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ご挨拶

第32回日本レーザー歯学会総会・学術大会の誌上開催にあたって

第 32 回日本レーザー歯学会学術大会
大会長　五味 一博

準備委員長　八島 章博

　今年に入り、日本国内においても新型コロナウィルス感染症が徐々に拡延して参りました。そして 4 月
初旬には緊急事態宣言が発せられ、ようやく 5 月 25 日に解除されました。この頃は、11 月になれば感染
拡大も収まり、横浜での現地開催が可能ではないかという期待のもと、ギリギリまで現地開催を模索して
まいりました。しかしながら、その後も感染の拡大は止まることなく続いております。現在は小規模なイ
ベント等の開催は認められるようになりましたが、医療系学会としての社会的責務と学会員をはじめ学会
参加者の方々の感染リスク低減を重視すべき観点から、やむなく現地開催を断念し誌上での開催とするこ
とにいたしました。
　社会におけるレーザーの認知度はう蝕歯無痛的窩洞形成、レーザーによる歯石除去、アフタ性口内炎に
対する口腔粘膜処置など 6 項目にわたり保険収載されるなど、その認知度は徐々に高くなってきています。
しかしその一方で、歯科における医療事故の中にレーザー治療に基づくものが増えてきているのも現状で
す。そこで、本大会ではメインテーマを『社会におけるレーザー歯学の未来』とし現在、臨床に応用され
ている各波長のレーザーについての基礎知識と保険収載されているレーザー治療の安全性に基づいた正し
い使用法について足元をしっかり見つめ、その上で、今後、低侵襲の歯科治療として応用が期待されるレー
ザーの応用について考えていきたいと思っておりました。しかし、誌上開催とはなりましたが、シンポジ
ウムⅠとして『保険収載されている疾患別レーザーの使用法』と題し古森孝英先生、新海航一先生、青木 
章先生に、シンポジウムⅡとしては『保険収載導入を目指す疾患別レーザーの使用法』として辰巳順一先生、
山田嘉重先生、河村 昇先生に素晴らしい原稿を頂いております。特別講演をお願いいたしました高橋 一
先生には臨床上有益な情報提供を頂戴できるものと思います。この他にも認定講習会、教育講演、ポスター
発表など誌上での開催ですが素晴らしい情報を得る事ができるものと思います。ただ残念なことは、直接
皆様と会場でお会いできないことです。
　本誌は日本レーザー歯学会はじまって以来の『誌上開催誌』となります。口頭での発表から急遽誌上掲
載へと変更いたしましたにもかかわらず、ご準備を頂きました先生方には心より感謝いたします。また、
この度の開催にあたりご協力を頂きました企業の皆様、その他関係各位に厚く御礼申し上げます。最後に、
一日も早い新型コロナ感染の終息を祈念いたし、誌上開催のご挨拶とさせて頂きます。

令和 2 年 11 月 29 日



プ　　ロ　　グ　　ラ　　ム

■日本歯科医学会会長講演
　With コロナ時代の発想とは
　　住友雅人（日本歯科医学会）

■特別講演　「歯科用レーザー保険導入までの道筋からその請求まで」
　歯科用レーザー保険導入までの道筋
　　松見秀之（明海大学臨床研修センター）

　支払基金からのお願い
　　高橋　一（社会保険診療報酬支払基金）

■教育講演　「3波長の安全使用」
　Er：YAG レーザーにおける日常臨床と安全管理
　　中根　晶（アキおやこ歯科医院）

　多様化する歯科用レーザーのなかで CO2 レーザーを安全に使う
　　塩谷公貴（ノエル歯科医院）

　半導体レーザーを正しく安全に使うためには
　　大橋英夫（まほろば歯科）

■シンポジウムⅠ　「保険収載されている疾患別レーザーの使用法」
　口腔外科領域アフタ、血管腫、軟組織疾患への使用法について
　　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）

　歯科用レーザーを用いた齲蝕の診断と治療
　　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）

　歯周領域における Er：YAG レーザーの応用
　　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）

■シンポジウムⅡ　「保険収載導入を目指す疾患別レーザー使用法」
　歯周治療への抗菌光線力学療法の有用性を探る
　　辰巳順一（朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野）

　光線力学療法による歯科治療への応用
　　山田嘉重（奥羽大学歯学部歯科保存学講座保存修復学分野）

　歯科技工におけるレーザー溶接機の活用
　　河村　昇（鶴見大学歯学部歯科技工研修科）

■倫理・利益相反・未承認機器委員会企画講演
　研究者として、知っておきたい研究倫理
　　寺田員人（日本歯科大学新潟病院 在宅ケア新潟クリニック診療科）
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■認定講習会
　歯科用レーザーの展望～とくに歯の硬組織に対して～
　　山本一世（大阪歯科大学歯科保存学講座）

■パラデンタル対象認定講習会
　知っておきたいパラデンタルとしての基礎知識
　　小林一行（鶴見大学短期大学部歯科衛生科）

■安全講習会
　LOOKING BACK　レーザー歯科治療
　　加藤純二（医療法人社団楓樹会棚田歯科医院）

■ポスター発表
P-1 Er：YAG レーザーによるラット頭蓋骨由来初代培養骨芽細胞様細胞の増殖と石灰化に対する効果
 ○ 新見ひろみ 1），大杉勇人 1），片桐さやか 1），畑佐将宏 1），下平　剛 1），門倉弘志 2），横瀬敏志 2），岩田隆紀 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），明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療
学分野 2）

P-2  Er：YAG レーザー照射象牙質に最適なレジン接着システムの新規開発に関する研究  
－酸コンディショニングまたはプライミングを併用したレジン添加型グラスアイオノマー系ボンディング処理
が Er：YAG レーザーによる低出力照射象牙質におけるレジンの初期接着ならびに接着耐久性に及ぼす影響－

 ○ 井上和穂，竹口あゆみ，水野綾香，掘江　卓，岸本崇史，佐久間恵子，丹羽由香理，中野健二郎，友田篤臣，
冨士谷盛興

 　愛知学院大学歯学部保存修復学講座

P-3 Er：YAG レーザー照射にてメタルタトゥー除去を行った一症例
 ○村樫悦子，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-4 表面吸収型レーザーが硬組織に与える影響
 〇長野孝俊，八島章博，白川　哲，五味一博
 　鶴見大学歯周病学講座

P-5  Er,Cr：YSGG レーザー照射歯質に対するコンポジットレジンの接着強さ
 ○王　翔宇，岩田有弘，保尾謙三，吉川一志，山本一世
 　大阪歯科大学歯科保存学講座

P-6 口腔底に生じた唾石への炭酸ガスレーザーの応用
 〇杉原明通，杉原礼佳，奥竜太郎，大浦教一
 　（医）大浦歯科クリニック

P-7  High-Intensity Laser Therapy および Photobiomodulation Therapy を併用したソケットプリザベーション効
果の組織学的検証

 大郷友規 1），大郷英里奈 2），福岡宏士 3），石川昌嗣 4），高橋一也 1）

 　 大阪歯科大学高齢者歯科学講座 1），大阪歯科大学歯科麻酔学講座 2），福岡歯科医院 3），Bees Dental Office4）
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P-8 半導体レーザー照射はラット骨髄細胞由来骨原生細胞の分化・増殖に影響する
 ○磯　英介，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-9 半導体レーザー照射による歯髄閾値への影響
 ○山口博康 1，2），小林一行 3），中道　匠 1），吉田　凌 1）

 　 鶴見大学歯学部総合歯科 21），鶴見大学公共医科学研究センター 2），鶴見大学短期大学部衛生科 3）

P-10 黄緑色 LED を使用した新しい aPDT の抗菌効果
 ○北中祐太郎 1），竹内康雄 1），平塚浩一 2），岩田隆紀 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-11 抗菌的光線力学療法の有機質分解能と歯根面への影響
 ○白川　哲，八島章博，長野孝俊，五味一博
 　鶴見大学歯学部歯周病学講座
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日本歯科医学会会長講演

特 別 講 演

教 育 講 演



　新型コロナウイルス感染症の拡大で、今年の各
分科会の開催担当者は大変苦慮している。with コ
ロナがニューノーマル（新常態）となれば、開催
の形をこれまでとは違うものにしていかなければ
ならない。それは縮小を意味するものではなく新
しい形態で今まで以上の効果を求めようというも
のである。日本歯科医学会でも、来年 9月にパシ
フィコ横浜で開催する第 24 回日本歯科医学会学
術大会について、プログラムの編成作業に取り掛
かっているが、オンサイト（現地会場）とオンラ
インのハイブリッド型開催を検討している。日本
デンタルショーも同時開催されるので、その連携
も必要で、奇しくも、大会テーマ「逆転の発想　歯
科界 2040 年への挑戦」が大会の運営においても行
われることになった。会場に 3万人の来場を目標
として取り組んできたが、オンライン開催を導入
することで、より多くの方々の参加を期待してい
る。会場使用計画も見直しとなるが、何事もニュー
ノーマルに対応した発想が求められている。みな
さんの知恵を集結していきたい。
　ところで、私とレーザーのかかわりは 1981 年ま
でさかのぼる。当時、留学していたフィンランド
のトゥルク大学医学部歯学科ではハムスターを実
験動物として、微小循環における血栓への局所麻
酔薬の効果について研究が行われていた。血管内
皮に人為的に損傷を与えて血栓を形成する手段と
してルービーレーザーを用いていた。帰国後、専

門外ではあったがレーザーの歯科臨床への応用に
興味をもって取り組み、その成果を 1984年のFDI
ヘルシンキ大会において「Nd-YAGレーザーによ
る根尖部病巣治療法」として発表した。もちろん、
現在のような臨床研究法が確立されていない時の
話である。この時代、レーザーの歯科治療への応
用はほとんどされていない。おそらく質問もない
と思っていたら矢継ぎ早に会場から質問が続いた。
質問に立ったのはすべてイスラエル人であった。
のちにヘブライ大学を訪問してわかったのだが、
イスラエルでは軍事用のレーザー技術は進んでい
ても民生用の活用は模索段階だったのである。そ
の第 1号が、日本でも販売されたレーザー光計測
を活用した窩洞形成の評価システムであった。
　今回の新型ウイルスとの戦いにおいては、医療
分野、特に治療薬と予防ワクチンの開発に多くの
費用と人材を投入し、スピード感を持った研究開
発が推進されている。これまでは軍事目的のため
に投入されてきた開発力が、いまや敵は人ではな
く人命を脅かす微生物と認識したおかげで、さま
ざまなイノベーションの展開に使われようとして
いる。歯科界には、う蝕、歯周病のような、慢性
感染症とはいえ世界的規模の歯喪失 2大疾患があ
る。平時から取り組んできたことを生かしつつ、
この非常時に新しい発想ですすめる先には、必ず
や、未来に向けた歯科のイノベーションが見えて
くるだろう。

日本歯科医学会会長講演

With コロナ時代の発想とは

住友　雅人
日本歯科医学会
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【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
2020 年 7 月現在　日本歯科医学会会長
　　　　　　　　 （一社）日本歯科医学会連合理事長
【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口腔外科
【受賞】
The International Federation of Dental Anesthesiology Societies （IFDAS）
「Horace Wells Award」2012



　第 32回日本レーザー歯学会総会・学術大会が鶴
見大学歯学部歯周病学講座五味一博教授大会長の
下「社会におけるレーザー歯学の未来」というメイ
ンテーマで誌上開催の形式を取り実施されることと
なりましたこと、理事長、大会長、並びに準備委員
長のご英断に賛意を表しますとともに、会員諸先生
方の安心・安全の確保にご尽力をいただきましたこ
とに深く感謝申し上げます。また、今回このような
機会を与えていただきました大会長五味一博教授
には重ねて御礼を申し上げます。
　会員諸先生方は、歯科用レーザーを治療に使用し
たときにそのレーザーによる診療行為を社会保険
の治療として認めてもらうためのおおよその作業の
流れはご存じだとは思います。まずこれを再確認さ
せていただき、そしてこれからの新機器や新技術な
どを社会保険へ適用させることを目指す次のス
テップについて、会員諸先生方からいろいろなアイ
ディアやご意見のご指導を賜りたく、今回の特別講
演を承らせていただいた次第です。皆様の貴重なご
意見を2022 年度改定に向けての提案書に反映した
いと思っておりますので、ぜひとも闊達なご意見を
頂戴したいと存じます。よろしくお願い致します。

　さて本題に入ります。1958 年に国民健康保険法が
制定され、1961年に「国民皆保険制度」が完成しま
した。来年還暦を迎えるこの制度ですが、フリーア
クセスと現物給付という特徴があります。このため
国民は何の制限も受けることなく、どこの医療機関
でも、どのドクターにも診てもらえて、医療サービ
ス（治療）が受けられるのです。
　現物給付という特徴は患者側からすると一部負
担金の負担はありますものの、これで完結します。
一方サービスを施す側は保険請求する必要があり
ます。そのサービスの内容によって点数が決まって
いて1点 10円で保険給付されます。現在使用され
ている点数表は2020年4月に制定された点数表で、
歯科点数表の一部は 7月、10月と変更がなされてい
ます（加えて5月、9月にも）。
　総括しますと、日本の保険制度の概観は、
　　①　 「給付」内容は全国一律、給付内容と償還

額を国が設定している。
　　②　 保険で承認された医療技術、医薬品のみが

対象となる。
（保険外医療との併用は原則認めない）

　　③　医療保険としては公的保険のみである。
（高額療養費制度はある）と考えられる。　ところが
近年、保険外療養併用制度なども加えられてきてい
ます。このため十数年前までは新技術、新材料、新
薬などが出てきても、なかなか保険医療には使えな
いといった制約がありました。そこで考えられてき
たのが「医療技術評価」という考え方です。2004 年
4月改定分から医療系の学術団体などから新たな技
術等を保険に導入するために、中央医療協議会内に
医療技術評価分科会を設置し、「医療技術評価・再
評価提案書」を受け付けるようになりました。医科
系は 2004 年 4月改定分から、歯科系は 2008 年 4月
改定分からその提案書に対する保険収載が始まり
ました。本年の改定においては、医科系が 877 件の
提案中 279 件（約 31％）、歯科系が 92件の提案中
40件（約 43％）が採用され 2020 年 4月の改定分に
収載されました。しかしご存じの通り、この改定は
2年に一度の話なのです。医療機器、技術の進歩は
このスパンでは全く追いつきません。そこで、新医
療機器、新材料、新薬の保険収載への提案は随時受
け付け年 4回のペースで、また今回の新型コロナウ
イルス検査や対応薬などはその保険適用を20日間
程度の審査で保険に導入できる道を作っています。
　では我々学会の立場から考えてみると新しい治
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特別講演　「歯科用レーザー保険導入までの道筋からその請求まで」

歯科用レーザー保険導入までの道筋

松見　秀之
明海大学臨床研修センター

【表 1】

http://jsld.jp/pdf/LeaserInsurance190527.pdf

本邦において保険収載されているレーザー歯科治療等 

 

1. レーザー照射により無痛的にう蝕歯即時充填形成を行った場合，う蝕歯無痛

的窩洞形成加算として 40点を所定点数に加算する（平成 20 年） 

 

2. 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

り当該手術対象歯の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用

加算として 60 点を所定の点数に加算する(平成 22年) 

 

3. 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は、口

腔粘膜処置として 30 点を算定する(平成 30年) 

 

4. 顎口腔に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回限り口腔粘膜血管腫凝固術として 2000 点を算定する(平

成 30年) 

 

5. 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、手術の範囲

により ①50点 ②100点 ③200点のレーザー機器加算をする(平成30年) 

 

6. エナメル質初期う蝕管理加算 260点の算定の際、2回目以降の算定に必要で

あったカラー写真撮影に代えて、光学式う蝕検出装置(ダイアグノデントペ

ン）の測定結果を記載することで算定可能になった(平成 30 年) 

 
(注)レーザーを用いた保険診療をするには施設基準を満たしている必要があり

ます。 



療機器・方法、技術がいまの社会のトレンドやニー
ズに合致しているかを判断して保険収載に向けて
提案することになります。
本学会のホームページには本年までの医療技術評
価提案書によって保険収載された項目がアップさ
れています。（表 1）
　2008 年 4月改定にはじまり、全部で 6項目ありま
す。これらすべてに施設基準が設定されていて、本
学会の講習等もその基準の一つになっています。
　2022 年度改定に向けて申請のプロセスをみてい
きましょう。
　申請は大きく分けて3つありますが、そのうちの
医療技術評価書による提案が私たち学会からの経
路になります。（表 2・2018 年改定時 version）去る
9月には日本歯科医学会が関係団体の関係者に
2022 年度改定に向けた勉強会を実施しました。詳細
については本抄録には省きますが、この改定に向け
た医療技術評価提案書には皆様の英知が必須です。
多様な技術や新しい技術への対応としては、①安全
性、有効性の視点での内容　②医療上の有効性とそ
の経済性の内容　③多様な視点：患者、医療者、医
療機関、支払側 etc.　が大きな論点となります。そ
の上で、適切な評価への議論が生まれます。①who：
企業、公的機関、医療機関 etc.　②what：評価の

対象、評価の軸、その評価指標　③when：市販前
後、収載前後、再評価後　④ how：data、評価方
法、評価結果、その活用法が内容となります。そし
てアウトカムの向上と、望ましい資源の配分が最大
限に医療の質を上げると判断されて中央医療協議
会は最終答申を上げるのです。
　よって、新たな医療技術（未収載医療技術）や医
療技術の再評価が必要と考えられる技術（既収載医
療技術）について現存の医療技術と比較して提案書
にある①有効性・効率性②安全性・その技術の成熟
度③倫理性・社会的妥当性④普及性⑤医療費に与え
る影響などに関する根拠に加え、関連ガイドライン、
論文・文献など、第三者からもその内容が確認でき
るものが示されなくてはなりません。そのためには
先生方の新たな知見の下に、アカデミアの先生方の
研究、臨床治験、そしてその内容の論文なくしては
新医療技術の保険収載は叶わなくなります。また近
年では表3にあるように医療機器の保険適用区分か
らも意見が出せるようになってきています。（企業の
申請があって初めて収載の手続きは開始されま
す。）
　是非とも専門学会の先生方の専門知識を以て、こ
れからの日本の保険診療を明るいものにできるよう
ご協力を賜りたいと存じます。
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【略歴】
1991 年　明海大学歯学部歯学科卒業
1995 年　明海大学大学院歯学研究科　博士課程修了
1995 年　明海大学歯学部　助手（歯内療法学）
1996 年　明海大学歯学部　講師（歯内療法学）
2004 年　社会保険診療報酬支払基金　主任審査委員／研修センター講師
2009 年　日本歯科医師会　理事　（情報管理・レセプトオンライン　担当）
　　　　 日本歯科保存学会　医療合理化委員会　保険導入小委員会
2010 年　日本レーザー歯学会　先進医療・保険導入委員会
2016 年　明海大学　臨床教授　（臨床研修センター）
2019 年　日本レーザー歯学会　常任理事・社会保険委員会委員長

【表 2】 【表 3】



1　顔認証付きカードリーダーの無償提供
　令和 3年 3月から患者の資格確認の方法が追加
されます。現在の健康保険証により本人の資格確
認していたものに加えて、マイナンバーカードの
IC チップを活用しオンラインにより本人の資格
確認ができるようになります。
　マイナンバーカードにより本人確認を行う場合
は、「顔認証付きカードリーダー」が必要となりま
す。この「顔認証付きカードリーダー」は、診療
所であれば 1台が無償提供されることとなってお
ります。
　このため、オンライン資格確認を円滑に導入す
るため、医療機関等での初期導入経費（システム
改修等）については、医療情報化支援基金による
補助金が活用できます。
　支払基金が開設している、医療機関等向け専用
ポータルサイトで、顔認証付きカードリーダーの
申込、オンライン資格確認等システムの利用申請
及び医療情報化支援基金の補助金申請の受付を行
います。
　オンライン資格確認を行うことにより、何が変
わるのか。
　患者本人の資格の確認を確実に行うことは、保
険制度の基本です。オンラインで資格を確認する
ことにより、医療機関等の窓口で、直ちに資格確
認ができるようになります。
　保険診療を受けることができる患者かどうかを
即時に確認することが可能となり、レセプトの返
戻も減少します。
　また、健康保険証の入力の手間が削減されます。
　今までは受付で健康保険証を受け取り、保険証
記号番号、氏名、生年月日、住所等を医療機関シ
ステムに入力する必要がありました。
　オンライン資格確認を導入していただければ、
マイナンバーカードでは最新の保険資格を自動的
に医療機関システムで取り組むことができます。
健康保険証でも、最小限の入力は必要ですが、有

効であれば同様に資格情報を取り込むことができ
ます。
　オンライン資格確認の一部を紹介しましが、そ
の他にも、資格過誤によるレセプト返戻の作業削
減、来院前に事前確認できる一括照会、災害時に
おける薬剤情報・特定検診情報の閲覧などのメ
リットがあります。
　紙レセプト又は電子媒体（CD-R 等）を提出し
ている医療機関にあっては、この機会に医療情報
化支援基金による補助金を活用してオンライン資
格確認導入の検討いただければと思います。
　なお、オンライン資格確認の導入は義務ではな
く、現行どおり、患者に健康保険証を提示してい
ただいて本人確認する方法でも何ら問題はありま
せん。

2　支払基金への提出前の確認
　支払基金では、療養担当規則や診療報酬点数表
に基づき、レセプトを提出していただき、提出さ
れたもののうち、記載不備があったレセプトや健
康保険証の資格が不備なものなどを一旦、医療機
関に返戻して内容の確認をお願いしております。
　一旦、レセプトを返戻すると医療機関への支払
が 1か月遅れることとなります。
　支払基金では、医療機関から提出されたレセプ
トは、完成品として扱っておりますので、支払基
金に提出する前には、必ず院内点検を行っていた
だき、記載不備等がないかを確認していただき、
レセプトの提出をお願いします。

3　健康保険証の確認
　健康保険証については、月に 1度確認している
医療機関が多いと思います。
　会社を退職したり、引越などを行わなければ、
問題はないもと考えます。
　しかし、稀なケースではありますが、支払基金
で保険者からの説明や医療機関からの説明を聞い
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特別講演　「歯科用レーザー保険導入までの道筋からその請求まで」

支払基金からのお願い

高橋　一
社会保険診療報酬支払基金



ても判断が困難な場合があります。
　それは、月の途中でA社を退職し、当月中（数
日後）にB社に入社するようなケースがあります。
　この患者は、A社の時に 1回受診、A社を退職
したあとB社に入社する前に 1回受診（国保又は
無資格）、B社に入社して 1回受診するような場合
があります。
　医療機関は、A社の健康保険証（資格）でレセ
プトを作成のうえ、支払基金に提出し、支払基金
はA社の健康保険組合に請求します。
　A社の健康保険組合は、2回目と 3回目の受診
時の健康保険証が異なる（資格がない）として、
支払基金に戻し、支払基金は医療機関に戻すこと
となります。
　この場合は、A社の健康保険証の資格でレセプ
トを作成、B社の健康保険証の資格でレセプト作
成（初診料は算定できません。勤務先（健康保険
証）が変更になった旨のコメントが必要です。）し
ます。問題は、A社を退職したあとB社に入社す
る前の受診は、国保に加入していれば国保に請求
できますが、無資格の場合は自費となる可能性が
あります。
　この患者の 2回目の受診について、患者に連絡
が取れなかった場合などは、医療機関の損失に繋

がる可能性があります。
　また、地方単独医療（子供医療など）について
は、資格喪失時に受給者証の回収を行わない自治
体が多いと聞いています。そのため、患者の年齢
や住所の確認をお願いします。
　ちなみに、このような場合、オンライン資格確
認を実施していただければ、医療機関に返戻する
ことなく、支払基金又は国保で正しい保険者に振
替や分割を行い保険者等に請求することができま
す。
　繰り返しになりますが、前 1でも記載したとお
り、紙レセプト又は電子媒体（CD-R 等）で支払
基金に提出している医療機関にあっては、この機
会を活用して、ぜひともオンライン資格確認導入
の検討をしていただければと思います。（令和 3年
3月時点では、公費負担医療や地方単独事業は対
象にならず、引き続き検討することとされており
ます。）

【文献】
厚生労働省、オンライン資格確認導入の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/ 
000663427.pdf（参照 2020.09.09）
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【略歴】
昭和 56 年　社会保険診療報酬支払基金入所
平成 28 年　社会保険診療報酬支払基金栃木支部長
平成 30 年　社会保険診療報酬支払基金本部業務部長
令和 2 年　社会保険診療報酬支払基金本部審議役



　日常の臨床において、歯科用レーザーは硬組織
疾患、軟組織疾患、そして歯周疾患など治療に使
用されている。その中でもEr：YAGレーザーは、
1988年にKellerとHibstにより硬組織の蒸散が可
能なレーザーとして報告された。我が国において
も、1996 年頃より Er：YAGレーザーを用いた歯
科診療が普及し始めた。さらに、2008 年には、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、
Er：YAG レーザーに対して特化した歯科治療と
して保険収載をされた。
　歯科用レーザーは、我が国の医療機器分類にお
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。そのため、歯科用レー
ザーを使用する時には、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
者に対してだけではなく、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
象となってくる。
　歯科用レーザーを使用するときには、目や皮膚
の保護を必ずしなければならず、特に「目の保護」
は最重要事項となり、保護ゴーグルの着用は必須
である。当然ではあるが、保護ゴーグルの装着を

する際には「患者→アシスタント→術者」の順に、
着脱をする際には「術者→アシスタント→患者」
の順に行う（図 1）。使用する保護ゴーグルは、使
用する歯科用レーザーに対する適正な波長を遮断
できる、適切なOD値である、そして顔貌にフィッ
トするものを使用する、などがある（図 2）。保護
ゴーグルの代用品として厚手のタオルを患者の顔
にかける・患者にしっかりと目を閉じてもらうな
どをしても目を保護することは不可能である。適
切な術前の行動により、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
用いた歯科診療が可能となる。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
も共通する事項となっている。
　また、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
いる症例に対してのみ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、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
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教育講演　「3波長の安全使用」

Er：YAGレーザーにおける日常臨床と安全管理

中根　晶
アキおやこ歯科医院

（図 1） （図 2）



去、そして、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
ラップ手術などが挙げられる（図 3）。また、これ
らの処置に対して Er：YAGレーザーを使用する
においても、しっかりとした、術前の診査・診断
が必要となる。様々な疾患に対しても、Er：YAG
レーザーを使用しない従来の治療方法と、Er：
YAGレーザーを用いた治療方法でのメリット・デ
メリットをしっかりと比較・検討したうえで、Er：
YAGレーザーを用いた治療方法にメリットがた
め場合に使用をしなければならない。「Er：YAG
レーザーを所持しているから」、「Er：YAG レー
ザーを使用してみたいから」などの理由でレー
ザー治療は行ってはいけない。
　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の適切な歯科用
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となる。Er：YAGレーザーは
歯科用レーザーチップ（コンタクトチップ）を使
用することにより、レーザー光の照射方向を変更
させることができる。治療部位に対してレーザー
光が適切に照射をされていないと、レーザー治療
の効果を減少させてしまう。また、歯科用レーザー
チップ（コンタクトチップ）には、直径が 0.4mm、

0.6mm、そして 0.8mmの 3種類があり、同じ出力
で照射を行っても、歯科用レーザーチップ（コン
タクトチップ）の直径が異なれば治療部位（被照
射部位）に対しての出力も変わってくる（図 4）。
そのため、歯科用レーザーチップ（コンタクトチッ
プ）を変更する際にはパワー密度などを考慮し、
治療部位（被照射部位）に対して照射出力の過剰
照射にならないように注意をしなければいけない。
そして、照射出力や繰り返しパルス数は適切な設
定を行い、治療部位（被照射部位）に対して治療
効率は向上させつつも過剰照射にならないように
しなければならない。
　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
テナンスも必要となる。歯科用レーザーチップ（コ
ンタクトチップ）の先端が破損をしていると、適
正な照射出力で治療部位（被照射部位）に照射す
ることは不可能となる。
　また、レーザー光が予期せぬ方向に照射され、
誤照射の原因の一つともなってくる。さらには、
日々のはメインテナンスでは確認できない部分の
経年劣化や損傷などもあるため、製造業者（メー
カー）による定期的なメインテナンスも大変重要
となってくる。
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【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
【学会活動】
日本レーザー歯学会　専門医

（図 3） （図 4）



　昨年、中国北京で開催されたWFLD-APD & 
CSLD2019 では様々な講演・発表が行われた。従
来の歯科用レーザー機器（Er：YAGレーザー・CO2
レーザー・半導体レーザー・Nd：YAGレーザー）
だけでなく、PDTや LLLT に関する発表もあり
レーザーを含めた光治療の未来を考える機会に恵
まれた。「安全」に関する講演とEr：YAGレーザー
関連の発表と、CO2 レーザーの発表では国内で一
般的な 10.6µm波長だけでなく 9.3µm波長の発表
が特徴的であった。様々な波長、様々な臨床応用
を目の当たりにし歯科用レーザーの多様化を感じ
るとともに、広い視野でレーザー歯科治療をとら
えその根底にある「安全」を常に意識することの
重要性を感じた。本講演では多様化する歯科用
レーザーの中でも国内累計販売台数の最も多い炭
酸ガスレーザーの視点から、レーザーを取り扱う
上で重要な「安全」を再確認したいと思う。
　歯科用レーザーはその販売台数を伸ばしており
欠くことのできない歯科治療器具である。R&Dに
よると19年度予測の累計販売台数は51631台であ
り、単純計算では 0.75 軒に一軒の歯科医院で導入
されていることになる。実際には 1医院で複数台
の同一波長の歯科用レーザーを導入している場合
や複数波長の歯科用レーザーを導入している場合
もあるため 30～40％の導入率とも言われている。
同一波長の歯科用レーザーを複数台導入している
医院や、複数波長の歯科用レーザーを導入してい
る医院の環境にあわせたパラデンタルスタッフを
交えた歯科用レーザーの安全管理と教育研修が求
められる。
　レーザーの波長特性は○水への吸収〇接触・非
接触○発振の波形で分類すると理解しやすい（図
1）。CO2 レーザーの特徴は水に吸収されやすく、
非接触型であり、かつ発振の自由度が高い点であ
る。この特性から生体組織の蒸散・切開を目的に
用いられ、熱凝固層がEr：YAGレーザーよりも厚
いため止血効果も期待できるが、組織透過型の半

導体レーザー・Nd：YAGレーザーに比べ熱凝固層
は薄く、組織深部への熱影響は少ないため軟組織
への応用に有効であり、無血切開に利用される
レーザーメスとして使用され、歯科領域だけでな
く皮膚科・耳鼻咽喉科などでも粘膜組織の処置に
使用されており、耳鼻咽喉科におけるアレルギー
性鼻炎への応用は有名で、他科においても歯科同
様に十分な安全管理が必要とされる。
　歯科用レーザーの安全管理を見ると、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、電気メスのクラスⅡ（管
理医療機器）よりも高度な安全管理が求められて
おり多くの安全管理が求められる。CO2 レーザー
においてもまず考えなくてはならない安全は、眼
の防護である。炭酸ガスレーザーのレーザー光が
誤って眼に照射された場合、角膜熱傷を起こし応
急処置はないとされている。皮膚への誤照射が生
じた場合には、皮膚の火傷の危険性が考えられる
（図 2）。次に考えられるのが、気腫の問題である。
Er：YAG レーザー同様に炭酸ガスレーザーはエ
アーが放出されており、チップ先端をポケット内
や粘膜内に挿入することで気腫は起こりうる。ま
た、実際の生体への照射でも前癌病変への照射や
止血不可能な太い血管の損傷、主要神経系の損傷、
過照射による腐骨や歯の炭化などへの注意が必要
である。十分な検査に基づいた的確な診断と非照
射部位の保護、そして適正なパラメーターを設定
し過度の照射と過熱の回避が安全管理として必要
とされる。
　例えば、小帯切除術や口内炎への照射は国内認
可されている歯科用レーザー機器で保険算定が可
能であり、CO2 レーザー・Er：YAGレーザー・半
導体レーザー・Nd：YAGレーザー全てが適応にな
る。その中でどの波長を使用するのか、基準とな
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教育講演　「3波長の安全使用」

多様化する歯科用レーザーのなかで
CO2 レーザーを安全に使う

塩谷　公貴
ノエル歯科医院



るべきは安全が確保できるか、そして患者への最
小の侵襲で最大の効果が得られるかを選択基準と
して考慮する必要がある（図 3）。
　多様化する歯科用レーザー・レーザー歯科治療
において、複数波長を組みあわせての診療では安
全管理がますます複雑化する。複雑化した安全管
理を歯科医師のみで行うことは不可能であり、

レーザー安全管理者としてのパラデンタルスタッ
フの役割はさらに重要となる。正しい安全管理の
もと波長間の融合・診療環境の融合・スタッフ間
の融合により Lasertherapy は Phototherapy・
Combination Phototherapy となり、安全かつ効果
的な使用が可能となるであろう。
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【略歴・学会活動】
1999 年　日本大学歯学部卒業
2018 年　日本レーザー歯学会専門医取得

図 2　レーザー眼・皮膚影響

図 3　軟組織照射時の波長選択フロー

図 1



　歯科用レーザーの国内累計販売台数は最も多い
のが炭酸ガスレーザ―で、全体の 6割であり、半
導体レーザーは 1割前後に過ぎない。一方、世界
に目を向けると Er：YAGレーザーと半導体レー
ザーがシェアを 2分しており、日本の“ガラパゴ
ス化”が浮き彫りとなっている。しかし近年、半
導体レーザーの分野に新たに参入する企業が増え、
活況を呈している。
　これにはいくつかの要因が考えられる。その 1
つは、従来より他のレーザーと比較して軽量・小
型であったが、さらに工学・光学技術が進歩した
結果、多くの製品が 1kg 前後の重量となった。そ
のため、医院の設置場所をとらず、診療室内の自
由な移動を可能にした。
　2つめは半導体レーザー機器の低価格化である。
歯科医院経営が厳しさを増している現状、価格の
低下により、レーザー機器を用いた治療を導入し
やすくなってきている。
　さらに半導体レーザーの臨床応用の広さがあげ
られる。従来、歯肉や口腔粘膜の処置に替刃メス
や電気メスが用いられてきたが、レーザーによっ
てその応用範囲が大幅に広がった。他のレーザー
でも軟組織の処置は可能であるが、止血作用や熱
刺激の点で必ずしも術者の期待通りの使用感では
なかった。その欠点を解決するため機器本体やそ
れに付随する器材が研究され、近年では高出力を
射出可能な半導体レーザーが開発され、臨床に用
いられるようになっている。
　半導体レーザーは比較的安全なクラス 2と最大
限の注意を要するクラス 4より構成される。前者
はDIAGNOdent がその代表であり、う蝕を数値
にて評価し、治療の必要性を判断するための検査
機器の 1つとされる。
　一方、後者は、先端チップの加工や形状、構成
材料の工夫により、透過型と表面吸収性型を使い
分け、軟組織の様々な疾患に対して用いられてい
る。具体的には保険収載されている小アフタへの

口腔粘膜処置はもとより、抗凝固剤を服用してい
る患者の止血処置、歯肉膿瘍や小帯切開などが代
表的な症例である。
　このように様々な治療の展望が期待できる半導
体レーザーではあるが、特に注意するべき事項が
ある。
　まず半導体レーザー機器は軽量・小型化してい
ることを先述したが、本体とともに光の伝送経路
であるファイバーも半導体レーザーでは直径が細
く、ファイバー自体を収納できる場合がある点に
特徴がある。Er：YAGレーザーのファイバーが構
造上、太くかつプロテクトポールにより保護され
ているのに対し、半導体レーザーのファイバー径
は 300µmから 500µm程度と細く、保護のためゴ
ム状のチューブで覆われているものの、使用後、
先端を切断することも多いため、他と比較すると
脆弱であり、取り扱いには十分な注意が必要であ
る。
　ついで半導体レーザーの多くは軟組織を切開す
る場合、先端チップを加工して用いる。これは先
端のホットチップ化やいわゆる Initiation と呼称
される。ホットチップ化することにより、レーザー
光の出射形態を変え、生じた熱エネルギーにより、
表面吸収型レーザーに類似した性質を一時的に持
たせることが可能となる。
　従来、先端を加工するために墨汁やコルク栓な
どが用いられてきたが、本来、生体に用いる器材
ではないため、安全性の問題が指摘されていた。
治療に用いる材料はそれ自体、毒性がないのはも
ちろん不快な味や臭いがないことが望ましく、
レーザー照射により変性しない安全性と安定性が
確保され、安価であれば使用者としては安心でき
る。そこで最近、生体安全性の高い先端付着物が
薬事承認（令和 2年 9月 2日承認）され、注目を
集めている。本材料の主成分は植物性炭末色素で
あり、食品添加物で構成された円柱上の個体であ
る。レーザー機器本体の付属品としての承認であ
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教育講演　「3波長の安全使用」

半導体レーザーを正しく安全に使うためには

大橋　英夫
まほろば歯科



るため、レーザー機器の販売価格に含まれている。
将来、このような先端付着物が各メーカーより個
別に消耗品として販売されれば、半導体レーザー
の臨床応用の使い勝手も向上するため期待した
い。
　最後に半導体レーザーを小アフタに照射した場
合、組織浸透型であるため表面吸収型レーザーと
異なり、被照射面の変化を明瞭に視認できるわけ
ではない。そのため過剰照射によって、治癒遅延
や火傷などを惹起することがある。他疾患との鑑

別はもちろん、基本に忠実な照射手技、適切な照
射時間を守ることを疎かしてはならない。
　以上のように半導体レーザーは透過型と組織浸
透型の 2つの性質を症例に応じて使い分けること
ができる応用範囲の広いレーザーである。正しい
知識と技術にて使用しないと期待した効果が得ら
れないばかりか予想外のヒヤリ・ハットが生じる
おそれのある「繊細な」レーザーである。
　常に情報を更新し、自らのレーザー臨床を発展
させていくことが必須である。
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【略歴】
明海大学歯学部卒業
歯学博士
埼玉県和光市にて開業
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
【学会活動】
日本レーザー歯学会専門医
日本小児歯科学会専門医

国内で販売されている半導体レーザー



シ ン ポ ジ ウ ム Ⅰ

シ ン ポ ジ ウ ム Ⅱ



　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、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
加算の 3 項目が新たに認められた。
　この中で 1 番目の再発性アフタ性口内炎（小ア
フタ型）の治療法としてはステロイド含有軟膏塗
布が一般的であるが、接触痛を伴うため摂食・会
話などの機能低下が課題となっていた。その点、
保険導入されたレーザー照射では即時的な鎮痛効
果が得られ、しかもそれが持続されることが軟膏
塗布に勝る利点とされている。
　このレーザー照射の対象疾患については悪性潰
瘍性病変が否定されるものに限るとされているの
で、特に潰瘍型口腔がんの初期病変との鑑別が重
要となる。加えて、化学放射線療法を受けるがん
患者に生じる口腔粘膜炎も対象にならない。また、
不適合義歯や補綴物などに起因する褥瘡性潰瘍な
ども照射対象外である。
　レーザー照射による疼痛緩和の機序については、
表面吸収型レーザーでは、再発性アフタ性口内炎
の患部表面が凝固することで凝固膜が形成され、
外からの痛みの刺激を遮断することによるとされ
ている。一方、組織透過型レーザーでは、レーザー
光は患部表面を透過して組織内へ到達し、主に痛
み刺激の伝達路に影響を及ぼすことで知覚を鈍麻
させるとされている。
　実際の照射は、表面吸収型レーザー・組織透過
型レーザーのいずれでも可能で、無麻酔で行う。
神経、血管の走行に注意し、深部に熱影響が及ば
ないように照射条件を選択する。照射面より 3～
10mm 程度レーザーハンドピースを離して、動か

しながら非焦点照射を行い、照射時の疼痛や患部
の乾燥状態に注意を払いながら過剰な照射を避け
る。
　一般的に再発性アフタ性口内炎（小アフタ型）
は、発症後 10～14 日程度で自然治癒する病変であ
ることから、照射しても治癒傾向が見られないと
きは、漫然と照射を繰り返さずに、専門医と連携
することが重要である。
　2 番目の血管腫（血管奇形）に対する口腔粘膜
血管腫凝固術は、Nd：YAG レーザーや KTP レー
ザーの特長である色素依存性や深部到達性を利用
して、病変を凝固・変性させて退縮を促す方法で
ある。その適応となるのは、血管腫および血管奇
形のなかで、毛細血管奇形と静脈奇形であり、動
静脈奇形は適応外とされている。深部到達性につ
いては、Nd：YAG レーザーでは約 6mm、KTP
レーザーでは約 2mm とされているので、厚みの
ある病変に対しては時間をおいて反復照射を行う、
あるいはガラス板で圧平しながら照射するなどの
方法で対応がなされている。症例によっては、術
後出血や腫脹を生じることもあるが、従来の外科
的摘出法や凍結凝固法と比較すると低侵襲であり、
比較的安全で効果的に治療できる利点がある。
　3 番目のレーザー機器加算は、レーザー機器の
持つ良好な止血能や術野の明視に優れている点、
加えて電気メスと異なり electrocontractility（電
気収縮性、筋攣縮）がないため正確な手術ができ
る点などの特長から、従来法に比較して手術時間
の短縮や術後の疼痛・腫脹などの不快症状が少な
い点が評価されたものである。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 項目の治療は、いずれもレーザーの特
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シンポジウムⅠ　「保険収載されている疾患別レーザーの使用法」

口腔外科領域アフタ、血管腫、軟組織疾患への使用法について

古森　孝英
一般社団法人　日本レーザー歯学会顧問

神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野



性を利用した低侵襲の治療であるが、対象疾患が 限られているので、慎重な臨床診断が必要である。
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【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）
2019 年　神戸大学名誉教授

【学会活動】
日本レーザー歯学会　顧問／終身指導医
日本口腔外科学会　代議員／終身指導医
日本口腔科学会　認定医・指導医
日本外傷歯学会　副理事長／認定医・指導医
日本口腔腫瘍学会　暫定口腔がん指導医



　昨今、各種歯科用レーザー装置が日常臨床で齲
蝕治療に応用されている。レーザー光の生体組織
に対する反応は、波長、出力および周波数によっ
て異なることは周知の事実である。硬組織治療に
関しても有益なレーザー波長が次々と明らかとな
り、齲蝕の検査、除去、予防および殺菌、あるい
は歯の切削機器として、種々のレーザー装置が開
発され、臨床応用されてきた。
　齲蝕検査用としては、半導体レーザーを用いた
齲蝕診断装置が開発され、波長 655nm の DIAG-
NOdent Pen（カボデンタルシステムズ）や波長
780nm の DIAGNOcam（カボデンタルシステム
ズ）が市販されている。また、中心波長 1310nm
の赤外線レーザーを用いた口腔用波長走査型光干
渉断層画像装置（SS-OCT）も実用化に向けて開
発が進められている。このようなレーザー光を用
いた齲蝕検査の利点は生体に対して侵襲性がなく、
リアルタイムで検査結果が得られることである。
しかしながら、これらの検査機器は改善すべき点
も多々残されている。例えば、DIAGNOdent Pen
では、検査結果を示す数値の解釈が明確に定まっ
ていないことやレーザー光の到達深度が最大約
2mm に限られていること、SS-OCT では、断層
深度が不十分なため、歯髄に近接する深部齲蝕は
検査できないことが指摘されている。また、DI-
AGNOdent Pen は齲蝕代謝産物（ポルフィリン）
の蛍光反射強度を測定するため、小窩裂溝にプ
ラークが残存すると偽陽性を示す。使用する際の
注意点として、事前に PMTC を行って小窩裂溝内
のプラークを十分に取り除くことが必要である。
また、コンポジットレジン修復物やテトラサイク
リン変色歯も偽陽性を示すので注意が必要であ
る。
　水への吸収係数が最も高い波長を有する Er：
YAG レーザー（波長：2940nm）や Er, Cr：YSGG
レーザー（波長：2780nm）は硬組織の切削に有効
である。本邦では、厚労省が認可した Er：YAG

レーザー装置を窩洞形成に用いる場合、形成加算
が保険収載されている。最近の Er：YAG レーザー
は、ウォータースプレーとともにレーザー光を照
射するタイプに改良されたので、以前に比べて歯
の切削効率がかなり向上している。エナメル質に
対しては出力をかなり上げないと十分な切削効率
が得られないが、齲蝕象牙質は低出力でも効率的
に除去できる。また、本邦では未承認であるが、
Er, Cr：YSGG レーザーの Waterlase MD は、ター
ボハンドピースを用いると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が可能である。
しかしながら、歯質と非接触であるため、切削コ
ントロールが難しく窩洞形態を整えるのは容易で
はない。このレーザー装置は照射出力や周波数を
変えられるのはもちろんのこと、ヘッド先端から
照射面に向かって噴霧される水とエアーの割合を
変えることができる。そこで、当研究室でスプレー
の水と空気の相対比率がエナメル質と象牙質の切
削効率に及ぼす影響について検討した結果、エナ
メル質切削には影響しないが、象牙質切削に有意
な影響を及ぼし、空気の相対比率が低いほど切削
効率が高くなることが明らかとなった。また、レー
ザー切削後の歯髄反応についても動物実験で検討
している。Er, Cr：YSGG レーザーを用いてラット
歯に対し窩洞形成を行い、24 時間後と 14 日後の
歯髄反応を観察した。24 時間後の試料では、窩底
部象牙細管の走行に沿った部位の象牙芽細胞層に
象牙芽細胞の消失と水腫形成を認め、窩壁には熱
変性層を認めた。水腫形成の周囲には HSP25 陽性
反応が認められたことから、この歯髄反応はレー
ザーの発熱作用の影響によるものと思われる。14
日後の試料では、水腫は認められず、窩底部象牙
細管の走行に沿った部位の歯髄腔内壁に著しい修
復象牙質の形成が観察され、修復象牙質直下の象
牙芽細胞は正常に配列していた。14 日後の試料に
は HSP25 陽性反応が認められなかった。これは、
レーザーの LLLT 効果によるものと推察される。
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したがって、レーザー切削によって一時的に象牙
芽細胞層が著しい傷害を受けるが、いずれ歯髄幹
細胞から新たに象牙芽細胞に分化したと考えられ
る細胞によって硬組織が形成されると思われる。
まとめると、レーザーを用いた窩洞形成直後の歯
髄は熱刺激により大きな影響を受けるが、いずれ
修復象牙質を形成しながら治癒していくと推察さ
れる。
　さらに、齲蝕治療中の偶発露髄についてもレー
ザーが応用されている。直接覆髄処置を行う前に、
露髄面に対してCO2 レーザーを照射し炭化層を形
成することによって露髄部から組織液の滲出や再
出血を抑制できる。CO2 レーザー照射後の露髄面
の変化についてラット歯を用いて観察したところ、
術後初期の炎症性変化は、レーザー非照射群に比
較してレーザー照射群で強い傾向がみられたが、
それらは経時的に消退した。また、修復象牙質形
成は、レーザー非照射群に比較してレーザー照射
群で遅れる傾向がみられたが、最終的には象牙質
橋を形成し露髄部を閉鎖する試料が観察された。
したがって、露髄面への CO2 レーザー照射は、炭
化作用により出血を抑制できるが、炭化層の存在
により象牙質橋形成による露髄面の閉鎖を遅延さ
せる可能性があることが示唆された。
　炭酸ガスレーザー（波長：10600nm）は、歯の
硬組織に照射した場合、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、齲蝕

予防に応用されている。当研究室では、根面の脱
灰抑制に関して炭酸ガスレーザー照射とフッ化物

（NaF）塗布の応用効果を検討した結果、レーザー
照射はある程度の脱灰抑制効果を示すものの、
フッ化物の効果には及ばないこと、また、炭酸ガ
スレーザー照射後にフッ化物塗布を行う併用法は、
低照射エネルギー（17J/cm2）と低濃度フッ化物
溶液（0.05％ NaF）の条件で根面の耐酸性を有意
に向上させることを明らかにした。したがって、
炭酸ガスレーザー照射とフッ化物塗布の併用は高
齢者の齲蝕予防法として期待できるため、今後の
さらなる検討が必要である。
　650～950nm の範囲で独自の波長を有する半導
体レーザーは、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、医療分野で光線
力学療法に応用されている。この光線力学療法は
抗菌性を示すため、齲蝕病巣の殺菌にも抗菌的光
線力学療法（aPDT）として応用可能である。当
研究室では、感染象牙質に対する aPDT の殺菌効
果について検討している。これまでの研究成果で
は、メチレンブルーと 650nm レーザーあるいは
940nm レーザーの組合せによる aPDT は、S. 
mutans に対して有意な殺菌効果を示すこと、ま
た、ブリリアントブルーと 650nm レーザーの組合
せによる aPDT は、L. acidophilus に対して有意
な殺菌効果を示すことが明らかとなっている。今
後は S. sobrinus に対しても検討する予定である。
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　レーザー光は、従来の機械的手段では得られない、
組織蒸散、殺菌、止血などの優れた効果を有するため、
歯周領域では歯周軟組織治療を中心に効果的に応用
されている。
　Er：YAG レーザーは、発振波長が 2.94µm のフリー
ランニングのパルス波で、水への吸収性が他の歯科用
レーザーに比べて非常に高いため、水を含む生体組織
によく吸収され、軟組織と硬組織を効果的に蒸散する。
照射部のごく表面でレーザー光の吸収が生じ、発熱が
軽微で周囲組織の熱変性層も極めて少ないため、軟組
織の治癒を遅延しない。Er：YAG レーザーの臨床応用
では、術中や術後の痛みが少なく、感染組織の除去に
優れており、同時に、局所の殺菌・無毒化と、周囲へ
の低出力レーザー効果（LLLT）や照射に伴う温熱の
波及による細胞組織活性化効果（photobiomodulation）
も期待され、迅速な治癒が得られることが有利な特徴
である。
　Er：YAG レーザーは、もともと齲蝕治療用に開発さ
れたレーザーであるが、歯周治療においては、歯肉な
どの軟組織だけでなく、歯石除去を含め歯根面や骨組
織、さらにはチタン製インプラントへも応用可能であ
り、軟組織治療、歯周ポケット治療、歯周外科治療、
インプラント周囲炎治療など、様々な臨床応用が進ん

でいる。
　全ての高出力レーザーにおいて薬機法で承認され
ている効果・効能は、一律に、「切開、止血、凝固、蒸
散」であるが、Er：YAG レーザーにおいては、処置名
も承認されている。歯周疾患としては、「切開、蒸散」
効果を、1）歯周ポケットへの照射、2）歯石除去、3）
ポケット掻爬、4）歯肉整形、5）フラップ手術へ応用
することが可能で、軟組織疾患では、「切開、止血、凝
固、蒸散」効果を、1）小帯切除、2）歯肉切開・切除、
3）口内炎の凝固層形成、4）色素沈着除去など、様々
な状況で応用することが承認されている。骨組織やイ
ンプラント表面への応用は、本邦では承認されていな
いため、レーザー治療を実施する前には、術前に十分
な患者への説明と承諾が必要である。
　保険診療では、2010 年度より、手術時歯根面レー
ザー応用加算として、歯肉剥離掻爬手術または歯周組
織再生誘導手術において、明視下で蒸散により歯根面
の歯石除去を行うことが可能な Er：YAG レーザーの
照射を行った場合に点数加算が認められている。ただ
し、算定の条件として、1）当該レーザー治療にかか
わる専門の知識および 5 年以上の経験を有する歯科
医師が 1 名以上いること、2）歯周組織再生誘導手術
の届出を行った保険医療機関であること、3）歯肉剥
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図 1．Er：YAG レーザーによるフラップ手術
a． 40 歳男性。術前。上顎左側第一大臼歯近心に深さ 6mm で BOP（＋）の歯周ポケットが残存。
b． 歯肉剥離後。
c． パネル出力 100mJ/pulse、10pps、生理食塩水注水下での Er：YAG レーザー照射で、根面の残存歯石および骨欠

損部のデブライドメントを実施。
d． 掻爬後。根面および骨組織の照射面には炭化や熱凝固などの明らかな熱傷害は認められない。骨欠損には自家

骨移植を実施。
e． 約 3 か月後。歯周ポケットは 3mm で BOP（－）と改善している。



離掻爬手術また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対象歯の歯根面の歯石
除去を行うことが可能なレーザー機器を備えている
こと、という施設基準が設けられている。
　実際には Er：YAG レーザーは、手術時には根面のデ
ブライドメントを良好に熱傷害なく達成することが可
能で、さらに歯槽骨欠損部の炎症性肉芽組織の除去に
も効果的に用いられている（図 1）。さらに歯周ポケッ
ト治療に関しては、当分野では、Er：YAG レーザーを
従来の SRP に複合的に応用し flapless surgery を行う

包括的歯周ポケット治療（Er-LCPT）（Aoki, Periodon︲
tol 2000 2015）を開発した（図 2）。本法では従来のポ
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。
　今後、Er：YAG レーザーの有する炎症抑制、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、従来の機械的治療に Er：
YAG レーザーを併用する歯周・インプラント周囲光
線治療（periodontal/peri-implant phototherapy）の
役割が益々増大すると思われる。
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図 2．Er：YAG Laser-assisted Comprehensive Periodontal Pocket Therapy（Er-LCPT）。
a． 垂直性骨欠損を伴う進行した歯周ポケット。
b, c． 機械的手段（キュレット型スケーラー）による根面のデブライドメントおよびレーザー照射による根面の除

菌と無毒化
d, e, f． スケーラーおよびレーザー照射によるポケット内壁の上皮および炎症性結合組織と骨欠損部の炎症性肉芽組

織の除去、さらにレーザー照射に伴う周囲組織の活性化。
g． レーザーによる外縁上皮の除去（周囲幅 3-5mm 程度で、場合により上皮下の結合組織も一部除去。またポケッ

ト内掻爬の前に行なうこともある）。
h． 無注水非接触照射によるポケット入り口に貯留した血液の凝固による血餅保持の強化と歯周組織の活性化。
i． 期待される理想的治癒。
E：エナメル質、D：象牙質、SC：歯肉縁下歯石、B：歯槽骨、G：歯肉、L：レーザーコンタクトチップ。（Aoki A 
et al., Periodontology 2000, 2015 より改変引用）



　光線力学療法は、歯科領域において細菌に対す
る殺菌効果に着目し、ダイオードレーザーを用い
た抗菌光線力学療法（anti-microbial photodynam-
ic therapy; a-PDT）として臨床応用されている。
既に歯周治療、歯内治療やインプラント周囲炎治
療への適応がカナダを始め欧米諸国で認可されて
いる。しかし、本治療法は日本国内での歯科臨床
への応用は現在未承認となっており、今後歯科治
療での有用性と安全性をさらに検討する必要性が
ある。a-PDT は今までの研究結果から、歯周病原
菌に対し高い殺菌力を有し、抗菌薬のように繰り
返し使用による耐性菌の出現がないことなどの理
由から、根気強くバイオフィルムを破壊しなけれ
ばならない歯周疾患やインプラント周囲炎の治療
や予防において反復使用することができるという
利点がある。また、使用する主な光感受性物質の
生体為害性が低く、薬物アレルギーを有する患者
にも使用できる場合が多い。このような利点を有
する a-PDT として国内で入手可能な光感受性物
質には、メチレンブルー、トルイジンブルー、さ
らにはリボフラビンなどがあり、それぞれの光感
受性物質を励起するためのダイオードレーザーと
して Periowave、PACT300、そして FotoSan Blue
といった機器がある。抗菌薬にない利点を有する
本治療法を臨床上より有用に、そして正しく使用
するためにもそれぞれの光感受性物質の特性を深
く理解することは重要である。
　周知のように a-PDT に使用する光感受性物質
はグラム陰性菌の細胞膜表面に弱い親和性を持ち、
強力な光を受けることで活性酸素種を産生し細菌
を構成する膜を破壊することで、殺菌効果を発揮
する。しかし細菌の膜表面物質である LPS につい
ては分解されることなく周囲に残存する（図 1）。
このことから単回使用での、PDT 単独処置は、
SRP ほど有効ではなく、SRP に PDT を併用する

ことで CAL のゲインと PD の減少が期待される
（Azarpazhooh A. et al. J Periodontol 81, 4-14, 
2010.）。従って歯周治療に a-PDT を使用し効果を
上げるためには、歯肉縁上および縁下のバイオ
フィルムをブラシやスケーラーなどで、破壊した
後に、a-PDT を行う。また、光感受性物質を局所
に適応し約1分程度染色させた後に光照射を行い、
照射後感染部位の洗浄を生理食塩水等でしっかり
と行うことで a-PDT の有効性を発揮することが
できるものと考える。また、a-PDT の利点でもあ
る、繰り返しの使用による耐性菌の出現がないこ
とから、慢性歯周炎であれば症状に応じて短期間
の間に全顎にわたる複数回の使用を実施すること
でその有効性を高めることが可能となる。また、
現在入手可能な光感受性物質の種類によっても歯
周病原菌に対する有効性が異なることも次第に明
らかとなってきており、今後の臨床研究に期待し
たい。
　さらに、a-PDT だけではなく近年ではインプラ
ント体表面に光触媒機能を持たせ（アナターゼ型
酸化チタン）、これに紫外線等を照射し、インプラ
ント周囲粘膜等の予防や治療のために使用する試
みも行われている。このように従来の抗菌薬を使
用しなくても、光触媒機能を有するインプラント
体表面への紫外線照射と a-PDT の組み合わせに
よっても抗菌薬の使用と同等以上の有効性を持た
せることが可能になるかもしれない。
　最近になり、がん光免疫療法治療に使用するセ
ツキシマブサロタロカンナトリウムが厚生労働省
の製造販売承認受けた。切除不能な局所進行ある
いは再発の頭頸部がんを多対象に光免疫療法薬と
レーザー照射装置も承認に受け、近い将来保険適
応になる見通しであり、今後、有用で副作用の少
ない光線療法がさらに広く臨床応用されることを
願いたい。
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辰巳　順一
朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野
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【略歴】
1986 年　城西歯科大学（現 明海大学歯学部）卒業
1990 年　明海大学大学院歯学研究科　修了、明海大学歯学部　助手　（歯周病学）
1997 年　明海大学歯学部　講師（歯周病学講座）
2006 年　明海大学歯学部　助教授（歯周病学講座）
2007 年　明海大学歯学部　准教授（口腔生物再生医工学講座歯周病学分野）
2016 年　独立行政法人　医薬品医療機器総合機構　専門委員
2019 年　朝日大学歯学部　教授　（歯周病学分野）
2020 年　朝日大学歯学部医科歯科医療センター　副センター長

【学会活動】
特定非営利活動法人 日本歯周病学会　理事・指導医・専門医・口腔インプラント委員
特定非営利活動法人 日本歯科保存学会　理事
特定非営利活動法人 日本顎咬合学会　指導医
American Academy of Periodontology　会員
International Association for Dental Research　会員

（寺西麻里奈、谷田部一大、天野　滋、中島明敏、権　海尚、鈴木允文、辰巳順一、林丈一朗、申基喆、明
海歯科医学 44（1）、50-61、2015 より引用）
図 1　 歯根やインプラント体表面に付着した細菌は照射時間に依存して生細菌数を効果的に減少させるが、

細菌構成成分である LPS の除去はできていない。



　現在さまざまな歯科用レーザーがう蝕治療、歯
周病治療、根管治療等に使用されているが、近年
光線力学療法（Phododynamic Therapy：PDT）
の歯科治療への応用がなされている。PDT とは細
菌に特異的に吸着する光感受性物質を事前に投与
し、その後光感受性物質に反応し易い光源（低出
力レーザーや LED）を照射することで活性酸素の
一つである一重項酸素やフリーラジカルを励起さ
せる。その結果、殺菌作用を誘起する方法である。
PDT は従来歯科治療に使用されている各種レー
ザーに比べ圧倒的に照射出力が低いことから、照
射野および周囲組織に対して安全な処置法である
ことが利点として挙げられる。国内外で歯科治療
に使用されている PDT についての多くは、600nm
波長の可視光線領域の半導体レーザーを 200mJ
程度の低出力（皮膚に照射しても痛み等が感じな
い程度の低出力）で使用されている。また光感受
性物質は補色となる色素であるメチレンブルーお
よびトルイジンブルーが多く利用されている。
PDT の歯科治療への応用は 2000 年代に入り歯周
ポケットに光感受性物質を注入し、ポケット内に
低出力の半導体レーザーを照射することで殺菌を
図るという方法から始まった。PDT による Strep︲
tococcus 属への殺菌効果など、歯周病への応用結
果が報告されるようになり、その後 williams. JA
らにより、根管内細菌の殺菌効果に対する報告が
なされて以来、根管治療への応用に対する研究や
臨床応用も行われるようになってきている。根管
治療への応用としては、根管内に光感受性物質を
注入し、感受性物質内にレーザー照射チップの先
端を挿入してから照射するというものである。こ
れまでに我々以外の多くの研究者においてもその
効果が報告されているが、我々も難治性根尖性歯
周炎に多く認められる E. faecalis に対する PDT
の効果を検討してきた。我々の研究では、高濃度
と思われる5x109CFU/ml密度の細菌においても3
分間の照射で殺菌が達成できることを確認してい

る。また根尖部が湾曲しているような根管を想定
した研究において、照射チップの先端が根尖付近
まで達していない場合においても、レーザー光が
光感受性物質に達することができれば、5 分間前
後の照射により殺菌効果を有することも確認して
いる。C. albicans などの難治性根尖性歯周炎に同
様に関与しているものと思われる真菌にたいして
もこれまで E. faecalis 同様に、良好な殺菌効果が
報告されている。我々はこれまで得られた知見に
より根尖性歯周炎への PDT の応用は、これまで
の高出力レーザーを使用した方法に比べ、根尖歯
周組織に対して安全性が高く、根管治療の成功に
対する効果的な方法になり得ると考えている。
　これまでには PDT によるう蝕治療に対しての
検討は殆どなされていないのが現実である。さす
がにう蝕除去への応用は困難であろうが、う蝕予
防に対しての応用も可能であると考えている。特
に現在深刻となっている根面う蝕に対する効果が
大きく期待される。根面う蝕歯は高齢者に多く認
められ、近年そのう蝕発症率の増加が問題となっ
ているが、その効果的な予防法は未だ完全には確
立されていない。我々は基礎研究ではあるが、根
面う蝕の原因菌として知られているSt. mutansと
A. viscosus についても検討している。その結果、
これらの細菌に対しても PDT により殺菌気効果
が得られることを確認している。まだ基礎的段階
ではあるが、今後の検討で臨床応用も十分に可能
であると考えている。
　以上のことから、PDT は今後の歯科治療の質の
向上に対して効果的であると確信している。現在
PDT は上記したように PDT 専用の低出力半導体
レーザーや LED により行われている。ただし条
件がそろえば、PDT 専用の半導体レーザーではな
くても、従来の半導体レーザーにおいても PDT 効
果を得ることが可能である。我々は従来使用され
ている半導体レーザーのガイド光においても、
PDT の殺菌効果を誘発させることができること
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山田　嘉重
奥羽大学歯学部歯科保存学講座保存修復学分野



を確認している。ただし PDT 専用機器に比べ照
射時間を延長させる必要があるなど今後解決して
いかなければならない問題点がないわけではない。
それでも PDT による殺菌法を行うことができる
レーザー機器の種類が増えることは、今後 PDT 療
法の普及に対しては追い風になるものと考えられ
る。
　しかしまだ光感受性物質の対処法など、今後に
残された課題があり、さらなる検討が必要であろ
う。
　その問題点の解消を目指した方法として 250～
500nm の青色光（ブルーライト）による殺菌法が
これまでに検討されている。この方法は光感受性
物質の塗布を必要としないことが大きな利点と

なっている光殺菌法である。歯科領域では未だ検
討は殆どなされていないが、ニキビを引き起こす
細菌であるアクネ菌（P. acnes）への殺菌効果が
知られており、実際に臨床応用されている。これ
までの我々の研究では、残念ながらブルーライト
による E. facalis に対する良好な殺菌効果を有し
た結果は得られていないが、過去に C. albicans に
対して効果が認められたという報告もあり、今後
の臨床応用も十分に可能性があるものと期待され
る方法である。
　これらのことから、光殺菌の歯科治療への応用
は未だ十分には確立はされていないものの、今後
期待できる処置法になるものと確信している。
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【略歴】
昭和 60 年 4 月　昭和大学歯学部入学
平成 3 年 4 月　東京医科歯科大学歯学部小児歯科学講座入局
平成 4 年 4 月　同大学大学院歯学研究科入学
平成 8 年 4 月　東京医科歯科大学小児歯科学講座員外助教
平成 10 年 4 月　昭和大学歯学部以内療法学講座員外助教
平成 12 年 10 月　同講座助教
平成 13 年 4 月　アメリカテキサス大学サイエンスヘルスセンター留学（2 年間）
平成 27 年 4 月　奥羽大学歯学部歯科保存学講座保存修復学分野准教授
平成 31 年 4 月　同講座教授

【学会活動】
日本レーザー歯学会認定医委員会委員
日本歯科保存学会理事、COI 委員会委員、社会保険対策小員会委員
日本歯内療法学会教育研究院会委員



はじめに
　レーザー溶接機
が日本の歯科技工
所に初めて導入さ
れたのが 1992 年
頃と言われており、
そ れ か ら 28 年
経った現在では、
約 800 台が歯科医
院や歯科技工所に
導入され、臨床に
使用されています。
これは全国の歯科
技工所数21,004カ
所（2018 年衛生行
政報告書から）か
ら考えると 4％に満たない導入率となります。本
学では 17 年前にネオレーザー L（GIRRBACH 社
製、Selec）が導入されました。当初は溶接時の変
形や溶接したのに強度が得られないなどの問題が
起こり、上手に使いこなすことが出来ませんでし
た。そのためパラメーターの数値を変えるなど試
行錯誤を繰り返した時期もあります。現在は 2 台
目となる ALS100（アルファーレーザー社製、Se-
lec）を導入し（図 1）、臨床には欠かせない機械と
なっています。今回の発表は本学で行われている
臨床例について、レーザー溶接時のポイントをま
じえて報告致します。

1．義歯の修理と改造
　レーザー溶接のメリットとして、チタン床義歯

の破折修理や、改造が即日対応で可能になったこ
とが挙げられます。
　図 2 では使用中のチタン製金属リテーナー義歯
が連結部から破折し、即日修理で対応した症例を
示します。破折の原因は残存歯の動揺と、抜歯に
伴う口腔内の変化により、連結部に応力が集中し
フレームワークの破折が起きたものと考えられま
した。この修理でのポイントは、今までと同様の
適合精度を確保すること、破折部を補強すること、
即日でのレーザー溶接修理で対応することが求め
られました。最初に破折した部位の周囲と破折面
に、フィラーメタルを盛り上げて厚みを確保しま
す。次に破折面を整え、接合する面は光を通さな
い精度で適合させます。接合面は開先形状を付与
し貫通溶接、フィラーメタルの盛り上げの順に
レーザー溶接を行い約 3 時間でチタン床の破折修
理を精度よく行う事が可能でした。図 3 は破折修
理後、2 年経過した口腔内と、レーザー溶接を行っ
た部位を示します。チタン製の金属リテーナー義
歯は破折する事なく装着されています。
　図 4 はリンガルバーからリンガルプレートに、
コバルトクロム床義歯を改造した症例です。リン
ガルプレート部の追加するフレームワークを製作
し、レーザー溶接でリンガルバーと一体化させま
す。接合部に義歯床用レジンが近接していても
レーザー光が局所的に金属を溶解し溶接するため、
義歯床用レジンへのダメージは少なく、修理は短
時間での対応が可能となります。このように本来
作り変える必要のあったチタン床や、使用中のコ
バルトクロム床義歯を数日預かるだけで修理やリ
フォームが可能になったことは患者にとっても大
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歯科技工におけるレーザー溶接機の活用

河村　昇
鶴見大学歯学部歯科技工研修科

図 1　 ALS100（アルファー
レーザー社製、Selec）

（ALPHA LASER 社製
ALS100）

図 3　 修理から 2 年経過した口腔内
と溶接部の状態

図 2　 チタン製金属リテーナー義歯
の破折修理

図 4　 コバルトクロム床義歯の改造



きなメリットとなっています。

2．レーザー溶接の応用
　レーザー溶接機は、今までの症例技工の術式を
変える新たな道具となっており、例えば金属床義
歯のフレームワークを 2 種類の金属で鋳造し、
レーザー溶接で一体化することで金属床義歯を製
作するなどの新たな術式が生まれています（図 5、
6）。また CAD/CAM により切削加工されたチタ
ン製インプラントブリッジのフレームワークに白
金加金で製作したメタルティースをレーザー溶接
することも行われています（図 7）。このような異
種金属の溶接では、パラメーターの設定や溶接方
法等を理解することで溶接は可能となります。図
8 は口腔外科分野で下顎骨再建に用いるカスタム
メイドチタンメッシュトレーを下顎骨形態に合わ
せて加工する際、レーザー溶接を使用し加工して
います。また同一金属の盛り上げによる補強にも
レーザー溶接が応用されています。

　それ以外に、再生率の減少、時短、さらには製
作される補綴装置の完成度を上げることが可能と
なり、このことは私たち歯科技工士だけでなく患
者、歯科医師にとっても大きなメリットとなって
います。

3．結果・考察
　レーザー溶接は、チタン床義歯やコバルトクロ
ム床義歯のリフォームや修理を、精度と強度を兼
ね備えた形で数日または即日で対応することが可
能であります。またレーザー溶接の応用範囲は広
くあらゆる補綴装置の製作に用いられています。
　昨今では、国民健康保険に導入されたチタン鋳
造冠を臨床で使用していく場合でも、隣接面コン
タクトや咬合接触の回復などにレーザー溶接機は
必須であります。しかし現状では、限られた歯科
技工所にしかその設備はなく現場のニーズに応え
られないなどの事態が起きてくることが懸念され
ます。
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【略歴】
昭和 50 年 4 月　北海道小樽市で生まれる
平成 6 年 4 月　札幌歯科学院専門学校　歯科技工士科　入学
平成 8 年 3 月　札幌歯科学院専門学校　歯科技工士科　卒業
平成 8 年 4 月　鶴見大学歯学部歯科技工研修科　有床義歯技工専攻　入学
平成 9 年 3 月　鶴見大学歯学部歯科技工研修科　有床義歯技工専攻　修了
平成 9 年 4 月　鶴見大学歯学部歯科技工研修科　助手
平成 23 年 4 月　鶴見大学歯学部歯科技工研修科　副主任
平成 30 年 4 月　鶴見大学歯学部歯科技工研修科　講師　主任

【所属学会及び社会活動】
日本歯科技工学会　会員（学術委員、国際渉外委員会委員）
日本補綴学会　会員
老年歯科学会　会員
日本デジタル歯科学会　会員
日本口腔外科学会　会員
日本口腔インプラント学会　会員
神奈川県歯科技工士会　理事
DLP フォーラム　幹事

図 5　 純チタン 1 種でパラタルストラップを製作し、2 種でメタルティースと舌面板を製作する。
図 6　 レーザー溶接を用いて各種フレームワークを一体化し大型の金属床義歯を製作する。
図 7　 異種金属のレーザー溶接。チタン製インプラントブリッジフレームワークに白金加金メタルティースをレー

ザー溶接する。
図 8　 チタンメッシュトレーの溶接と補強のための盛り上げを行っている



倫理・利益相反・未承認機器委員会企画講演

認 定 講 習 会

パラデンタル対象認定講習会

安 全 講 習 会



　人を対象とする医学系研究は、人類及び社会へ
の貢献が期待される一方で、研究対象者に身体的
及び精神的な侵襲を与え、有害事象をもたらす場
合もあります。また、倫理観の変容、診療や健康
観の変化とそれに伴う権利の変化などにより、
様々な倫理的、法的又は社会的問題を招く可能性
があります。「人を対象とする医学系研究に関する
倫理指針」の施行から 5年が経過しました。その
間、個人情報の保護に関する法律の改正、臨床研
究法の施行などが行われ、この指針の見直しが行
われています。指針や法律の変更に伴う書類作成
が重視され、基本的な公正な研究に関する行動が
緩むことが危惧されます。そこで、基本に戻って
研究倫理について考えてみましょう。

1．責任ある研究
　特定不正行為に捏造、改竄、盗用・剽窃の 3種
類があり、その定義は理解されています。しかし、
現場では判断に悩むことが多いと思います。例え
ば、論文で使用する画像が著作権侵害に該当する
か否かの判断も難しい時があります。先に掲載さ
れた写真を他の雑誌等に掲載する場合には注意が
必要です。自身の論文に使用する画像の加工がど
こまで許されるかを判断できるでしょうか。
　もう一つの例として、外れ値の扱いがあります。
計測値が大きく逸脱した際、そのデータを削除し
てよいかという問題です。削除することは故意に
行う行為ですから、改ざんに結びつきやすいです。
データ処理として対数を取るなどそのデータを活
かすこともあるでしょう。データを活かすことで
結果が変わる可能性があります。多くの研究は未
知の領域を調べています。すなわち、正しいか間
違った値であるかの正解はその後に行われる研究
成果まで待たなければならないと思います。
　前者の例では、研究を開始する前に、研究者は
投稿先の投稿規定を読んでおくことをお勧めしま
す。学会誌によって基準が異なっていることがあ

ります。同時に、学会誌の投稿規定は新しい研究
倫理に従った内容に適宜訂正していただきたいと
思います。
　後者におきましては、データ 1つを削除する場
合でも研究者間で情報共有を図り、研究を実施す
ることが公正な研究遂行となると考えます（後
述）。

2．研究における利益相反
　厚生労働科学研究における利益相反（以下、COI
と記す）の管理に関する指針によれば 1）、COI は、
外部との経済的な利益関係等によって、公的研究
で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、
又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が
表明されかねない事態と定義されています。公正
かつ適正な判断が妨げられた状態としては、デー
タの改竄、特定企業の優遇、研究を中止すべきで
あるのに継続する等の状態があります。具体的に
は、研究の結果やデータ等を、過大評価し、報告・
発表する、ネガティブな結果や有害事象等を過小
に評価・発表を差し控える、研究を実施しても不
利な結果が見込まれれば、研究を中断・実施しな
い、などです。研究開始前の登録（jRCT、UMIN
等）は、COI の観点からも大切です。学会誌等で
も投稿時に登録の確認を行っています。
　経済的利益関係としては、金銭の受領だけでは
ありません。部品の受領（契約なしでの、高額な
機器や研究試料・試作品の無償貸与）、役務の提供
（契約なしの、企業社員の受入・手伝い）などがあ
ります。COI 開示の目的は、（1）国民・患者・社
会にとって、当該研究成果の利用を判断する（選
択する）為の重要な情報・説明責任、（2）不適切
な活動が発生しにくい環境、及び透明性確保につ
ながり、研究者にとっての抑止力となります。現
在、発表時の開示では金銭が主ですが、そのほか
の状況も開示する方が、研究の透明性が上がると
思います。
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研究者として、知っておきたい研究倫理

寺田　員人
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　COIは研究者だけに適応されるわけではないと
思います。投稿論文等の査読時にも該当すると思
います。投稿された論文で扱われた医薬品等と査
読者との間でCOI があってはならないわけです。
COI にある査読者が査読することは、公正な評価
ができず、論文・著者に対する不利益と学会誌等
の信頼性低下を起こすことになると思います。公
表されていないからよいとはならないでしょう。
倫理そのものと思います。

3．公正な研究には研究環境が重要
　責任ある研究には、意義、社会性、正確性、客
観性、透明性、再現性、公正性、尊厳を備えてい
るといわれていいます 2）。公正な研究には、研究
環境が重要です。多くの研究は、個人研究から組
織で行う研究となっています。すなわち、組織全
体で研究倫理を持って活動することです。嘗て、

研究倫理は、所属する部署、あるいは研究機関内
で、ローカルルールや慣例とした規則であり、先
輩から後輩へと受け継がれていたようです。その
倫理は、現在実施している研究倫理と大きく異
なっていました。最近では、e-learning を含め多
数の研修会等が開催され、e-learning を含めて研
究倫理を学ばなければ、臨床研究ができない状況
にあります。公正な研究を実施するには、個人の
学習に任せるのではなく、組織で倫理の向上を図
ることが今日的な対策です。研究組織内で、研究
内容・情報を共有し、風通しがよくし、透明性を
もって行うことが有効であるといわれています2）。
それだけ、シニアやミドル研究者の指導力にか
かっています。研究の質の向上には、研究を実施
する人だけでなく、学会誌の編集担当者、査読者
など多くの人が研究倫理を理解して、実践するこ
とと思います。

1）厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針：
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000152586.pdf
（2020 年 9 月 15 日アクセス）
2）日本学術振興会主催 学術研究フォーラム 第 7回学術シンポジウム
https://www.jsps.go.jp/j-kousei/sinpojium2015.html（2020 年 9 月 15 日アクセス）
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【略歴】
1980 年　日本歯科大学新潟歯学部卒業
1986 年　新潟大学大学院歯学研究科修了
1986 年　新潟大学歯学部　助手（歯科矯正学教室）
1994 年　新潟大学歯学部附属病院　講師　 （特殊歯科総合治療部）
1997 年　同上　　　　　　　　　　助教授（特殊歯科総合治療部）
2006 年　日本歯科大学新潟生命歯学部　教授　 （歯科矯正学講座）
2015 年　日本歯科大学新潟病院　教授　配置換え　　 （矯正歯科）
2020 年　同上　配置換え　（在宅ケア新潟クリニック診療科）
　現在に至る
【学会活動・他】
日本矯正歯科学会　評議員
日本医療安全学会　代議員

研究倫理関係
公正研究推進連絡会議（旧研究倫理教育責任者・関係者連絡会議）に 2015 年から参加
平成 30 年度　倫理審査委員会・治験審査委員会委員養成研修「臨床研究倫理審査のベーシック研修」修了
令和元年度　臨床研究・治験従事者研修　修了（厚生労働省 臨床研究総合促進事業）



　現在、多くの歯科領域において各種のレーザー
が応用されている。保存修復、歯内治療、歯周治
療、口腔外科、補綴、インプラント、審美歯科や
予防歯科などその適応範囲は広い。なかでも平成
30 年（2018 年）度の診療報酬改定では、口腔粘膜
処置や口腔粘膜血管腫凝固術におけるレーザー照
射、また歯肉、歯槽部腫瘍等の軟組織摘出術での
レーザー機器加算が加わり、口腔軟組織に対する
レーザー治療がいっそう飛躍することとなった。
一方硬組織に対しては、う蝕歯無痛的窩洞形成加
算、手術時歯根面レーザー応用加算、光学式う蝕
検出装置によるエナメル質初期う蝕管理加算など
があるが、とくに窩洞形成では歯科領域において
最初の保険収載として、2008 年に加算という形で
認められて以来 10 年以上が経過したものの、算定
率は高くないのが現状である（平成 30 年度におい
て、う蝕歯即時充填形成で 3.0％、窩洞形成で
0.4％）。レーザーによる歯の切削（正確には蒸散）
は回転切削と比較して時間がかかる反面、「無痛
的」という名称が示す通り、疼痛のコントロール
ができる、歯肉からの出血が少なく歯肉縁下のう
蝕に対応しやすい等、多くの利点を有している。
ただし、レーザーでは精密な箱型窩洞の形成や保
持形態の付与は不可能なため、形成後は必然的に

直接法による接着性修復が必要となるが、レー
ザー照射歯質に対するコンポジットレジンの接着
強さは、エナメル質では回転切削と比較して変わ
らないとの報告が多い一方、象牙質では接着強さ
が低下することが多数報告されている。接着強さ
が低下する原因としては、照射表面に生成する変
性層の影響が指摘されている。そのためスプーン
エキスカベーターなどで変性層を物理的に除去す
る方法や、NaF水溶液やグルタルアルデヒド水溶
液による改質法、また低エネルギーあるいは逆に
高エネルギーによる繰返し照射により、器具や薬
剤を使わず変性層の厚みを減少させることが可能
であるという報告がある。また象牙質接着強さが
低下することから、とくに歯頚部窩洞などにおい
ては辺縁封鎖性の劣化が懸念される。さらにスメ
アー層がなく象牙細管が開口しているため、辺縁
漏洩が生じた場合、汚染物質が象牙細管を通じて
歯髄腔に達し、歯髄障害を惹起する危険もある（図
1、2）。そこで、歯髄に近接した深い窩洞において
は、象牙質接着が現在ほど発達していなかったこ

38

認定講習会

歯科用レーザーの展望　～とくに歯の硬組織に対して～

山本　一世
大阪歯科大学歯科保存学講座

図 1　�Er：YAGレーザー照射後の象牙質面のSEM
写真。スメアー層が形成されず象牙細管が
開口している。

図 2　�Er：YAGレーザーで形成した歯頸部窩洞に
おけるコンポジットレジン修復の辺縁漏洩
試験。窩洞深部に達する漏洩が観察される。



ろによく行われていた、象牙質部分をグラスアイ
オノマーセメントで裏層後にコンポジットレジン
修復を行うサンドイッチテクニックが推奨される。
この場合とくにレジン添加型グラスアイオノマー
セメントよる被膜裏層で辺縁封鎖性の顕著な改善
が認められる（図 3）。この理由としてはレジン添
加型グラスアイオノマーセメントの機械的特性、

すなわち従来型グラスアイオノマーセメントより
も塑性変形能が高く靱性に富んでいるため、コン
ポジットレジンの重合収縮応力を吸収し、結果と
してコントラクションギャップを抑制するものと
考えられる。
　またレーザーで象牙細管内容物を凝固させたり、
象牙質表面を溶融させて象牙細管を封鎖すること
による象牙質知覚過敏症の処置なども、歯の硬組
織疾患に対する有望な歯科用レーザーの利用法で
あると思われる（図 4）。今後さらに研究が進めば、
将来的に保険収載を目指すことも可能と考える。
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【略歴】
1987 年　大阪歯科大学卒業
1991 年　大阪歯科大学大学院修了
1992 年　ドイツ　アーヘン工科大学客員研究員
1996 年　大阪歯科大学助手
1998 年　大阪歯科大学講師
2005 年　大阪歯科大学教授
【学会活動】
日本レーザー歯学会（理事・専門医・指導医）
日本歯科医学会（評議員）
日本歯科保存学会（常任理事・専門医・指導医）
日本接着歯学会（副理事長・認定医）
日本歯科理工学会（代議員・Dental�Materials�Senior�Adviser）
日本歯科審美学会（常任理事・認定医）
日本外傷歯学会（常任理事・認定医・指導医）

図 3　�Er：YAGレーザーで形成後、レジン添加型
グラスアイオノマーセメントで裏層した場
合には漏洩がほとんど認められない。

図 4　�象牙細管開口部をCO2レーザーで溶融させ、
開口部を封鎖させた面の SEM写真。



はじめに
　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。しかし、臨床応用が広まるにつれ、レーザー治療
に関連するインシデントやアクシデントも一定割合
で発生していることが推察され、患者に安全、安心な
“レーザー歯科医療”を提供するために最善の安全対
策を講じなければならない。したがって、「認定パラ
デンタル」においても、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および安
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条件を整え、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、定期点検等、さまざまな安全対策と安全
管理を怠ってはならない。本講習会では、患者に安全、
安心な“レーザー歯科医療”を提供するための『知っ
ておきたいパラデンタルとしての基礎知識』について
安全対策と安全管理を中心に解説する。

レーザーの安全基準
　歯科用レーザーは、そのほとんどがHLLT（High�
reactive�Level�Laser�Therapy）が可能なハードレー
ザーで、最も危険度の高いクラス 4に属しており、使
用時には機器の安全管理と障害防止対策へのコンプ
ライアンスの徹底が求められる。
　レーザーの安全基準、JIS�C�6802 によるレーザーの
クラス分けを表 1に示す。クラス 3Rからは、保護ゴー
グルの着用とレーザー安全管理者の選定が必要とな
る。さらに、クラス 3Bからは、レーザー管理区域の
設定とその表示が義務付けられている。

　レーザー安全管理者の要件として、鍵の管理、レー
ザー機器の点検、レーザーの使用に関するマニュアル
の作成、レーザーの臨床的特徴の熟知、レーザーの最
大出力の熟知、レーザーのリスクの熟知、スタッフの
トレーニング、危険性のある区域と安全な区域の区別、
人の出入りの管理、レーザー使用中サインの掲示、保
護ゴーグル着用の確認、緊急事態発生時の各医療施設
への手配や事故報告等が挙げられる。また、保護ゴー
グル装着における必要事項としては、メーカー指定あ
るいは適切な保護ゴーグルの使用、波長ごとのOD値
の確認、患者に最初に装着し外すのは患者が最後、ア
シスタントや保護者の保護、フィットしていること
（特に小児）、サイドシールドがあること、マイクロス
コープ使用時にも保護ゴーグルの使用を怠らないこ
と等が挙げられる。

歯科における事故と偶発症
　臨床応用が広まるにつれ、レーザー治療に関連する
インシデントやアクシデントも一定割合で発生して
いることが推察され、現在までの報告では、気腫、誤
照射、機器の不具合、チップの破損、保護ゴーグルの
かけ忘れや対応波長の間違い等の不備が挙げられて
いる。安全かつ効果的に“レーザー歯科医療”を実践
するには、基本的な知識や手技への理解に加え、“レー
ザー歯科医療”に特徴的なインシデントやアクシデン
トがあることを認識し医療安全対策・管理を行ってい
くことが大切である。

安全対策と安全管理
　術前に行われる安全対策について表 2に示す。レー
ザー機器の使用環境の整備において、十分な換気の確
認によりレーザー照射による有毒な蒸散煙の管理が、
明るい診療室を準備することにより瞳孔が狭くなり
レーザー光の影響を少なくすることが可能となる。特
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知っておきたいパラデンタルとしての基礎知識

小林　一行
鶴見大学短期大学部歯科衛生科



に重要なレーザー機器の安全対策においては、導光
ファイバーが途中で折れていて火災に繋がったり、出
力がパネル設定通り出ていない等、レーザー機器のメ
インテナンス不足が思わぬ事故を引き起こす可能性
があるので十分な注意が必要である。また、レーザー
機器には安全に使用するための安全システムが装備
されているので取り扱い説明書を良く読み、緊急停止
ボタンを躊躇わず押すことができる環境を整えてお
くことが重要である（表 3）。
　術中の安全対策を表 4に示す。非照射部位の保護は
確実になされているだろうか。滅菌生理食塩水で濡ら
したガーゼ等で非照射部位を覆う簡単なことすら行
われていないのが実状であろう。また、アシスタント
は術式に則したクーリング（冷却）、バキューム操作

を行っているだろうか。レー
ザー照射時のバキューム操作は
組織を冷却するだけでなく、人
体に有害な蒸散煙の吸引にも有
効であり、さらに、口腔外バ
キューム使用により有毒な蒸散
煙の管理が可能となる。医療現
場では常に感染対策に注意しな
ければならない。
　術後の安全対策を表5に示す。
術後、術者は予定通り適切に目

的が達せられたかを評価し、患者に対し適切な術後指
導を行う必要がある。使用したレーザーの波長、チッ
プの種類、出力や照射時間の記録は重要で、特に術式
の自己評価を行う上で大切である。適切な期間、術後
の評価を行いレーザーの選択や照射条件が適切で
あったかどうかを考察することで術者の施術がより
洗練され、患者により安全、安心な“レーザー歯科医
療”の提供が可能となる。

結語
　歯科治療におけるレーザー使用上の安全対策と安
全管理を中心に解説した。「認定パラデンタル」とし
て、より安全、安心な“レーザー歯科医療”を患者に
提供できる一助となれば幸いである。
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1990 年　鶴見大学歯学部歯学科卒業
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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 口腔保健科長
2020 年　鶴見大学短期大学部歯科衛生科 教授
【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）



　今回の安全講習会はコロナ禍により誌上開催の運
びとなりましたが、私のレーザーとの関わり合いを振
り返ることにより、受講者各位が臨床応用する際、
レーザーを安全に使用するヒントになればと願いま
す。

　現在私は、開業医として診療に追われる毎日である
が、レーザーの研究・応用のスタートは遡ること 35
年、大学院を卒業し助手となった 1985 年に始まる。小
児歯科に籍をおいていたため、「レーザーのう蝕予防
と歯髄処置への応用」というのが当時のテーマであっ
た。
　う蝕予防分野では、臨床で悩みの種となることの多
い幼若永久歯のエナメル質形成不全歯への耐酸性付
与について、Nd：YAGレーザーを用いた研究で一定
の成果を得ることができた。
　歯髄処置への応用に関しては、乳歯や幼若永久歯の
覆髄処置において歯髄の賦活と dentin�bridge 形成促
進を目的に、低出力レーザー照射（いわゆる LLLT）
としてNd：YAGレーザーの応用を試み、その後順に
He-Ne レーザー、半導体レーザー、と同様の研究機
会を得た。結果、いずれの場合でも低出力領域での
レーザー照射によって、歯髄の治癒は促進されること
が確認された。
　その後は炭酸ガスレーザーを用いた粘液嚢胞や上
唇小帯、舌小帯の付着異常など小児に好発する軟組織
疾患への応用、またEr：YAGレーザーの登場後は、乳
歯、幼若永久歯の齲蝕除去への応用と、小児歯科を生
業とした関係で、はからずも修復治療、歯内療法、口
腔外科といった幅広い症例を経験し、多くの波長の異
なるレーザーを知る機会を得た。
　時に 90 年代後半。歯科用レーザーの小型化、汎用
化が進み、一般の歯科医院にも広くレーザーが普及し
はじめたその一方で、「光を当てさえすれば何にでも
効く」万能機器であるかのように謳われ、その使用方
法に混乱が生じ始めていた時代でもあった。
　レーザーを安全かつ効果的に使用するためには、そ
の背景、すなわちレーザーが生体組織に引き起こす
様々な作用のメカニズムを理解する必要がある。各波

長のレーザーをひと通り扱ってきた私の頭の中でも、
「なぜ、レーザーで軟組織を切除した後や口内炎に
レーザーを照射したあとには痛みが少ないのか？」
「なぜ、組織に対するエネルギー吸収効率の高い、い
わゆる高出力レーザーである炭酸ガスレーザーや
Er：YAGレーザーでも、象牙質知覚過敏に効果が得ら
れるのか？」といった様々な疑問があった。
　その答えを見つけるため、1999 年より篠木毅、守
矢佳世子らと始めたのが、波長の異なる 4種類のレー
ザーを用いた照射実験である。卵白あるいはレバーと
いった身近にあるものでかつ熱影響を視覚的に捉え
られるものを用い、再現性が得られるまで実験を繰り
返した。その結果は、雑誌「歯界展望」誌上で、“各
種レーザーの特徴と用途を整理する”（2000 年）　シ
リーズ発表し、さらに工学分野から粟津邦男も加わり、
レーザーを理解するうえで必要な基礎知識など肉付
けし集大成として世に送り出したのが、「一からわか
るレーザー歯科治療」（医歯薬出版 2003 年）である。
　この本は、「レーザーを安全かつ効果的に応用する
ためには、まず何を理解したらよいか？」　というと
ころから出発した。そして、歯科で使用されている
レーザーを、「組織表面吸収型」と「組織透過型」の
二つに分け、その分類は波長に由来すること、またパ
ワー密度との組み合わせで疼痛緩和作用（麻酔作用）、
乾燥・凝固、蒸散・切開といった作用が生じることを
体系的にまとめることができた（図 1、2）。
　すなわち、小さなパワー密度においては、レーザー
は顎関節痛などの疼痛緩和に応用されるが、組織表面
吸収型の場合は表層からの熱伝導による作用が主体
であり、組織透過型では発痛部位へとレーザー光が深
達し、その緩和に作用していると考えられる。
　中等度のパワー密度は口内炎や象牙質知覚過敏症
などに用いられ、組織表面吸収型では、痂皮状の薄い
凝固層を患部表面に形成することにより外来刺激を
遮断し効果を挙げていると考えられ、他方、組織透過
型では、組織表面の乾燥とともに組織内部に到達する
エネルギーにより麻酔（知覚鈍麻）作用が生じ、それ
によって痛みが減弱すると考えられる。
　高パワー密度では、組織の蒸散・切開などレーザー
の外科的応用が主体となる。組織表面吸収型では、
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レーザーの生体組織に対するエネルギー吸収効率が
高いため、その熱作用は照射部位表層に集中する。そ
のため切開、蒸散能力が高い。一方組織透過型は波長
の性質上、照射部位周囲の熱変性範囲が広くなるため、
凝固能力に優れる。
　このように、レーザーを分類するにあたり、今では
当たり前のように使用されるようになった、「組織表
面吸収型レーザー」、「組織透過型レーザー」、という
用語であるが、外でもなく「一からわかるレーザー歯
科治療」の中で、波長とレーザーを直感的に結び付け
るべく創り出した言葉であった。そして、この本を
きっかけに 2004 年から 2008 年までの 4年間、東京歯
科大学保存修復学講座の平井義人教授（当時）のもと
で臨床研究を続ける機会を得た。レーザーを通じ、多
くの若手教室員や大学院生の指導に当たることがで
きたのは忘れ難い想い出である。
　現在、レーザー機器はさらに小型化し、伝送系や先
端チップなどに工夫が施され、各波長のレーザーそれ
ぞれに多種多様な照射モードが用意されている。特に
半導体レーザーの進化は目を見張るものがあり、また
最近、硬組織切削用レーザーとして、Er,�Cr：YSGG
レーザーが我が国でも認可され、さらに昨年、再発性

アフター性口内炎などの処置が保険収載されたこと
により、歯科におけるレーザー治療も次世代を迎えて
いると思われる。ただ残念ながら、いまだに少なから
ず聞こえてくるのが、レーザーの過剰照射と適応外照
射による事故である。
　事故を防ぐためには、症例に応じた照射条件が各
レーザー機器ごとに厳密に示されているので、その範
囲内で使用する限りはおよそ間違いないだろう。ただ、
その場合においても、いま使おうとしているレーザー
光が組織にどう作用するか、いきなり患部に照射する
のは論外である。臨床応用する前に少なくともレバー、
鶏肉、抜去歯などに照射してレーザーを実体験しその
波長特性を理解しておくことは非常に大切である。
　また、レーザーは有効な手段ではあっても、当然の
ことながら疾患に対し万能ではない。まずは疾患に対
する正しい診断が肝要である。それに対する標準的な
治療を踏まえたうえで、レーザーのもつ波長特性をど
う利用するか、照射条件は適切かを考察し、記録し、
術後経過からさらに検証していくという謙虚な姿勢
が望まれる。それは、レーザー機器がどんなに進歩し
ようとも、現在もまた 20 年前も同じことである。
（文中敬称略）
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2000 年－ 2002 年　JICA（国際協力事業団）専門家（スリランカ国派遣）
2004 年－ 2008 年　東京歯科大学歯科保存学第三講座講師
2012 年－　医療法人社団楓樹会理事長・棚田歯科医院院長
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Er：YAG レーザーによるラット頭蓋骨由来初代培養骨芽細胞様細胞の 
増殖と石灰化に対する効果

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），明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野 2）

○新見ひろみ 1），大杉勇人 1），片桐さやか 1），畑佐将宏 1），下平　剛 1），門倉弘志 2），横瀬敏志 2），岩田隆紀 1）， 
青木　章 1）

Effects of low-level Er：YAG laser irradiation on proliferation and calcification of primary 
osteoblast-like cells isolated from rat calvaria

Department of Periodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, 
Tokyo Japan1）,  

Division of Endodontic and Operative Dentistry, Department of Restorative and Biomaterials Sciences, School of  
Dentistry, Meikai University, Saitama, Japan2）

○ Hiromi Niimi1）, Yujin Ohsugi1）, Sayaka Katagiri1）, Masahiro Hatasa1）, Tsuyoshi Shimohira1）, Hiroshi Kadokura2）,  
Satoshi Yokose2）, Takanori Iwata1）, Akira Aoki1）

【目的】
　各種レーザーによる細胞への生物学的効果の報告は増えているが、Er：YAG レーザーによる骨芽細胞への影響
については報告が少ない。本研究の目的は、低出力 Er：YAG レーザー照射による初代培養骨芽細胞様細胞の増殖
と石灰化への影響を評価することである。

【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 A2019-098C3）。3-5 日齢の Wistar
ラットの頭蓋骨より分離した初代培養骨芽細胞様細胞を 35mm ディッシュで培養し、Er：YAG レーザー（DELight；
HOYA ConBio, Fremont, USA）を 2.2, 3.3, 4.3J/cm2 のエネルギー密度（20Hz, 照射距離 25cm）で照射した。照射
時の細胞表面温度を測定し、照射後の細胞増殖活性をフローサイトメトリーと CCK-8 アッセイで観察した（n＝6）。
照射後 7, 14, 21 日間骨分化誘導培地で培養した骨芽細胞様細胞の石灰化を Alizarin red S で染色し、染色面積を評
価、その後 Alizarin red S を溶解し吸光度を測定して比較した（n＝6）。照射後 3, 6, 12 時間、1, 3, 7, 14 日間骨分
化誘導培地で培養した細胞から RNA を抽出し、逆転写後、mRNA の発現を qPCR で比較した（n＝5－6）。3.3J/
cm2 で照射した細胞の照射 6 時間後の遺伝子発現をマイクロアレイで網羅的に解析し、得られた遺伝子発現を
Gene Set Enrichment Analysis（GSEA）にて評価した（n＝4）。

【結果】
　低出力 Er：YAG レーザー照射によって細胞表面温度は最大 4.6℃上昇したが、急激な上昇は認められなかった。
レーザー照射は、照射 1, 2, 3 日後のいずれの細胞増殖活性にも影響を及ぼさなかった。Alizarin red S 染色による
評価で、3.3J/cm2 での照射 7 日後に細胞外基質の石灰化が有意に増加していることが認められた。3.3J/cm2 での照
射 6 時間後に Bglap の発現が有意に亢進し、照射 3 日後には Runx2 の発現が有意に上昇していた。また、3.3J/
cm2 での照射 6 時間後には、マイクロアレイにより炎症関連遺伝子発現の亢進と Wisp2 の発現の有意な減少が明
らかになった。GSEA において 3.3J/cm2 で照射した細胞では、炎症と Notch signaling に関連する遺伝子群が亢進
していた。

【結論】
　低出力 Er：YAG レーザー照射は、Bglap と Notch signaling の遺伝子群の発現亢進を介して、初代培養骨芽細胞
様細胞の石灰化を促進することが示唆された。
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Er：YAG レーザー照射象牙質に最適なレジン接着システムの新規開発に関する研究 
―酸コンディショニングまたはプライミングを併用したレジン添加型グラスアイオノマー系ボンディング処理
が Er：YAG レーザーによる低出力照射象牙質におけるレジンの初期接着ならびに接着耐久性に及ぼす影響―

愛知学院大学歯学部保存修復学講座

○井上和穂，竹口あゆみ，水野綾香，掘江　卓，岸本崇史，佐久間恵子，丹羽由香理，中野健二郎， 
友田篤臣，冨士谷盛興

Development of an optimal adhesive system for Er：YAG lased dentin 
―Effects of resin-modified glass-ionomer bonding system incorporating acid-conditioning and/or priming on initial 
bond strength to Er：YAG laser-irradiated dentin at a low-output power and its durability after thermal loading―

Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Aichi Gakuin University

○ Kazuho Inoue, Ayumi Takeguchi, Ayaka Mizuno, Taku Horie, Takafumi Kishimoto, Keiko Sakuma, Yukari Niwa, 
Kenjiro Nakano, Shigetaka Tomoda, Morioki Fujitani

【緒言】Er：YAG レーザー照射象牙質において、臨床的に痛みの出ない程度の低出力照射面には変性層が生じ、市
販のレジン接着システムの安定した確実な接着は望めない。演者らは、このようなレーザー照射象牙質に適する接
着システムとしてレジン添加型グラスアイオノマー（RMGI）系ボンディング材に着目し、これまでに 10％クエ
ン酸＋2％塩化第 2 鉄水溶液による酸コンディショニングの後、4-MET および HEMA を主成分としたプライミン
グを併用することで、変性層が強化され RMGI 系ボンディング材の初期接着性が向上することを明らかにした（日
レ歯誌、2017）。ところが、変性層は残置されているため接着耐久性について検討する必要がある。本研究では、
前述の酸コンディショニングまたはプライミングを併用した RMGI 系接着システムが、Er：YAG レーザー照射象
牙質における初期接着強さ（24 時間後）、および 1 万回の熱サイクルによる温度負荷後のレジンの接着耐久性に及
ぼす影響について検討した。

【材料および方法】新鮮抜去ウシ前歯に象牙質平坦面（#600）を調製し、Er：YAG レーザー（Erwin AdvErL、モ
リタ）により低出力照射（50mJ/1pps）した。次いで、照射面および対照の非照射面に対し、10％クエン酸＋2％
塩化第 2 鉄水溶液（Fuji Lute Conditioner、ジーシー）で酸処理（Fe 群）、または酸処理/プライマー（4-MET＋
HEMA, Self-Conditioner、ジーシー）処理（Pr 群）した後、RMGI 系ボンディング材（Fuji Lining Bond LC、ジー
シー）を塗布し、レジン（Clearfil AP-X、クラレノリタケデンタル）を填塞した。24 時間水中浸漬後、ならびに
温度負荷（5℃⇔ 55℃、30s、1 万回）後の微小引張接着強さ（Tukey-Kramer の多重比較検定、α＝0.05, n＝12）
および破壊形態や接合界面の様相を検討した。

【結果】1．非照射象牙質において、歯面処理を施さなかった場合の RMGI の接着強さは約 12MPa であり、酸コンディ
ショニング（Fe 群）または酸コンディショニング後プライミング（Pr 群）を併用すると 23～26MPa の接着強さ
を示し、有意に高い初期接着強さが得られた。温度負荷をかけると、Pr 群は影響を被らなかったが、Fe 群の接着
強さは約 9MPa と有意に低かった。2．レーザー照射象牙質において歯面処理を併用しなかった場合の接着強さは
計測が不可能であった。また、Fe 群の接着強さは約 13MPa、Pr 群のそれは約 27MPa であり、Pr 群の方が有意に
高い接着強さを示し、非照射象牙質における Fe 群および Pr 群のそれらと同等であった。また、Fe 群、Pr 群とも
に温度負荷の影響は認められなかった。3．レーザー照射象牙質における Pr 群の初期の破壊形態は、ほとんどす
べての試片において RMGI 内凝集破壊が観察され、それらの試片のうち約 30％は界面破壊を伴っていた。また、
象牙質内凝集破壊を示した試片は約70％であり、いずれも変性層と正常象牙質との境界付近における破壊であった。
ところが温度負荷をかけると、界面破壊を示す試片が増加する傾向にあった。

【考察ならびに結論】10 ％クエン酸＋2 ％塩化第 2 鉄水溶液による酸コンディショニング後に 4-MET および
HEMA を主成分としたプライミングを施すことにより、モノマーの重合促進や変性層内コラーゲン線維の強化等
が図られ、その結果、（1）変性層はさらに強化され、（2）接着界面や変性層内部の歪みが緩和され、さらに（3）それ
らの機械的諸性質が RMGI 系ボンディング材とほぼ同化することにより、正常象牙質/変性層/RMGI 間の機械的
特性が近似することで接着性の向上に繋がったと推察された。以上のことから、Er：YAG レーザーによる低出力
照射象牙質において、10％クエン酸＋2％塩化第 2 鉄水溶液による酸コンディショニングの後、4-MET および
HEMA を主成分としたプライミングを併用した RMGI 系接着システムは、非照射象牙質の場合とほぼ同等の初期
接着性ならびに接着耐久性を発揮することが判明した。
　本研究に関して、開示すべき利益相反状態は無い。
　本研究の一部は、日本学術振興会科学研究補助金（基盤研究（Ｃ）、課題番号 19K10139）により行われた。
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Er：YAG レーザー照射にてメタルタトゥー除去を行った一症例
日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座

○村樫悦子，五十嵐（武内）寛子，沼部幸博

A case of removal on gingival metal tattoo using Er：YAG laser
Department of Periodontology, School of Life at Tokyo, The Nippon Dental University

○ Etsuko Murakashi, Hiroko Igarashi-Takeuchi and Yukihiro Numabe

【目的】
　歯肉のメタルタトゥーは、歯科材料としての重金属が局所に接触、または混入した場合に生じる歯肉の色素沈着
である。鋳造冠から溶出した金属イオンもしくは支台歯形成でメタルコアを切削する際、その切削片（金属片）が
歯肉に入り込むことが原因で、歯肉の審美障害の 1 つとなる。そこで、上顎前歯唇側歯肉部のメタルタトゥーを
Er：YAG レーザーにて可及的に除去し、審美障害の改善を行った症例を報告する。

【被験者と方法】
被験者：30 歳の男性
主訴：前歯の歯茎の黒ずみの改善
　2～3 年前に上顎右側側切歯部の補綴治療を受けたが、その後、歯肉に黒色色素（メタルタトゥー）沈着が生じ
審美障害を自覚したという。審美障害の改善目的に補綴治療を受けた歯科医院を受診、歯科用レーザーによる治療
について説明を受けるも、歯科医院にて対応ができないため、日本歯科大学附属病院総合診療科へ紹介、歯科用レー
ザーによるメタルタトゥー除去を目的に受診した。
　初診時の対応として、歯肉の黒ずみの原因が金属を使用した補綴物による金属イオンの溶出であることを説明、
ただし、処置によって歯肉退縮が生じる可能性も説明した。レーザーによる治療の了承を得た後、補綴治療を受け
た歯科医院にてメタルコア・前装冠除去、テンポラリークラウン仮着を依頼した。
　2 回目の来院時、歯周組織検査を行い、当該歯である上顎右側側切歯部のプロービング深さは平均 2mm、BOP
陽性だったので、プラークコントロールの徹底のため、口腔清掃指導および PTC を行った。
　4 回目の来院より、Er：YAG レーザーによる歯肉のメタルタトゥー除去を開始した。唇側歯肉に浸潤麻酔を行っ
た後、Er：YAG レーザー アーウィンアドヴェール（株式会社モリタ製作所、東京）、C400F もしくは C600F 石英チッ
プを用いて 40mJ、20pps 注水下にて防護ゴーグルを着用のもと、レーザー照射を行った。なお、メタルタトゥー
部分全体の歯肉を一気に照射するのではなく、歯肉表面へのダメージおよび過度の歯肉退縮を避けるために、数回
に分けて、局所的に歯肉へレーザー照射を行った。レーザー照射はすべて同一条件で照射し、全 5 回照射を行った。

【結果】
　初診時と比較し、上顎右側側切歯部歯肉において、わずかに歯肉退縮は生じたが、プロービング深さは変化する
こともなく、レーザー照射によってメタルタトゥーを除去した。

【考察・結論】
　本症例において、Er：YAG レーザー照射にてメタルタトゥーを除去する事により、わずかに歯肉退縮が認めら
れたが、術後の疼痛および違和感を患者に与えることなく、歯肉の審美障害の改善を行うことができた。メタルタ
トゥーの部位・大きさ・深さを留意し、照射部位に熱がこもらないように間歇的照射するなど、注意深くレーザー
照射行うことが重要である。
　以上より、本症例において Er：YAG レーザー照射は歯肉のメタルタトゥー除去に有効であることが示唆された。
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表面吸収型レーザーが硬組織に与える影響
鶴見大学歯周病学講座

〇長野孝俊，八島章博，白川　哲，五味一博

Effect of surface absorption laser on hard tissue
Department of Periodontology, Tsurumi University School of Dental Medicine

○ Takatoshi Nagano, Akihiro Yashima, Satoshi Shirakawa, Kazuhiro Gomi

【緒言】
　現在用いられているレーザーには、大きく分けて表面吸収型と組織透過型があり、それぞれの特徴に合わせて臨
床応用されている。この内、表面吸収型レーザーであるエルビウム YAG（Er：YAG）レーザーは、硬組織切削可
能なレーザーとして保険適応もされている。Er：YAG レーザーは注水下において歯牙切削を行うが、これまで注
水下での照射ができなかった CO2 レーザーにおいても、注水下で照射できる機種が最近になり発売された。
　さらに、Er：YAG レーザーと性質の近いエルビウム・クロミウム：YSGG（Er・Cr：YSGG）レーザー（波長 2,780nm）
が今年 4 月に厚労省より医療機器として正式に認可され、その特徴として、最大パワー10W の高出力照射が可能
なこと、レーザー光の出力エネルギーが 0-600mJ であること、多彩なチップにより多くの臨床症例に対応してい
ることなどが挙げられる。また、送り出す空気と水量の比率も調整できるという利点もある。
　そこで今回、我々は注水下で使用できるこれらの表面吸収型レーザーを歯牙表面に応用した際、どの様な影響を
与えるかについて、走査型電子顕微鏡（SEM）を用いて形態学的に評価を行った。

【材料および方法】
　今回用いた表面吸収型レーザーは Er：YAG レーザーとしてモリタ社製 Erwin AdvErL Evo、CO2 レーザーとし
てヨシダ社製オペレーザー NEOS、そして ErCr：YSGG レーザーとして Biolase 社製 Waterlase iPlus の 3 機種を
用いた。これらはいずれも注水下でのレーザー照射が可能である。
　試料として水中下にて保管したヒト抜去永久歯を用いた。Er：YAG レーザーは C800F チップを用いエナメル質
には出力 250mJ、10PPS、象牙質には出力 150mJ、10PPS の条件で照射を行った。CO2 レーザーではエナメル質に
は出力 2.5W、象牙質には出力 1.5W、ErCr：YSGG レーザーでは MZ8 チップを用い、エナメル質には出力 2.5W、
象牙質には出力 1.5W で照射を行った。レーザー照射は、エナメル質と象牙質に注水下で 2 秒間照射を行った。照
射後は SEM を用いて観察を行った。

【結果および考察】
　エナメル質への影響：Er：YAG レーザーおよび ErCr：YSGG レーザーにおいて、照射部位に陥凹した半球状クレー
ターが生じ歯の切削が認められた。CO2 レーザーでは、照射部に歯質の欠損は認められなかった。
　象牙質への影響：Er：YAG レーザーおよび ErCr：YSGG レーザーにおいて、照射部位で歯質の欠損が認められ
たが、エナメル質に比較すると若干少ない傾向があった。また、照射部位においてコラーゲン線維が露出しており、
スメア層などは認めらなかった。CO2 レーザーではほとんど変化を認めなかった。
　以上の結果より、Er：YAG レーザーおよび ErCr：YSGG レーザーはほぼ同等の硬組織切削能を有すると考えら
れた。一方、CO2 レーザーでは注水下において炭化層などを認めず、熱影響は少ないと考えられた。

【結論】
　ErCr：YSGG レーザー、Er：YAG レーザーは同程度の硬組織切削能を有することが分かった。また、CO2 レーザー
を注水下で使用することにより、熱刺激の影響が抑制されることが確認された。
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Er,Cr：YSGG レーザー照射歯質に対するコンポジットレジンの接着強さ
大阪歯科大学歯科保存学講座

○王　翔宇，岩田有弘，保尾謙三，吉川一志，山本一世

Study on tensile bond strength of composite resin  
for dental hard tissues irradiated by Er, Cr：YSGG laser

Department of Operative Dentistry, Osaka Dental University

○ WANG Xiangyu, IWATA Naohiro, YASUO Kenzo, YOSHIKAWA Kazushi, YAMAMOTO Kazuyo

【目的】
　歯の切削をはじめとして保存修復治療への歯科用レーザーの応用に関する研究が、国内外で数多く報告されてい
る。レーザー切削は無痛切削が可能なため、平成 20 年 4 月より歯科医療保険にも収載された。しかし歯の切削が
可能とされている歯科用レーザーで、国内で認可されたもの（Er：YAG レーザー）は、エアタービンと比較して
歯の切削効率がかなり低いので、広く利用されているとはいえない。一方、国外で開発された Er, Cr：YSGG レーザー
は、ハイドロフォトンを利用することにより高い切削効率が期待でき、2020 年日本で医療機器として承認された。
今回、我々は Er, Cr：YSGG レーザー照射後のエナメル質、象牙質に対する 1 ボトル 1 ステップボンディングシス
テムの接着試験を行ったので報告する。

【材料および方法】
　1 ボトル 1 ステップボンディングシステムとして、G-BOND PLUS（GC、以下 GP）、AdperTM EASY BOND（3M、
以下 EB）、BeautiBond（松風、以下 BB）を使用した。光重合型コンポジットレジンとして、CLEARFILⓇAP-X

（クラレメディカル）を使用した。被験歯として牛歯を用い、唇面エナメル質と象牙質をそれぞれモデルトリマー
にて面出しし、耐水紙＃600 まで研磨を行った後、レーザー照射（レーザー照射群）、非照射（コントロール群）
の接着強さを計測した。レーザー照射にはムービングステージを用い、試料を 2.5mm/sec で移動させ、6mm×
6mm の範囲に均一に照射した。製造業者指定の方法にて接着操作を行い、各試料の被着面の接着面積は直径 3mm
に規定した。接着後 37℃水中に 24 時間保管し、万能試験機 IM-20（INTESCO）を用い、クロスヘッドスピード
0.3mm/min にて引張強さの測定を行い、その後破断面の SEM 観察を行った。なお、測定結果は一元配置分散処
理および Tukey の検定により統計処理を行った（P＜0.01）。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】
　接着試験の結果、エナメル質について、GP のコントロール群の接着強さは 9.7±1.7、レーザー照射群は 9.9±2.2
であった。EB のコントロール群の接着強さは 9.3±2.9、レーザー照射群は 9.6±2.5 であった。GP、EB ともレーザー
照射群とコントロール群との間に有意な差は認められなかった。Er, Cr：YSGG レーザー照射エナメル質において、
今回、実験に使用した 1 ボトル 1 ステップボンディングシステムは良好な接着を得られることが認められた。
　一方、象牙質について、GP のコントロール群の接着強さは 14.6±1.2、レーザー照射群は 8.2±1.2 であった。EB
のコントロール群の接着強さは 18.9±1.0、レーザー照射群は 8.4±1.4 であった。GP、EB ともレーザー照射群とコ
ントロール群との間に有意差が認められた。Er, Cr：YSGG レーザー照射象牙質において、今回、実験に使用した 1
ボトル 1 ステップボンディングシステムはその接着性に問題があることが認められた。我々は第 129 回日本歯科保
存学会で発表を行い、Waterlase 照射歯質の形態学的観察において、照射面に多くのクラックが観察されるなどの
特徴を確認しており、象牙質への接着強さの回復に検討が必要あると考えられる。

【結論】
　Er, Cr：YSGG レーザー照射後のエナメル質への接着強さは良好であるが、象牙質への接着強さは問題があり、
接着強さの回復に検討が必要であることが示唆された。
　【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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口腔底に生じた唾石への炭酸ガスレーザーの応用
（医）大浦歯科クリニック

〇杉原明通，杉原礼佳，奥竜太郎，大浦教一

Clinical application of CO2 laser to a case of sialolith in the duct of submandiblar grand
Oura Dental Office

○ Akimichi Sugihara, Ayaka Sugihara, Ryutaro Oku, Kyoichi Oura

【緒言】
　唾石は唾液腺または導管内において剥離上皮細胞、異物、細菌などの周囲に無機質が沈着することによって生じ
る石灰化結石である。唾石は、大唾液腺と小唾液腺どちらにも生じるが大唾液腺、特に顎下腺由来に発生する頻度
が高く 80～90％を占めている。本症例では、口腔底に生じた唾石に対して炭酸ガスレーザーを応用して摘出し、
良好な経過を得たので報告する。

【使用機器】
　炭酸ガスレーザー（オペレーザー neos、吉田製作所製）

【症例】
　69 歳男性。口腔底のしこりを主訴に当院を受診された。2～3 年前より右側舌下部口腔底にしこりを認めていた
が放置していた。顔面は左右対称で、右側顎下腺の腫脹、疼痛、唾疝痛は認めなかった。口腔内所見として下顎右
側 345 舌側口腔底に凹凸不整形の石様の腫瘤を認め、同部位は正常粘膜で被覆されていた。パノラマエックス線撮
影と CT 撮影を行い、導管内に石灰化物を確認した。以上のことより右側口腔底唾石症と診断し炭酸ガスレーザー
を応用した摘出術を行った。
　炭酸ガスレーザー（出力 1.0W 照射モード SP1 REP 照射/休止 5/30　Air ON　Water OFF）で唾石の位置が明
確になるよう周囲のマーキングを行った。その後、浸潤麻酔を行い炭酸ガスレーザー（出力 10.0W 照射モード
CW　Air ON　Water ON）で導管の切開を行い、唾石を一塊で摘出した。その際、気腫を発生させないようにエアー
量を減らした状態で行った。摘出した唾石は 13mm×7mm×5mm であった。摘出後、1 針縫合し、炭酸ガスレーザー

（出力 0.7W 照射モード SP1 CONT　Air ON　Water OFF）で術後照射を行い、処置を終了した。術後経過は良
好で腫脹、疼痛は認めず、1 年 6 か月経過した現在再発は認めない。

【考察】
　近年、耳鼻科では唾石の除去に、内視鏡を使用する治療方法が報告されている。この方法は、5mm 程度までの
唾石を全身麻酔下で導管内に内視鏡を挿入し摘出する方法であるが、今回唾石が大きくこの治療法は選択しなかっ
た。 
　通法の唾石の摘出術ではメスを用いて行うため術野の出血があるが、炭酸ガスレーザーを使用したため出血がほ
とんどなく、術中の出血の抑制ができたことで治療時間の短縮につながった。また、炭酸ガスレーザーは低出力照
射による創傷治癒促進、組織再生効果が報告されている。
　本症例では炭酸ガスレーザーを使用することで術中の出血が少なく術後疼痛も抑制でき、術後の速い治癒も促す
ことができたと考えられる。
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High-Intensity Laser Therapy および Photobiomodulation Therapy を併用した 
ソケットプリザベーション効果の組織学的検証

大阪歯科大学高齢者歯科学講座 1），大阪歯科大学歯科麻酔学講座 2），福岡歯科医院 3），Bees Dental Office4）

○大郷友規 1），大郷英里奈 2），福岡宏士 3），石川昌嗣 4），高橋一也 1）

Histological analysis of socket preservation effect using High-Intensity Laser Therapy  
combined with Photobiomodulation Therapy.

Department of Geriatric, Osaka Dental University1）, Department of Anesthesiology, Osaka Dental University2） 
Fukuoka Dental Clinic3）, Bees Dental Office4）

○ Yuki Daigo1）, Erina Daigo2）, Hiroshi Fukuoka3）, Masatsugu Ishikawa4）, Kazuya Takahashi1）

【目的】抜歯創の治癒期間の短縮を図りつつ、歯槽骨頂の高さを可及的に温存するというソケットプリザベーショ
ンの考え方がある。近年、良好なソケットプリザベーションに導くために必須とされるのが抜歯窩壁からの十分な
血液供給と確実な血液保持である。これを可能にしたのが抜歯後のレーザー照射である。これにより抜歯窩内の血
液保持と創傷治癒促進効果が期待でき、さらに歯槽骨の吸収が最小になるという臨床報告がある。2009 年に米国
食品医薬品局において策定された歯科治療時のレーザーの使用法の指針の中に炭酸ガスレーザーと半導体レーザー
による“抜歯窩内の血液凝固”への治療を推奨している。しかし、両レーザー装置ともに基礎的研究においては抜
歯後の創傷治癒を促進することは報告されているが、歯槽骨頂の高さの温存に関する報告は全くない。そのため、
効果に対して懐疑的な意見が非常に多かった。本研究の目的はラットの第一臼歯の抜歯後に半導体および炭酸ガス
レーザーによる照射を行い、創傷治癒の促進および歯槽骨頂の高さの温存といったソケットプリザベーション効果
を解明するために病理組織学的および形態計測学的に検証を行った。

【材料と方法】＜実験動物＞生後 5 週齢の Wistar 系雄性ラットを用いた。ラットは対照群としてレーザー非照射群
（Control 群）、実験群として半導体レーザーによる処置を行った群（Diode 群）、炭酸ガスレーザーによる処置を行っ
た群（CO2 群）の 3 群とした。また、Diode 群および CO2 群をまとめて表現する場合はレーザー群とする。＜観
察期間＞抜歯後 3、7、10 および 21 日後とした。＜実験方法＞ペントバルビタールナトリウム麻酔薬を腹腔内投与
後、ラット上顎左側第一臼歯の抜去を行った。抜歯直後、Control 群は乾綿球にて圧迫止血を行い、レーザー群で
は圧迫止血を行わずに High-Intensity Laser Therapy（HILT）による血液凝固と血餅の脱落防止を行った。抜歯
翌日には麻酔下にて 3 群ともに消毒を行い、さらにレーザー群では組織賦活化を期待した Photobiomodulation 
Therapy（PBMT）を行った。＜レーザー装置および照射条件＞半導体レーザーは iLase（波長 940nm、Biolase
社製）を使用した。HILT；抜歯窩表層の血液にレーザーチップを接触させ照射した（1.0W、連続波、27 秒間、
27J）、PBMT；抜歯窩表層の痂皮にレーザーチップを僅かに接触させて照射した（0.3W、CP-1mode、7 秒間、0.7J）。
炭酸ガスレーザーは PanalasCO5Σ（パナソニック四国エレクトロニクス社製）を使用した。HILT；抜歯窩表層
の血液にレーザーチップを非接触にて照射した（1.0W、連続波、30 秒間、27J）、PBMT；抜歯窩表層の痂皮にレー
ザーチップを僅かに接触させて照射した（1.0W、Σ-mode、15 秒間、0.7J）。＜解析方法＞病理組織標本を作製し、
第一臼歯の遠心根抜歯窩を対象に病理組織学的検証および形態計測学的解析（3 日目に破骨細胞数、7 日目に新生
骨骨量計測、21 日目に歯槽骨頂高さの計測）を行った。

【結果および考察】抜歯後 3 日目；Diode 群では他の 2 群と比較して抜歯窩壁周囲から器質化が治癒早期で確認で
きた。破骨細胞の出現において、Control 群（8.737±1.601）と比較して CO2 群（12.783±2.901）（p＜0.01）では抜
歯窩浅層～中層にかけて多くの発現を認めた。抜歯後 7、10 日目；抜歯窩内の新生骨において、Control 群では破
骨細胞および骨芽細胞が混在し、またこれまでの報告のように抜歯窩底部からわずかに新生骨形成を認める程度で
あったのに対して、CO2 群では破骨細胞の多数の出現部位と合致した架橋状の新生骨形成を呈し、また Diode 群
では抜歯窩内の 2/3 以上を満たす新生骨形成を呈した。抜歯後 21 日目；Control 群では抜歯窩の歯槽骨頂中央部
は大きな陥凹と高さの低下を認めたのに対して、レーザー群では抜歯窩歯槽骨頂の陥凹はほとんどなく平坦を呈し
た。その結果、Control 群（0.652±0.079）と比較して歯槽骨頂の高さが有意に高く維持できた（CO2 群；0.766±0.039、
Diode 群；0.798±0.036）（p＜0.01）。以上より、抜歯後のレーザー照射により創傷治癒が促進し、さらに歯槽骨頂
の高さを温存できるというソケットプリザベーション効果が期待できることが示唆された。
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半導体レーザー照射はラット骨髄細胞由来骨原生細胞の分化・増殖に影響する
明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野

○磯　英介，山崎崇秀，横瀬敏志

The effects of Diode Laser Irradiation on Differentiation and Proliferation of  
Osteogenicprogenitor Cells Isolated from Bone Marrow of Rats.

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

○ Eisuke Iso, Takahide Yamazaki, Satoshi Yokose

【目的】
　本研究は、ラット大腿骨骨髄由来細胞に対し半導体レーザーの照射を行い、骨芽細胞への分化、増殖にどのよう
な影響を及ぼすのかを調べることを目的とした。

【材料と方法】
　本実験は明海大学動物実験倫理委員会の承認（A2020）を得て行った。8 週齢雌性 SD ラットを無痛下にて屠殺
を行い、無菌的に大腿骨を採取した。大腿骨骨端部を骨鉗子にて切離し、注射針 20G を骨髄腔内に挿入しながら
PBS（－）緩衝液で骨髄腔内を flash out した。続いてメッシュフィルターを用いて細胞のみを抽出し、遠心後に 3％
酢酸溶液にて骨髄細胞数を調整した。調整した有核細胞数を 4×106 個の割合で培養プレートに播種し、α-MEM
培養液を用い培養した。播種後直ちに半導体レーザー（OPELASER filio）を用いて 1 回の照射を行った。照射条
件は、照射距離 5cm（ウェル表面からレーザー照射口までの距離）、照射出力を 5W、照射時間を 10 秒および 30
秒とし、単位面積あたりのエネルギー量を 8.13J/cm2 および 24.39J/cm2 と設定した。なお、レーザー未照射群を対
照群とした。培養 7 日目に浮遊細胞を除去しながら初めて培養液を交換し、14 日目の培養終了までに加えて 2 回
培養液を交換した。14 日目に各ウェルの総 CFU-F コロニー数、ALP 陽性コロニー数の検索を行った。また、培
養細胞から mRNA を抽出し、Real-time PCR にて骨系細胞マーカーである ALP、Col-1、BGP、増殖マーカーで
ある Ki67 の mRNA について検索を行った。

【結果】
　ALP 陽性コロニー数は対称群と比較して、50J 群で有意に増加しており、総 CFU-F コロニー数は 150J 群が最
も多かったが、ALP 陽性コロニー数の割合は 50J 群で有意差が認められた。Real-time PCR では、対称群と比較
して 50J 群で ALP、Col-1 mRNA 量が有意に増加していた。

【考察】
　ラット大腿骨骨髄由来細胞に対して半導体レーザーを照射することにより、細胞の増殖および骨芽細胞様細胞へ
の分化を有意に促進することが示された。

【結論】
　半導体レーザー照射は、ラット大腿骨骨髄由来細胞の増殖および骨芽細胞様細胞への分化を促進する。
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半導体レーザー照射による歯髄閾値への影響
鶴見大学歯学部総合歯科 2 1），鶴見大学公共医科学研究センター2），鶴見大学短期大学部衛生科 3）

○山口博康 1, 2），小林一行 3），中道　匠 1），吉田　凌 1）

Effect of semiconductor laser irradiation for pulpal threshold.
Department of General Dentistry and Clinical Education Tsurumi University School of Dental Medicine1） 

Kohkyo-ikagaku-kenkyu Center, Tsurumi University2） 
Department of Dental Hygiene, Tsurumi Junior College3）

○ YAMAGUCHI Hiroyasu1, 2）, KOBAYASHI Kazuyuki3）, NAKAMICHI Takumi1）, YOSHIDA Ryo1）

【緒言】
　現在までに我々は組織透過性レーザーの歯髄血流量への影響について報告 1, 2）してきた。
　その結果、オトガイ部への照射により反対側の血流量の上昇を確認した。また、三叉神経の上顎神経の経穴であ
る左迎香への Nd：YAG レーザー照射による右側犬歯の血流量の変化 3）についても検討を行った。さらに我々は、
顎関節症に用いる下関（上顎神経、顔面神経関連）に Nd：YAG レーザー照射を行い、その深部にある鼓索神経は
舌前方 2/3 の味覚を司るが味覚に影響を与えていないことを報告 4）した。
　今回我々はオトガイ上部の経穴に半導体レーザーを照射し下顎犬歯の歯髄の痛覚閾値の変化について検索した。

【材料と方法】
　被験者は健康な成人男性 5 名、25.2±1.3（Ave±SD）歳の右下顎犬歯を被験歯とした。オトガイ上部の経穴の
検出（良導絡測定）にはトロメーター（IW-ZEN 東京）を用い下顎犬歯根尖相当部の皮膚の阿是穴とした。レーザー
照射術前後の歯髄の痛覚閾値については痛覚計（UDH-104、ユニークメディカル社製、東京）を用い 3 回計測した。
歯科用半導体レーザー S Laser（昭和薬品化工）を 2w・30 秒・3 回・非接触 3mm から経穴に対してスウイーピン
グモーションで照射した。鶴見大学歯学部倫理審査委員会承認（1232）

【結果】
　歯髄の痛覚閾値は術前で 46.39±5.02℃を、術後では 53.13±4.36℃を示し、有意な閾値の上昇が認められた（Wil-
coxon signed-ranks test p＜0.01）。

【考察】
　本研究では良導絡測定により下顎の犬歯根尖周囲の経穴を検出したところ WHO の国際基準に無い（阿是穴）経
穴を検出することが可能となった。これは下顎神経の分布領域では正中の承漿から大臼歯部大迎まで WHO の国際
基準では経穴が認められない。そこで、この経穴に半導体レーザー照射による影響について検索したところ、右下
顎犬歯の閾値が有意に上昇した。このことより、根尖周囲の半導体レーザー照射により麻酔効果が得られる可能性
が示唆された。皇帝内経素問、霊枢等のような中国古典医学書では、この領域の記載が無いため、今後、下顎小臼
歯、大臼歯の経穴を検出し半導体レーザー照射による閾値の変化についてさらに検索する予定である。
文献：
1） 斉藤まり，ら：オトガイ部における Nd：YAG レーザー照射によるヒト歯髄血流量および歯髄温度感覚閾値へ

の影響．日本レーザー歯学会雑誌 2014；25：140-147．
2） 山口博康，ら：迎香への Nd：YAG レーザー照射によるヒト歯髄血流量の影響．日本レーザー歯学会誌 2008；

19：125-129.
3） 大塚実千代，ら：半導体レーザー照射の歯髄温度感覚閾値への影響と象牙質知覚過敏症への効果．日本レーザー

歯学会雑誌 2010；21：89-94.
4） Hiroyasu Yamaguchi, et al：Effect of Nd：YAG laser irradiation to the temporomandibular joint on taste 

threshold. J of Dental Sciences. now printing 2020.
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黄緑色 LED を使用した新しい aPDT の抗菌効果
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）

○北中祐太郎 1），竹内康雄 1），平塚浩一 2），岩田隆紀 1），青木　章 1）

Antimicrobial Effect of New aPDT System Using Yellow-Green LED
Department of Periodontology, Tokyo Medical and Dental University（TMDU）1） 

Department of Biochemistry and Molecular Biology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo2）

○ Yutaro Kitanaka1）, Yasuo Takeuchi1）, Koichi Hiratsuka2）, Takanori Iwata1）, Akira Aoki1）

【目的】近年、レーザーや Light Emitting Diode（LED）などの光と、色素を併用した抗菌的光線力学療法（antimi-
crobial photodynamic therapy；aPDT）が歯周病やインプラント周囲疾患、感染根管治療などに応用されている。
我々はこれまでに、青色 LED（BL；470nm）とローズベンガル（RB）を用いた aPDT が、Porphyromonas gingi︲
valis（Pg）に対して殺菌効果があることを報告した。一方、RB の最大吸収波長帯は約 550nm であることから、
本研究では、これに近似した黄緑色の LED（YGL；565nm）と RB を組み合わせた新規の aPDT の Pg に対する
抗菌性について検証した。

【材料および方法】Pg 懸濁液（100µL）に濃度の異なる RB（20µL；最終濃度 0.4, 0.8, 1.6µg/mL）を加え、1 分間
静置後、YGL または BL を 20 秒照射した。これを血液寒天培地に播種し一週間後にコロニー数を測定した。Posi-
tive Control はクロルヘキシジン（CHG）（最終濃度 0.2％）とし、効果の比較を行った。また Pg 懸濁液に aPDT
処置を行い、その後の濁度（OD600nm）を経時的に測定することで細菌の増殖能を調べた。処置後 3、12 時間の細
菌から RNA を抽出し、RNA Integrity Number（RIN）の測定および細菌の増殖に関連する遺伝子群の発現変化
を real-time PCR 法を用いて調べた。菌体の形態変化は走査型電子顕微鏡（SEM）により観察した。aPDT の歯
肉への影響は、歯肉線維芽細胞（HGF-1）への影響を WST-8 assay により評価した。

【結果】RB（最終濃度 1.6µg/mL）と YGL（20 秒照射、8.56J/cm2）による aPDT では、非処置群（Negative Con-
trol）と比較し有意に高い殺菌効果を示した（p＜0.001）。RB＋YGL は RB＋BL と比較して RB の濃度依存的に高
い抗菌効果を示した。RB＋YGL による処置により、細菌の濁度は 6 時間後までは急速に減少し、その後 24 時間
まで緩やかな減少が続いた。一方で RB＋BL では処置後に一時的な濁度の低下が確認されたものの、その後、増
加に転じプラトーに達した。RB＋YGL による aPDT は、CHG を作用させた場合と比較してもその抗菌効果が高く、
SEM による観察では CHG と比較してより大きな細菌の形態変化が観察された。また RB＋YGL による aPDT 処
置後、時間の経過とともに RIN 値は徐々に低下した。遺伝子発現を調べてみると、DNA 複製関連遺伝子である
dnaA、dnaB、dnaE、dnaG、recA、polA はどれも RB＋YGL 処置において 3 時間後は非処理群と比較して発現量
が増加していたが、12 時間後では減少していた。細胞分裂の関連遺伝子である ftsH と ftsZ も DNA 複製関連遺伝
子と同様の発現パターンを示した。一方、細胞分裂の阻害に関与する sulA は 3 時間後で同様に増加するものの、
12 時間後においても発現量は非処理群とほぼ同程度であった。また aPDT（RB＋YGL）の細胞傷害性に関しては、
HGF-1 の細胞活性を低下させるものの、CHG と比較して細胞傷害性は有意に小さかった（p＜0.05）。

【結論】波長 565nm の黄緑色 LED とローズベンガルを組み合わせた新規 aPDT は、Pg に対して高い殺菌効果を
有することが示唆された。
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抗菌的光線力学療法の有機質分解能と歯根面への影響
鶴見大学歯学部歯周病学講座

○白川　哲，八島章博，長野孝俊，五味一博

Effects of antibacterial photodynamic therapy on organic resolution and root surface.
Department of Periodontology, Tsurumi University School of Dental Medicine

○ Satoshi Shirakawa, Akihiro Yashima, Takatoshi Nagano, Kazuhiro Gomi

【目的】
　a-PDT（抗菌的光線力学療法）では耐性菌出現などの問題がないことから SRP などの治療と併用し、治療効果
を上げるために多くの研究が進められてきた。慢性歯周炎に対して SRP に a-PDT を併用した報告では、SRP 単
独で行った場合と比較して臨床パラメーターの改善が有意に認められた論文が多く発表されている。またこれらの
研究と合わせて a-PDT の抗菌性や炎症性のサイトカインへの影響についても調べられている。報告によると
a-PDT により歯周病原菌数が有意に減少すること、グラム陰性菌（Escherichia coli 055-B5）の LPS やプロテアー
ゼ活性を低下させることが明らかになっている。このように a-PDT には殺菌作用だけでなく根面に付着した細菌
由来の有害物質の不活性化も期待できると考えられる。しかしながら a-PDT が直接的に LPS のような起炎物質を
減少あるいは不活性化するかについて示した研究は少ない。
　そこで今回我々は、in vitro で a-PDT の歯周病原細菌、う蝕病原細菌、難治性根管内細菌に対する抗菌性を評
価した。さらに a-PDT が一般的なタンパクであるアルブミンあるいは LPS のような有機質を減少させるかを検討
した。また歯周病に罹患して抜歯した歯を用いて a-PDT が歯根面に与える影響についても位相差電子顕微鏡を用
いて形態学的に観察した。

【材料および方法】
　a-PDT として FotoSan630® とトルイジンブルーを用い実験を行った。歯根面に a-PDT を作用後、位相差電子
顕微鏡により根面の形態観察を行った。またアルブミンおよび LPS に a-PDT を作用させ、それぞれ電気泳動と
BCA Protein Assay, Chromogenic LAL Endotoxin Assay を用いて分解能を調べた。さらに Porphyromonas gin︲
givalis, Streptcoccus mutans, Entercoccus faecalis に対する抗菌活性の測定は、細菌培養後コロニー形成を評価し
て行った。

【結果および結論】
　a-PDT 作用後の根面は傷害を受けることなくコントロールと比較して正常な状態を呈していた。アルブミンは
a-PDT 照射 1 分後から有意な減少が認められ LPS では照射 5 分後で有意な減少を認めた。抗菌試験では P. gingi︲
valis では 50 秒、E. faecalis は 120 秒、S. mutans は 100 秒でほぼ検出限界以下まで細菌を抑制し強い抗菌作用を
示した。
　a-PDT は種々の細菌に対して抗菌性を示すが、菌種により感受性が異なることが示された。また、タンパク質
や LPS の分解能を有し、根面を傷害することなく正常な根面を形成できることが示された。

P-11
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P-1 
Er:YAG レーザーによるラット頭蓋骨由来初代培養 

骨芽細胞様細胞の増殖と石灰化に対する効果 
新見 ひろみ 1), 大杉 勇人 1), 片桐 さやか 1), 土谷 洋輔 1), 畑佐 将宏 1),  

下平 剛 1), 門倉 弘志 2), 横瀬 敏志 2), 岩田 隆紀 1), 青木 章 1) 

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 
2) 明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野 

 
Effects of low-level Er:YAG laser irradiation on proliferation and calcification of primary 

osteoblast-like cells isolated from rat calvaria 
Hiromi Niimi1), Yujin Ohsugi1), Sayaka Katagiri1), Yosuke Tsuchiya 1),  

Masahiro Hatasa1), Tsuyoshi Shimohira1, Hiroshi Kadokura2), Satoshi Yokose2),  
Takanori Iwata1), Akira Aoki1) 

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

2) Division of Endodontic and Operative Dentistry, Department of Restorative and 
Biomaterials Sciences, School of Dentistry, Meikai University 

 
 

緒  言 

各種レーザーによる細胞への生物学的効果の報

告は増えている 1)。なかでも骨再生に重要な骨芽細

胞に対し、半導体レーザー、Nd:YAG レーザー、He-Ne

レーザーによる効果は多く報告されているが 2-4)、

Er:YAG レーザーの報告は未だ少ない。 

目  的 

本研究の目的は、低出力Er:YAGレーザー照射に

よる初代培養骨芽細胞様細胞の増殖と石灰化への

影響を評価することである。 

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A2019-098C3)。3-5日齢

の Wistar ラットの頭蓋骨より分離した初代培養骨芽細

胞様細胞を 35 mm ディッシュで培養し、Er:YAG レー

ザー (DELight; HOYA ConBio, Fremont, USA)を 2.2, 
3.3, 4.3 J/cm2のエネルギー密度 (20 Hz, 照射距離 25 
cm, 照射時間 60 秒)で照射した。照射時の細胞表面

温度を測定し、照射後の細胞増殖活性をフローサイト

メトリーと CCK-8 アッセイで観察した (n = 6)。照射後

7, 14, 21 日間骨分化誘導培地で培養した骨芽細胞様

細胞の石灰化を Alizarin red S で染色し、染色面積を

評価、その後 Alizarin red S を溶解し吸光度を測定し

て比較した (n = 6)。照射後 3, 6, 12 時間、1, 3, 7, 14
日間骨分化誘導培地で培養した細胞から RNA を抽

出し、逆転写後、mRNA の発現を qPCR で比較した 
(n = 5−6)。3.3 J/cm2で照射した細胞の照射 6 時間後

の遺伝子発現をマイクロアレイで網羅的に解析し、得

られた遺伝子発現を Gene Set Enrichment Analysis 
(GSEA)にて評価した (n = 4)。 

解析は JMP v.9 software (SAS Institute Inc.)で Steel
検定を用いた。結果は全て平均値±SE で示した。 

結果と考察 

 Er:YAG レーザー照射による急激な温度上昇は見

られなかった (図 1)。CCK-8 アッセイにて照射 1-3 日

後の細胞増殖活性変化は見られず (図 2)、フローサ

イトメトリーにて照射 1 日後の細胞増殖活性に変化は

なかった (図 3)。照射後骨分化誘導培地で培養した

骨芽細胞様細胞の石灰化は、7 日後のみ 3.3J/cm2 照

射群で有意な上昇を認め(図 4, ** p < 0.01)、14, 21
日後は有意差がなかった。 

 
図 1. 照射時と照射後の細胞表面温度

 
図 2. CCK-8 アッセイによる増殖活性評価 
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図3. フローサイトメトリーによる増殖活性評価 

 

 

 
図 4. レーザー照射 7 日後の石灰化 

 
qPCR により、3.3 J/cm2 照射群は照射6 時間後にオ

ステオカルシン遺伝子 Bglap の発現が有意に亢進し、

ヒートショックプロテイン関連遺伝子 Hspa1a の発現に

有意な上昇はないことが明らかになった (図 5, * p < 
0.05, ** p < 0.01)。照射後 3, 12 時間、1, 3, 7, 14 日

後の発現に有意差はなかった。 

3.3 J/cm2の照射でBglapの発現が有意に亢進した

ことと石灰化が有意に促進したことには関連があ

ると考えられる。また、急激な温度上昇もなく、

Hspa1a 発現も有意に上昇しなかったことから、熱

の影響はほとんどなかったと考えられる。 

 
図 5. レーザー照射 6 時間後の遺伝子発現 

 
3.3 J/cm2照射群の照射 6 時間後、炎症関連遺伝子

(Il1rl1, Cxcl1, Cxcl3, Mmp3)の発現が亢進し、Wisp2
の抑制傾向がみられた (図 6,7, ** p < 0.01)。Wisp2 
は knockdown により骨芽細胞の Bglap 発現亢進が

過去に報告されている 5)。GSEA において、Notch 
signaling gene set が亢進していた (図 8)。 

 
図 6. マイクロアレイ解析後検証 qPCR の結果 

 
図 7. マイクロアレイ解析結果のヒートマップ 

 
図 8. Gene Set Enrichment Analysis の結果 

3.3 J/cm2照射群では熱影響がなかったため、照射6
時間後の炎症関連遺伝子の発現亢進は、レーザー光

による機械的作用が寄与した可能性がある。骨芽細胞

の骨分化を促進する Notch signaling gene set 6)亢進

により細胞外基質石灰化が促進されたと考えられる。 

結  論 

低出力 Er:YAG レーザー照射は、急激な温度上昇

はなく細胞増殖活性には影響を与えなかったが、

Bglap の発現亢進と Notch signaling gene set の亢進を

介して初代培養骨芽細胞様細胞の石灰化を促進する

ことが示唆された。 

参考文献 
1) AlGhamdi KM, Kumar A, and Moussa NA: Low-level laser 

therapy: a useful technique for enhancing the proliferation 
of various cultured cells. Lasers Med. Sci. 27, 237-249, 
2012. 

2) 三上理沙子, 水谷幸嗣, 青木章, 他:歯科領域におけ

る半導体レーザーを用いた Low-Reactive Level Laser 

Therapy による組織の治癒・再生の促進―基礎及び臨

床研究のレビュー―, 日レ医誌, 40(1)15-29, 2019. 
3) Arisu HD, Turkoz E, and Bala O: Effects of Nd:Yag laser 

irradiation on osteoblast cell cultures. Lasers Med. Sci. 21, 
175–180, 2006. 

4) Stein E, Koehn J, Sutter W, Wendtlandt G, et al: Initial 
effects of low-level laser therapy on growth and 
differentiation of human osteoblast-like cells. Wien. Klin. 
Wochenschr. 120, 112–117, 2008. 

5) Kawaki H, Kubota S, Suzuki A, et al: Differential roles of 
CCN family proteins during osteoblast differentiation: 
Involvement of Smad and MAPK signaling pathways. 
Bone 49, 975-989, 2011. 

6) Lin GL and Hankenson KD: Integration of BMP, Wnt, and 
notch signaling pathways in osteoblast differentiation. J. 
Cell Biochem. 112, 3491-3501, 2011. 
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P-２ 
Er:YAG レーザー照射象牙質に最適な 

レジン接着システムの新規開発に関する研究 

－酸コンディショニングまたはプライミングを併用した 

レジン添加型グラスアイオノマー系ボンディング処理が 

Er:YAG レーザーによる低出力照射象牙質における 

レジンの初期接着ならびに接着耐久性に及ぼす影響－ 
井上和穂，竹口あゆみ，水野綾香，掘江 卓，岸本崇史，佐久間恵子， 

丹羽由香理，中野健二郎，友田篤臣，冨士谷盛興 

愛知学院大学歯学部保存修復学講座 
 

Development of an optimal adhesive system for Er:YAG lased dentin 
- Effects of resin-modified glass-ionomer bonding system incorporating acid-

conditioning and/or priming on initial bond strength to Er:YAG laser-irradiated 
dentin at a low-output power and its durability after thermal loading - 

Kazuho Inoue, Ayumi Takeguchi, Ayaka Mizuno, Taku Horie,  
Takafumi Kishimoto, Keiko Sakuma, Yukari Niwa, Kenjiro Nakano, 

Shigetaka Tomoda, Morioki Fujitani 

Dept. of Operative Dentistry, School of Dentistry, Aichi Gakuin University 
 
 

緒  言 
Er:YAG レーザー照射象牙質において，臨床的

に痛みの出ない程度の低出力照射面には変性層

が生じ，市販のレジン接着システムの安定した確

実な接着は望めない．演者らは，このようなレーザ

ー照射象牙質に適する接着システムとしてレジン

添加型グラスアイオノマー（RMGI）系ボンディング

材に着目し，これまでに 10%クエン酸+２%塩化第

２鉄水溶液による酸コンディショニングの後，４ -

MET および HEMA を主成分としたプライミングを

併用することで，変性層が強化され RMGI 系ボン

ディング材の初期接着性が向上することを明らか

にした 1）．ところが，変性層は残置されているため

接着耐久性について検討する必要がある． 

目  的 
本研究では，前述の酸コンディショニングまたは

プライミングを併用した RMGI 系接着システムが，

Er:YAG レーザー照射象牙質における初期接着

強さ（24 時間後），および１万回の熱サイクルによ

る温度負荷後のレジンの接着耐久性に及ぼす影

響について検討した． 

方  法 
新鮮抜去ウシ前歯に象牙質平坦面（#600）を調

製し，Er:YAG レーザー（Erwin AdvErL，モリタ）に

より低出力照射（50 mJ/１ pps）した．次いで，照射

面および対照の非照射面に対し，無処理（NT 群），

10%クエン酸＋２%塩化第２鉄水溶液（Fuji Lute 

Conditioner，ジーシー）で酸処理（Fe 群），または

酸 処 理 / プ ラ イ マ ー （ ４ -MET+HEMA ， Self-

Conditioner ， ジー シー ） 処 理 （ Pr 群 ） し た 後 ，

RMGI 系ボンディング材（Fuji Lining Bond LC，ジ

ーシー）を塗布し，レジン（Clearfil AP-X，クラレノ

リタケデンタル）を填塞した．24 時間水中浸漬後，

ならびに温度負荷（５℃⇔55℃，30 s，１万回，TC）

後の微小引張接着強さ（Tukey-Kramer の多重比

較検定，α=0.05，n=12）および破壊形態を検討し

た． 
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結果と考察 
微小引張接着試験の結果を表１に示す． 

 

非照射象牙質において，歯面処理を施さなかっ

た場合（NT 群）の RMGI の接着強さは約 12 MPa

であり，酸コンディショニング（Fe 群）または酸コン

ディショニング後プライミング（Pr 群）を併用すると

23～26 MPa の接着強さを示し，有意に高い初期

接着強さが得られた．温度負荷をかけると，Pr 群

は影響を被らなかったが，Fe 群の接着強さは約 9 

MPa と有意に低かった． 

レーザー照射象牙質において，NT 群の接着強

さは計測が不可能であった．また，Fe 群の接着強

さは約 13 MPa，Pr 群のそれは約 27 MPa であり，

Pr 群の方が有意に高い接着強さを示し，非照射象

牙質における Fe 群および Pr 群のそれらと同等で

あった．また，Fe 群，Pr 群ともに温度負荷の影響

は認められなかった． 

接着試験後の破壊形態を図１に示す． 

 

レーザー照射象牙質における Pr 群では，温度

負荷の有無にかかわらず約 70％の試片に象牙質

内凝集破壊を認め，いずれも変性層と正常象牙質

との境界付近における破壊であり（図２），多くの試

片が象牙質/RMGI 間の界面破壊を伴っていた Fe

群の破壊形態と異なる点であった． 

10%クエン酸＋２%塩化第２鉄水溶液による酸コ

ンディショニング後に 4-MET および HEMA を成

分としたプライミングを施すことにより，モノマーの

重合促進や変性層内コラーゲン線維の強化等が

図られ，その結果，(1)変性層はさらに強化され，

(2)接着界面や変性層内部の歪みが緩和され，さ

らに(3)変性層の機械的諸性質が RMGI 系ボンデ

ィング材とほぼ同化することにより，正常象牙質/変

性層/RMGI 間の機械的特性が近似することで接

着性の向上に繋がったと推察された． 

 

結  論 

Er:YAG レーザーによる低出力照射象牙質にお

いて，10%クエン酸+２%塩化第２鉄水溶液による

酸コンディショニングの後，４-MET および HEMA

を主成分としたプライミングを併用した RMGI 系接

着システムは，非照射象牙質の場合とほぼ同等の

初期接着性ならびに接着耐久性を発揮することが

判明した． 

本研究の一部は，日本学術振興会科学研究補

助金（基盤研究（Ｃ），課題番号 19K10139）により

行われた．本研究に関して，開示すべき利益相反

状態はない． 
参考文献 

1） 竹口あゆみ , 冨士谷盛興 , 長塚由香 , 他：

Er:YAG レーザー照射象牙質に対する酸コン

ディショニングとプライミングを併用した３ス

テップ・レジン添加型グラスアイオノマー系ボ

ンディング処理がレジンの初期接着性に及ぼ

す影響，日レ歯誌 28(2・3)23-30, 2017. 

表１ 微小引張接着強さ（MPa）  

図１ 接着試験後の破壊形態 

図２ レジン側破断面および 

R:コンポジットレジン   
（レーザー照射象牙質に  

G:RMGI  D:象牙質 

接合界面の SEM 像 

おける Pr 群（TC あり））  
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P-３ 
Er:YAG レーザー照射にてメタルタトゥー除去を行った一症例 

村樫悦子，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 

 
A case of removal on gingival metal tattoo using Er:YAG laser 
Etsuko Murakashi, Hiroko Igarashi-Takeuchi and Yukihiro Numabe 

Department of Periodontology, School of Life at Tokyo, The Nippon Dental University 
 
 

緒  言 
歯肉のメタルタトゥーは、歯科材料としての重金

属が局所に接触、または混入した場合に生じる歯

肉の色素沈着である。鋳造冠から溶出した金属イ

オンもしくは支台歯形成でメタルコアを切削する際、

その切削片（金属片）が歯肉表層から結合組織深

部に入り込むことが原因で、歯肉の審美障害の 1

つとなる。 

目  的 
上顎前歯唇側歯肉部のメタルタトゥーを Er:YAG

レーザーにて可及的に除去し、審美障害の改善を

行った症例を報告する。 

症  例 
患者：初診時 30 歳、男性 

主訴：前歯の歯茎の黒ずみの改善 

現病歴：２〜３年前に上顎右側側切歯部の補綴治

療を受けたが、その後、歯肉に黒色色素（メタルタ

トゥー）沈着が生じ、審美障害を自覚したという。数

日前に審美障害の改善目的に補綴治療を受けた

歯科医院を受診、歯科医院にて歯科用レーザー

による審美障害改善の治療方法について説明を

受けるも、歯科医院では対応できないため、日本

歯科大学附属病院総合診療科へ対診、歯科用

レーザーによる歯肉のメタルタトゥー除去を目的に

受診した。 

口腔内所見：主訴であるあには硬質レジン前装冠

が装着されており、唇側の遊離歯肉から付着歯肉

にかけてメタルタトゥーを認めた（図１）。 

歯周組織検査所見：あのプロービング値は平均２

mm で、プロービング時の出血があった。 

エックス線画像所見：あに根管充填とメタルコア装

着の処置が行われており、さらに歯頸部付近にメ

タルコアの切削片と推測される顆粒状の不透過像

を認めた（図２）。 

 

図１  あ 初診時の口腔内写真（唇側） 

 

図２  あ 初診時のエックス線画像 

 

あの治療計画： 

１.既存の補綴物の除去とテンポラリークラウンの仮

着（紹介元の歯科医院へ依頼） 

２.歯肉炎症部への歯周治療として、口腔清掃指

導、縁上スケーリングおよび歯面研磨 

３.メタルタトゥーの除去 

なお、あの歯肉の黒ずみの原因が金属を使用

した補綴物にあり、補綴物除去が必要であること、
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メタルタトゥー部分を除去することで歯肉退縮が生

じる可能性などを説明し、治療に同意を得た。また、

本症例を学会発表する事にも了解を得た。 

治療方法と経過： 

歯肉炎症部に対し、口腔清掃指導、縁上スケー

リングおよび歯面研磨を行い歯肉炎症の消退を確

認、その後、Er:YAG レーザーによる歯肉のメタル

タトゥー除去を開始した。唇側歯肉に浸潤麻酔を

行った後、Er:YAG レーザー アーウィンアドヴェー

ル (株式会社モリタ製作所、東京)、C400F もしく

は C600F 石英チップを用いて 40mJ、20pps 注水

下にて防護ゴーグル着用のもと、レーザー照射を

行った 1）。なお、メタルタトゥー部分全体の歯肉を

一気に照射するのではなく、歯肉表面へのダメー

ジおよび過度の歯肉退縮を避けるため、数回に分

けて局所的に歯肉へレーザーを照射した。５回目

のレーザー照射後、歯肉内部より金属片と思われ

る塊を摘出した（図３）。５回のレーザー照射の後

に、レーザー照射前の術前と比較し、プロービング

値の変化もなく、歯肉のメタルタトゥー除去を確認

した（図４）。しかしながら、術前と比較し、唇側中

央部にわずかに歯肉退縮が認められたが（図５）、

患者の満足が得られた結果となった。 

 

図３  歯肉内部より摘出された金属塊 

 

 
図５ 術後、僅かに認められた歯肉退縮 

 

考  察 
従来、歯肉の審美障害の１つであるメタルタ

トゥーの除去は、バーによる歯肉の切削や歯肉切

除など外科的手法が選択され、歯肉損傷により歯

肉退縮および根面露出が生じる可能性が大きく、

患者の苦痛も大きかった。Er:YAG レーザーは表

面吸収型のレーザーで、組織に対し熱影響のない、

軟組織治療に有効なレーザーである。Er:YAG

レーザーを軟組織治療に応用することで術後疼痛

の軽減および短期間での創傷治癒が報告されて

おり、術中・術後の患者負担が軽減された。 

本症例において、Er:YAG レーザー照射にてメ

タルタトゥーを除去する事により、わずかに歯肉退

縮が認められたが、術後の疼痛および違和感を患

者に与えることなく、歯肉の審美障害の改善を行う

ことができた。メタルタトゥーの部位・大きさ・深さを

留意し、照射部位に熱がこもらないように間歇的照

射するなど、注意深くレーザー照射行うことが重要

である。 

結  論 

本症例において Er:YAG レーザー照射は歯肉

のメタルタトゥー除去に有効であることが示唆され

た。 
参考文献 

1）  篠木  毅：Er:YAG レーザーの基礎と臨床，

165−173，第一歯科出版，東京，2011 年． 

図４ Er:YAG レーザーによるメタルタトゥー除去 
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P-4 
表面吸収型レーザーが硬組織に与える影響

〇長野孝俊、八島章博、白川 哲、五味一博

鶴見大学歯周病学講座

 
Effect of surface absorption laser on hard tissue 

Takatoshi Nagano, Akihiro Yashima, Satoshi Shirakawa, Kazuhiro Gomi  

Department of Periodontology, Tsurumi University School of Dental Medicine 
 
 

緒   言 
現在用いられているレーザーには、大きく分け

て表面吸収型と組織透過型があり、それぞれの

特徴に合わせて臨床応用されている。この内、表

面吸収型レーザーであるエルビウム （ ）

レーザーは、硬組織切削可能なレーザーとして保

険適応もされている。 レーザーは注水下

において歯牙切削を行うが、これまで注水下での

照射ができなかった レーザーにおいても、注

水下で照射できる機種が最近になり発売された。

さらに、 レーザーと性質の近いエルビウ

ム・クロミウム （ ・ ）レーザー（波長

）が今年４月に厚労省より医療機器として

正式に認可され、その特徴として、最大パワー

の高出力照射が可能なこと、レーザー光の出

力エネルギーが であること、多彩なチッ

プにより多くの臨床症例に対応していることなどが

挙げられる。また、送り出す空気と水量の比率も

調整できるという利点もある。

目   的 

今回、我々は注水下で使用できるこれらの

表面吸収型レーザーを歯牙表面に応用した

際、どの様な影響を与えるかについて、走査

型電子顕微鏡 を用いて形態学的に評

価を行った。

 
方   法 

今回用いた表面吸収型レーザーは

レーザーとしてモリタ社製 、

レーザーとしてヨシダ社製オペレーザー 、そ

して レーザーとして 社製

の 機種を用いた。これらはい

ずれも注水下でのレーザー照射が可能である。  

試料として水中下にて保管したヒト抜去永久歯

を用いた。 レーザーは チップを用い

エナメル質には出力 、 、象牙質には

出力 、 の条件で照射を行った。

レーザーではエナメル質には出力 、象牙質

には出力 、 レーザーでは チッ

プを用い、エナメル質には出力 、象牙質に

は出力 で照射を行った。

 

エナメル質 象牙質
Er：YAGレーザー 250ｍJ×10PPS 150ｍJ×10PPS
CO2レーザー
ErCr:YSGGレーザー 2.5W×10Hz 1.5W×10Hz  

レーザー照射は、エナメル質と象牙質に注水

下で 秒間照射を行った。照射後は を用い

て観察を行った。

 

結果と考察  
エナメル質への影響： レーザーおよび

レーザーにおいて、照射部位に陥凹

した半球状クレーターが生じ歯の切削が認められ

た。 レーザーでは、照射部に歯質の欠損は認

められなかった。

象牙質への影響： レーザーおよび

レーザーにおいて、照射部位で歯質

の欠損が認められたが、エナメル質に比較すると

若干少ない傾向があった。また、照射部位におい

てコラーゲン線維が露出しており、スメア層などは
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認めらなかった。 レーザーではほとんど変化を

認めなかった。

 

 

 

以上の結果より、 レーザーおよび

レーザーはほぼ同等の硬組織切削能

を有すると考えられた。一方、 レーザーでは注

水下において炭化層などを認めず、熱影響は少

ないと考えられた。

 
結   論 

： レーザー、 ： レーザーは同程

度の硬組織切削能を有することが分かった。また、

レーザーを注水下で使用することにより、熱刺

激の影響が抑制されることが確認された。
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P-5 
Er,Cr:YSGG レーザー照射歯質に対する 

コンポジットレジンの接着強さ 
○王 翔宇，岩田有弘，保尾謙三，吉川一志，山本一世 

大阪歯科大学 歯科保存学講座 

 
Study on tensile bond strength of composite resin  

for dental hard tissues irradiated by Er,Cr:YSGG laser 
WANG Xiangyu, IWATA Naohiro, YASUO Kenzo,  

YOSHIKAWA Kazushi, YAMAMOTO Kazuyo  

Department of Operative Dentistry, Osaka Dental University 
 
 

緒  言 
歯の切削をはじめとして保存修復治療への歯

科用レーザーの応用に関する研究が，国内外で

数多く報告されている。レーザー切削は無痛切削

が可能なため，平成 20年 4 月より歯科医療保険

にも収載された。しかし歯の切削が可能とされて

いる歯科用レーザーで，国内で認可されたもの

（Er:YAGレーザー）は，エアタービンと比較して歯

の切削効率がかなり低いので，広く利用されてい

るとはいえない。一方 ，国外で開発 された

Er,Cr:YSGG レーザーは，ハイドロフォトンを利用

することにより高い切削効率が期待でき，2020 年

日本で医療機器として承認された． 

今回，我々は Er,Cr:YSGG レーザー照射後の

エナメル質,象牙質に対する 1 ボトル 1 ステップボ

ンディングシステムの接着試験を行ったので報告

する． 

方  法 
 1ボトル 1ステップボンディングシステムとして，

G-BOND  PLUS （GC，以下 GP ），  AdperTM 

EASY BOND（3M，以下 EB）を使用した．光重

合型コンポジットレジンとして，CLEARFILⓇAP-X

（クラレメディカル）を使用した． 被験歯として牛

歯を用い，唇面エナメル質と象牙質をそれぞれモ

デルトリマーにて面出しし，耐水紙＃600 まで研

磨を行った後，レーザー照射（レーザー照射群），

非照射（コントロール群）の接着強さを計測した．

レーザー照射にはムービングステージを用い，試

料を 2.5mm/sec で移動させ，6mm×6mm の範囲

に均一に照射した．製造業者指定の方法にて接

着操作を行い，各試料の被着面の接着面積は

直径 3mm に規定した．接着後 37℃水中に 24 時

間保管し，万能試験機 IM-20（INTESCO）を用い，

クロスヘッドスピード 0.3mm/min にて引張強さの

測定を行い，その後破断面の SEM 観察を行った．

なお，測定結果は一元配置分散処理および

Tukey の検定により統計処理を行った（P＜0.01）．

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）． 

 

結果と考察 
 接着試験の結果を Fig1, 2 に示す．エナメル

質について，GP のコントロール群の接着強さは

9.7±1.7，レーザー照射群は 9.9±2.2 であった．

EB のコントロール群の接着強さは 9.3±2.9，レー

ザー照射群は 9.6±2.5 であった．GP，EB ともレ

ーザー照射群とコントロール群との間に有意な差

は認められなかった．Er,Cr:YSGG レーザー照射

エナメル質において，今回，実験に使用した 1 ボ

トル 1 ステップボンディングシステムは良好な接着

を得られることが認められた． 

一方，象牙質について，GP のコントロール群の

接着強さは 14.6±1.2，レーザー照射群は 8.2±

1.2 であった．EB のコントロール群の接着強さは

18.9±1.0，レーザー照射群は 8.4±1.4 であった. 

GP，EB ともレーザー照射群とコントロール群との

間に有意差が認められた． 
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Er,Cr:YSGG レーザー照射象牙質において，

今回，実験に使用した 1ボトル 1 ステップボンディ

ングシステムはその接着性に問題があることが認

められた．我々は第 129 回日本歯科保存学会で

発表を行い，Waterlase 照射歯質の形態学的観

察において，照射面に多くのクラックが観察される

などの特徴を確認しており，象牙質への接着強さ

の回復に検討が必要あると考えられる．

結  論

Er,Cr:YSGGレーザー照射後のエナメル質への

接着強さは良好であるが，象牙質への接着強さ

は問題があり，接着強さの回復に検討が必要で

あることが示唆された．

【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。】

GP EB

20

10

0

（MPa)

レーザー照射群 レーザー照射群コントロール群 コントロール群

Fig.2 象牙質に対する引張接着強さ

GP EB

20

10

0

（MPa)

レーザー照射群 レーザー照射群コントロール群 コントロール群

Fig.1 エナメル質に対する引張接着強さ
：有意差なし
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P-６
口腔底に生じた唾石への炭酸ガスレーザーの応用

杉原 明通，杉原 礼佳，奥 竜太郎，大浦 教一

大浦歯科クリニック

Clinical application of CO2 laser to a case of sialolith in the duct of submandiblar grand 
Akimichi Sugihara, Ayaka Sugihara, Ryutaro Oku, Kyoichi Oura 

Oura Dental Office 
 

緒 言

唾石は唾液腺または導管内において剥離上

皮細胞，異物，細菌などの周囲に無機質が沈着

することによって生じる石灰化結石である．唾石

は，大唾液腺と小唾液腺どちらにも生じるが大唾

液腺の中で発生部位としては顎下腺が約 ％と

最も多く，顎下腺唾石の ％が導管及び移行部

に発生する ）． 本症例では，口腔底に生じた唾

石に対して炭酸ガスレーザーを応用して摘出し，

良好な経過を得たので報告する．

使用機器

炭酸ガスレーザー（オペレーザー 株式

会社吉田製作所製，東京）を使用した．

症 例

歳 男性．口腔底のしこりを主訴に当院を受

診された． ～ 年前より右側舌下部口腔底にしこ

りを認めていたが放置していた．顔面は左右対称

で，右側顎下腺の腫脹，疼痛，唾疝痛は認めな

かった．口腔内所見として下顎右側 舌側口

図１ 画像．右側口腔底に歯石を認める．

腔底に凹凸不整形の石様の腫瘤を認め，同部位

は正常粘膜で被覆されていた．パノラマエックス

線撮影と 撮影を行い，導管内に石灰化物を

確認した（図１）．以上のことより右側口腔底唾石

症と診断し炭酸ガスレーザーを応用した摘出術を

行った．

炭酸ガスレーザー（出力 照射モード

照射 休止 ）で

唾石の位置が明確になるよう周囲のマーキングを

行った（図 ）．

図 マーキング終了時

その後，浸潤麻酔を行い炭酸ガスレーザー（出力

照射モード ）

図 導管切開後

で導管の切開を行い（図 3），唾石を一塊で摘出

した．その際，気腫を発生させないようにエアー量
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を減らした状態で行った（図 ）．摘出した唾

図 唾石摘出時

石は × × であった（図 ）．摘出後，

針縫合し，炭酸ガスレーザー（出力 照射

モード ）で術後

照射を行い，処置を終了した．術後経過は良好

で腫脹，疼痛は認めず， 年 か月経過した現在

再発は認めない（図 ）．

図 摘出唾石

図 年 か月 経過良好で腫脹，疼痛は無い

考 察

近年，耳鼻科では唾石の除去に，内視鏡を使

用する治療方法が報告されている ）．この方法は，

鏡を挿入し摘出する方法であるが，今回唾石が

大きくこの治療法は選択しなかった．

通法の唾石の摘出術ではメスを用いて行うた

め術野の出血があるが，炭酸ガスレーザーを使

用したため出血がほとんどなく，術中の出血の抑

制ができたことで治療時間の短縮につながった．

また，炭酸ガスレーザーは創傷治癒促進，組織

再生効果が報告されている ．

本症例では炭酸ガスレーザーを使用することで

術中の出血が少なく術後疼痛も抑制でき，術後

の速い治癒も促すことができたと示唆される．

結 論

口腔底に生じた唾石摘出術に炭酸ガスレー

ザーを応用したところ術中の出血が少なく術野を

明示でき，術後諸症状も抑制できた．唾石摘出

術への炭酸ガスレーザーの応用は有効であると

考えられる．

利益相反

本発表に関して開示すべき利益相反状態はあ

りません．

参考文献

）

，

） 、

、

）

ｍｍ程度までの唾石を全身麻酔下で導管内に内視
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P-7
High-Intensity Laser Therapy および

Photobiomodulation Therapy を併用した 

ソケットプリザベーション効果の組織学的検証 
大郷友規 1)、大郷英里奈 2)、福岡宏士 3)、石川昌嗣 4)、高橋一也 1) 

1)大阪歯科大学高齢者歯科学講座、2)大阪歯科大学歯科麻酔学講座、 
3)福岡歯科医院、4)Bees Dental Office 

Histological analysis of socket preservation effect using High-Intensity Laser 
Therapy combined with Photobiomodulation Therapy 

Yuki Daigo1), Erina Daigo2), Hiroshi Fukuoka3),  
Masatsugu Ishikawa4), Kazuya Takahashi1). 

1)Department of Geriatric, Osaka Dental University. 2)Department of 
Anesthesiology, Osaka Dental University. 3)Fukuoka Dental Clinic. 

 4)Bees Dental Office 
 

緒  言

抜歯創の治癒期間の短縮を図りつつ, 歯槽骨頂

の高さを可及的に温存することをソケットプリザベ

ーションという. 良好なソケットプリザベーションに

導くためには抜歯窩壁からの十分な血液供給と

確実な血液保持が必須である。これらを可能にし

たのが抜歯後のレーザー照射である. これにより

抜歯窩内の血液保持とさらに創傷治癒促進効果

が期待でき, その結果歯槽骨の吸収が最小にな

るという臨床報告がある. 2009 年に米国食品医

薬品局において策定された指針の中に CO2およ

び半導体レーザーによる“抜歯窩領域の血液凝

固”への応用を推奨している. しかし, 基礎的研

究において, 両レーザーともに抜歯後の創傷治

癒を促進することが報告されるものの, 歯槽骨頂

の高さの温存に関する報告はない.

目  的

抜歯後の CO2 および半導体レーザー照射による

ソケットプリザベーション効果を解明するために病

理組織学的および形態計測学的に検証を行った .

方  法

[実験動物]生後 5 週齢の Wistar 系雄性ラットを

用いた.ラットは対照群としてレーザー非照射群

（Control 群）, 実験群として CO2レーザー照射を

行った群（CO2群）, 半導体レーザー照射を行っ

た群（Diode 群）の 3 群とした. また, CO2群およ

び Diode 群をまとめて表現する場合は Laser 群と

する. [観察期間]抜歯後 3,7 および 21 日.[実験

方法]ソムノペンチル麻酔薬を腹腔内投与後 , ラ

ット上顎左側第一臼歯の抜去を行った. 抜歯直

後, Control 群は乾綿球にて圧迫止血を行い,

Laser 群では圧迫止血を行わずに High-Intensity 

Laser Therapy（HILT）による血液凝固と血餅の脱

落防止を行った. 翌日, 3 群ともに消毒を行い,

さらに Laser 群では組織賦活化を期待した

Photobiomodulation Therapy（PBMT）を行った.

[装置・照射条件] CO2レーザー：PanalasCO5Σ

（Panasonic Healthcare Co.,Ltd.）. HILT；抜歯窩

表層の血液にレーザーチップを非接触にて照射

した(1.0W, 連続波, 30sec, 27J), PBMT；抜歯窩

に形成した痂皮にレーザーチップを僅かに接触さ

せて照射した（1.0W, Σ-mode, 15sec, 0.7J）. 半導

体レーザー：iLase (940nm、BIOLASE Inc.).

HILT；抜歯窩表層の血液にレーザーチップを接

触させ照射した(1.0W, 連続波, 27sec, 27J),

PBMT；抜歯窩に形成した痂疲にレーザーチップ

を僅かに接触させて照射した（0.3W, CP-1mode,

7sec, 0.7J）. [解析方法]病理組織標本（HE 染

色）を作製し, 第一臼歯の遠心根抜歯窩を対象

に病理組織学的検証および形態計測学的解析

（3 日目に破骨細胞数 , 7 日目に新生骨骨量計

測, 21 日目に歯槽骨頂高さの計測）を行った.
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M1；第一臼歯、M2；第二臼

歯. ①抜歯窩の遠心窩壁に

存在する 1mm 当たりの破骨

細胞様細胞数の計測. ②抜

歯窩内における新生骨形成

量の計測. ③M2 の歯槽中

隔(hA)高さに対する M1 の新生骨形成表層の高

さ(hB)の割合にて計測 . 解析は Mann-Whitney-

U 検定にて P<0.05 として有意差を判定した.

結果と考察

図１ 病理組織学的検証

               

              a, d, g;CO2群 . 

                  b, e, h; Diode 群

                  c, f, i; Control 群

                  a-c; 強拡大像（×100）

                  d-i; 弱拡大像（×40）

             ➤; 破骨細胞様細胞を示す.

~～; 新生骨最表層の骨ライン.

抜歯後 3 日目；破骨細胞様細胞の出現におい

て, Control 群(8.737±1.601)と比較して CO2 群

(12.783±2.901)では抜歯窩浅層～中層にかけ

て多く認めた . 抜歯後７日目；抜歯窩内の新

生骨において, Control 群では破骨細胞および

骨芽細胞が混在し , またこれまでの報告のよ

うに抜歯窩底部から僅かに新生骨形成を認め

る程度であった. それに対して , CO2群では破

骨細胞の多数の出現を認めた部位と合致して

抜歯窩浅層～中層に架橋上の新生骨形成を呈

し, また Diode 群では抜歯窩内の 2/3 以上を

満たす新生骨形成を呈した . 骨量計測におい

て, Control 群(0.289±0.050)と比較して CO2 群

(0.390±0.050)は有意に形成量が多く , 特に浅

層～中層にかけての形成量が多かった . 抜歯

後 21 日目；歯槽骨の新生骨形成が終了したと

考えられるこの時期において , Control 群では

抜歯窩の歯槽骨頂は大きな陥凹を呈し , さら

に高さの低下も認めたのに対して, Laser 群で

は抜歯窩歯槽骨頂の陥凹はなく平坦を呈した .  

その結果 , Control 群(0.652±0.079)と比較して

歯槽骨頂の高さが有意に高く維持できた

(CO2 群；0.766±0.039、Diode 群；0.798±0.036).

結 論 

抜歯後のレーザー照射により創傷治癒の促進

と歯槽骨頂の高さの温存というソケットプリ

ザベーション効果が十分に期待できることが

示唆された.

本研究は大阪歯科大学倫理委員会の承認

（承認番号；18-01008）を経て, 動物実験委員

会の規定に従い研究を行っている .

日本レーザー歯学会 COI 開示

筆頭著者：大郷 友規

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 .

① ②

③

抜歯後 3 日目

抜歯後 7 日目

抜歯後 21 日目
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P-８ 
半導体レーザー照射はラット骨髄細胞由来骨原生細胞の分

化・増殖に影響する 
磯 英介，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 
 

The Effects of Diode Laser Irradiation on Differentiation and Proliferation of 
Osteogenicprogenitor Cells Isolated from Bone Marrow of Rats. 

Eisuke Iso, Takahide Yamazaki, Satoshi Yokose 

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

 
 

緒  言  
骨組織は物理的刺激に反応する組織であり、歯

科用レーザー照射もこの物理的刺激として骨代謝

に影響することが知られている。物理的刺激が骨

代 謝 に 影 響 を 及 ぼ す こ と は Wolff‘s の 法 則 や

Frost’s のメカノスタット理論により裏付けられている。 

半導体レーザーは、700-900nm の近赤外線領

域の波長で組織深達長の大きいレーザーであり、

疼痛緩和や創傷治癒促進を目的として臨床応用

されている。 

我々はこれまでに in vivo の実験で、レーザー照

射が骨形成に有益な影響を及ぼすことをこれまで

報告してきたが、レーザー照射が骨代謝に関わる

細胞に対し、細胞レベルでの増殖・分化促進やそ

の制御にどう影響しているのかは不透明であった。 

 

目  的 

本研究は、ラット大腿骨由来骨髄細胞に対し半

導体レーザーの照射を行い、骨系細胞への増殖、

分化にどのように影響を及ぼしているのかを調べる

ことを目的とした。 

方  法  

以下に実験方法の概要を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

照射距離 5cm（well 表面からレーザー照射口まで

の距離）とし、播種後直ちに照射を行った。 

 培養 14 日目に各 well の総 CFU-F コロニー数、

ALP 陽性コロニー数、TRAP 陽性細胞数の検索を

行った。ALP 染色は naphthol AS-MX 

phosphate(Sigma Chemical Co)及び fast BB 

salt(Wako)、TRAP 染色は TRAP&ALP double-

stain kit (TaKaRa®)を用いて行った。 

 

結果 

 Fig.1-a に ALP 染色を行った培養細胞を示す。

レーザー照射群では対照群に比較してエネルギー

依存的に ALP 陽性コロニー数が増加しているのが

わかる。Fig.1-c では ALP 陽性コロニー数の比較を

示す。対照群と比較して 50J 照射群のみ有意に増

加していた。総コロニー数の比較を Fig.1-b に示す。

総コロニー数もレーザー依存的に有意に増加して

いたが 50J と 150J 照射群では有意な差は見られな

かった。総コロニーに対する ALP 陽性コロニー数

の割合を Fig.1-d に示す。ALP 陽性コロニーの割

合は 50J 照射群のみ対照群と比較して有意に増加

していた。ALP 陽性コロニーの von kossa 染色像を

Fig.2 に示す。コロニー内での石灰化状態は全ての
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群で同様の所見であった。TRAP 染色したコロニー

の染色像を Fig.3-a に示す。淡赤色に染色された

多核細胞を全ての群で確認した。その数を計測し

た結果、Fig.3-b に示すようにレーザー照射群 

 

 

 

でエネルギー依存的に、有意に増加することが示され

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

            

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

考察 

 以上の結果より、ラット大腿骨由来骨髄細胞に対し

半導体レーザー照射を行うことにより、ALP 陽性細胞

および TRAP 陽性細胞を増加させることが示唆され

た。興味深いことに、CFU-F コロニー数はレーザー出

力依存的な増加を認めたが、50J 照射条件で ALP 陽

性細胞の割合が 150J と比較して有意差が認められ

た。この現象は、レーザーの出力の違いにより間葉系

幹細胞の分化および増殖に対する作用が異なることを

示していると考える。 

 また、TRAP 陽性細胞はレーザー出力依存的に増

加し、かつ多核を呈しており、レーザー照射により単

球・マクロファージ系細胞の増殖および融合を促進さ

せることが示された。 

 今後の展開として、遺伝子レベルでの解析および

ALP 陽性細胞と TRAP 陽性細胞との関連を調べる必

要性が考えられる。 

 

結論 

半導体レーザー照射は、ラット大腿骨由来骨髄細胞

の増殖および分化を促進する。 
 
 

参考文献 

１）	 S.NISHIDA1,A.YAMAGUCHI2,T.TANIZAWA3,
et al.: Increased Bone Formation by Intermittent 
Parathyroid Hormone Administration is Due to the 
Stimulation of Proliferation and Differentiation of 
Osteoprogenitor Cells in Bone Marrow. Bone, 
Vol.15,No.6,717-723,1994 

２）	 山崎 崇秀 1,横瀬 敏志２,：半導体レーザー照射

が閉経後骨粗鬆症モデルのオッセオインテグ

レーションに及ぼす影響,New Food Industry(New 
Food Indust.) Vol.61 No.9 2019 

３）	 門倉 弘志 1,山崎 崇秀２,加藤 邑佳３、長谷川 

彰彦 4,横瀬 敏志 5:骨細胞機能から考える骨組

織への低出力レーザー照射の作用,月刊「細胞」 
（13）p51-56 2019 
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P-9
半導体レーザー照射による歯髄閾値への影響

山口博康 、 ） 小林一行 ） 中道匠 ） 吉田凌 ）

）鶴見大学歯学部総合歯科２、 ）鶴見大学公共医科学研究センター
鶴見大学短期大学部衛生科 

Effect of semiconductor laser irradiation for pulpal threshold. 
Hiroyasu Yamaguchi1,2）,Kazuyuki Kobayashi3),Takumi Nakamichi1),Ryo Yoshida1) 

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

2. Kohkyo-ikagaku-kenkyu Center,Tsurumi University. 
3. Department of Dental Hygiene, Tsurumi Junior College. 

 

緒   言

現在までに我々は組織透過性レーザーの歯

髄血流量への影響、歯髄温度感覚閾値につい

て報告 してきた。

その結果、オトガイ部への照射により反対

側の血流量の上昇１）を確認した。また、三叉

神経の上顎神経の経穴である左迎香への

レーザー照射による右側犬歯の血流量

の変化 についても検討を行った。さらに

我々は、顎関節症に用いる下関（上顎神経、

顔面神経関連）に レーザー照射を行い、

その深部にある鼓索神経は舌前方 の味覚

を司るが味覚に影響を与えていないことを報

告 した。

この様に組織透過型レーザーを経穴照射による

歯髄血流量、閾値の変化について検討を加えて

きた。

目   的

本研究はオトガイ上部の皮膚経穴に半導体

レーザーを照射し下顎犬歯歯髄の術前後、温熱

閾値変化を明らかにする。

方   法

1. 被験者は健康な成人男性 名、 ±

（ ± ）歳の右下顎犬歯を被験

歯とした。オトガイ上部の経穴の検出

（ 良 導 絡 測 定 ） に は ト ロ メ ー タ ー

（ 東京）を用い下顎犬歯根尖相

当部の皮膚の阿是穴とした。レーザー

照射術前後の歯髄の痛覚閾値について

は痛覚計（ ユニークメディカ

ル社製 東京）を用い 回計測した。歯

科用半導体レーザー （昭和薬品

化工東京）を ｗ・ 秒・ 回・非接触

から経穴に対してスウイ―ピング

モーションで照射した(図１)。鶴見大学

歯学部倫理審査委員会承認（ ）。

オトガイ上部皮膚（右下顎犬歯根尖相当）

阿是穴（経穴）検出 :良導絡測定(トロメーター)

 

 

術前：右下顎犬歯：歯髄温熱閾値測定（痛覚計）

 

半導体レーザー照射（2W 30 秒 3 回）

 

術直後：右下顎犬歯：歯髄温熱閾値測定

１ヶ月後：右下顎犬歯：歯髄温熱閾値測定

図１: 実験チャート

結果と考察

レーザー照射後の歯髄の痛覚閾値は ±

℃を示し術前、 ヶ月後に比較して有意な閾

値の上昇が認められた（表１）。

本研究では良導絡測定により下顎の犬歯根尖

周囲の経穴を検出したところ の国際基準に

無い（阿是穴）経穴を検出することが可能となった。

そこで、この経穴に半導体レーザー照射による影

響について検索したところ、右下顎犬歯の温熱閾

値が有意に上昇した。このことより、根尖周囲の半
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導体レーザー照射により麻酔効果が得られる可

能性が示唆された。また、 ヶ月後においては閾

値が術直後に比較して有意に低下したことから、

この照射効果は可逆的であると考えられた。皇帝

内経素問、霊枢等のような中国古典医学書では、

下顎神経の分布領域においては正中の承漿から

大臼歯部大迎まで領域の記載が無いため、今後、

下顎小臼歯、大臼歯の経穴を検出し半導体レー

ザー照射による閾値の変化についてさらに検索

する予定である。

表 1 歯髄痛覚閾値

術前:       46.39±5.02℃ ＊

術直後:     53.13±4.36℃ ＊      

1 ヶ月後 : 48.58±3.68℃

（Wilcoxon signed-ranks test ＊p<0.01）

結  論

オトガイ上部の皮膚阿是穴への半導体レー

ザー照射により下顎犬歯の温熱閾値は上昇し麻

酔用効果が得られる。この効果は可逆的である。

参考文献
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）山口博康 市原雅樹 小林一行 迎香へ

レーザー照射によるヒト歯髄血

流量の影響 日本レーザー歯学会誌

大塚実千代 矢作保澄 山口博康 半導体

レーザー照射の歯髄温度感覚閾値への影響

と象牙質知覚過敏症への効果 日本レー

ザー歯学会雑誌

Hiroyasu Yamaguchi, Shiro Suzuki, Satoshi 

Beppu: Effect of Nd: YAG laser irradiation to 

the temporomandibular joint on taste threshold. 

J of Dental Sciences. now printing 2020
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P-10 
黄緑色 LED を使用した新しい aPDT の抗菌効果 

北中祐太郎 1)，竹内 康雄 1)，平塚 浩一 2)，岩田 隆紀 1)，青木 章 1) 

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 
2)日本大学松戸歯学部 生化学・分子生物学講座 

 
Antimicrobial Effect of New aPDT System Using Yellow-Green LED 

Yutaro Kitanaka1), Takeuchi Yasuo1), Koichi Hiratsuka2), Takanori Iwata1), 
Akira Aoki1) 

1) Department of Periodontology, Tokyo Medical and Dental University 
2) Department of Biochemistry and Molecular Biology, Nihon University 

School of Dentistry at Matsudo 
 

緒  言 
近年，レーザーや Light Emitting Diode （LED）など

の 光 と 色 素 を 併 用 し た 抗 菌 的 光 線 力 学 療 法

（antimicrobial photodynamic therapy: aPDT）が歯周病

やインプラント周囲疾患，感染根管などの治療に応用

されている．我々はこれまでに，青色 LED（BL; 470 nm）

と赤色色素のローズベンガル（RB）を用いた aPDT が，

Porphyromonas gingivalis（Pg）に対して殺菌効果があ

ることを報告した．一方，RB の最大吸収波長帯は約

550 nm であることから，本研究では，aPDT の効果を最

大限に発揮させる目的で，RB に黄緑色の LED（YGL; 

565 nm）を組み合わせた新規の aPDT の Pg に対する

抗菌効果について検証した． 
 

材料および方法 
実験 1: Pgに対する RB+YGL あるいは RB+BL によ

る aPDT とクロルヘキシジンの抗菌効果 

Pg 懸濁液（100 µL）に濃度の異なる RB（20 µL; 最

終濃度 0.4, 0.8, 1.6 µg/mL）を加え，1 分間静置後，

YGL または BL を 20 秒照射した．これを血液寒天培

地に播種し一週間後にコロニー数（CFU）を測定した．

Positive control はクロルヘキシジン（CHG）（最終濃度

0.2%）とし，効果を比較した．また RB+YGL において

照射時間を短くした際の殺菌効果の比較も行った． 

 

実験 2: Pgの aPDT 後の増殖能比較試験  

Pg 懸濁液に aPDT 処置を行った後，BHI 液体培地

中で培養した．その後の濁度（OD600nm）を経時的に測

定し細菌に対する増殖抑制効果を調べた． 

実験 3: Pgの RNA 発現解析 

aPDT 処置後 3, 12 時間の Pg から RNA を抽出し，

RNA integrity number（RIN）の測定，および細菌増殖

に関連する遺伝子発現を real-time PCR 法を用いて調

べた． 

 

実験 4: Pgの形態学的変化の観察 

aPDT 処置後の菌体の形態変化を走査型電子顕微

鏡（SEM）により観察した． 

 

実験 5: aPDT の細胞傷害性試験 

aPDT のヒト歯肉線維芽細胞（HGF-1）への影響を

WST-8 assay により評価した。 

 
結果 

実験1： RB（最終濃度1.6 µg/mL）とYGL（20秒照射，

8.6 J/cm2）による aPDT では，非処置群と比較して約

5log10 のコロニー数の減少を認めた．RB+YGL は

RB+BL と比較して RB の濃度依存的に高い抗菌効果

を示した（図 1 左図）．RB+YGL による aPDT は，CHG

と比較しても抗菌効果が高かった（図 1 右図）．照射時

間は長い（20 秒）方が短い（10 秒）よりも抗菌効果が高

い傾向を示したが，有意差は認められなかった（図 2）． 

 

実験 2: RB+YGL 処置により，細菌の濁度は 6 時間

後までに急速に低下し，その後 24 時間後まで緩やか

な低下が続いた．一方で RB+BL 群では処置後に一

時的な濁度の低下が確認されたものの，その後，増加
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に転じ，遅れてプラトーに達した（図 3）． 
 
図 1: Pg に対する RB+YGL，RB+BL と CHG の

抗菌効果の比較 

 
 
図 2: Pg に対する RB+YGL の照射時間での比較 

 
 

図 3: 各処置後の Pg の増殖曲線 

 
 

実験 3: RB+YGL による aPDT 処置後，時間の経過と

ともに RIN 値は徐々に低下した（データ未掲載）。

DNA複製関連遺伝子である dnaA, dnaB, dnaE, dnaG, 

recA, polA や細胞分裂の関連遺伝子である ftsH と ftsZ

はどれも，処置後 3 時間では非処理群と比較して発現

量が増加していたが，12 時間後では減少していた．一

方，細胞分裂の阻害に関与する sulA は 3 時間後で同

様に増加するものの，12 時間後においても発現量は

非処理群とほぼ同程度であった（図 4）． 

 

実験 4:  SEM により細菌形態を観察したところ，

RB+YGL 群では CHG 群と比較してより顕著な細菌形

態の変化が観察された（図 5）． 

 

実験 5: RB+YGL は HGF-1 の細胞活性を低下させる

ものの， CHG 群と比較して有意に小さかった（図 6）． 

 
図 4: RB+YGL 処置後の RT-PCR 

 
 

図 5: RB+YGL 処置後の SEM 

 
 

図 6: HGF-1 に対する細胞傷害の評価 

 
 

考察 
本研究では増殖抑制のメカニズムを明らかにするた

めに real-time PCR 法にて遺伝子発現解析を行った．

aPDT 処置により細菌 DNA の複製や細胞分裂に関す

る遺伝子発現量が減少した一方で，sulA の発現量は

同程度であった．sulA は DNA 損傷応答として誘導さ

れ，DNA が修復するまで細胞分裂の一時停止に関与

するとの報告があり，本実験において 24 時間後の濁

度を見ても増殖が行われていないことで確認ができた． 

 
結  論 

波長 565 nm の黄緑色 LED と赤色色素ローズベン

ガルを組み合わせた新規 aPDT は，Pg に対して高い

殺菌効果を有することが示唆された． 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 0.4 0.8 1.2 1.6

Lo
g 1
0

of
 C

FU
/m

L

***

***

*

RB + BL
RB + YGL

RB (final concentration, µg/mL)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Lo
g 1
0

of
 C

FU
/m

L
Control RB

(1.6 µg/mL)
YGL
(20 s)

CHG
(0.2%, 20 s)

RB + YGL
(1.6 µg/mL,

20 s)

***
***

***
***

***
**

**

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lo
g 1
0

of
 C

FU
/m

L

Control 0 s 10 s 20 s

RB

+YGL

***
***

***
***

(final concentration, 1.6 µg/mL)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

O
pt

ic
al

 d
en

sit
y 

(6
00

 n
m

)

Control (PBS)
RB + BL (1.6 µg/mL, 20 s)
RB + YGL (1.6 µg/mL, 20 s)

-5

-3

-1

1

3

5

0 3 6 9 12

Lo
g 2

Fo
ld

 C
ha

ng
e

Incubation Time (h)

dnaA

-7
-5
-3
-1
1
3
5
7

0 3 6 9 12

Lo
g 2

Fo
ld

 C
ha

ng
e

Incubation Time (h)

recA

-5

-3

-1

1

3

5

0 3 6 9 12

Lo
g 2

Fo
ld

 C
ha

ng
e

Incubation Time (h)

polA

-5

-3

-1

1

3

5

0 3 6 9 12

Lo
g 2

Fo
ld

 C
ha

ng
e 

Incubation Time (h)

ftsH

-5

-3

-1

1

3

5

0 3 6 9 12

Lo
g 2

Fo
ld

 C
ha

ng
e

Incubation Time (h)

ftsZ

-5

-3

-1

1

3

5

0 3 6 9 12

Lo
g 2

Fo
ld

 C
ha

ng
e

Incubation Time (h)

sulA

dnaA
(Chromosome replication 

initiator)

recA
(DNA repair)

polA
(DNA polymerase I)

ftsH
(Cell division protein)

ftsZ
(Cell division protein)

sulA
(Capsular polysaccharide 

biosynthesis protein)

500 nm

500 nm

500 nm

PB
S

0.
2 

%
 C

H
G

RB
 +

Y
G

L
(1

.6
 µ

g/
m

L,
 2

0 
s)

0 h 3 h 12 h

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vi
ab
ili
ty

***
***

***
***

***
***

***
***

*

Control RB
(1.6 µg/mL)

YGL
(20 s)

CHG
(0.2%, 20 s)

RB + YGL
(1.6 µg/mL, 

20 s)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vi
ab
ili
ty

Control RB
(1.6 µg/mL)

YGL
(20 s)

CHG
(0.2%, 20 s)

RB + YGL
(1.6 µg/mL,

20 s)

***
***

***
***

***
**

***
**

*

Day 1 Day 3

77



P-11
抗菌的光線力学療法の有機質分解能と歯根面への影響

について 
 

○白川 哲、八島章博、長野孝俊、五味一博 

鶴見大学歯学部歯周病学講座 

 

Effects of antibacterial photodynamic therapy on organic resolution and root 
surface 

Department of Periodontology, Tsurumi University School of Dental 
Medicine 

○Satoshi Shirakawa, Akihiro Yashima, Takatoshi Nagano, Kazuhiro Gomi. 
 

背景および目的

a-PDT（抗菌的光線力学療法）では耐性菌出

現などの問題が少ないことから SRP などの治療と

併用し、治療効果を上げるために多くの研究が進

められてきた。またこれらの研究と合わせて a-PDT

の抗菌性や炎症性のサイトカインへの影響につい

ても調べられている。報告によると a-PDT により歯

周病原菌数が有意に減少すること、グラム陰性菌

(Escherichia coli 055-B5)の LPS やプロテアーゼ

活性を低下させることが明らかになっている。この

ように a₋PDTには殺菌作用だけでなく根面に付着

した細菌由来の有害物質の不活性化も期待でき

ると考えられる。しかしながら a-PDT が直接的に

LPS のような起炎物質を減少あるいは不活性化

するかについて示した研究は少ない。

そこで今回我々は、in vitro で a-PDT の歯周

病原細菌、う蝕病原細菌、難治性根管内細菌に

対する抗菌性を評価した。さらに a-PDTが一般的

なタンパクであるアルブミンあるいは LPS のような

有機質を減少させるかを検討した。また歯周病に

罹患した抜去歯を用いて a-PDT が歯根面に与え

る影響についても位相差電子顕微鏡を用いて形

態学的に観察した。

材料および方法

a-PDT として FotoSan630®とトルイジンブルーを

用い実験を行った。歯根面に a-PDT を作用後、

位相差電子顕微鏡により根面の形態観察を行っ

た。またアルブミンおよび LPS に a-PDT を作用さ

せ、それぞれ電気泳動と BCA Protein Assay,

Chromogenic LAL Endotoxin Assay を用いて分

解能を調べた。さらに Porphyromonas gingivalis, 

Streptcoccus mutans, Entercoccus faecalis に対

する抗菌活性の測定は、細菌培養後コロニー形

成を評価して行った。

結果と考察

a-PDT 作用後の根面は傷害を受けることなくコ

ントロールと比較して正常な状態を呈していた(図

1)。アルブミンは a-PDT 照射１分後から有意な減

少が認められ(図 2,3) LPSでは照射５分後で有意

な減少を認めた(図 4)。抗菌試験では P. 

gingivalis では 50 秒、E. faecalis は 120 秒、S. 

mutansは 100秒でほぼ検出限界以下まで細菌を

抑制し強い抗菌作用を示した(図 5)。a-PDT は

種々の細菌に対して抗菌性を示すが、菌種により

感受性が異なることが示された。また、タンパク質

や LPS の分解能を有し、根面を傷害することなく

正常な根面を形成できることが示された。

利益相反

本発表に際し利益相反関係はない。

図 1 a-PDT の歯根面への影響 (電子顕微鏡像 )

ｘ2000

a) コントロール群（SRP 後水洗）：歯根面にスミヤー 
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層と沈着物が確認された。 b) a-PDT 群 ,：根面の

沈着物の減少が確認された。 

 

図 2 a-PDT のアルブミンへの影響  (電気泳動像 ) 

アルブミン懸濁液に FotoSan630®による光照射をそれ

ぞれ 0, 1, 2, 5 分行った。照射時間に依存してアルブミ

ンのバンド幅の減少を認めた。MW:分子量マーカー 

 

図 3 a-PDT のアルブミンへの影響  (BCA Protein 

Asssay) 試料中のトルイジンブルー色素を除去するた

めにスピン式ゲルろ過カラムを用いた。ゲルろ過により

30％ほどアルブミン量が減少したが、a-PDT照射 1分以

上でアルブミンの有意な減少（p<0.05）が認められた。 

 

図 4 a-PDT の LPS への影響  (Chromogenic LAL 

Endotoxin Asssay) LPS 測定では色素除去のための

スピン式ゲルろ過カラムの影響は認められなかった。

LPS は a-PDT 照射１min, ２min ではほとんど変化しな

かったが、 ５min の照射で有意な減少（p<0.05）が認め

られた。 

 

 

 

図 5-a,b,c,d a-PDT の抗菌作用  (細菌培養検査 ) 

各細菌を 1×106CFU/mlに調整し 0.01％濃度のトルイジ

ンブルーを添加し光照射を行ったところ P. gingivalis

では 50秒、E. faecalisでは 120秒、S. mutansでは 100

秒照射以降コロニーの形成を認めなかった。 
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