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Abstract

　抜歯を行うと高い確率で歯槽骨の高さの低

下を招く。そのため，抜歯創の治癒期間の短

縮を図りつつ，歯槽骨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

方が重要となる。これまで，抜歯創に炭酸ガ

スレーザー照射を行うと創傷治癒が促進し，

歯槽骨の高さの低下も抑制できるとの臨床報

告が散見されるも，基礎研究はなく懐疑的な

意見が多かった。

　今回，安全で複雑な技術を必要としない炭

酸ガスレーザーを使用したソケットプリザ

ベーションの確立に向けた基礎研究とこの知

見を基礎とした臨床応用について概説する。

はじめに

　日常の歯科臨床において抜歯は頻度の高い

歯科治療の 1 つである。しかし，抜歯を行う

と高い確率で歯槽骨の高さの低下を招くため，

咬み合わせや補綴装置（入れ歯，差し歯，イ

ンプラント）を長期にわたり維持，機能させ

ることが困難となる。

　これまで，抜歯後の歯槽骨の高さの低下に

ついて，Carlsson は「抜歯後 1 年間において

上顎で平均 2mm，下顎で平均 4mm の歯槽骨

の高さの低下を認める」，Schropp らでは「歯

槽堤の骨幅の喪失は抜歯後 6 ヵ月で平均 3 ～

5mm 減少（このうち 80％は抜歯後 3 ヵ月以

内に生じる），12 か月で 50％が減少する」，そ

の他の多くの研究者からも「歯槽骨の高さの

減少のほとんどは抜歯後 3 ヵ月の間に生じる」

など多数の報告がある。そのため，抜歯創の

治癒期間の短縮を図りつつ，歯槽骨の高さを

可及的に温存することが重要となる。この考

え方をソケットプリザベーションという。

　現在の主なソケットプリザベーション法に

は抜歯窩（歯を抜いた時にできる歯槽骨のく

ぼみ）に自家骨を移植する方法や種々の骨補

填材またはコラーゲンスポンジなどの人工材

料を填入する方法がある。これらは全て抜歯

窩内の血液保持と骨再生を促すことができる

物質である。しかし，移植に伴う感染や移植
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した人工材料が骨組織に置換するのに長期間

を要すること，移植材の一部が原形の状態で

残存すること，複雑で高度な技術を要するこ

となどの問題がある。その一方，近年では抜

歯窩内の確実な血液保持および粘膜上皮の抜

歯窩内への陥入の抑制，新生骨の形成促進，

さらに安全で複雑な技術を必要としない炭酸

ガスレーザー照射によるソケットプリザベー

ション法が注目されている。

　米国では食品医薬品局（Food and Drug 
Administration）によって策定された歯科治療

時のレーザーの使用用途を定めた指針があり，

その中に「抜歯窩の血液凝固 Coagulation of 
extraction sites
に推奨されるレーザー装置の 1 つが炭酸ガス

レーザーである。これまで，抜歯創への炭酸

ガスレーザー照射により良好な治癒経過をた

どるという多数の臨床報告が散見されている

のに対して，病理組織学的検証を含めた基礎

研究についての報告はほとんどなかった。

　まずは，炭酸ガスレーザーの特徴を簡単に

説明し，その特徴を踏まえたうえで基礎研究

により得た知見とこの知見を基礎とした臨床

応用について概説する。

1．炭酸ガスレーザーの特性

　炭酸ガスレーザーは歯科用レーザー装置の

中では 10,600nm と最も長い波長を有する。こ

の装置のレーザー光は非常に水分に吸収され

やすい性質を有するため，皮膚組織に照射す

るとその光のエネルギーは表層から 0.05mm
と非常に浅い層でほとんどが吸収される。こ

の特性から炭酸ガスレーザーは表面吸収型

レーザーに分類される。

図 1　抜歯後の処置の流れと病理組織学的な観察部位

M1：上顎第 1 臼歯，M2：上顎第 2 臼歯
hA：M2 の根間中隔の高さ，hB：M1 の抜歯窩の新生骨の表層までの高さ
e ：病理組織学的に観察する部位（模式図）

抜歯窩の歯槽骨頂の高さを hB／hA の指標として計測する。
f：実際に観察する組織の断面（白線で囲まれた部分が M1 の抜歯窩）
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2．炭酸ガスレーザーの抜歯創への臨床応用

　抜歯創への炭酸ガスレーザー照射によるソ

ケットプリザベーション法について横瀬ら
1）

や下川
2）
は抜歯後の高反応レベルレーザー治

療（High reactive Level Laser Therapy：HLLT）
と低反応レベルレーザー治療（Low reactive 
Level Laser Therapy：LLLT）を併用したレーザー

照射が効果的であると報告している。

　実際の抜歯創への臨床応用を図 1 に示す。

抜歯時に出血した血液を周囲の歯肉の高さま

で抜歯窩内に満たす（図 1-b）。その後，HLLT
照射にて表層の血液を凝固および炭化させて

人工的痂皮を形成し，さらにこの痂皮の脱落

を防止するために周囲の歯肉と溶着させる（図

1-c）。抜歯翌日には組織の賦活化を期待した

LLLT 照射を行い処置を終了する。（図 1-d）。

3. 検証のための基礎研究

　これまで，前述のように抜歯後に炭酸ガス

レーザーを照射すると歯槽骨の高さが維持さ

れるという臨床報告を耳にしたり，実際の診

療で実践し同様な効果を実感した経験がある

歯科医師は少なくない。しかし，これらは歯

周疾患の有無や基礎疾患といった様々な要因

により客観的な評価が困難である。さらに，

当時は EBM となり得る基礎研究がほとんどな

かったため懐疑的な意見が多かった。

そこで，炭酸ガスレーザー照射による抜歯創

の創傷治癒に対する効果（ソケットプリザベー

ション）を解明するために基礎研究を行うこ

ととした 3）～ 6）
。

1）対象と方法

［実験動物］生後 5 週齢の Wistar 系雄性ラット

（体重 130～ 150g）を用いた。実験群としてレー

ザー照射を行っていない非照射群と HLLT お

よび LLLT の併用照射を行ったレーザー群の 2
群に分けた（照射条件は後に説明）。

［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，可及的に歯槽骨を損傷

しないようにラット第一臼歯の抜去を行った。

抜歯直後，非照射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

HLLT 照射を行った。抜歯翌日には，麻酔下に

て 2 群ともにヂアミトールによる消毒を行い，

さらにレーザー群では消毒後に LLLT 照射を

行った（図 1-a ～ d）。

　本研究で使用した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）である。照射条件を以下に示す。

HLLT 照射 ；抜歯窩表層の血液を凝固および

炭化させて人工的痂皮の形成を

行い，さらに痂皮および血餅の

脱落を防止する目的に使用する。

レーザーチップが血液に接触し

ないように照射した。

（1.0W，連続波，30 秒間，約 152J/cm2
）

LLLT 照射 ； 組織の賦活化を目的として使用

する。

レーザーチップを抜歯窩表層の

人工的痂皮に軽く接触させて照

射した。

（1.0W，Σ mode，15 秒間，約 40J/cm2
）

Σ mode とは組織の賦活化作用を

効果的に作り出せるモードである。

　以上の条件による実験後，病理組織標本

（Hematoxylin-Eosin 染色）を作製し，デジタル

マイクロスコープを使用して病理組織学的お

よび形態計測学的に検証を行った（図 1-e，f）。

2）病理組織学的検証

　抜歯の治癒過程は凝血期，肉芽組織期，仮

骨期，治癒期の 4 期を経る。各時期における

病理組織像（凝血期は除く）を示す。

抜歯後 3 日目（ヒトでは肉芽組織期に相当する）

　2 群ともに抜歯窩内は血餅で満たされてい

た。レーザー群は非照射群と比較して抜歯窩

壁からの器質化が進行し，さらに同部の浅層

～中層の強拡大像においては多核巨細胞であ

る破骨細胞様細胞の多数の出現と骨吸収窩を

確認した。（図 2-a ～ d）。

抜歯後 7 日目（ヒトでは仮骨期に相当する）
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　非照射群では抜歯窩の骨吸収と骨形成が同

時に進行していた。一方，レーザー群におい

ては破骨細胞様細胞の存在はほとんど認めな

かった。新生骨の形成について，非照射群では

通常の抜歯窩底部からわずかに幼若な骨梁の

伸展を認めた。それに対して，レーザー群は抜

歯窩底部からだけではなく，抜歯窩の浅層～中

層にかけて架橋状の新生骨の形成も観察でき，

さらに骨梁が密で幅も大きかった。（図 2-e，f）。

抜歯後 21 日目 （ヒトでは治癒期に相当する）

　2 群ともに抜歯窩内は成熟した骨組織で満

たされ，骨梁も密であった。しかし，非照射

群では歯槽骨頂部が皿状の大きな陥凹を呈し

たのに対して，レーザー群は平坦でほとんど

陥凹を呈さなかった（図 2-g，h）。また，抜

歯窩に形成された新生骨の高さを hA／hB の

指標（図 1-e）にて計測すると，非照射群（0.652
± 0.079）に比べてレーザー群（0.766±0.039）

は有意に高い値を示した。

4．炭酸ガスレーザー照射による抜歯窩を 
含めた骨組織への効果

　本研究において，抜歯創に炭酸ガスレーザー

を照射すると抜歯後 3 日目に抜歯窩の浅層～

中層の比較的浅い領域に破骨細胞様細胞の多

数の出現と顕著な骨吸収像を認め，抜歯後 7
日目には同部からの架橋状の新生骨の形成と

骨梁の有意な成熟も観察できた。その後，抜

歯後 21 日目の歯槽骨頂は平坦で，陥凹はほ

とんど認めなかった。この抜歯窩の病理組織

学的変化と類似した研究として，Mendes らは

組織の恒常性の維持や創傷治癒に重要な役割

を果たすとされるヒアルロン酸ナトリウムを

ラットの抜歯窩へ応用したところ，未処置群

と比較して塗布群では抜歯後 7 日目に活発な

図 2　抜歯後 3，7，21 日目の病理組織像

a，b，e，f，g，h：抜歯窩全体× 40 倍
c，d：a，b，の抜歯窩壁の黒色の点線部の拡大像×100 倍
矢印（➤）；破骨細胞様細胞を指す。〰（黒線）；歯槽骨頂の高さを指す。
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歯槽骨の吸収に続き，顕著な新生骨の形成を

認め，さらに抜歯後 21 日目には顕著に骨密度

が高く，既存の歯槽骨と新生骨の境界が不明

瞭になったと報告している。

　骨組織に対して炭酸ガスレーザーを照射し

た基礎研究において，田島ら 7）
はラットの脛

骨に直接 LLLT 照射を行った結果，骨髄側か

ら骨形成することを明らかにし，また塩崎

ら
8）
はラットの脛骨の骨欠損部に皮膚表層か

ら LLLT 照射を行った場合，皮質骨の外側に

存在する未分化な骨原性細胞が骨芽細胞に分

化し，骨形成が促進したことを報告している。

In vitro の研究では，ヒト骨芽細胞様細胞への

レーザー照射において，72 時間以内に ALP

活性，Ⅰ型コラーゲンとオステオポンチンの

発現の上昇
9）
，照射後 4 日目以降の TGF-β1，

BMP-4,7 の発現の増加，その後の石灰化も促

進した
10）
という報告がある。

　以上の炭酸ガスレーザー照射による抜歯窩

を含めた骨組織の創傷治癒の基礎研究から，

本研究の抜歯窩の治癒経過および治癒形態と

類似していることが示唆された。

5．炭酸ガスレーザーによる 
ソケットプリザベーション効果

　本研究より，抜歯窩の陥凹がほとんどなく

歯槽骨の高さが可及的に温存できた理由は

図 3　抜歯窩の新生骨の治癒形態の相違

1．抜歯後にレーザー照射を行った場合の新生骨の治癒形態
a ．治癒過程の早期に抜歯窩の浅層～中層にかけて破骨細胞様細胞の多数出現と活発な骨吸収（骨リモデ

リング）が起こる。
b ．骨芽細胞の出現によりコラーゲン線維が産生され，その後自らがこの線維上に遊走する。
c ．骨芽細胞が遊走したコラーゲン線維を起点（足場）として新生骨の形成が開始する。
d ．抜歯窩底部からだけではなく抜歯窩の浅層～中層に架橋状の新生骨の形成を認める。その結果，粘膜

上皮下に骨組織の裏打ちができることで，抜歯窩粘膜の皿状の陥凹を抑制する。
2．抜歯後の一般的な新生骨の治癒形態

e ．治癒過程の早期の抜歯窩壁に破骨細胞様細胞はあまり認めない。
f．抜歯窩底部のみの新生骨の形成を認める。
g ，h ．抜歯創の周囲の粘膜上皮が抜歯窩内に陥入し皿状の陥凹を呈し，さらに歯槽骨の高さの低下も認める。
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HLLT 照射により抜歯窩表層まで満たした血

液を速やかに炭化し，人工的痂皮を形成した

ことが大きな要因となっている（図 3）。これ

は，人工的痂皮が抜歯窩の高い位置で血餅を

保持し，さらに抜歯創の周囲を覆う粘膜上皮

の抜歯窩内への陥入を抑制した結果，新生骨

が高い位置まで形成することができたのでは

ないかと考える（人工的痂皮による抜歯窩内

のスペースメイキング的な効果）。なお且つ，

炭酸ガスレーザー照射により新生骨の形成が

通常の抜歯窩底部からだけではなく，抜歯窩

の比較的浅い領域からも架橋状の新生骨の形

成を認めたのは，このレーザーの光深達度が

0.05mmと非常に浅いことと関係する。それは，

このレーザー光が抜歯窩の浅層～中層の限局

した領域に存在する破骨細胞や骨芽細胞，骨

髄間葉系幹細胞等を刺激し，細胞の分化，増

殖および骨リモデリングを活発にしたからと

考える。その後，刺激を受けた骨芽細胞が同

部位でコラーゲン線維を産生し，さらにこの

線維が新生骨の形成の起点（足場）となるこ

とにより，前述のような特徴的な骨形成を呈

した。これは炭酸ガスレーザーによる LLLT
照射が抜歯窩浅層の歯槽骨に対して組織の賦

活化を発揮させたためと考える。

6．今回の基礎研究を基礎とした 
臨床応用へのポイント

　今回の基礎研究の知見から，臨床応用の最

大のポイントは HLLT 照射により「周囲歯肉

の高さまで血液を満たし，抜歯窩内で確実に

図 4　臨床応用へのポイント

a ．抜歯窩表層まで血液が満たされていない場合
抜歯窩下方に人工的痂疲を形成したことにより，抜歯窩周囲の粘膜上皮が抜歯窩内に陥入し，歯槽粘膜の
陥凹を呈する。

b ．抜歯窩粘膜を縫合により閉鎖した場合
縫合により，抜歯窩内の血液流出や外界との交通による感染を防ぐことができる。
しかし，縫合により抜歯窩周囲の粘膜に過度なテンションがかかることにより歯槽粘膜の高さの維持に支
障をきたす。

c ．抜歯窩表層まで血液を満たすことができない場合の対応
人工材料を抜歯窩内に填入し血液を浸み込ませた後，抜歯窩表層に留置する。留置した同材料の表層を炭
化させ，人工的痂疲を形成し，さらにこの痂皮が剝れないように周囲粘膜と溶着させる。



Precision Medicine Vol.2  No.11, 2019 （1115）

《《《《《《 研究者の最新動向

 109 

保持すること」および「抜歯窩表層に確実に

人工的痂疲を形成すること」である。これら

の知見を基礎とした臨床応用のポイントを模

式図に示す（図 4）。

　図 4 のように，人工的痂疲が高い位置で保

持できなければ抜歯創周囲の粘膜が抜歯窩内

に陥入し，その結果として抜歯創の粘膜上皮

の陥凹，さらに骨形成のためのスペースメイ

キングに支障をきたすため歯槽骨頂の高さの

低下を招く。これに関して，Huebsch らも抜

歯窩内の血餅形成の位置の違いが新生骨の形

成の高さに影響を与えるという同様の報告を

している。そのため，人工的痂疲の形成を確

実に行うことができれば，その後の骨リモデ

リングの活性や新生骨の形成の促進は LLLT
照射により十分に発揮される。

　炭酸ガスレーザー照射によるソケットプリ

ザベーション法の適応について，抜歯を行っ

たほぼ全ての患者が対象である。特に，抗凝

固剤又は抗血栓剤を服用する患者や出血傾向

が強い患者には非常に有効であり確実な止血

方法ともなり得る。

おわりに

　抜歯創への炭酸ガスレーザーの HLLT およ

び LLLT の併用照射が抜歯窩の創傷治癒の促

進および歯槽骨の可及的な温存に有効であり，

さらに安全で複雑な技術を必要としない新た

なソケットプリザベーションの 1 つになるこ

とを期待する。
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