
第
33
回 

日
本
レ
ー
ザ
ー
歯
学
会
総
会
・
学
術
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
抄
録
集
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
催
）�

２
０
２
１
年
11
月
29
日
～
12
月
13
日



光によるイノベーション

－これからのレーザー歯学会－

会　　　期 ： 令和 3年（2021 年）11 月 29 日（月）～12 月 13 日（月）

会　　　場 ： WEB 開催

大　会　長 ： 冨士谷盛興（愛知学院大学歯学部保存修復学講座 特殊診療科教授）

準備委員長 ： 友田　篤臣（愛知学院大学歯学部保存修復学講座 准教授）

実行委員長 ： 山田　三良（愛知学院大学歯学部保存修復学講座 講師）

運営事務局
（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部
〒 170-0003　東京都豊島区駒込 1-43-9　駒込 TS ビル
TEL 03-3947-8761　　FAX 03-3947-8873



2

大会長挨拶    3

プログラム    4

抄録

　日本歯科医学会会長講演   10

　理事長講演   11

　特別講演   12

　教育講演 1（歯内）   13

　教育講演 2（歯周）   15

　教育講演 3（口外）   17

　教育講演 4（修復）   18

　教育研修会（倫理・利益相反・未承認機器委員会企画）   20

　認定講習会   21

　パラデンタル対象認定講習会   22

　安全講習会   23

　共催セミナー   24

　一般演題（ポスター）   25

謝辞   37

I N D E X



3

第 33 回日本レーザー歯学会総会・学術大会の
WEB 開催にあたりまして

第 33 回日本レーザー歯学会総会・学術大会
大　会　長　冨士谷盛興
準備委員長　友田　篤臣
実行委員長　山田　三良

　第 33 回日本レーザー歯学会総会・学術大会にご参加くださいまして、誠にありがとうございます。ご
参加の皆様におかれましては、コロナ禍ではございますがお元気にご活躍のことと存じます。
　さて、新型コロナウィルス感染症の拡大状況、またそれに伴う政府の措置が全く読めない中、苦渋の決
断ではございましたが、現地開催を断念して WEB 開催とし、すべてのプログラムをオンデマンド配信と
させていただきました。会期につきましては、11 月 29 日（月）から週末を 2 回挟む 2 週間余としました
ので、ご都合のよろしい時にご視聴くだされば幸いです。

　本学術大会のテーマは、「光によるイノベーション －これからのレーザー歯学会－」です。日本歯科医
学会が発出し、この度の第 24 回日本歯科医学会学術大会の骨子となりました「2040 年への歯科イノベー
ションロードマップ〈健康寿命の延伸〉」は、専門分科会である日本レーザー歯学会の重要な使命の一つ
として認識しております。
　このような観点から本学術大会では、ロードマップから抽出した光に関連する 4 分野のトピックについ
て、それぞれの専門家により教育講演として解説を加えることとしました。また、現在日本レーザー医学
会理事長をお務めになられている中村哲也先生より「消化管内視鏡によるイノベーション…歯に光をあて
てみた…」と題する歯科と医科の連携イノベーションが期待される特別講演も企画しております。これら
の講演より、本会の今後の展望、すなわち「これからのレーザー歯学会」を明確にすることにより、国民
の健康寿命の延伸に貢献する学術大会にしたいと願っております。
　その他の大会企画プログラムとして、この度の第 24 回日本歯科医学会学術大会会頭をお務めになられ
た住友雅人先生の日本歯科医学会会長講演、今期より本会理事長をお務めになられている吉成伸夫理事長
の所信表明がございます。 

　学会企画のプログラムとして、本大会より倫理・利益相反・未承認機器委員会企画講演が開催されるこ
ととなりました。また、認定医、専門医、あるいは認定パラデンタル等の資格取得や更新に必須である認
定および安全の各講習会も開催しております。修了証の発行につきましては、視聴終了後に請求手続きが
必要となりますのでご留意をお願いいたします。

　本会を開催するにあたり、15 団体からご後援をいただきました（巻末謝辞参照）。ご厚情に心より感謝
申し上げます。また、ご協力をいただ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、来年こそは皆様と会場にてお会いできますことを祈念し、第 33 回日本レーザー歯学会総会・学術
大会の WEB 開催のご挨拶といたします。



参 加 さ れ る 皆 様 へ

1．参加登録について
1）学術大会 参加登録期間

2021 年  6 月 14 日（月）12：00～10 月 29 日（金）17：00
2）学術大会 Web 視聴サイト閲覧期間

2021 年 11 月 29 日（月）10：00～12 月 13 日（月）17：00
3）参加登録がお済みの方へ

参加登録（参加費納入済）をいただいた方には、開催 2 週間前を目途に抄録集および参加証兼領収書の発
送を予定しております。Web 視聴サイトの閲覧に必要な ID・パスワードにつきましても同封させていた
だきますのでご確認をお願いいたします。
上記の送付物が届かない方は、必ず 11 月 25 日（木）17：00 までに運営事務局へご確認をお願いいたします。

【運営事務局】
（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部
〒 170-0003　東京都豊島区駒込 1-43-9　駒込 TS ビル
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873
E-mail jsld33@kokuhoken.jp
営業時間：9：30～17：30（土・日・祝祭日は休業）

2．発表者の資格について
発表者は（共同演者も含む）はすべて本学会会員でなければなりません。
未加入の方は、至急手続きをお願いいたします。
また、筆頭発表者の方は、必ず参加登録を行ってください。

3．新入会、年会費について
入会をご希望の方は、日本レーザー歯学会ホームページ（http://jsld.jp/）からお手続きいただくか、また
は下記学会事務局までご連絡いただき、所定の手続きをお取りください。また年会費を未納の方も下記の
学会事務局までご連絡いただき、所定の手続きをお取りください。

【学会事務局】
〒 170-0003　東京都豊島区駒込 1-43-9　（一財）口腔保健協会内
一般社団法人日本レーザー歯学会 事務局
TEL：03-3947-8891
E-mail：gakkai18@kokuhoken.or.jp

4．学会単位認定について
認定講習会、パラデンタル対象認定講習会、安全講習会の受講証が必要な方は、学術大会 Web 視聴サイ
ト内の対象講演受講後、同サイト内に設置の受講証申請フォームより、閲覧期間内に必ず受講証発行申請
を行ってください。受講証発行の申請がない場合には、単位認定されませんのでご注意ください。
また受講証申請期間終了後の申請受付はいたしませんので、必ず期間内に受講証発行申請を行ってくださ
い。
なお、申請された方には、会期終了後、学会事務局より登録メールアドレスへ受講証をお送りさせていた
だきます。

4



発 表 者 の 皆 様 へ

1．利益相反の開示について
ポスターデータの下部に COI（利益相反）の記載をお願いします。
記載例）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。

2．発表方法について
1）本学術大会の一般演題（ポスター）の発表は、PDF による Web 掲示のみとなります。
2）PDF ファイルのアップロードは 2021 年 11 月 5 日（金）15：00 までにお願いします。

ファイル名は「演題番号 _ 氏名」としてください（例：P-1_ 歯科 花子 .pdf）。
3）発表データ受付期間・アップロード先

2021 年 11 月 5 日（金）15：00 まで
※  2021 年 11 月 5 日（金）15：00 以降のデータ受付は対応できません。データ未着の場合は、発表取下げ

として対応させていただきます。

3．事後抄録について
ご提出いただきました「抄録」は、既にご案内しておりますように日本歯科医学会のホームページに掲載
しますが、本会機関誌の日本レーザー歯学会誌にも収録いたします。
事前抄録内容に修正等が必要な場合は、事後抄録として 12 月 13 日（月）までに、下記学会事務局までメー
ルにてお送りください。

【 一般社団法人日本レーザー歯学会 事務局　E-mail：gakkai18@kokuhoken.or.jp 】

5．日本歯科医師会会員の皆様へ
第 33 回総会・学術大会は、オンデマンド配信のため、特別研修単位は取得できません。受講研修単位の
み取得が可能となりますので、受講研修単位の登録をされる先生は、第 33 回総会・学術大会 Web 視聴サ
イト内にある「日歯生涯研修登録」より、日歯生涯研修 ID の登録をしてください。

6．注意事項
・ 参加証は日本障害者歯科学会認定制度等における大会ご出席の証明として利用できますので、大切に保

管してください。
・ 大会ホームページ上の視聴データの録画・録音、また同一画面の複数人での視聴は禁止いたします。

7．お問い合わせ先
（運営事務局）　 一般財団法人口腔保健協会 コンベンション事業部内 

〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9 駒込 TS ビル 402 
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873 
E-mail：jsld33@kokuhoken.jp 
営業時間：9：30～17：30（土・日・祝日は休業）
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プ　　ロ　　グ　　ラ　　ム

◆日本歯科医学会会長講演
 座長　吉成伸夫（松本歯科大学歯科保存学講座（歯周）・日本レーザー歯学会 理事長）
　「歯科イノベーションロードマップにおける仕掛学」
　　住友雅人（日本歯科医学会会長）

◆理事長講演
 座長　冨士谷盛興（愛知学院大学歯学部保存修復学講座・第 33 回日本レーザー歯学会総会・学術大会 大会長）
　「レーザー歯学会の現状と未来」
　　吉成伸夫（松本歯科大学歯科保存学講座（歯周））

◆特別講演
 座長　冨士谷盛興（愛知学院大学歯学部保存修復学講座・第 33 回日本レーザー歯学会総会・学術大会 大会長）
　「消化管内視鏡によるイノベーション ･･･ 歯に光をあててみた ･･･」
　　中村哲也（日本レーザー医学会理事長、獨協医科大学 医療情報センター）

◆教育講演 1（歯内）
 座長　増田宜子（松本歯科大学歯科保存学講座（歯内））
　「歯内治療領域における抗菌光線力学療法の未来像」
　　樋口直也（愛知学院大学歯学部歯内治療学講座）
　「光による歯内治療のイノベーション」
　　興地隆史（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔機能再構築学講座 歯髄生物学分野）

◆教育講演 2（歯周）
 座長　沼部幸博（日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座・日本レーザー歯学会専務理事（学術・教育担当））
　「歯周治療における光線応用の過去、現在、未来」
　　青木　章（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野 歯周光線治療学）
　「抗菌光線力学歯周療法 ―レーザー照射の新たな方法について―」
　　福田光男（愛知学院大学歯学部歯周病学講座）

◆教育講演 3（口外）
 座長　大浦教一（鹿児島県開業・日本レーザー歯学会常務理事（研修・安全講習担当））
　「光による口腔粘膜疾患の検査診断～病理学的見地から～」
　　前田初彦（愛知学院大学歯学部口腔病理学 ･ 歯科法医学講座）

◆教育講演 4（修復）
 座長　斎藤隆史（北海道医療大学歯学部う蝕制御治療学分野・日本レーザー歯学会常務理事（国内渉外担当））
　「歯の硬組織に対する歯科用レーザーの展望」
　　山本一世（大阪歯科大学歯科保存学講座）
　「レーザー照射による歯質強化・改質」
　　山田三良（愛知学院大学歯学部保存修復学講座）

◆教育研修会（倫理・利益相反・未承認機器委員会企画）
 座長　五味一博（鶴見大学歯学部歯周病学講座・日本レーザー歯学会常務理事（倫理・利益相反・未承認機器担当））
　「臨床医のための研究倫理と計画書」
　　加藤智崇（日本歯科大学附属病院総合診療科）
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◆認定講習会
 座長　木村裕一（奥羽大学歯学部歯科保存学講座（歯内療法学）・日本レーザー歯学会常務理事（認定担当））
　「歯周病治療における抗菌光線力学療法の作用」
　　五味一博（鶴見大学歯学部歯周病学講座）

◆パラデンタル対象 認定講習会
 座長　木村裕一（奥羽大学歯学部歯科保存学講座（歯内療法学）・日本レーザー歯学会常務理事（認定担当））
　「パラデンタルに必要な基礎知識 ―レーザーを安全に応用するために ―」
　　小林一行（鶴見大学短期大学部歯科衛生科）

◆安全講習会
 座長　大浦教一（鹿児島県開業・日本レーザー歯学会常務理事（研修・安全講習会担当））
　「歯科治療におけるレーザーの安全かつ効果的な使用法について－ライフステージ別にみたレーザー応用－」
　　加藤純二（医療法人社団楓樹会・棚田歯科医院、日本レーザー歯学会監事）

◆共催セミナー　共催：タカラベルモント株式会社
　「医療用 CO2 レーザーの使用状況と歯科的特徴を考慮した使用」
　　塩谷公貴（ノエル歯科医院）

◆一般演題（ポスター）

◆ポスター発表
P-1  低出力青色 LED の間歇的な光照射がラット骨髄由来骨芽細胞様細胞に与える効果
 ○ 服部剛大 1），小川明敬 2），鈴村季功 1），磯村まどか 1, 3），河合遼子 1, 4），吉田和加 1, 4），杉田好彦 1, 4）， 

久保勝俊 1, 4），前田初彦 1, 4）

 　 愛知学院大学歯学部口腔病理学・歯科法医学講座 1），愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座 2），
藤田医科大学医学部病理診断学講座 3），愛知学院大学大学院歯学研究科未来口腔医療研究センター 4）

P-2  Er：YAG レーザー低出力追照射による、象牙質接着強さと接着界面性状への影響
 ○ 韋　殿桐，中元絢子，中根　晶，大槻昌幸，平石典子，島田康史
 　 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科う蝕制御学分野

P-3  Green LED 光照射がラットの骨髄由来骨芽細胞様細胞に与える効果
 ○ 小川明敬 1），服部剛大 2），鈴村季功 2），杉田好彦 2, 3），久保勝俊 2, 3），村上　弘 1），前田初彦 2, 3）

 　 愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座 1），愛知学院大学歯学部口腔病理学・法医学講座 2），愛知
学院大学未来口腔医療研究センター 3）

P-4  He-Ne レーザーによる低エネルギーレーザー光照射が骨組織の創傷治癒におよぼす影響についての 
基礎的研究　―画像的・組織学的検討―

 ○杉田好彦 1, 2），服部剛大 1），鈴村季功 1），河合遼子 1, 2），吉田和加 1, 2），久保勝俊 1, 2），前田初彦 1, 2）

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

P-5  術後成績と患者報告アウトカムによる Er：YAG レーザーを用いた低侵襲なメタルタトゥー除去術の評価
 ○ 三上理沙子 1），水谷幸嗣 1），永井茂之 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），永井歯科診療室 2）

P-6  ヒト歯肉上皮細胞への低反応レベル Nd：YAG レーザー照射による遺伝子学的解析 - 創傷治癒促進に与える影
響について -

 ○ 齊藤仁志 1），村樫悦子 1），石黒一美 1, 2），沼部幸博 1, 2）

 　 日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 1），日本歯科大学生命歯学部歯学教育支援センター 2）

7



P-7  Er：YAG レーザーにおけるチップ先端の損耗が照射範囲に与える影響の一考察
 ○ 塩谷公貴 1），篠木　毅 2），今野詩帆生 3）

 　 ノエル歯科医院 1），篠木歯科 2），カムカムデンタルクリニック 3）

P-8  結紮誘導歯周炎モデルマウスを用いたダイオードレーザー照射による歯周炎抑制効果
 ○ 大杉勇人 1），畑佐将宏 1），下平　剛 1），芝多佳彦 1），駒津匡二 2），土谷洋輔 1），福場駿介 1），新見ひろみ 1）， 

森田和機 1），片桐さやか 1），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），東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生

涯口腔保健衛生学分野 2）

P-9  Er：YAG レーザーによる歯質蒸散時のコンタクトチップへの削片付着について
 ○ 泉川昌宣，猪熊孝憲，斎藤隆史 
 　 北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野

P-10  Er：YAG レーザーで切削したウシ歯象牙質への試作オールインワンアドヒーシブの接着強さ
 ○ 上津豪洋 1），新海航一 1, 2）

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

P-11  Er：YAG レーザーのインプラント周囲炎への応用：松本歯科大学病院における実態調査
 ○ 宮國　茜 1），佐故竜介 1），水谷隆一 1），石岡康明 1），上原龍一 1），田井康寛 1, 2），吉成伸夫 1, 2）

  　 松本歯科大学歯科保存学講座（歯周）1），松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座 口腔健康分析学分野 2）

8



日本歯科医学会会長講演

理 事 長 講 演

特 別 講 演

教 育 講 演

教 育 研 修 会

認 定 講 習 会

パラデンタル対象認定講習会

安 全 講 習 会

共 催 セ ミ ナ ー



　2019 年に「歯科イノベーションロードマップ
2040 年」を世に発出したが、思ったほど反響がな
かった。2020 年、2021 年には「オープンイノベー
ションで多様な頭脳の結集を　－歯科イノベー
ションロードマップ 2040 は宝の山－」と勇ましく
日本歯科医学会会誌で特別企画の座談会を開催し、
この 2 年間の内容を合本冊子体にしていろいろな
分野に発出した。オープンイノベーションである
から、とりわけ歯科の産業界から何らかのアプ
ローチがあるかと期待していたが話題にもならな
かったようだった。そこで、このロードマップを
作成している重点研究委員会で多くの方々の目に
留まる策を練り、まず動画作成から着手した。そ
のお披露目を第 24 回日本歯科医学会学術大会に
合わせたのである。
　以前にこの分科会でもお話ししたことがあると
記憶しているが1980年代から1990年代にかけて、
私は Nd-YAG レーザーを歯科医療に導入し、歯
根嚢胞の焼却や末梢性三叉神経痛の神経ブロック

（焼却）、そしてコンピュータ制御による自動全身
麻酔法や全静脈麻酔法などに取り組んでいたが、
学会発表では受けていたものの、残念ながら普及
からは程遠い状況であった。その後の検証で分
かったのは、そのときは社会的気運が全く盛り上
がっていなかったということだ。早すぎるアイ
ディアに過ぎなかったのである。この社会的気運
の重要性に気づいてからは、さまざまな取り組み

で意識してきたが、機運を高めるというのは言う
ほど簡単ではない。
　さて肝心の歯科イノベーションロードマップに
話を戻そう。座談会を開催して、それをオンライ
ンジャーナルに掲載したり冊子体にするだけでは、
社会的気運づくりには程遠いことが分かった。
2019 年に学会 HP で「歯科イノベーションロード
マップ」を公表し、2020 年の日本歯科医学会誌の
特別企画座談会でも紹介したが、反響が少ない。
そこで、2021 年の座談会には、マンガの脚本家や
仕掛学の専門家に参加いただいた。これは社会的
気運を高める方法を学びたいという気持ちからの
企画であった。仕掛学というのは、新しい学問分
野で、日常どこにでも見られる風景から本当に些
細な人の心理のデータを用いてみなさんの気を引
く手段を見出すということを学問として専門分野
に持ち上げたものだ。市井で行われている当たり
前のことを学問にしたところに好感が持てる。こ
の仕掛学は、第 24 回日本歯科医学会学術大会の開
会講演を務めていただいた大阪大学経済学部教授
の松村真宏先生が創生されたものである。工学部
出身で AI を研究されていた方のアナログ的発想
の研究には大変興味がある。AI にできないことを
研究することで AI の進歩に役立てるということ
は、正に逆転の発想の神髄である。
　さて、歯科イノベーションロードマップの次の
仕掛けは如何に。

日本歯科医学会会長講演

歯科イノベーションロードマップにおける仕掛学

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
2021 年 7 月現在　 日本歯科医学会会長 

一般社団法人 日本歯科医学会連合理事長



　レーザーが歯科領域に応用されるようになって
から半世紀が過ぎた。レーザーの基礎、臨床研究
な進歩に応じて、その応用範囲は口腔軟組織の切
開・凝固から始まり、う蝕診断・治療、歯内療法、
歯周炎・インプラント周囲炎の予防・治療、種々
の疾患の疼痛緩和・治癒促進、さらにはレーザー
溶接、光学印象・CAD/CAM システムのスキャ
ナーへの応用等多岐に拡大している。
　このような中で、日本レーザー歯学会（以下、
本会）は、1989 年日本レーザー歯学研究会として
スタートし、1992 年から正式に日本レーザー歯学
会を標榜した。2007 年には日本歯科医学会認定分
科会に加入が認められ、 2013年には法人格を取得、
一般社団法人日本レーザー歯学会となった。そし
て、2017 年より日本歯科医学会専門分科会に昇格
し、32 年間の歴史を誇り現在に至っている。
　本会のミッションは、レーザーに関連する学際
領域とともにレーザー歯学の進歩発展を図り、
もって国民に良質、かつ安心・安全な歯科医療を
提供することにある。日本レーザー歯学会から提
出された医療技術提案書から保険収載されたレー
ザー歯科治療は、2008 年に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、2018 年に
収載された軟組織への応用関連の 4 項目を合わせ

6 項目となっている。
　本会は、「レーザー」というキーワードの下に集
結した基礎、歯科臨床分野全般にわたる非常に学
際的なスペシャリスト集団で、また、多くのレー
ザー機器関連メーカーの方々も本会の会員として
発展に協力している。このようなすばらしい人材
が揃っていることがレーザー歯学会の強みであり、
今後、歯科医療の中でレーザー機器による治療は
ますます適応範囲を広げ、重要な役目を果たすこ
とになることは自明の理である。
　ただ、本会がさらなる発展を遂げるためには克
服すべき喫緊の課題が存在する。その中で 1 番重
要なのは会員数の減少、これは財務状態の悪化と
相関しているが、さらに、これに伴う研究業績の
減少が学会の活性状態を不安定にしている。現在、
本会会員は正会員、準会員、学生会員、賛助会員、
購読会員をあわせて 854 名であるが、この 10 年間
ほぼ毎年減少し続けている。
　本講演では、本会の現状を踏まえ、皆様と学会
の現状を共有し、With/Post コロナ時代のニュー
ノーマルに対応した学会運営への修正、課題の克
服、本会発展のためのロードマップについて考え
てみたい。

理事長講演

レーザー歯学会の現状と未来

吉成　伸夫
松本歯科大学歯科保存学講座（歯周）
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【略歴】
1990 年　愛知学院大学大学院歯学研究科（歯周病学専攻）修了
1990 年　愛知学院大学歯学部助手（歯科保存学第三講座、歯周病科）
1995 年　愛知学院大学歯学部講師（歯科保存学第三講座、歯周病科）
2001～2002 年　 ノースカロライナ大学チャペルヒル校 

口腔と全身疾患センター 客員研究員
2004 年　日本レーザー歯学会認定医（登録番号第 78 号）
2006 年　松本歯科大学教授（歯科保存学第 1 講座、歯周病科）
2013 年　 日本レーザー歯学会指導医（登録番号第 78 号） 

日本レーザー歯学会副理事長
2014 年　松本歯科大学歯科保存学講座（歯周）教授（講座統合に伴い名称変更）
2021 年　日本レーザー歯学会理事長



　日本における消化管内視鏡（以下、内視鏡）は、
1932 年にドイツの Schindler が発明した軟性胃鏡
が導入されたことに始まり、胃カメラ、ファイバ
スコープを経て、電子内視鏡の登場により爆発的
に普及した。その光源にはキセノンランプが使用
されていたが、最近ではレーザーを光源とする新
世代の内視鏡システムが開発され、BLI（blue la-
ser imaging）や LCI（linked color imaging）など
新しい診断機能IEE（image enhanced endoscopy）
が使用可能となり、消化管の内視鏡診断は劇的に
変化している。
　我々は 2003 年以来、全身性強皮症患者（以下、
強皮症）を対象として逆流性食道炎を中心とした
内視鏡的精査を行っている。強皮症は皮膚および
各種臓器の線維化と血管内皮細胞増生による血流
循環障害を特徴とする疾患で、食道下部の硬化と
蠕動低下をきたすため、高頻度に逆流性食道炎を
合併する。逆流性食道炎は、胃酸分泌を強力に抑
制するプロトンポンプ阻害薬（PPI）の投与によ
りほとんどの症例で速やかに治癒するようになっ
た。しかし、強皮症に合併した逆流性食道炎は PPI
を長期投与しても難治性であることが多い。強皮
症の内視鏡的検討を重ねるうちに、胃食道逆流に
とどまらず多くの症例で咽頭喉頭逆流を生じてい
ることがわかり、逆流した胃内の液を吸い込むこ

とによって気管支喘息を誘発するケースさえある
ことが判明した。
　胃液は胃内の食物を消化するため強い酸性を示
すが、元々透明である。しかし内視鏡検査の際に
は、前処置用の消泡剤などにより白濁して見える
ことが多い。胃切除術後、胆嚢摘出術後、十二指
腸潰瘍がある場合には胆汁が逆流して胃液が黄色
く見えるが、最近ではそれ以外の患者でも高率に
胆汁が胃内へ逆流していることがわかってきた。
胆汁は強いアルカリ性で、逆流した胆汁と胃酸が
胃内で中和することはない。難治性逆流性食道炎
の成因を検討するうちに、胃酸の逆流だけが原因
ではなく症例によっては胆汁が食道や咽頭喉頭に
まで逆流している事実に気付いた。内視鏡検査は
患者がマウスピースをくわえた状態で開始するた
め、咽頭喉頭から観察を始めたとしても歯を観察
することはない。しかし、これまでの研究経過か
ら胃酸だけでなく強アルカリ性である胆汁が口内
にまで逆流していることがわかったため、内視鏡
で歯に光をあててみた。
　現時点では preliminary な検討にとどまるが、
歯に対して胃酸だけでなく胆汁の逆流が大きな影
響を与えている可能性が示唆された。今後の検討
により、歯科と医科とを結びつけるイノベーショ
ンに繋がるのではないかと期待している。

12

特別講演

消化管内視鏡によるイノベーション 
･･･ 歯に光をあててみた ･･･

中村　哲也
日本レーザー医学会理事長

獨協医科大学医療情報センター

【略歴】
1982 年　神戸大学医学部卒業
1983 年　兵庫県立病院がんセンター内科
1989 年　神戸大学大学院医学研究科博士課程修了（病理学Ⅱ・内科学Ⅱ主科目分担）
1990 年　医療法人江尻病院内科医長、消化器部長
1992 年　国立神戸病院研究検査科長
2001 年　獨協医科大学光学医療センター内視鏡部門長・助教授
2007 年　獨協医科大学医療情報センター長・教授
2009 年　獨協医科大学大学院医学研究科 内科学（消化器）兼担
2018 年　獨協学園医療系高等教育・研究機構開設準備委員会副委員長
2020 年　特定非営利活動法人日本レーザー医学会理事長



　近年、残存歯数が健康寿命に影響するという認
識が一般に広がり、歯の保存に対する国民の関心
は高まっている。その中でも、より低侵襲で安全
な治療法が期待されている。
　歯科疾患の多くは感染症であり、細菌数をいか
に少なくするかが重要である。現在、歯および歯
周に対する保存治療は外科的あるいは機械的な処
置の補助療法として、化学的な清掃や薬物療法に
より、除菌や殺菌が行われている。しかし、より
低侵襲で副作用が少なく、安全な治療への社会的
ニーズが高まっている今、その対策は重要な課題
である。例えば、現在の根管治療において、次亜
塩素酸ナトリウムは欠かせない有効な化学的清掃
剤であるが、一方で安全性に問題があり、誤った
使用方法などに起因した重篤な医療事故が報告さ
れており、次亜塩素酸ナトリウムを使用しない補
助的清掃法の開発は課題の 1 つである。
　抗菌光線力学療法（aPDT）は、生体に安全な
光感受性物質を特定波長の光線で励起して、その
結果、惹起される一重項酸素の作用により殺菌す
る新しい医療技術として、近年、注目されている。
その殺菌効果は多くの研究論文により証明されて
おり、薬剤耐性菌を作らない安全な殺菌方法とし
て期待されている。また、細菌由来の有毒物質の

無毒化や、光自体による生物学的効果についても
論じられている。現在、歯科においては、主に歯
内治療、歯周治療、インプラント周囲炎の治療な
どにおいて基礎研究が進められ、臨床応用が検討
されている。
　これまでに、愛知学院大学歯学部歯周病学講座
の研究チームは、生体への安全性が認められてい
るインドシアニングリーン（ICG）に着目し、細
菌への付着性を改善するためにキトサンコーティ
ングを施した ICG 封入ナノ粒子を作製し、歯周治
療への応用を検討してきた。そこに我々歯内治療
学講座が加わり、aPDT の歯内治療への応用を検
討している。我々は、基礎研究として、難治性根
尖性歯周炎との関連性が強く疑われている En-
terococcus faecalis を用い、ICG 封入ナノ粒子と半
導体レーザーを用いた aPDT による殺菌効果を確
認した。現在、同菌のバイオフィルムの除去効果
や殺菌効果について、レーザーの照射条件を検討
しながら調べている。
　本講演では、aPDT の概要や、我々のこれまで
の研究結果および今後の課題を紹介するとともに、
将来、aPDT がどのように根管治療や歯髄保存に
応用できるか、期待できる未来像をお伝えできれ
ばと考えている。
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教育講演1（歯内）

歯内治療領域における抗菌光線力学療法の未来像

樋口　直也
愛知学院大学歯学部歯内治療学講座

【略歴】
2000 年　愛知学院大学歯学研究科博士課程修了（歯科保存学専攻）
2000 年　愛知学院大学歯学部助手（口腔治療学講座、現歯内治療学講座）
2006 年　愛知学院大学歯学部講師（口腔治療学講座、現歯内治療学講座）（～現在に至る）
2011 年　カリフォルニア大学サンフランシスコ校客員研究員（～2012 年）

【学会活動】
日本レーザー歯学会会員
日本歯科保存学会評議委員・編集連絡委員
日本歯内療法学会会員
日本顕微鏡歯科学会会員
日本細菌学会会員



　レーザーはこれまで歯内治療において、歯髄の
診断、象牙質知覚過敏症の治療、修復象牙質形成
促進、感染根管の殺菌（根管内照射、レーザー洗
浄法）、外科的歯内治療（根面や肉芽組織の郭清、
逆根管充填用窩洞形成）などの多彩な応用が試み
られている。本講演ではこれらの背景をもとに、
近未来のイノベーションへの発展が期待される話
題を提供したい。
1．歯髄の血流の診断
　歯髄電気診、温度診など、歯髄の感覚神経の活
動性を指標とした検査法が現在一般的であるが、
神経活動は必ずしも真の生活性を反映しないため、
外傷歯や根未完成歯では偽陰性反応がしばしば問
題となる。このため、レーザードップラー法、パ
ルスオキシメトリー、透過型光電脈波法など、光
を応用して血流の有無を非侵襲的かつ客観的に判
定する検査法の応用が試みられている。なかでも
透過型光電脈波法は、LED 光を歯に照射し、透過
光量の脈動による変化（歯髄脈波）を検出するも
のであり、歯肉血流からのノイズが少なく客観的
な測定が期待される。歯髄脈波と歯髄の病態の関
連に関する知見の蓄積、および測定を簡便に行え
るプローブや測定システムの開発により、次世代
型の歯髄診断システムに発展する可能性がある。
2．感染根管の殺菌とレーザー洗浄法
　感染の排除を複雑な根管系で達成するため Er：
YAG レーザーなどを用いたレーザー洗浄法が追
究されており、シリンジ洗浄や超音波洗浄と比較

して効率的な感染源の除去を示唆する知見が蓄積
されている。しかし、洗浄液の根尖孔外溢出や過
剰な温度上昇を回避しつつ確実な感染源除去を可
能とする照射条件の設定が、課題として残されて
いる。AI を活用し、三次元的な歯根・根管形態か
ら症例ごとに最適な照射法、照射条件をオーダー
メイドで設定するといった対応は不可能であろう
か。
3．歯髄の修復と再生医療
　これまで各種レーザーの照射により歯髄での硬
組織形成促進が観察されている。この所見はレー
ザーによる間葉系幹細胞賦活化の可能性を示唆す
るものであり、傷害された歯髄の修復促進や象牙
質知覚過敏症の治療への応用の可能性が追究され
ている。現状では修復象牙質、反応象牙質、骨様
象牙質がしばしば混在して形成されるが、均質な
硬組織形成を図るための照射条件や照射システム
の検討により新たな展開が図られる可能性も皆無
といえない。
　また、間葉系幹細胞への in vitro での低出力
レーザー照射により細胞増殖や分化が促進すると
の報告がみられる。間葉系幹細胞移植による歯髄
再生治療は、歯内治療の近未来のイノベーション
として発展が期待されるところであるが、上述の
ような移植細胞の前処置、あるいは細胞移植に不
可欠な根管内感染の排除や根管壁象牙質の郭清と
いった方面で、レーザー照射が貢献する可能性が
推測される。
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教育講演1（歯内）

光による歯内治療のイノベーション
興地　隆史

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
口腔機能再構築学講座歯髄生物学分野

【略歴】
1984 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
1988 年　 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了 

東京医科歯科大学歯学部助手
1999 年　東京医科歯科大学歯学部附属病院講師
2001 年　新潟大学教授　歯学部附属病院総合診療部
2003 年　新潟大学教授　大学院医歯学総合研究科う蝕学分野
2015 年　現職



　レーザー光は、従来の機械的手段では得られない、
容易な組織蒸散、殺菌、止血、および生物学的効果な
どの優れた効果を有するため、今日、歯科治療におい
て様々な目的に効果的に使用され活躍している。
　歯周領域では 1980 年代の後半から、炭酸ガスレー
ザーによる歯肉切除に始まり、その後、Nd：YAG レー
ザーや半導体レーザーの歯周ポケット治療への応用
が進んだ。さらに 1990 年代の中頃から、硬組織への
応用が可能な Er：YAG レーザーが開発されると、歯
肉などの軟組織中心の治療から、歯石除去を含め歯根
面や骨組織、さらにはインプラントへの応用が可能と
なり、歯周ポケット治療、歯周外科治療、骨外科治療、
インプラント周囲炎治療など広範な応用が進んでい
る。
　レーザー治療は、今日、正確な知識と十分な経験が
あれば、患者及び術者の両者にとって快適な治療を提
供できるだけでなく、素晴らしい治療結果をもたらし、
時には予想を超えた劇的な治癒を示すこともある。ま
た、レーザー治療は、単調な機械的治療に変化をもた
らす、異なる感覚を有する楽しい治療器具にもなって
いる。
　このように、過去 30 年間に、レーザー歯科治療は
誰もが想像できなかったような発展を遂げたが、次の
30 年で、今後どこまで進展するのか非常に興味深い
ところである。
　少なくとも、歯周ポケット治療において、私どもも

Er-LCPT 法として治療法を開発してきたように、従
来の機械的治療法と各種高出力レーザーの併用によ
る治療成績の向上が確立されると思われる。加えて、
歯周外科治療においては、小型の骨欠損では MIST や
M-MIST などの低侵襲外科治療の開発応用が進んで
いるが、さらに効果的な flapless surgery へと発展す
る可能性が高く、その際に、ポケット内のデブライド
メントおよび治癒促進のツールとして効果的な、レー
ザーの応用が重要となると考えられる。また、光生体
調節作用（Photobiomodulation：PBM）効果の解明が
進むに連れて、再生治療における術中術後のレーザー
や LED による治癒・再生促進のための光治療や、細
胞治療における移植細胞の光による活性化などが発
展するものと思われる。このように、歯周・インプラ
ント周囲光線治療（periodontal/peri-implant photo-
therapy）の役割が益々増大すると思われる。
　また、研究段階であるが、すでに完全に歯石のみ除
去できるレーザーが実験室レベルで開発されており、
歯周ポケット内の盲目下で安全に容易に歯石除去が
達成でき、さらに歯石除去の完了を歯石の蛍光反応を
応用したシステムで自動認識できるようになるシス
テムが開発される可能性もある。
　このように、歯周光線治療は、今後、たゆまぬ発展
と革新の歴史を重ね、歯科医療の将来において明るい
道を切り開くであろう。
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教育講演2（歯周）

歯周治療における光線応用の過去、現在、未来
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

【略歴】
1989 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
1989 年　東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第二講座 研修医・医員
1996 年　 東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第二講座リサーチ・アソシエイト 

（日本学術振興会研究員）
1998 年　東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第二講座 助手
2003-04 年　 文部科学省在外研究員、米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校 

Visiting Assistant Professor
2011 年　東京医科歯科大学大学院歯周病学分野 講師
2017 年　東京医科歯科大学大学院歯周病学分野 准教授
2019 年　東京医科歯科大学大学院歯周病学分野 歯周光線治療学担当 教授

【資格・学会活動など】
歯学博士、日本レーザー歯学会理事（専門医・指導医）、日本歯周病学会評議員（専門医・指導医）、日本歯科保存
学会評議員（専門医）、口腔病学会理事、日本レーザー医学会評議員、国際レーザー歯学会（WFLD）President 
Elect、Academy of Laser Dentistry（米国 ALD）（認定医）



　私どもは、第 3 回日本レーザー歯学研究会から
本学会に参加させていただき、当初 Nd：YAG レー
ザーの歯周病治療への応用法を検討し、報告させ
ていただいておりました。レーザーは、波長特性
により、さまざまな使用法が考えられ、その可能
性に未来を感じたためです。それは、レーザーファ
イバーの直径が、0.5mm ほどで直接歯周ポケット
内に挿入できること、スケーラーがアクセスしに
くい幅の狭いポケットであっても、ポケットの底
部近くまでレーザー光を照射可能であること、波
長によっては、レーザーによる影響範囲が限定で
きることなどから得た発想でした。当時スケー
ラーしか歯周ポケット内へのアクセス方法がなく、
スケーラーよりも容易にポケット内にアクセスで
きるツールは大変魅力的でした。
　歯周ポケット内細菌叢が、歯周病の主たる原因
でありながら、これまでポケット内細菌叢を除去
するには、直接歯周ポケット内に器具を挿入する
必要があるわけです。
　一方ポケット内細菌叢をコントロールする方法
として、薬剤（抗生物質）の局所投与法がありま
すが、繰り返し投与では、耐性菌の出現などが懸
念されます。
　ポケット外からポケット内細菌を殺菌する方法
があれば、治療上の優位性は計り知れません。
　私どもは、医科領域のがん治療・皮膚科領域の

MRSA 感染症に用いられている光線力学療法を、
歯周治療に応用できないか検討してきました。対
象が細菌になりますので、我々は現在、呼称とし
て暫定的に抗菌光線力学歯周療法と呼んでいま
す。
　810nm の波長の半導体レーザーは、水および血
液（ヘモグロビン）に対する吸収特性を考慮する
と、いわゆる生体の分光学的窓に相当する波長で
あります。つまり、歯肉など軟組織を透過しやす
い波長帯です。また、この波長に反応する光感受
性物質としましては、医科検査の肝機能検査に静
脈注射で用いられているインドシアニングリーン
があり、安全性を考慮し、この組み合わせを用い
ることとしました。
　私どもは、このインドシアニングリーンをナノ
粒子化し細菌に付着しやすく加工しより効率的に
作用するように工夫しました。
　今回この特性を利用したポケット内細菌叢のコ
ントロール法の基礎的研究の紹介をしたいと思い
ます。
　現在、平成 29 年 4 月に公布され、平成 30 年 4
月に施行された臨床研究法に則り臨床研究中です
ので、臨床研究法では、どのような手順で審査を
受けてきたかについて経験も紹介したいと思いま
す。これから新しい治療法を目指す方々の参考に
なろうかと思います。
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教育講演2（歯周）

抗菌光線力学歯周療法 
―レーザー照射の新たな方法について―

福田　光男
愛知学院大学歯学部歯周病学講座

【略歴】
昭和 53 年 3 月　東京医科歯科大学歯学部卒業
昭和 57 年 3 月　同上大学院歯学研究科修了
昭和 57 年 4 月　同上助手
昭和 63 年 8 月　同上講師
平成 元 年 1 月　愛知学院大学歯学部講師
平成 6 年 4 月　同上助教授
平成 13 年 1 月　愛知学院大学歯学部附属病院特殊外来科長
平成 20 年 4 月　愛知学院大学歯学部特殊診療科教授

【所属学会】
日本歯周病学会、日本レーザー歯学会、日本歯科保存学会、日本口臭学会、日本交流分析学会



　口腔粘膜には口腔潜在的悪性疾患（Oral Poten-
tially Malignant Disorders：OPMDs）や扁平上皮
癌 （Squamous Cell Carcinoma：SCC）など様々
な粘膜疾患が発生する。これらの疾患の多くは肉
眼で見える部位に発生するため、肉眼観察と触診
で臨床診断を下し、その後、「生検」を行ってい
る。現状において確定診断は「生検」が最も有効
な検査法であるが、その方法は術者側にとっては
採取する技術、そして患者側へは外科的な侵襲が
伴い、決して容易な方法とは言えない。また、
OPMDs をはじめとする粘膜病変の病態の多彩さ
で、肉眼のみで早期の口腔がんを一般の歯科医師
が鑑別することは困難であるのが現状である。こ
れを補うために、手技が容易で簡便な「細胞診」
があるが、強い炎症や角化亢進の病変では偽陽性
または偽陰性の可能性があることを認識する必要
がある。また、「細胞診」によるスクリーニングに
おいては、結果が分かるまでに時間を有する。結
果が即時にチェアーサイドで分かる口腔内スク
リーニングで用いられる低侵襲な検査として「生
体染色法」があるが、ヨード染色であればアレル
ギーの患者には使用できないし、歯肉や硬口蓋で
は使用できない。
　現在、消化管領域では色素を散布して早期病変
を描出したり、拡大内視鏡で毛細血管の走行を確

認するなど、早期にがんを発見するための方法が
確立している。一方、口腔領域では新たな診断法
として「蛍光観察装置」の利用が口腔粘膜疾患の
視診・触診の補助として注目されている。「蛍光観
察装置」は青色帯域光（400～460nm）を照射し、
その励起光（緑色帯域の蛍光）を観察する。これ
は、患部に非接触であり侵襲はなく繰り返し施行
が可能である。「蛍光観察装置」の原理は青色帯域
光を口腔粘膜に照射し、生体内分子であるフラビ
ンアデニンジヌクレオチド（FAD）とコラーゲン
架橋結合の自家蛍光を励起させる。励起された緑
色の自家蛍光をフィルターを介して観察する。そ
の結果、健常粘膜では蛍光可視が保持され緑色と
して観察され、口腔上皮性異形成や SCC では細胞
の代謝が活性化し TCA 回路が活発になり、FAD
が水酸化して FADH2 になることで蛍光を失い暗
色として観察される。この蛍光観察装置を用いた
口腔粘膜検査は、観察部位における相対的な蛍光
損失を評価する技術である。しかし、ヘモグロビ
ンも青色帯域光を吸収するため、炎症性病変や血
腫も蛍光損失として描出されるので、視診・触診
と組み合わせて使用する必要がある。
　本講演では、光による口腔粘膜疾患の検査診断
を病理学的見地から科学的な根拠に基づいて概説
する。
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教育講演3（口外）

光による口腔粘膜疾患の検査診断 
〜病理学的見地から〜

前田　初彦
愛知学院大学歯学部口腔病理学・歯科法医学講座

【略歴】
1984 年 3 月　愛知学院大学大学院歯学研究科修了　歯学博士
1992 年 2 月　日本病理学会口腔病理専門医（第 67 号）
1995 年 10 月　愛知学院大学歯学部　助教授
2007 年 8 月　愛知学院大学歯学部　教授
2009 年 8 月　モンゴル国立健康科学大学歯学部　客員教授
2012 年 2 月　日本病理学会口腔病理専門医研修指導医（第 67 号）
2016 年 4 月　広島大学歯学部　客員教授
2016 年 6 月　特定非営利活動法人　日本臨床口腔病理学会　理事長
現在に至る



　平成 30 年（2018 年）度の診療報酬改定において
口腔粘膜処置、口腔粘膜血管腫凝固術、歯肉・歯槽
部腫瘍等の軟組織摘出術におけるレーザー機器加
算が保険収載され、軟組織に対する歯科用レーザー
治療が大きく飛躍することとなった。まことに喜ば
しく、今後のさらなる発展が期待される。しかしな
がら本学会のホームページにも記載されていると
おり、歯科とレーザーの関係は、1964 年に Stern と 
Sognnaes により、ルビーレーザーをエナメル質と
象牙質の蒸散に初めて用いた時、すなわち硬組織へ
の応用から始まっている。現在我が国において、歯
の硬組織に対する治療等で保険収載されているの
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であり、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、算定率はきわめて低いのが現状である（令
和 2 年度においてう蝕歯即時充填形成で 3.6％、窩
洞形成で 0.5％）。レーザーによる歯の切削（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
ることが最大の長所とされているが、現状ではレー
ザー医療というよりも装置が認められただけ、とい
うことになろう。しかしレーザーによる歯の切削は
無痛だけにとどまらない可能性を有している。現在
さまざまな医療分野で低侵襲、いわゆる MI が盛ん

であるが、う蝕処置においても再石灰化が不可能な
感染象牙質のみを選択的に除去することが求めら
れている。除去すべきう蝕象牙質の識別に最も有効
なのはう蝕検知液（1％アシッドレッド）であるが、
当教室の吉川らは Er：YAG レーザーに高い反応性
を示し、かつ口腔内で使用できるレーザー高吸収体
として尿素が有望であることを発見している。そこ
で Er：YAG レーザーと尿素配合う蝕検知液を組み
合わすことができれば、不快な音や振動が少ないと
いう特長と合わせ、非常に有効なう蝕除去法となり
うるであろう。
　また他の硬組織疾患に対するレーザーの有望な
利用法として、象牙質知覚過敏症への応用がある。
知覚過敏発症のメカニズムとして現在もっとも広
く受け入れられているのは、象牙細管内容液の移動
によって歯髄・象牙境付近の神経線維が興奮すると
いう「動水力学説（hydrodynamic theory）」であ
る。そのため象牙質知覚過敏症の治療法としては、
LLLT効果により歯髄そのものを鎮静化させて痛覚
を鈍麻させる方法、HLLT 効果により象牙質表面を
溶融させて露出した象牙細管口を閉鎖する方法や
象牙細管内容物を凝固させる方法などがあり、また
他の知覚過敏抑制薬物などと併用することで、さら
に高い効果が期待できる可能性もある。今回の講演
では歯の硬組織疾患へのレーザーの応用について、
今後期待される展望について述べてみたい。
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教育講演4（修復）

歯の硬組織に対する歯科用レーザーの展望

山本　一世
大阪歯科大学歯科保存学講座

【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・専門医・指導医）
日本歯科医学教育学会（理事）
日本歯科理工学会（代議員・Dental Materials Senior Adviser）
日本歯科審美学会（副理事長・認定医）
日本外傷歯学会（常任理事・認定医・指導医）



　MI といえば、う窩における最小限の侵襲（切
削）や、歯質保存的な接着修復治療に対して用い
られることが多いように見受けられる。しかし、
FDI の Policy Statement（2016 年）である「Mini-
mal Intervention Dentistry」の理念は、う蝕のリ
スク評価を念頭に置いたう蝕の早期発見・長期管
理（マネジメント）であり、患者教育はもちろん
のこと、再石灰化療法や予防を含めた管理型の介
入（予防治療）によりう蝕の発症や進行を制御す
ることも包含されており、これからの歯科医療の
中心になるべきであろうと思われる。そして先頃、
日本歯科医学会より発表された 2040 年への歯科
イノベーションロードマップでは、第 2 期の目標
の 1 つとして「レーザー照射による削らないむし
歯予防が実用化する。」が収載され、歯科用レー
ザーを歯の硬組織疾患の予防に応用する試みが加
速すると予想される。
　ところが、2008 年度より保険収載されるに至っ
たレーザーを用いたう蝕治療におけるレーザー機
器の使用は、回転切削器具の単なる代替としか位
置付けられていないのが実情である。したがって、
レーザーだからこそできる効果を最大限に活かし、
管理型予防から外科的な介入まで含む「レーザー

を用いた新しいう蝕治療」、すなわちレーザーにし
かできない効果をう蝕治療および管理型予防治療
に活かすための構築とその実践を急ぐ必要がある。
中でも超高齢社会が急速に進むに伴って急増する
と考えられる Tooth wear や根面う蝕などの制御
を含めた対応は、喫緊の課題として取り組む必要
がある。
　このような観点から演者らは、歯の硬組織に有
用なレーザーの効果を最大限に活かした新しいう
蝕の治療、患者の管理を前提にした予防治療の確
立を指向して、う蝕の検査や診断、歯質への耐酸
性付与や硬さの上昇、フッ化物の歯質取り込み促
進、アパタイトの歯面への熔着と歯質の強化・改
質、あるいは歯質の切削とその後の接着修復など
についての基礎的な研究を鋭意遂行してきた。そ
して、先端機器であるレーザーを歯の硬組織に対
しどのように活用すればよいかを探策してきた。
　本講演では、歯の硬組織に適応できる Er：YAG
レーザー、あるいは CO2 レーザー（波長 10.6 µm
と 9.3 µm）を用いた一連の研究の中で、とくに
レーザー照射されたエナメル質および象牙質表層
の改質効果を中心に、これまでの研究成果と今後
の展望をお話しさせて頂く予定である。

19

教育講演4（修復）

レーザー照射による歯質強化・改質

山田　三良
愛知学院大学歯学部保存修復学講座

【略歴】
2002 年　愛知学院大学大学院歯学研究科修了（保存修復学専攻）
2002 年　愛知学院大学歯学部歯科保存学第一講座助手
2007 年　愛知学院大学歯学部歯科保存学第一講座講師
2015 年　昭和大学歯学部歯科保存学講座美容歯科学部門講師
2019 年　愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科特任講師
2021 年　愛知学院大学歯学部保存修復学講座講師

日本レーザー歯学会（専門医・代議員）
日本歯科保存学会（専門医・代議員）
日本歯科審美学会（認定医・代議員）



　今年の 3 月に「人を対象とする生命科学・医学
系研究に関する倫理指針」が告示されました。従
来の指針である「人を対象とする医学系研究に関
する倫理指針」と「ヒトゲノム・遺伝子解析研究
に関する倫理指針」は、重複する部分や微妙な相
違点があり研究実施に支障をきたす可能性があり
ました。今回、これを統合して、新たな倫理指針
が策定されました。このように研究倫理は日々変
化をしていますが、その根本は、大きく変わらな
いと思われます。それは、医学研究の暗い歴史へ
の反省だと私は考えます。2003 年に放送されたテ
レビドラマ『白い巨塔』の中に、現代の医師であ
る財前がアウシュビッツを見学するシーンは、と
ても象徴的であるでしょう。ナチス・ドイツに限
らず、戦時中、日本やアメリカなどさまざまな国
でも非人道的な人体実験が行われてきました。こ
のような過ちを繰り返さないよう、医学研究には
倫理観や研究の仕組みが必要です。この講演では、
臨床医に必要な研究倫理と倫理委員会への提出が
必要な研究計画書の書き方を身近な例を挙げて解
説したいと思います。

医学研究倫理の変遷
　現代の研究倫理は、ニュルンベルク綱領（1947
年）が始まりだとされています。この綱領は、ナ
チス・ドイツの人体実験を裁いたニュルンベルク
継続裁判における医者裁判（被告は 23 名中 20 名
が医師）の判決時に作成され、医学研究における
人体実験の必要性を認めつつ､“容認できる”研
究を提示しました。また、「被験者の自発的な実
験への同意」と「被験者の実験を中止する自由」

の 2 つが明記され､ 今日のインフォームド・コン
セントの原型になっています。
　次に 1964 年に「ヘルシンキ宣言」が第 18 回世
界医師会総会にて採択され、7 回の改訂を経て現
在に至ります。本宣言は国際法上の拘束力はない
ものの、全世界の研究倫理指針の基礎となってい
ます。これを契機に研究倫理委員会の設置が世界
的に進み、また、多くの学術雑誌の掲載において、
本宣言に従っていることが必要条件になりまし
た。

現代の研究倫理
　ヘルシンキ宣言をもとに、各国で研究の倫理指
針がつくられました。日本でも前述した指針が今
年告示され、厚生労働省のホームページで確認す
ることが出来ます。内容は 8 つの項目の中に、研
究の社会的・学術的意義、合理性、研究対象者の
保護などが示されています。また、“説明資料”も
同じ画面上に掲載され、倫理指針についてコンパ
クトに説明されています。

研究計画書の書き方
　現在、多くの医学研究は研究計画書を研究倫理
委員会に提出し、研究の許可が必要です。研究計
画書の書き方は、題名・テーマ、研究の背景・意
義、研究の目的、研究方法、研究スケジュール、
倫理的配慮、公表・報告方法、研究資金のおおよ
そ 8 項目です。倫理委員会の許可に最低数か月は
かかるため、計画的な申請が必要です。無事に倫
理申請をおこない、素晴らしい研究が始まること
を願っています。
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教育研修会（倫理・利益相反・未承認機器委員会企画）

臨床医のための研究倫理と計画書

加藤　智崇
日本歯科大学附属病院総合診療科

【略歴】
2006 年　日本歯科大学歯学部卒業
2006 年　東京都立墨東病院ジュニアレジデント
2012 年　日本歯科大学生命歯学研究科博士課程修了
2013 年　福岡歯科大学高齢者歯科助教
2018 年　ワシントン大学オーラルヘルス講座客員研究員
2020 年　日本歯科大学附属病院総合診療科助教
2021 年　日本歯科大学附属病院総合診療科講師



　歯周病は歯周ポケット内に存在する歯周病原細菌
によって、歯周組織に炎症が引き起こされ歯周組織
の破壊が生じる。これは歯周病原菌が産生する酵素
や細菌自体の持つ LPS の作用によって宿主の免疫応
答による炎症の結果引き起こされる。そのため最も
重要な歯周病治療は細菌因子の除去であり、これま
では機械的な方法である Scaling and Root Planing

（SRP）が主体であった。最近になり、SRP と抗菌薬
などを用いた化学療法を併用する治療法も行われる
ようになってきたが、抗菌薬を用いることに対して
耐性菌の出現や副作用の発現等を危惧する声も多い。
2000 年代に入ると、光感受性薬剤と特定の波長を有
する光との併用による抗菌光線力学療法（antimicro-
bial Photo Dynamic Therapy：a-PDT）が歯周領域
への応用が始まった。現在、トルイジンブルーある
いはメチレンブルーと赤色光（レーザー、LED）お
よびローズベンガルと青色光（レーザー、LED）と
の組み合わせが多く報告されている。a-PDT の作用
は光感受性薬剤である色素に、これを励起しうる波
長の光を当てることにより生じる活性酸素による殺
菌効果と考えられる。このため、a-PDT では耐性菌
の出現などの問題が生じない利点がある。慢性歯周
炎に対して SRP に a-PDT を併用した場合の効果に
ついて、Andersen らは中等度以上の歯周ポケットに
メチレンブルーを用いて a-PDT と SRP を併用する
ことで、SRP 単独の場合と比較して有意に歯周ポ
ケット深さの減少やアタッチメントレベルの改善が

認められることを報告している。また、Braun らは
SRP と a-PDT を併用した場合プラークの沈着には
差が認められないが、ポケット深さの減少、アタッ
チメントレベルの改善、BOP の減少に有意な差を認
めている。これらが全て a-PDT による歯周病原菌の
殺菌効果のみによるのかは不明である。Kömerik ら
は a-PDT により LPS の生物学的活性やプロテアー
ゼ活性を低下させることを示している。しかしなが
ら、a-PDT の LPS やタンパク質への影響、歯根面に
与える影響などについての直接的な研究は少ない。
　そこで我々は in vitro において歯根面に与える影
響、有機質分解能および LPS 分解能について検討を
行った。また、各種歯科疾患に関連する細菌として
P. gingivalis（歯周病）、S. mutans（う蝕）、E. feca-
lis（歯内病変）についての抗菌活性を調べた。その
結果、検査した 3 菌種全てに抗菌活性を認めたが、特
にグラム陰性菌の P. gingivalis において強かった。
また、アルブミンのようなタンパク質の分解作用が
存在し、LPS に対しても分解的に働くことが示され
た。
　このように a-PDT を歯周領域で用いることで、歯
周病原菌に対する抗菌作用だけでなく、タンパクの
分解に伴うポケット内の洗浄、LPS の分解による根
面の無毒化などが望めるが、一方で照射時間が長い
などの問題点もある。この機会に a-PDT について再
度可能性と限界について考えていきたいと思う。
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認定講習会

歯周病治療における抗菌光線力学療法の作用

五味　一博
鶴見大学歯学部歯周病学講座

【略歴】
1985 年　鶴見大学歯学部大学院歯学研究科修了
1985 年　鶴見大学歯学部第二歯科保存学講座助手
1991 年～1992 年　トロント大学歯学部生体材料学講座（カナダ）visiting researcher
1996 年　鶴見大学歯学部講師
1997 年　鶴見大学歯学部第二歯科保存学講座助教授
2011 年　鶴見大学歯学部歯周病学講座教授

【学会活動】
日本歯周病学会　理事
日本歯科保存学会　理事
日本レーザー歯学会　理事
日本歯科医学会連合　理事
America Academy of Periodontology 会員
日本歯周病学会専門医（指導医）
日本歯科保存学会専門医（指導医）
日本レーザー歯学会専門医（指導医）



　日本レーザー歯学会のミッションは、レーザーに関
連する学際領域とともにレーザー歯学の進歩発展を
図り、もって国民に良質、かつ安全・安心な歯科医療
を提供することにある。患者の QOL および ADL の
向上に資する既存あるいは新規の技術・技能の策定と
展開、ならびに患者の安全を担保しつつレーザーと生
体との相互作用を最大限に活用しながら、既存の医療
機器、機材では応用不可能なレーザーにしかできない
質の高い医療の提供、すなわち“レーザー歯科医療”
の確立を目指す日本レーザー歯学会において、日本
レーザー歯学会認定パラデンタル（「認定パラデンタ
ル」：認定歯科衛生士、認定歯科技工士、認定アドバ
イザー）の制度が発足し、今回で 5 回目の講習会とな
る。この認定制度は、レーザー歯学とその関連領域の
専門知識と経験を有する「認定パラデンタル」を育成
することにより、歯科医療の発展と向上を図り、歯科
保健の充実と増進に寄与することを目的としている。
　近年、レーザーによる診断や治療において、さまざ
まな臨床応用が広がりレーザー機器が歯科治療にお
ける重要なツールとして考えられるようになってき
た。そして、2008 年にう蝕歯無痛的窩洞形成加算、
2010 年に手術時歯根面レーザー応用加算、2018 年に
は軟組織への応用関連が保険収載され、ますます歯科
治療におけるレーザー応用の必要性が認知されつつ

ある。しかし、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、疾患の診断やその処置法にま
で言及されることはないものの、自身が関与するレー
ザー機器の安全基準クラスやその要件に関する知識
及び安全管理については、十分に理解しておかなけれ
ばならない。実際にレーザー機器を使用する歯科診療
施設は、レーザーの使用可能な環境条件を満たし、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保護
ゴーグルの着用による眼の保護、レーザー照射による
蒸散物や煙の的確な吸引操作、定期点検など、さまざ
まな安全対策と安全管理を怠ってはならない。
　また、本学会が担う事業目的のひとつにパラデンタ
ルスタッフ教育が挙げられ、歯科衛生士や歯科技工士
の扱うことのできるレーザー機器について、その原理
や作用機序を研究、解明し、正しい応用法や技法など
について報告することが任務であると考えている。本
講習会では、レーザーを安全に応用するためのパラデ
ンタルに必要な基礎知識について解説する。
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パラデンタル対象認定講習会

パラデンタルに必要な基礎知識 
― レーザーを安全に応用するために ―

小林　一行
鶴見大学短期大学部歯科衛生科

【略歴】
1990 年　鶴見大学歯学部歯学科卒業
1994 年　鶴見大学大学院歯学研究科修了 博士（歯学）
1996 年　鶴見大学歯学部第二歯科保存学教室 助手
2006 年　米国ミシガン大学歯学部生体材料科学講座留学
2007 年　鶴見大学歯学部第二歯科保存学教室 助教
2011 年　鶴見大学歯学部歯周病学講座 助教
2013 年　 鶴見大学歯学部歯周病学講座 講師 

鶴見大学短期大学部歯科衛生科 准教授 
鶴見大学歯学部附属病院 口腔保健科長

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）



　口腔領域におけるレーザーの応用範囲は、軟組
織の切開、凝固といった外科的用途だけでなく、
歯の切削や齲蝕予防、歯周治療、抜髄・感染根管
治療などの歯髄処置、さらに口内炎、象牙質知覚
過敏症、顎関節症などの疼痛緩和・治癒促進など
多岐にわたっている。過去、レーザーといえば先
進治療の広告塔としての役割が前面に出ることが
多かったが、レーザーによるう蝕歯の窩洞形成、
歯石除去、再発性口内炎への照射、歯肉・歯槽部
腫瘍等の軟組織摘出等が順次、保険収載されたこ
ともあり、一般の歯科用レーザーに対する認知度
もかなり広まっている。これからはレーザー治療
のメリットをどれだけ患者さんに還元できるかが
ポイントになってくると思われる。
　今回の安全講習会は、日々診療室を訪れる患者
の主訴とその背景（ライフステージ）を軸として、
日常臨床のどんな場面にレーザーが役立ち、どの
ように応用できるかといった視点で以下のような
内容で進めていき、その際注意が必要なケースと
して、過去報告されている事故例も紹介しながら、
安全かつ効果的なレーザーの使用方法を考えてい
きたい。

　1．小児・若年者への応用
　小児～思春期はヒトの一生のなかで最も成長著
しい時期であり、健全な永久歯列を獲得し維持し
ていくためにも適切な治療と管理が求められる時
期である。乳歯列期、混合歯列期、永久歯完成期
の 3 つのステージごとに、それぞれの時期におけ
る治療目標と、その時期に見合ったレーザーの応
用法について述べていく。
　2．成人への応用
　日々診療室には様々な主訴をもった成人の患者
が来院する。それぞれに何らかの不快症状を抱え
ており、できるだけ速やかな治癒、あるいは少し
でも症状が緩和されることを望んでいる。そのよ
うなとき、もしレーザーが手元にあったら、レー
ザーをどういった状況で使えるか、どのように使
うのか、そういった観点からレーザーの利用方法
をまとめてみる。
　3．高齢者への応用
　高齢者に特徴的なことは多くの患者が基礎疾患
を有するようになることである。その状況下にお
いての重篤な歯周疾患への対応や、修復、補綴、
または抜歯などの観血的処置が必要となる。今回
は慢性疾患を持つ高齢者の歯科治療時における
レーザー活用法を述べる。
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【略歴】
1980 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
1985 年　東京医科歯科大学大学院修了（小児歯科学専攻）、歯学博士
1985 年－ 2004 年　東京医科歯大学歯学部小児歯科学講座助手
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　東京歯科大学歯科第三保存学講座講師
2012 年－医療法人社団楓樹会理事長・棚田歯科医院院長
 現在 　 一般社団法人日本レーザー歯学会監事 

特定非営利活動法人日本レーザー医学会評議員 
東京歯科大学保存修復学講座非常勤講師

安全講習会

歯科治療におけるレーザーの 
安全かつ効果的な使用法について 

－ライフステージ別にみたレーザー応用－
加藤　純二

医療法人社団楓樹会棚田歯科医院
日本レーザー歯学会監事



　医療用レーザーは世界的に欠くことのできない
治療機器となっており一般への認知度も高い。一
般的にレーザー治療と聞いて真っ先に思いつくの
は眼科におけるレーシックと皮膚科におけるホク
ロやアザの治療や耳鼻咽喉科におけるいびき治療
だという。眼科でのレーシックではエキシマレー
ザーが主な波長であり、皮膚科でのホクロやアザ
の治療ではCO2レーザーやQスイッチルビーレー
ザーが主波長である。また、耳鼻咽喉科における
いびき治療では歯科治療でも馴染みのある CO2

レーザーが使用されており歯科だけでなく医科で
もレーザー治療は幅広く応用されている。CO2

レーザー以外の波長でも、歯科で最も多くの機種
が販売されている半導体レーザーは医科でも多用
されており、リハビリテーション科（変形性膝関
節症、関節リウマチ、慢性筋・腱障害）整形外科

（肩関節痛、腰痛、膝関節痛、顎関節症）麻酔科
（帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛、腰部・下肢・腎部
痛、頭・頸・肩・上肢痛、術後疼痛、三叉神経痛）
などで使用されている。硬組織への照射が可能な
Er：YAG レーザーも歯科だけでなく獣医科など
でも使用されている。
　このように幅広い領域でのレーザー治療は、医
療者側のニーズである機器の進化と安全性の効率
性の向上のみならず患者側のニーズである審美的
需要の高まりや保険収載項目の増加により、普及
し認知度も高まり医療者・患者ともに得るものの
多い。患者側にとって治療方法として選択しやす
くなる保険収載をみると、CO2 レーザーは歯科で
は軟組織手術時のレーザー機器加算と口腔粘膜処
置での算定が可能であり、医科での保険収載項目
も多く、下甲介粘膜焼灼術（2910 点）や気管支鏡
下レーザー腫瘍焼灼術（12020 点）、径尿道的レー
ザー前立腺切除術（19000 点）、子宮頸部異形成上
皮または上皮内癌レーザー照射治療（3330 点）な
どで用いられている。また、内視鏡とレーザー機

器を融合させた装置の開発も進み大腸などのより
繊細かつ組織選択制を求められる軟組織処置への
応用も期待され、今後の発展が期待されている。
　医科・歯科での CO2 レーザーが発展・普及すれ
ばこそ安全に使用することを再確認しなければな
らない。そこで今回は他科での CO2 レーザーの使
用状況と比較しながら歯科でのCO2 レーザー使用
時の留意点を見ていきたいと思う。
　機器として発達・普及しても変わらいものは、
レーザー照射時の安全管理である。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、CO2

レーザーでも「眼の防護」「気腫」「過誤照射」な
ど多くの安全管理が求められる。特に「眼の防護」
は安全管理において重要な項目であり防護用の
ゴーグルに求められる条件を再確認し日常臨床で
守る必要がある。医科での CO2 レーザーも同様に
高いレベルの安全管理が求められているが、口腔
内は軟組織だけでなく硬組織も含まれる特殊な環
境であるため、硬組織への照射・誤照射のリスク
も注意する必要があり、水への吸収係数が高いと
言われているCO2 レーザーでもそれは同様であり
照射対象である口腔軟組織周囲に硬組織である

「歯」が存在することもふまえ、過誤照射にも注意
する必要がある。医療用レーザーの安全管理を再
確認し、多様化する歯科用レーザー・レーザー歯
科治療においてレーザー安全管理者としてのパラ
デンタルスタッフと共に正しい安全管理を実施す
ることで、CO2 レーザーのみならず複数波長が融
合し安全かつ効果的な使用が可能となるであろ
う。
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低出力青色 LED の間歇的な光照射が 
ラット骨髄由来骨芽細胞様細胞に与える効果

愛知学院大学歯学部口腔病理学・歯科法医学講座 1），愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座 2） 
藤田医科大学医学部病理診断学講座 3），愛知学院大学大学院歯学研究科未来口腔医療研究センター4）

○服部剛大 1），小川明敬 2），鈴村季功 1），磯村まどか 1, 3），河合遼子 1, 4）， 
吉田和加 1, 4），杉田好彦 1, 4），久保勝俊 1, 4），前田初彦 1, 4）

Effects of low level LED light intermittent irradiation 
on the osteoblast like cells of derived from rat bone marrow

Department of Oral Pathology and Forensic Dentistry, Aichi Gakuin University School of Dentistry1） 
Department of Geriatric and Home Care Dentistry, Aichi Gakuin University School of Dentistry2） 

Fujita Health University School of Medicine Diagnostic Pathology3） 
Research Institute of Advanced Oral Science, Aichi Gakuin University4）

○ Takehiro Hattori1）, Akitaka Ogawa2）, Toshikatsu Suzumura1）, Madoka Isomura1, 3）, Ryoko Kawai1, 4）,  
Waka Yoshida1, 4）, Yoshihiko Sugita1, 4）, Katsutoshi Kubo1, 4）, Hatsuhiko Maeda1, 4）

【目的】　1960 年代以降、低出力レーザー光照射（Low-reactive level laser/light irradiation：LLLI）による生体賦
活作用について基礎的研究が進められており、歯科医学領域おいては歯肉線維芽細胞や骨芽細胞、歯根膜細胞、間
葉系幹細胞などの増殖、遊走、分化などの促進が報告されている。組織浸透性が高い近赤外から赤外領域の半導体
レーザー光照射を用いた LLLI の研究は数多くなされている一方、LED 光照射を用いた研究論文はほとんど認め
られない。LED を用いた LLLI は半導体レーザーを用いた LLLI に比べ、照射機器が安価で入手しやすいことや小
さく持ち運びも容易で簡易的に使用もできること、安全性も高いことなど多くの利点が挙げられる。そこで本研究
では、波長 455 nm の青色 LED および 655 nm の赤色 LED の LLLI がラットの骨髄由来骨芽細胞様細胞の細胞増
殖能に与える効果について検討を行った。

【方法】　8 週齢の雄性 SD ラットの両脚大腿骨から骨髄細胞を採取し、10 cm シャーレに拡散させて、5％ CO2 イ
ンキュベーター（37℃）内で細胞培養を行い、本実験に使用した。培養液には骨芽細胞分化誘導培地を用い、培
養液は 2 日ごとに交換した。実験群は Control 群および 14 秒間 / 回青色 LED の光照射を 4 回（1.5 時間毎に間歇的）
行う群、56 秒間青色 LED の光照射を行う群、14 秒間 / 回赤色 LED の光照射を 4 回（1.5 時間毎に間歇的）行う群、
56 秒間赤色 LED の光照射を行う群の 5 群（N＝4）に分けた。LED 光照射は 12 well プレートに細胞を播種（3×
104 cells/well）してから 12 時間後に開始し、4 回の LED 光照射した群に対しては 14 秒 / 回を 1.5 時間おきに間歇
的に4回の照射を行い、1回のみ照射した群に対しては56秒間の持続的なLED光照射を行った。照射条件は総ジュー
ル数 5.6 J/cm2、実測値 100 mW、照射距離 20.8 mm、照射野面積 3.8 cm2 と設定し、照射による温度変化が認めら
れないことを確認した。細胞増殖能の検索には Cell Counting Kit-8 を用い、1 回目の LED 光照射直後および 1.5
時間後、3.0 時間後、4.5 時間後、12 時間後、36 時間後に各群の吸光度を計測し検索を行った。その結果を Tukey
の検定を用いて検討した。

【結果】　14 秒間 / 回青色 LED の光照射を 4 回（1.5 時間毎に間歇的）行った群が全ての検索において最も高い細
胞増殖能を示した。LED 光を照射した群では Control 群よりも細胞増殖能が高い傾向が認められた。14 秒間 / 回 
LED 光照射を 4 回（1.5 時間毎に間歇的）行った群は 56 秒間 LED 光照射を行った群に比べて、全ての検索におい
て高い細胞増殖能が認められた。また、青色 LED の光照射は、赤色 LED の光照射よりも高い効果を得られた。

【考察】　本実験の結果から総ジュール数が同値の場合、青色および赤色 LED 光照射を 1 回で持続的に行うより 4
回に分けて間歇的に行う方が細胞増殖能が高くなることが示唆された。これは LED 光照射を行うことで細胞増殖
活性は上昇するが、間歇的に数回行うことにより細胞増殖能が反復的に上昇したためと推察された。また、青色
LED の光照射が、よりラットの骨髄由来骨芽細胞様細胞の細胞増殖能を高めることが判明した。

【倫理的配慮】　本実験は愛知学院大学動物実験倫理委員会の承認を受けて実施した。（承認番号 459 号）
【COI】　本研究は、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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Er：YAG レーザー低出力追照射による、象牙質接着強さと接着界面性状への影響
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科う蝕制御学分野

○韋　殿桐，中元絢子，中根　晶，大槻昌幸，平石典子，島田康史

Effect of Er：YAG laser irradiation with additional low energy on resin-dentin bonding and 
morphology of bonded interface

Department of Cariology and Operative Dentistry, Division of Oral Health Science, Graduate School of Medical and 
Dental Science, Tokyo Medical and Dental University

○ Diantong Wei, Ayako Nakamoto, Akira Nakane, Masayuki Otsuki, Noriko Hiraishi, Yasushi Shimada

Objective：In recent years, the application of Er：YAG laser in caries removal has attracted much attention, but the 
bond strength on the irradiated dentin has not been fully investigated. This study was aimed to examine the resin 
dentin interface and to evaluate the micro tensile bond strength （µTBS）using two different irradiation manners, 
with/without additional low energy irradiation.
Methods：The labial surfaces of the twenty-seven bovine incisor teeth were polished using 600-grit silicon carbide 
paper under running water to expose flat crown dentin surface. All specimens were divided into three groups：1. 
no irradiation group （Control, C）, 2. 80mJ Er：YAG laser group （Erwin AdvErL, Morita Co., Kyoto, Japan）（80 mJ/
pulse, 10 pps under water/air spray, C600F, manual operation）, 3. 80＋30mJ Er：YAG laser group （80mJ group fol-
lowed by additional 30 mJ/pulse, 10 pps under water/air spray, C600F, manual operation）. The roughness of each 
treated surface （C,80mJ or 80＋30mJ）was measured using the 3D Laser Scanning Microscope （Keyence Corpora-
tion, Tokyo, Japan）. For the bond strength testing, the treated samples were applied with Clearfil SE Bond 2（SB,Ku-
raray Noritake Dental Inc., Tokyo, Japan）or Clearfil Universal Bond Quick （BQ, Kuraray Noritake Dental Inc., To-
kyo, Japan）, followed by composite build-up. After the µTBS testing, the failure mode was observed by using SEM 

（SEM；JSM-5310, JEOL, Tokyo, Japan）. The resin-dentin interfacial morphology was assessed with fluorescent mi-
croscope （FM；CKX41, Olympus, Japan）using the rhodamine-dye incorporated adhesives.
Results：The µTBS and the roughness were statistically analyzed using two-way ANOVA, followed by Tukey’s 
HSD post hoc test with a significant level of 0.05. As shown in Figure, the µTBS of the additional low irradiation 
group （80＋30mJ）was significantly higher than that of the single irradiation group （80mJ）（p＜0.05）. Within the 
same output manner, the µTBS of the SE group was significantly higher than that of the BQ group（p＜0.05）. The 
surface roughness （Sa, arithmetical mean height）of the 80mJ group were significantly higher than that of the 80＋
30mJ group （p＜0.05）, and the Sa of both groups were larger than the control group （p＜0.05）. The SEM image 
showed opening dentinal tubules with absence of smear layer on the dentin surface after irradiation. The FM imag-
es of 80mJ groups showed that the thickness of the adhesive layer was not uniform, showing that the dentin surface 
directly contacted with the composite resin. However, the adhesive layers of the 80＋30mJ groups were homoge-
neous in their thickness. The failure mode images showed that most of the fractures in the 80 mJ group were at the 
sub-surface of irradiated dentin and the resin-tags were attached on the composite sites.
Conclusion：The dentin surface after 80 mJ laser treatment is rough and irregular, which might account for insuffi-
cient resin-dentin interface and degrease of the µTBS. The irradiated dentin was fragile in the sub-surface, which 
was prone to fracture during the µTBS testing. The additional irradiation with the low energy, i.e.in the case of 80＋
30mJ manner improved the µTBS.

【本研究は，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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Green LED 光照射がラットの骨髄由来骨芽細胞様細胞に与える効果
愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座 1） 

愛知学院大学歯学部口腔病理学・法医学講座 2） 
愛知学院大学未来口腔医療研究センター3）

○小川明敬 1），服部剛大 2），鈴村季功 2），杉田好彦 2, 3），久保勝俊 2, 3），村上　弘 1），前田初彦 2, 3）

Effects of low level Green LED light irradiation on the osteoblast like cells of rat bone marrow
Department of Geriatric and Home Care Dentistry,Aichi Gakuin University School of Dentistry1） 

Department of Oral Pathology and Forensic Dentistry, Aichi Gakuin University School of Dentistry2） 
Center of Adovanced Oral Science，Aichi Gakuin University3）

○ Akitaka Ogawa1）, Takehiro Hattori2）, Toshikatsu Suzumura2）, Yoshihiko Sugita2, 3）,  
Katsutoshi Kubo2, 3）, Hiroshi Murakami1）, Hatsuhiko Maeda2, 3）

背景：近年、Low reactive level laser therapy（LLLT）による骨形成の促進効果によって骨組織の創傷治癒が促
進することが報告されている。しかしながら、Green LED 光について十分に検討されていない。そこで我々は、
LED 光の種類の照射方法の骨髄由来骨芽細胞様細胞の細胞増殖能に及ぼす影響を吸光度の変化にて検討すること
を目的に本研究を実施した。
方法：8 週齢の雄性 SD ラットの大腿骨から骨髄細胞を採取し、骨芽細胞分化誘導培地を用いて細胞培養を行った。
実験は 5 群に分けて行なった。Control 群（非照射群）、波長 550nm Green LED 光を 14 秒間 1.5 時間の間隔で間
歇的に 4 回照射した群、波長 550nm Green LED 光 56 秒間照射した群、波長 655nm の Red LED 光を 14 秒間 1.5
時間の間隔で間歇的に 4 回照射した群、波長 655nm Red LED 光を 56 秒間照射した群とした . 細胞を播種した 12
時間後に 1 回目の LED 光照射を行なった。照射条件は総ジュール数を 5.6 J/cm2 で一定にした。照射距離を 20 
mm、照射野への出力を 100 mW と設定した。細胞増殖能は Cell counting kit-8 を用いて 1 回目の照射直後および
2、3、4 回目の照射直後、1 回目の照射から 12、36 時間後に ELISA 法で吸光度測定をして検索した。統計分析は、
LED の種類（Green、Red、無し）、経時変化（1.5、3、4.5、12、36 時間）を因子とした 3way-mixed ANOVA と
Bonferroni 法による多重比較にて行った（危険率 0.05）
結果および考察：Green LED 光が Red LED 光、Control 群と比較して有意に高い値を示した。（p＜0.01）また、
14 秒間 1.5 時間の間隔で間歇的に 4 回照射した群が 56 秒間照射した群、Control 群と比較して有意に高い値を示し
た。（p＜0.01）14 秒間の間隔で間歇的に 4 回照射した群が 56 秒間連続照射を 1 回した結果よりも高くなっていた。
これは照射を 1 回したのち 1.5 時間の間隔をおくことによって再び細胞増殖能の向上が繰り返されたためと考えら
れる。
結論：Green LED 光を用い、14 秒間 1.5 時間の間隔で間歇的に 4 回照射する方法が、最も骨髄由来骨芽細胞様細
胞の細胞増殖に効果的であることが明らかになった。
本研究は、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。
愛知学院大学における動物実験倫理委員会承認　承認番号 459 号
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He-Ne レーザーによる低エネルギーレーザー光照射が骨組織の創傷治癒に 
およぼす影響についての基礎的研究　―画像的・組織学的検討―

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

○杉田好彦 1, 2），服部剛大 1），鈴村季功 1），河合遼子 1, 2），吉田和加 1, 2），久保勝俊 1, 2），前田初彦 1, 2）

A basic study of the effect of low-energy laser irradiation with He-Ne laser on bone wound 
healing -imaging and histological study

Department of Oral Pathology and Forensic Odontology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University1） 
Research Institute of Advanced Oral Science, Aichi Gakuin University2）

○ Yoshihiko Sugita1, 2）, Takehiro Hattori1）, Toshikatsu Suzumura1）, Ryoko Kawai1, 2）,  
Waka Yoshida1, 2）, Katsutoshi Kubo1, 2）, Hatsuhiko Maeda1, 2）

【目的】近年、創傷治癒への LLLT の有効性が報告され、骨組織に対しても創傷治癒の促進効果が期待されている。
しかし、その有効性に関する基礎的な研究は十分になされているとはいえない。そこで本研究では、ラットの大腿
骨に骨欠損を作製し、He-Ne レーザーを用いて骨組織の創傷治癒に対する LLLT の効果について検索を行った。

【方法】実験には 8 週齢の雄性 Sprague Dawley （SD）ラットを用いた。ラットの左右両側大腿骨に、直径 1.6mm
の滅菌ラウンドバーを用いて滅菌生理食塩水を注水しながら骨髄腔にまで達する骨欠損を形成した。圧迫止血を行
い、閉創した後に骨欠損部に He-Ne レーザー光の照射（Soft Laser 632、波長：632.8 nm）を行った。照射条件は、
照射出力 25 mW、照射時間 5 分、照射距離 25mm とし、閉創直後にレーザー光の照射を開始し、以後は 24 時間
の間隔で計 5 回の照射を行った。なお、レーザー光の照射を行わなかった片側の骨欠損部を対照群とした。対照群
およびレーザー光照射群で各群 4 匹のラットを使用して実験を行った（n＝4）。術後 7 日目にラットから大腿骨を
摘出し、骨欠損部の創傷治癒におよぼす低エネルギーレーザー光照射の影響について、マイクロ CT を用いた画像
解析および非脱灰標本を作製して組織形態計測学的検討を行った。本実験は愛知学院大学動物実験倫理委員会の承
認を受けて実施した。（承認番号 282）

【結果】術後 7 日目において、骨欠損作製部には新生骨の形成が認められた。骨欠損部の皮質骨直下の骨髄腔内に
おける骨体積や骨密度はレーザー光照射群の方が対照群より高くなっており、レーザー光照射群では骨梁構造が密
に認められた。

【結論】本実験の条件下では、骨欠損部の骨髄部において He-Ne レーザー照射による骨形成促効果が認められ、同
レーザーの LLLT 効果が確認された。したがって、He-Ne レーザー照射は骨の創傷治癒を促進する可能性が示唆
された。

本研究は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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術後成績と患者報告アウトカムによる 
Er：YAG レーザーを用いた低侵襲なメタルタトゥー除去術の評価

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野 1），永井歯科診療室 2）

○三上理沙子 1），水谷幸嗣 1），永井茂之 2），岩田隆紀 1），青木　章 1）

Postoperative and patient-reported outcomes of  
a minimally-invasive approach for metal tattoo removal with Er：YAG laser

Department of Periodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University1）, 
Nagai Dental Clinic2）

○ Risako Mikami1）, Koji Mizutani1）, Shigeyuki Nagai2）, Takanori Iwata1）, Akira Aoki1）

目的：歯冠補綴治療に伴う金属削片の沈着によるメタルタトゥーは審美障害を引き起こす。患者の審美性改善に対
する要望は高まっているが、メタルタトゥーの除去法は確立されていない。これまでに外科的な除去術の有効性が
報告されているが、それらは侵襲が大きく患者の負担が大きい。本研究では、我々が以前より行っているエルビウ
ムヤグ（Er：YAG）レーザーを用いた低侵襲なメラニンタトゥー除去法の有効性を検討することを目的とした。
方法：東京医科歯科大学歯学部附属病院歯周病外来にて 1993 年から 2019 年の間にメタルタトゥー除去術を施行し
た 18 名の診療情報を抽出した。本術式では Er：YAG レーザーを用い、歯肉に埋入している金属細片を露出させ、
周囲の変色した結合組織とともに除去を行った。必要に応じて歯科用顕微鏡を用いて金属細片を目視しながらレー
ザー照射を行った。抽出した診療情報を用い、術後の歯肉色、歯肉形態、疼痛に関する visual analog scale （VAS）
について評価を行った。本研究は東京医科歯科大学歯学部倫理審査委員会の承認を得て行われた（承認番号：
D2020-20）。
結果：18 名の対象患者（24－65 歳）全てが非喫煙者であり、17 名が女性であった。施術対象部位の多くは上顎前
歯部もしくは小臼歯部であり、術後のフォローアップ期間は平均 2.9 年（0.5－27 年）であった。本術式では、出
力 50－80 mJ/pulse、10－30 Hz、注水下で Er：YAG レーザー照射を行った。基本的に局所麻酔を行ったが、軽度
な沈着の 1 症例は表面麻酔のみで、1 症例は無麻酔で実施された。1 回の施術あたりのチェアータイムは 20－40 分、
照射時間は 1－8 分であった。メタルタトゥー沈着が広範に及ぶ場合もしくは重度な場合は、術後の確実な創傷治
癒を考慮して複数回に分けて施術を行った。16 症例で歯科用顕微鏡が使用され、Microsurgery で金属細片を視認
しながら施術することでより繊細な処置が可能となり、創部を最小化するとともに、沈着部位周囲の辺縁歯肉や歯
間乳頭の保存が容易であった。術後出血はわずかで自然に止血し、縫合や歯周パック等は不要であった。術後 1 週
後には創部の上皮化がほぼ完了し、術後 2－4 週で歯肉の治癒は完了した。フォローアップ時の歯肉色は健全部位
と遜色なく、審美性の改善は著明であった。わずかな歯肉退縮を認めた 1 症例を除き、歯肉退縮や歯肉の形態不良
は生じなかった。また、再発を認めた症例はなかった。1 例のみ創部の擦過によるわずかな術後出血を生じたが、
その他合併症や副作用は認めず、本術式は安全に行われた。術後疼痛を患者の自己申告による VAS で評価したと
ころ、術直後、術後 1 日目にわずかな疼痛を訴えた患者もいたが、16 名の患者が術直後から術後 7 日目まで全く
疼痛を感じなかったという評価が得られた。
結論：Er：YAG レーザーを用いた低侵襲なメタルタトゥー除去術は、安全かつ非常に有効であることが示された。
本術式は従来の外科的な除去術式と比較して非常に低侵襲なため、術後疼痛がごくわずかで術後の治癒も迅速かつ
良好であり、審美性の向上に大きく貢献できることが示唆された。

本研究は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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ヒト歯肉上皮細胞への低反応レベル Nd：YAG レーザー照射による遺伝子学的解析
- 創傷治癒促進に与える影響について -

日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 1），日本歯科大学生命歯学部歯学教育支援センター2）

○齊藤仁志 1），村樫悦子 1），石黒一美 1, 2），沼部幸博 1, 2）

Genetic analysis of human gingival epithelial cells with low reactive level Nd：YAG laser 
irradiation 

-Effects on the promotion of wound healing-
Department of Periodontology, School of Life Dentistry at Tokyo, The Nippon Dental University1） 

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

○ Hitoshi Saito1）, Etsuko Murakashi1）, Hitomi Ishiguro1, 2）, Yukihiro Numabe1, 2）

【緒言】
　近年、患部組織に対し低出力でレーザー照射を行い、細胞を賦活化することで、組織の創傷治癒効果の促進を期
待する低反応レベルレーザー治療（ LLLT；low reactive level laser therapy ）が注目されている。歯周治療にお
いても、歯肉への LLLT が応用されているが、その効果の検証は主に歯肉線維芽細胞による実験所見に留まり、
歯周組織を構成し、歯肉表層でレーザー光の影響を直接受ける歯肉上皮細胞への照射応答の科学的根拠は乏しい実
状にある。また、レーザーの強度は主にパルスレート（pps）とパルスエネルギー（mJ）により規定される照射出
力（W）で決定されるが、それぞれの組み合わせにより異なる効果を示すと報告されている。しかしながら、
LLLT における明確な照射条件は規定されていない。そこで、本研究ではヒト歯肉上皮細胞における低反応レベル
レーザー照射の効果を検討するために、レーザー照射実験を行うための細胞播種数と照射条件の決定および創傷治
癒に関する遺伝子の経時的発現解析を行った。

【材料と方法】
　本研究では不死化ヒト歯肉上皮細胞（h-TERT TIGKs、American Type Culture Collection、以下、HGK）を
使用した。レーザーは歯科用 Nd：YAG レーザー（インパルス・デンタルレーザー、インサイシブジャパン株式会社、
以下、レーザー）を使用し、細胞に対し均一にレーザー照射ができるよう照射用ステントを用いて、研究に使用し
た。
　細胞播種数の検討：96well plate に HGK を 625、1250、2500、5000、10000 個 /well で播種し 1 日毎に計 7 日間、
MTT 改良法 Cell counting kit-8（以下 WST-8）にて細胞数の比較検討を行った。
　レーザー照射条件の検討：決定した細胞数で HGK を 96well plate に播種して培養し、24 時間後に 100mJ 5pps 
10s、100mJ 10pps 10s、100mJ 20pps 10s、100mJ 30pps 10s、100mJ 40pps 10s、100mJ 50pps 10s、100mJ 60pps 
10s の照射条件で HGK にレーザー照射を行った。5 日間培養を行い、1 日毎に WST-8 によりレーザー非照射群（以
下、Control 群）とレーザー照射群（以下 Irradiation 群）の細胞増殖能を測定し、レーザー照射条件の比較検討を
行った。
　遺伝子発現解析：決定した細胞播種数で 96well plate に HGK を播種して培養し、24 時間後、決定したレーザー
照射条件でレーザーを照射した。照射後 0、1、3、6、12、24 時間で細胞を回収してリアルタイム PCR 解析を行い、
低反応レベルレーザー照射後の創傷治癒関連遺伝子（EGF、EGFR、TGF-a、PCNA）の経時的発現について比較
検討した。

【結果および考察】
　細胞播種条件に関して、実験結果より細胞播種数を 2500 個 /well に決定した。レーザー照射条件の検討に関して、
Control 群と比較してレーザー照射後 2、3 日目の 100mJ 30pps 10s レーザー照射群において有意な細胞増殖が認
められた。以上より、本研究において HGK へのレーザー照射条件を 100mJ 30pps 10s とした。細胞数 2500 個 /
well、レーザー照射 100mJ 30pps 10s の条件でリアルタイム PCR 解析を行った結果、Control 群と比較し、レーザー
照射後 1 時間における EGFR、TGF-aの有意な発現減少が認められた。また、Control 群と比較してレーザー照
射後 6 時間における EGFR、TGF-aの有意な発現増加が認められた。照射後 1 時間の発現減少はレーザー照射に
おける一時的な影響と考えられるが、照射後 6 時間では発現増加が認められた。これまでの研究で創傷治癒関連遺
伝子として EGFR は細胞増殖、TGF-aは細胞遊走に関わることが示されており、今回の結果から低反応レベルレー
ザー照射はヒト歯肉上皮細胞の創傷治癒促進に関与している可能性が示唆された。
　本研究は、演題発表に関連し開示すべき利益相反関係にある企業等はありません。
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Er：YAG レーザーにおけるチップ先端の損耗が照射範囲に与える影響の一考察
ノエル歯科医院 1），篠木歯科 2），カムカムデンタルクリニック 3）

○塩谷公貴 1），篠木　毅 2），今野詩帆生 3）

A study of the effect of Er：YAG laser tip wear on the irradiation range
Noel Dental Clinic1）, Shinoki Dental Clinic2）, Cum Cum Dental Clinic3）

○ Kimitaka Shioya1）, Takeshi Shinoki2）, Shihomi Konno3）

本研究は、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。

再発性アフタ性口内炎への歯科用レーザー照射の保険収載されて日常臨床での歯科用レーザーの使用頻度はますま
す高まっている。それに伴い再発性アフタ性口内炎を含むいわゆる口内炎への歯科用レーザーの照射も保険算定可
否を問わず増えている。前がん病変などへの照射などレーザー照射そのものへの診断等はもちろん、波長選択や出
力選択などへの歯科用レーザーを安全かつ効果的に使用するための習熟も求められる。中でも Er：YAG レーザー
は接触型レーザーでありながらもチップを非接触で使用し、組織表面にタンパク変性層を形成することを目的とし
ている。そのため照射対象である口内炎の大きさに対してのチップの選択とチップの大きさに合わせた出力設定に
よる照射エネルギーの最適化が求められる。当院で使用している Er：YAG レーザーはモリタ社アーウィンアドベー
ルエヴォであり、口内炎に対する照射は C400F・C600F・C800F チップの 3 種類から選択をしている。これら 3
種類のチップは先端形状が平面であることからレーザー光が直進光になり照射範囲のコントロールが容易で、目標
部位以外への誤照射がないことが特徴である。Er：YAG レーザーにおいても口内炎への照射は非注水での熱変性
を活用するため、健全組織に誤照射があると熱影響による疼痛を患者が訴えることがある。術者の操作による誤照
射はあってはならないが、患者の体動などにより起こりうる。各チップと設定値ごとの出力を測定することでより
リスクの少ない照射方法を検討する。さらに、術者の誤照射以外で考えうる誤照射の原因にチップ先端の損耗によ
りレーザー光の照射範囲の乱れがあると臨床で遭遇することがある。そこで、本研究では新品チップと損耗チップ
の照射範囲の差と出力の差を測定し、チップ先端の損耗が与える影響に関して考察したいと思う。

材料および方法
Er：YAG レーザー（モリタ社：アーウィンアドベールエヴォ）およびアドベールチップ（C800F）を用いて新品チッ
プと損耗チップの照射範囲及び出力の変化を測定する。照射範囲の測定は、口内炎を模した感熱紙に複数回照射を
行い標的としていた部位と実際に照射された範囲のずれを観察する。出力の測定は新品・損耗チップの同条件での
先端出力をパワーメータ―で測定比較する。

結果
新品チップを用いた場合、標的とした感熱紙への照射範囲は術者の手技によるずれ以外は認められず、損耗チップ
を用いた場合は術者の意図と異なる範囲への照射が認められた。また、出力に関しても新品チップに比べ損耗チッ
プは低下が認められた。

結論
Er：YAG レーザーにおいて、チップ先端の損耗は照射範囲・出力共に影響を与える。そのため臨床での口内炎へ
の照射などでは、術者にとって予測困難な照射になる可能性があり、安全管理および効果を考慮した際、著しく損
耗したチップの使用は控えることが望ましいと考えられる。
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結紮誘導歯周炎モデルマウスを用いた 
ダイオードレーザー照射による歯周炎抑制効果

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） 
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生涯口腔保健衛生学分野 2）

○大杉勇人 1），畑佐将宏 1），下平　剛 1），芝多佳彦 1），駒津匡二 2），土谷洋輔 1），福場駿介 1）， 
新見ひろみ 1），森田和機 1），片桐さやか 1），岩田隆紀 1），青木　章 1）

Effect of diode laser irradiation on inhibition of periodontitis in ligature-induced  
periodontitis model in mice 

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

Department of Lifetime Oral Health Care Sciences, Graduate School of Medical and  
Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan2）

○ Yujin Ohsugi1）, Masahiro Hatasa1）, Tsuyoshi Shimohira1）, Takahiko Shiba1）, Keiji Komatsu2）,  
Yosuke Tsuchiya1）, Shunsuke Fukuba1）, Hiromi Niimi1）,  

Kazuki Morita1）, Sayaka Katagiri1）, Takanori Iwata1）, Akira Aoki1）

【目的】半導体レーザーは、近年様々な歯科治療に応用されている。特に歯周治療においては、高出力半導体レーザー
による歯周ポケット治療や、低出力半導体レーザーによる Photobiomodulation（PBM）を用いた治癒促進、光感受性
薬剤投与と低出力レーザー照射の併用による抗菌光線力学的療法に関する研究が進められている。しかしながら歯肉や
細菌に対する半導体レーザー照射による直接的な影響については未だ不明な点が多い。本研究では、結紮誘導歯周炎モ
デルマウスを用いて低出力半導体レーザー照射による歯周炎進行の抑制効果について明らかにすることを目的とした。

【材料および方法】本研究は東京医科歯科大学動物実験委員会の承認のうえ行われた（承認番号 A2020-055C2）。9 週齢
の C57BL/6J　雄マウスの上顎右側第 2 臼歯に対して 6-0 絹糸を結紮した。実験群では結紮側に対して、波長 910nm
の半導体レーザー（Lumix2TM, Fisioline s.r.l., Italy）を結紮部より 1mm の距離で、結紮後 1、3、5 日にそれぞれ 0.2 W、
30 KHz で 7 分 30 秒照射（総エネルギー量：90 J）を行った。歯周炎による骨吸収量を評価するため、結紮前、結紮後 5、
8 日で micro-CT 撮影を行った。次に結紮後 8 日でレーザー照射した結紮糸と非照射の結紮糸を除去し、それぞれの結
紮糸より DNA を抽出、ライブラリーを作製し、次世代シーケンサー（MiSeq, Illumina）を用いた 16S rDNA 解析を
QIIME2 を用いて行った。細菌叢の違いを Principal Coordinate Analysis およびクラスター解析により分析し、細菌間
のネットワーク構造の違いを SparCC value を基に Cytoscape にて可視化し評価した。結紮 3 日後に上顎第二臼歯の結
紮周囲歯肉を採取し、total RNA を抽出し、RNA-Seq を行い遺伝子発現に関して網羅解析を行った。また、RNA-Seq
により得られた発現変動遺伝子に関して、結紮 8 日後での qPCR による遺伝子発現量を比較検討した。

【結果】Micro-CT 解析において、結紮後 8 日では歯根 1/2-1/3 程度の骨吸収が生じることが明らかになった。また、レー
ザー照射群においては結紮後 8 日で骨吸収量が有意に抑制された。結紮糸より抽出された DNA 量は、非照射群と比較
してレーザー照射群では減少していた。細菌叢の多様性と組成は、レーザー照射した結紮糸と照射していない結紮糸の
間では有意な差は認められなかったものの、細菌間のネットワーク構造に変化が認められた。次に、歯肉そのものに対
するレーザー照射の影響を調べるために、健常マウス照射 3 日目の歯肉と非照射歯肉に対して RNA-Seq を行った結果、
多くの発現変動遺伝子が認められた。qPCR では結紮後 3 日の歯肉で破骨細胞の活性化に関与する Spp1 や炎症関連タ
ンパク質に関わる S100a8 の遺伝子発現量が、レーザー非照射群と比較して、レーザー照射群において有意に減少して
いることが明らかになった。

【結論】結紮誘導歯周炎モデルマウスにおいて、低出力半導体レーザー照射による宿主応答や細菌への影響により、歯
周炎の進行が抑制できる可能性が示唆された。本研究により、積極的な歯周治療での介入が難しい歯周炎患者に対して、
低出力半導体レーザーを用いることにより、細菌叢や免疫応答を制御し、歯周炎の進行抑制および予防が出来る可能性
が示された。

本研究は、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。

会員外共同研究者：廣田朝光　東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター 分子遺伝学研究部
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Er：YAG レーザーによる歯質蒸散時のコンタクトチップへの削片付着について
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野

○泉川昌宣，猪熊孝憲，斎藤隆史

Debris adhesion on contact tips in the ablation of dentin by Er：YAG laser
Division of Clinical Cariology and Endodontology, Department of Oral Rehabilitation,  

School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

○ Masanobu Izumikawa, Takanori Inokuma, Takashi Saito

【目的】
　歯科診療にいて日常的に行われる齲蝕の除去は、一般的にエアタービンやマイクロモーターといった回転切削器
具が用いられるが、切削時の過度な騒音や振動によって患者にストレスを与えてしまう。特に高齢者の齲蝕治療に
おいては、齲蝕治療時の安全性確保の観点から、騒音や痛みの少ない Er：YAG レーザーによる齲蝕除去法が注目
されている。
　Er：YAG レーザーを用いて硬組織を蒸散する際、コンタクトチップの先端部にデブリが付着することによる汚
染やコンタクトチップの劣化による蒸散効率の低下が懸念される。本研究は象牙質切削時のコンタクトチップ先端
にのデブリの付着状況とコンタクトチップ洗浄後のデブリの残存状況を切削条件の違いから検討することを目的と
した。

【材料および方法】
　本研究は北海道医療大学歯学部・大学院歯学研究科倫理委員会（承認番号 47 号）の承認を得て行われた。新鮮
ヒト抜去歯をグラインダーにて平滑化し 0.1 mol/l 乳酸水溶液中で 72 時間脱灰した群と非脱灰群に分けて実験に供
した。Er：YAG レーザー（Erwin AdvErL Evo、モリタ製作所）のチップ（C600F）先端を試料表面から 1 mm の
距離で照射角度を 90°あるいは 45°に固定し、クロスローラステージ（ALS-904-H1P、中央精機）にて 1 mm/sec
の速度で移動させ、先端値出力 130 mJ、10 pps、注水下で照射した。
　照射後のコンタクトチップ先端を形状測定レーザーマイクロスコープ（VK-X100、KEYENCE）にて観察し、
付着したデブリの付着量を ImageJ を用いて測定した。コンタクトチップを蒸留水中に浸漬し 50mJ、20 pps で洗
浄を行った後とその後の清拭後で同様に残存したデブリの付着量を測定した。

【結果及び考察】
　照射角度 90°群と比較して 45°群で照射後のデブリ付着量は多い結果となった。洗浄後の観察では脱灰群と非脱
灰群の比較では脱灰群でデブリ残存量が多く認められたが照射角度間での差は認めなかった。洗浄後にコンタクト
チップ先端の清拭を行った後の観察ではすべての群でデブリの除去が確認された。
　脱灰象牙質表面は非脱灰象牙質表面に比べ露出したコラーゲン線維が多く存在することから、蒸散によって飛散
したコラーゲン線維を含む変性象牙質がコンタクトチップ先端に強固に付着すると思われる。本研究でのコンタク
トチップ 1 本あたりの連続照射時間は 4 秒と短時間であり、一般的に臨床の場においては長時間の連続照射を行う
ことからさらに多くのデブリの付着が認められるのと推察され、術中の細目な洗浄および清拭がコンタクトチップ
先端の保護および蒸散効率の向上につながるものと考えられた。

〈本研究は、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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Er：YAG レーザーで切削したウシ歯象牙質への 
試作オールインワンアドヒーシブの接着強さ
日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科硬組織機能治療学 1）， 

日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第 2 講座 2）

○上津豪洋 1），新海航一 1, 2）

Effect of experimental all-in-one adhesive on the bond strength of bovine dentin prepared 
with Er：YAG laser

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

○ Takehiro Kamitsu1）, Koichi Shinkai1, 2）

【目的】Er：YAG レーザーで切削した象牙質面に対するオールインワンアドヒーシブの接着強さは未だに十分とは
いえない。オールインワンアドヒーシブの粘性が低いほどレーザー切削象牙質に対し接着強さが高いことが報告さ
れている。そこで、ナノシリカ添加により粘性の異なるオールインワンアドヒーシブ 4 種類を試作し、レーザー切
削象牙質に対する接着強さを測定した。本研究の目的は、試作オールインワンアドヒーシブの粘性が、Er：YAG レー
ザーで切削したウシ歯象牙質への接着強さに及ぼす影響を明らかにすることである。

【材料と方法】まず、（株）松風の協力を得て、ビューティボンド Xtreme（Shofu）をベースに、ナノシリカ 0、1、
2、3 および 4wt/% を添加した試作オールインワンアドヒーシブ（SI-0、SI-1、SI-2、SI-3、および SI-4）を作製
した。被着面は、＃ 600 エメリーペーパーでウシ歯歯冠唇側を研削し平坦な象牙質面を露出させたもの（C）、次
に Er：YAG レーザー（Erwin AdvErL EVO、Morita）を用いて露出象牙質面表層を薄く均一に切削したもの（L）
を準備した。なお、レーザー切削は CS600F の照射チップを使用し、20pps・100mJ（パネル値）の照射条件で行っ
た。その後、各試作オールインワンアドヒーシブを用いて各種被着面に対し、塗布後直ちに弱圧 3 秒、強圧で十分
乾燥するようにエアブローを行い、LED 光照射器（PenCure 2000、Morita）で光照射を行った。その後、ビューティ
フルフロープラス X（Shofu）を築盛、光重合させた。実験群は、レーザー切削群（L 群）として、L+SI-0：L0、
L+SI-1：L1、L+SI-2：L2、L+SI-3：L3、および L+SI-4：L4、研削群（C 群）として、C+SI-0：C0、C+SI-1：
C1、C+SI-2：C2、C+SI-3：C3、および C+SI-4：C4 を設定した。接着試料は、精密切断機（Isomet、Buehler）
を用いて接着面積 1㎟の角柱状試験片に加工し（n＝20）、小型卓上試験機 EZTest 500N（Shimadzu）を用い、ク
ロスヘッドスピード 0.5 mm/min で微小引張り接着強さ（µTBS）を測定した。接着試験後の試料は、実体顕微鏡

（SZX7、Olympus）を用いて破断面の観察を行い、接着破壊様式を判定した。
【結果と考察】µTBS の平均値（SD）は C0：33.12（4.73）、C1：31.71（1.99）、C2：34.16（4.76）、C3：27.39（4.50）、
C4：25.50（2.70）、L0：12.62（1.54）、L1：24.21（1.84）、L2：27.25（5.51）、L3：14.02（1.44）、L4：17.77（2.19）
であった。Kruskal-Wallis test と Steel-Dwass test を用いて実験群間の有意差検定を行った結果、L 群の接着強
さの比較では、L1 と L2 は L0、L3 および L4 に比べて有意に高かった（p＜0.001）。すなわち、レーザー切削群では、
ナノシリカ添加量 1 と 2wt％が、0、3 および 4wt％より有意に高い接着強さを示した。一方、C 群の接着強さの
比較では、C0、C1 および C2 は C3 と C4 に比べて有意に高かった（p＜0.001）。すなわち、研削群では、ナノシリ
カ添加量 0、1 および 2wt％が、3 と 4wt％より有意に高い接着強さを示した。また、接着破壊様式の判定結果は、
L0：混合破壊 85% ／界面破壊 15%、L1：レジン凝集破壊 55% ／混合破壊 35% ／象牙質凝集破壊 10%、L2：レジ
ン凝集破壊 50% ／混合破壊 20% ／象牙質凝集破壊 10% ／界面破壊 20%、L3：混合破壊 100%、L4：混合破壊
100%、C0：レジン凝集破壊 30% ／混合破壊 40% ／象牙質凝集破壊 25% ／界面破壊 5%、C1：レジン凝集破壊
15% ／混合破壊 45% ／象牙質凝集破壊 30% ／界面破壊 10%、C2：レジン凝集破壊 40% ／混合破壊 20% ／象牙質
凝集破壊 25% ／界面破壊 15%、C3：レジン凝集破壊 15% ／混合破壊 65% ／象牙質凝集破壊 10% ／界面破壊 10%、
C4：混合破壊 70% ／界面破壊 30% であった。

【結論】レーザー切削したウシ歯象牙質に対する試作オールインワンアドヒーシブの接着強さは、ナノシリカ添加
量すなわち粘性から及ぼされる影響が顕著であり、ナノシリカを 1wt％あるいは 2wt％を添加したオールインワン
アドヒーシブが有意に高い接着強さを示した。
COI は材料の提供を（株）松風より受けています。
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Er：YAG レーザーのインプラント周囲炎への応用： 
松本歯科大学病院における実態調査

松本歯科大学歯科保存学講座（歯周）1） 
松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座 口腔健康分析学分野 2）

○宮國　茜 1），佐故竜介 1），水谷隆一 1），石岡康明 1），上原龍一 1），田井康寛 1, 2），吉成伸夫 1, 2）

Application of Er：YAG laser for peri-implantitis： 
Survey at Matsumoto Dental University Hospital

Department of Operative Dentistry, Endodontology, and Periodontology, Matsumoto Dental University1） 
Oral Health Science, Department of Oral Health Promotion, Oral Science Course,  

Matsumoto Dental University Graduate School of Oral Medicine2）

○ Akane Miyakuni1）, Ryusuke Sako1）, Ryuichi Mizutani1）, Yasuaki Ishioka1）,  
Ryuichi Uehara1）, Yasuhiro Tai1, 2）, Nobuo Yoshinari1, 2）

【目的】インプラント周囲疾患とはインプラント周囲組織に生じる炎症性病変の総称であり、インプラント周囲粘
膜炎、インプラント周囲炎に分けられる。インプラント周囲粘膜炎は、インプラント周囲軟組織に生じる可逆的炎
症反応と定義されている。一方、インプラント周囲炎はインプラント周囲組織に起こる病的な状態で、インプラン
ト周囲粘膜の炎症と骨吸収を特徴とする。臨床において、軟組織の炎症はプロービング（ポケット深さ、出血、排
膿）によって検出でき、進行性の骨吸収はエックス線写真から診断される。2013 年のシステマティックレビュー1）

では、3 年以上経過したインプラントについて 7 編の論文を集計した結果、インプラント周囲炎の患者単位の有病
率が 18.8% と報告され、注目を浴びた。今回、松本歯科大学病院におけるインプラント周囲炎の罹患率を調査し、
歯科用レーザー照射にて治療を施行した症例の予後について検討した結果を報告する。

【材料と方法】2013 年から 2017 年までに松本歯科大学病院（以下本院）にてインプラント治療（他院で埋入され
たインプラントのメインテナンスを含む）を受けた患者 315 名、インプラント 762 本を対象とした。インプラント
周囲の歯周組織の状態については、電子カルテ、エックス線写真、歯周組織検査の結果からデータをレトロスペク
ティブに収集した。インプラントについては、埋入部位、埋入時期、手術回数、フィクスチャーのメーカー、上部
構造の固定方法を電子カルテ、診療録からデータ収集した。その他、術後のリコール間隔（定期、不定期）、イン
プラント周囲炎はその治療法についてデータ収集した。本院におけるインプラントメインテナンスに含まれる内容
は、インプラント周囲組織検査、デブライドメント、歯間部清掃、研磨である。本研究におけるインプラント周囲
疾患の定義は Wada らの報告に基づき2）以下のように定めた。インプラント周囲粘膜炎は、メインテナンス時にプ
ロービング時の出血（BOP）が存在し、インプラント周囲の骨吸収を認めないもの、インプラント周囲炎は、
BOP あるいは排膿があり、インプラントプラットフォームから骨吸収が 1mm を超えるものとした。レーザー照
射については事前にインフォームドコンセントを患者に行い、同意を得たうえでインプラント周囲炎に対し Er：
YAG レーザー（Erwin AdvErL®、株式会社モリタ製作所、京都、日本）を用いて施行した。なお、本研究は松本
歯科大学倫理委員会の承認（No. 0150 号）を得て施行した。

【結果と考察】インプラント埋入部位は、下顎では両側第一大臼歯が最も多く（233 本）、上顎でも同様であった（76
本）。経過年数は最長 31 年であり、最も多かったのが 9 年であった（121 本）。インプラント体は Nobel Biocare 社
製が最も多く 83% であった。インプラント周囲炎と診断された 48 症例のうち 17 症例に 20pps、30mJ、注水下で
照射されていた。このうち 6 か月後の経過観察にて BOP あるいは排膿の減少が 12 症例に見られた。

【結論】Er：YAG レーザー照射によってインプラント周囲炎に臨床的改善をもたらす可能性が示唆されたが、今後
は症例数を増やし、また長期にわたるより詳細な検討が必要であると考えられる。
　本研究は、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。

【文献】
1）Atieh MA et al. The frequency of peri-implant diseases：A systematic review and meta-analysis. J Periodon-
tol. 2013；84（11）：1586-1598
2）Wada M et al. Prevalence of peri-implant disease and risk indicators in a Japanese population with at least 3 
years in function. -A multicenter retrospective study-. Clin Oral Implant Res. 2019；30（2）：111-120.
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