）。本実験は、大阪歯科大学動物実験委員会
の承認を得て行われた（承認番号 16-09004）。

【結果および考察】
　SU の control 群と LI 群の間に、また ER の control 群と LI 群の間に接着強さの有意な差は認められなかった。
MB の LI 群の接着強さは、control 群と比べて有意に低かった。また、SU と ER と MB の LI 群の接着強さの間に
有意差は認められなかった。これは、1 ステップセルフエッチングシステムのレーザー照射象牙質に対する浸透性
が影響していると考えられる。

【結論】
　Er：YAG レーザー照射象牙質に対するコンポジットレジン修復の接着性において、1 ステップセルフエッチング
システムの有効性が示唆された。
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