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エナメルマトリックスタンパク質を用いた 
歯周組織再生療法に対するEr:YAGレーザー照射の有効性
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　Abstract : The effect of periodontal tissue improvement by using Er:YAG laser with periodontal tissue regeneration therapy 
using enamel matrix protein for 19 patients was examined.  The reduction of probing depth and clinical attachment gain of the 
“maxillary” operative site were improved significantly in the laser-combined group compared to the control group.  In conclu-
sion, periodontal tissue regeneration with Er:YAG laser was more effective for application to the upper jaw.
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緒　　言

　厚生労働省の平成 29 年患者調査結果の概要によると，
歯肉及び歯周疾患の患者数は 398 万人と報告されている1）。
これは，前回平成 26 年と比較して 67 万人も増加してい
る。また，平成 28 年度の歯科疾患実態調査では 4 mm 以
上の歯周ポケットを持つ者の割合は，高齢になるにつれ増

加しており，年次推移を見るとほぼ全ての年代で上昇して
いる2）。よって，高齢化が進行している我が国において，
歯周病をコントロールし，口腔内環境を良好に維持するこ
とは全身の健康につながり，健康寿命延伸のためにも非常
に重要であると考えられる。
　歯周病は，口腔内常在菌の感染により引き起こされ，
様々な修飾因子（プラークリテンションファクター，外傷

〒 399-0781 長野県塩尻市広丘郷原 1780 松本歯科大学歯科保存学講座　TEL ＆ FAX 0263-51-2081
Department of Operative Dentistry, Endodontology, and Periodontology, School of Dentistry, Matsumoto Dental University, 1780 
Gobara Hirooka, Shiojiri-city, Nagano 399-0781, Japan.　TEL & FAX ＋81-263-51-2081



36 日本レーザー歯学会誌　30：35-42，2020

性咬合）が加わり，付着の喪失と歯槽骨吸収を起こす慢性
炎症性疾患である。よって歯周病治療には，従来から超音
波や手用器具によるプラークの機械的除去が行われてい
る。しかし，深い歯周ポケットや解剖学的に複雑な歯根形
態などの制約によって操作が困難，あるいは器具の届きに
くい部位があり，新たなプラーク除去器械として歯科用
レーザーの適用が注目されている。
　そのような中で，Er:YAG レーザーは中赤外線領域の
ハードレーザーで組織吸収性が高く，本邦では 2010 年に
歯肉剥離掻爬術，または歯周組織再生療法においてレー
ザー照射により歯石除去等を施行した場合は「手術時歯根
面レーザー応用加算」として算定できるように保険収載さ
れ3），歯周病治療における適応範囲も拡大している。しか
し，骨縁下欠損を有する歯を対象として施行される歯周組
織再生療法に対しての有効性を判定した報告は少ない。
　歯周組織再生療法とは，骨欠損部に対して骨移植材，
GTR（Guided Tissue Regeneration）メンブレン，歯根面
に対するエナメルマトリックスタンパク質（Enamel Ma-
trix Derivative 以下，EMD），FGF-2（Fibroblast Growth 
Factor-2：リグロスⓇ）を適用することで結合組織性付着

（新付着），すなわち，歯周組織再生を計る手術法である。
　本研究では，EMD 適用による歯周組織再生療法時の肉
芽組織の除去，および歯根面のデブライドメント処置に
Er:YAG レーザーを併用し，歯周組織再生療法の有効性を
検討した。

対象と方法

1．被験者および被験部位
　被験者は，2012 ～ 2014 年に松本歯科大学病院（以下，
本院）を受診し，歯周組織再生療法を受けた 19 名，平均
年齢 53.6±11.2 歳（女性：13 名，平均年齢 51.8±9.9 歳，
男性：6 名，平均年齢 57.3±12.9 歳）とした（表 1）。被
験者には，研究開始前に本研究の趣旨，目的ならびに方法
に関する説明を行い，文書にて同意を得た。なお，被験者
は歯周組織再生療法の予後に影響するため，糖尿病，虚血
性心疾患，慢性閉塞性肺疾患，喫煙習慣，6 ヶ月以内の抗
菌薬服用歴がない者を対象とした。
　被験者には，OʼLeary らのプラークコントロールレコー
ド（PCR）値が 20％以下となり4），通常のスケーリング・
ルートプレーニング等の歯周基本治療を施行した後，歯周
組織再生療法の適応となる垂直性骨欠損を有する患者 19
名，44 部位に対し，エナメルマトリックスタンパク質（エ
ムドゲインⓇゲル，ストローマン・ジャパン，東京，日
本）を適用した歯周組織再生療法を施行した群（コント
ロール群：27 部位）と Er:YAG レーザー併用 EMD を適
用した歯周組織再生療法を施行した群（レーザー併用群：
17 部位）にコイントスにより無作為に分けた（表 2）。被

験歯種は前歯部 3 部位（上顎 2 部位，下顎 1 部位），小臼
歯部 13 部位（上顎 7 部位，下顎 6 部位），大臼歯部 28 部
位（上顎 9 部位，下顎 19 部位）であった。
　さらに両群の比較に関して，術中の骨欠損部の深さ，歯
槽骨欠損の近遠心部位，骨壁数，手術部位の上下顎に細分
化した。なお，歯槽骨欠損の垂直的深さは 3 mm 未満の骨
欠損を「浅い」，3 mm 以上の骨欠損を「深い」とした。

「浅い」コントロール群は 18 部位，レーザー併用群は 7 部
位，「深い」コントロール群は 9 部位，レーザー併用群は
10 部位であった。「近心」のコントロール群は 12 部位，
レーザー併用群は 9 部位，「遠心」のコントロール群は 15
部位，レーザー併用群は 8 部位であった。また，「2 壁」
のコントロール群は 8 部位，レーザー併用群は 4 部位，「3
壁」のコントロール群は 19 部位，レーザー併用群は 13 部
位であった。さらに，「上顎」のコントロール群は 11 部
位，レーザー併用群は 7 部位，「下顎」のコントロール群
は 16 部位，レーザー併用群は 10 部位であった（表 3）。
　なお，本研究は松本歯科大学倫理審査委員会の承認（第
1082 号）を得て実施した。

2．歯周組織再生療法の術式
　すべての症例は，術野の清掃・消毒の後，頬側の歯肉歯
槽粘膜境よりやや根尖側を刺入点として 8 万分の 1 エピレ
ナミン含有 2％キシロカインⓇct（歯科用キシロカインカー
トリッジ，デンツプライシロナ，東京，日本）で局所浸潤
麻酔後 , 通法通り歯肉溝切開を行い，粘膜骨膜弁の剥離・
翻転を施行した。歯間乳頭部は，粘膜骨膜弁の一次閉鎖を
達成し同時に歯間部骨頂の軟組織を最大限温存する目的で
歯間乳頭部保存術を施行した。歯肉弁の剥離・翻転後，コ
ントロール群では通法通りキュレットタイプスケーラー

（グレーシーキュレットアフターファイブⓇ，ヒューフレ
ディ・ジャパン，東京，日本）を使用し，不良肉芽組織の
除去，歯根面のスケーリング・ルートプレーニングを施行
し，37％正リン酸ジェル（エッチャント，ジーシー，東
京，日本）にて 10 秒根面処理した。生理的食塩水にて水
洗後，直ちに EMD ゲルを骨欠損底部から露出歯根面全体
を完全に覆うように塗布，歯肉弁を復位，縫合した。レー
ザー併用群では，上述と同様，キュレットタイプスケー
ラーによる肉芽組織の除去後に Er:YAG レーザー（Erwin 
AdvErLⓇ，モリタ製作所，京都，日本）（図 1），レーザー
照射用チップ（レザチップ C600F，モリタ製作所，京都，
日本）（図 2）を用いて不良肉芽組織除去と歯根面のデブ
ライドメントを施行した。照射条件は，骨欠損内部の肉芽
組織除去では 20pps，40mJ/pulse で，歯根面のデブライ
ドメントには 10pps，30mJ/pulse，チップ先端は歯根面に
対し接触あるいは近接触の状態を保持し，いずれも照射の
際には正常組織に対する熱の蓄積を防ぐため注水下にて照
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射した。
　デブライドメントの際には，効率的に除去できるよう骨
欠損部の底部から順に歯根面に照射した。その後，根面処
理，EMD を塗布し歯肉弁を復位，縫合した。縫合は両群と
もに頬舌側の粘膜骨膜弁を緊密に閉鎖するため単純縫合と
垂直マットレス縫合を組み合わせて施行した。縫合糸には
プラークが付着しにくいテフロン縫合糸（ゴアテックスⓇ

スーチャー CV-6，日本ゴア，東京，日本）を使用した。

3．臨床評価項目
　臨床評価は，術前と術後 1 年における Probing Depth

（PD），Clinical Attachment Level（CAL）を測定し，平

均 PD 減少量と平均臨床的付着獲得量を算出して評価し
た。臨床的付着獲得量は術前と術後 1 年における CAL の
差として算出した。

4．統計処理
　統計処理には SPSSⓇ for Windows （ver.16.0，日本ア
イ・ ビ ー・ エ ム 社， 東 京， 日 本 ） を 使 用 し， 両 群 を
Mann-Whitney の U 検定にて解析した。細分化した比較
も同様に，Mann-Whitney の U 検定にて解析した。なお，
ｐ＜0.05 をもって有意差ありとした。

結　　果

1．コントロール群およびレーザー併用群間の平均 PD 減
少量と平均臨床的付着獲得量の比較
　術後 1 年のコントロール群では平均 PD 減少量：1.0±
1.1mm，平均臨床的付着獲得量：0.6±1.3mm，レーザー
併用群では平均 PD 減少量：1.6±1.2mm，平均臨床的付
着獲得量：1.2±1.7mm であり，両群間に有意差は認めら
れなかった（平均 PD 減少量：ｐ＝0.33，平均臨床的付着

表 1　被験者内訳

被験者数（名） 19（女性：13，男性：6）

年齢（歳） 53.6±11.2
（女性：51.8±9.9，男性：57.3±12.9）

被験者数，性別，年齢（平均値±標準偏差）を示す。

表 3　細分類の部位数

分類 コントロール群 レーザー併用群

骨欠損部の深さ
浅い 18  7
深い  9 10

近遠心部位
近心 12  9
遠心 15  8

骨壁数
2 壁性  8  4
3 壁性 19 13

手術部位の上下顎
上顎 11  7
下顎 16 10

コントロール群およびレーザー併用群の細分類の部位数を示す。

表 2　コントロール群およびレーザー併用群の被験者内訳

コントロール群 レーザー併用群

被験者数（名） 10（女性：8，男性：2） 9（女性：5，男性：4）

年齢（歳） 49.6±10.1 58.0±10.7

部位数（部位） 27 17

術前平均 PD（mm） 4.1±0.9 4.7±1.4

術前平均 CAL（mm） 4.6±1.3 5.5±1.6

PD：Probing Depth
CAL：Clinical Attachment Level
コントロール群およびレーザー併用群の被験者数，性別，年齢（平均値±標準
偏差），部位数，術前 PD（平均値±標準偏差），術前 CAL（平均値±標準偏差）
を示す。
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獲得量：ｐ＝0.32）（表 4）。
　さらに，手術部位を骨欠損部の深さ，歯槽骨欠損の近遠
心部位，骨壁数，上下顎により細分化し，8 群に分けた結

果は以下の通りであった（表 5，6）。
1）骨欠損部の深さによる分類
　「浅い」コントロール群では平均 PD 減少量：0.9±
1.1mm，平均臨床的付着獲得量：0.3±1.0mm，レーザー
併用群では平均 PD 減少量：1.3±1.0mm，平均臨床的付
着獲得量：1.0±1.6mm であり，両群間に有意差はみられ
なかった（平均 PD 減少量：ｐ＝0.66，平均臨床的付着獲
得量：ｐ＝0.39）。「深い」コントロール群では平均 PD 減
少 量：1.3±1.1mm， 平 均 臨 床 的 付 着 獲 得 量：1.2±
1.6mm， レ ー ザ ー 併 用 群 で は 平 均 PD 減 少 量：1.8±
1.3mm，平均臨床的付着獲得量：1.3±1.9mm であり，両
群間に有意差はみられなかった（平均 PD 減少量：ｐ＝
0.66，平均臨床的付着獲得量：ｐ＝1.00）。
2）歯槽骨欠損の近遠心部位による分類
　「近心」のコントロール群では平均 PD 減少量：0.9±
1.1mm，平均臨床的付着獲得量：0.6±1.2mm，レーザー
併用群では平均 PD 減少量：1.4±1.1mm，平均臨床的付
着獲得量：1.0±1.9mm であり，両群間に有意差はみられ
なかった（平均 PD 減少量：ｐ＝0.60，平均臨床的付着獲
得量：ｐ＝0.81）。「遠心」のコントロール群では平均 PD
減 少 量：1.1±1.2mm， 平 均 臨 床 的 付 着 獲 得 量：0.6±
1.4mm， レ ー ザ ー 併 用 群 で は 平 均 PD 減 少 量：1.8±
1.3mm，平均臨床的付着獲得量：1.4±1.7mm であり，両
群間に有意差はみられなかった（平均 PD 減少量：ｐ＝
0.43，平均臨床的付着獲得量：ｐ＝0.33）。
3）歯槽骨欠損の骨壁数による分類
　「2 壁」のコントロール群では平均 PD 減少量：1.5±
0.9mm，平均臨床的付着獲得量：1.1±1.6mm，レーザー
併用群では平均 PD 減少量：1.8±1.7mm，平均付着獲得
量：0.5±1.7mm であり，両群間に有意差はみられなかっ
た（平均 PD 減少量：ｐ＝1.00，平均臨床的付着獲得量：ｐ
＝0.68）。「3 壁」のコントロール群では平均 PD 減少量：
0.8±1.2mm，平均臨床的付着獲得量：0.4±1.1mm，レー
ザー併用群では平均 PD 減少量：1.5±1.1mm，平均臨床
的付着獲得量：1.4±1.8mm であり，両群間に有意差はみ
られなかった（平均 PD 減少量：ｐ＝0.27，平均臨床的付
着獲得量：ｐ＝0.15）。
4）手術部位の上下顎による分類
　「上顎」のコントロール群では平均 PD 減少量：0.4±
1.4mm，平均臨床的付着獲得量：0.0±1.1mm，レーザー
併用群では平均 PD 減少量：2.0±1.2mm，平均臨床的付
着獲得量：2.4±1.6mm であり，両群間に有意差がみられ
た（平均 PD 減少量：ｐ＝0.04，平均臨床的付着獲得量：ｐ
＝0.01）。「下顎」のコントロール群では平均 PD 減少量：
1.5±0.6mm，平均臨床的付着獲得量：1.0±1.3mm，レー
ザー併用群では平均 PD 減少量：1.3±1.2mm，平均臨床
的付着獲得量：0.3±1.3mm であり，両群間に有意差はみ

図 1　レーザー照射装置
使用したレーザー照射装置（Erwin AdvErLⓇ，モリタ製作
所，京都，日本）を示す。

図 2　レーザー照射用チップ
使用したレーザー照射用チップ（レザチップ C600F，モリタ
製作所，京都，日本）を示す。
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られなかった（平均 PD 減少量：ｐ＝0.36，平均臨床的付
着獲得量：ｐ＝0.22）。

考　　察

1．歯周病に対するレーザー治療
　歯周病治療にレーザーが活用される機会が増加してい
る。現在，これらの手法は「phototherapy（光線療法）」
と呼ばれ，1990 年代の初めに，レーザーあるいはインコ
ヒーレント光を使用する治療法として応用されるように
なった5）。種々のレーザーの中で，炭酸ガスレーザー，
Nd:YAG レーザー，半導体レーザーは軟組織の切開等に

応用され，組織の蒸散が容易なだけでなく，止血効果を伴
う利点がある6）。炭酸ガスレーザーは歯肉のメラニン除
去，Nd:YAG レーザーは慢性歯周炎に対する歯肉縁下の
掻爬，歯肉のメラニン除去が適応であるとされる7）。しか
し，歯科用レーザーの中でも比較的到達深度が浅く熱の蓄
積が起こりにくい炭酸ガスレーザーでも，軟組織照射時に
周囲組織の歯根面および骨面の炭化を引き起こすケースが
報告されている6）。さらに，炭酸ガスレーザー，Nd:YAG
レーザーでは歯根表面の石灰化構造の微小な破壊が認めら
れると報告されており8），使用レーザー毎に一長一短があ
るのが現状である。

表 4　コントロール群およびレーザー併用群の平均 PD 減少量と平均臨床的付着
獲得量

コントロール群 レーザー併用群 ｐ 値

平均 PD 減少量（mm） 1.0±1.1 1.6±1.2 0.33
平均臨床的付着獲得量（mm） 0.6±1.3 1.2±1.7 0.32

術後 1 年におけるコントロール群およびレーザー併用群の平均 PD 減少量と平均
臨床的付着獲得量，ｐ 値を示す。

表 5　細分類のコントロール群およびレーザー併用群の平均 PD 減少量（mm）

分類 コントロール群 レーザー併用群 ｐ 値

骨欠損部の深さ
浅い 0.9±1.1 1.3±1.0 0.66
深い 1.3±1.1 1.8±1.3 0.66

近遠心部位
近心 0.9±1.1 1.4±1.1 0.60
遠心 1.1±1.2 1.8±1.3 0.43

骨壁数
2 壁 1.5±0.9 1.8±1.7 1.00
3 壁 0.8±1.2 1.5±1.1 0.27

手術部位の上下顎
上顎 0.4±1.4 2.0±1.2 0.04
下顎 1.5±0.6 1.3±1.2 0.36

術後 1 年における細分類のコントロール群およびレーザー併用群の平均 PD 減少
量，ｐ 値を示す。

表 6　細分類のコントロール群およびレーザー併用群の平均臨床的付着
獲得量（mm）

分類 コントロール群 レーザー併用群 ｐ 値

骨欠損部の深さ
浅い 0.3±1.0 1.0±1.6 0.39
深い 1.2±1.6 1.3±1.9 1.00

近遠心部位
近心 0.6±1.2 1.0±1.9 0.81
遠心 0.6±1.4 1.4±1.7 0.33

骨壁数
2 壁 1.1±1.6 0.5±1.7 0.68
3 壁 0.4±1.1 1.4±1.8 0.15

手術部位の上下顎
上顎 0.0±1.1 2.4±1.6 0.01
下顎 1.0±1.3 0.3±1.3 0.22

術後 1 年における細分類のコントロール群およびレーザー併用群の平均臨床的付
着獲得量，ｐ 値を示す。
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2．Er:YAG レーザー
1）硬組織に対する作用
　本研究で適用した Er:YAG レーザーは，波長が 2.94μm
で，理論的に水への吸収性が炭酸ガスレーザーの10倍，
Nd:YAG レーザーの 15,000 ～ 20,000倍と非常に高いとい
う特性があり9），水を含む生体組織への吸収性が高く軟組
織と硬組織を効果的に蒸散できる。
　硬組織蒸散のメカニズムは，熱作用による水や有機成分
の選択的気化に伴い内圧が亢進して微小爆発が生じ，物理
的に組織の崩壊が生じる熱力学的効果，あるいは光力学的
効果による蒸散であると考えられている9）。また，Er:YAG
レーザーは水への吸収性が他のレーザーと比較して高いこ
とから，歯根表面に照射した場合の微小な破壊や熱の蓄積
を抑えることができる9）。ｉｎ　ｖｉｔｒｏ の研究では従来の機械
的プラーク除去法と比較し，Er:YAG レーザーが照射され
た歯根面には線維芽細胞の付着が促進したという報告があ
る10）。このような特徴から，硬組織への熱のダメージを最
小限にして効率的な歯石除去や歯根面のデブライドメント
に応用が可能である。
2）軟組織に対する作用
　Er:YAG レーザーの軟組織蒸散のメカニズムは，主に生
体表面での熱作用による組織中の水や有機成分の気化蒸散
である9）。そのため，他のレーザーと比較した場合の
Er:YAG レーザーの特徴は，照射部のごく表面で吸収が生
じ，発熱が軽微で周囲組織の熱変性層も少ないため，軟組
織の治癒が早いという特徴がある11）。
3）歯周病原細菌に対する作用
　歯周病は歯周ポケット内に存在する口腔内常在菌感染に
よって引き起こされる慢性炎症性疾患であるため，それら
の細菌と歯根面に浸透した内毒素（LPS）の徹底的な除去
が歯周病治療に求められる。Er:YAG レーザーによる殺菌
効果を検討した研究として，Ando らが培地上の Ｐｏｒｐʰｙ︲
ｒｏⅿｏｎａｓ　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ のコロニーに Er:YAG レーザーを照射
すると照射部位に明らかな発育阻止帯が観察されることを
報告している12）。また，抜去歯の歯根表面に照射した
Er:YAG レーザーが LPS の除去に効果的であると報告も
ある13）。このように，Er:YAG レーザーによる歯根表面の
殺菌，無毒化効果は従来の機械的除去と比較して優れてい
ると考えられる。

3．歯周病治療への Er:YAG レーザーの応用
　我が国では Er:YAG レーザーの歯周ポケットへの照射，
歯肉整形，歯肉剥離掻爬術時のレーザー照射が厚生労働省
より薬事認可されている。さらに，2010 年に歯肉剥離掻
爬術または歯周組織再生療法においてレーザー照射により
歯石除去等を施行した場合は「手術時歯根面レーザー応用
加算」として算定できるように保険収載され3），適用範囲

を拡大している。
　重度に進行した歯周病症例では，歯周ポケットが深く，
非外科的治療では骨欠損部の汚染物質の除去が困難である
ことが多い。また，歯根形態の複雑さ，骨欠損部の幅や深
さなどの解剖学的な制約によって器具の到達が制限される
場合もある。このような部位に対しては明視下での歯根面
のデブライドメントが求められる。そのため，歯肉弁を剥
離・翻転し，骨欠損部の不良肉芽の除去，歯根面のスケー
リング・ルートプレーニングを明視下で確実に行う歯肉剥
離掻爬術が適応となる。
　その際，Er:YAG レーザーは不良肉芽組織，歯石の除去
が可能であり，手用器具と併用することでより効率的，効
果的な処置が期待される。Mizutani らのイヌを用いた動
物実験において，手用器具による処置の対照群と比較し
て，Er:YAG レーザー群では歯肉剥離掻爬術後に歯槽骨再
生が有意に増加したと報告されている14）。高崎らは，垂直
性骨欠損に対する歯肉剥離掻爬術への Er:YAG レーザー
の適用で，従来法よりも平均歯周ポケット減少量と平均臨
床的付着獲得量で同等以上の効果があることをランダム化
対照試験にて確認している15）。さらに，Gaspirc らが従来
法の歯肉剥離掻爬術を施行した群と Er:YAG レーザーを
併用した群を比較し，治療後 5 年間追跡した結果，術後 3
年までは Er:YAG レーザー群が歯周ポケット減少量，平均
臨床的付着獲得量が有意に改善を認めたと報告している16）。
また，Er:YAG レーザーを照射した歯根表面を電子顕微鏡
で観察し，スケーラー単独でスケーリングした場合と比較
した場合，滑沢な面と粗造な面が繰り返し観察され，その
表面性状が線維芽細胞の付着を促すことで歯周組織治癒に
寄与するという報告もある17）。以上のことから，歯周外科
療法において Er:YAG レーザーを適用すると歯根面の炎
症性肉芽組織の除去や徹底的なデブライドメントが可能と
なることが期待される。

4．歯周組織再生療法に対する Er:YAG レーザーの適用
　歯周病治療の最終的なゴールは歯周組織を再生し，元通
りの状態に戻すことである。しかし，重度の歯周組織破壊
を伴う症例では歯肉剥離掻爬術を施行し，原因となる深い
歯周ポケットに存在する汚染物質を除去しても，その治癒
形態は長い上皮性付着であり，時として歯肉退縮を伴う。
そこで，EMD や GTR メンブレンを適用することで新付着，
すなわち歯周組織の再生を計る手術法が開発されてきた17）。
　Schwarz らは，EMD を用いた歯周組織再生療法に
Er:YAG レーザーが併用可能であると報告している。すな
わち，24 症例の 1 壁性骨欠損に EMD を適用し歯周組織
再生療法を施行，Er:YAG レーザーを併用した結果，6 ヶ
月後の臨床評価では PD は術前 8.6±1.2mm から術後 4.6
±0.8mm に，CAL は術前 10.7±1.3mm から 7.5±1.4mm
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となり，EMD 単独群より PD 減少と臨床的付着の獲得が
認められたが両群間に有意差は得られなかったと報告して
いる18）。これは再生するには困難な 1 壁性骨欠損に適応し
たのが影響したのかもしれない。しかし，Taniguchi らは，
1 壁性骨欠損を含む症例において，EMD と自家骨を使用
した歯周組織再生療法に Er:YAG レーザーを併用し，術
後 1 年経過時点で良好な結果が得られたことを報告してい
る19）。このように，Er:YAG レーザーを併用した歯周組織
再生療法が散見される。しかし，解剖学的な歯根形態や骨
欠損形態は多様であるにも関わらず，Er:YAG レーザーの
適用部位について詳細に検討した研究はない。本研究で
は，歯周組織再生療法において Er:YAG レーザーの適用
部位による有効性の差異を明らかにすべく部位別に細分化
し，検討を行った。
　本研究での細分化した部位別解析では，上顎のコント
ロール群とレーザー併用群に有意差がみられた。この結果
は，上顎歯は歯根の数が多く，解剖学的に複雑な形態をし
ているため手用器具に比べ Er:YAG レーザーの併用によ
り徹底したデブライドメントが可能となり治癒を促進した
と考えられる。また，本研究の細分化した分類では歯種を
問わずに「2 壁」や「3 壁」等の部位を設定し解析を行っ
た。しかし，実際は歯種により歯根の数や解剖学的形態に
違いがあるため歯根面のデブライドメントの難易度は異な
り，平均 PD 減少量と平均臨床的付着獲得量のばらつきを
生じた可能性がある。
　一方，レーザー照射条件を先行研究と比較すると，
Taniguchi らは 70mJ/pulse で注水下にて 30 秒間照射し歯
根面のデブライドメントを施行した結果，術後 1 年経過時
に EMD 単独群と比較してレーザー併用群の方が良好な結
果が得られたとしている19）。その要因として，解剖学的制
約のある部位に対して Er:YAG レーザー照射により歯根
面のデブライドメントが可能であったこと，骨欠損部の形
態に応じて適切な形態のレーザー照射チップを選択したこ
とであると報告している。本研究では，正常組織への熱の
蓄積によるダメージを低減するため先行研究より低いパネ
ル出力（10pps，30mJ/pulse）にてレーザー照射を施行し
た。そして，骨欠損部への挿入が容易で歯根面への熱エネ
ルギーの蓄積を防ぐためレーザー光が一点に集中しにくい
先端の直径 600μm フラットタイプのレーザー照射チップ
を選択した。照射の際はチップを歯根面に対して常にわず
かに傾斜させる程度に保持し，定点照射をすることなく常
にチップを上下，あるいは左右に振る動作で歯石の端から
順に根面を露出させながら歯石を完全に蒸散するようにし
た。この照射方法はレーザー照射による周囲組織への熱の
蓄積を低減し，ダメージを最小限にするためである。その
結果，上顎ではコントロール群と比較してレーザー併用群
に有意差がみられたが，パネル出力をあげることや骨欠損

部形態に応じてレーザー照射チップを選択することで上顎
のみならず他部位でも良好な結果が得られたかもしれない。
　本研究の細分化した部位別解析の結果，レーザー併用群
の方がコントロール群よりも平均 PD 減少量と平均臨床的
付着獲得量が少なかった部位があり，それは「2 壁」と「下
顎」であった。ただ，平均 PD 減少量では術後 1 年のコン
トロール群の 1.0±1.1mm より良好な結果である。平均臨
床的付着獲得量に関しては，レーザーを併用せずに歯周組
織再生療法の良好な結果が得られやすい部位と考えられる
が，原因は不明である。今後症例数を増やす必要がある。
　また，その他の分類で両群間に有意差がみられなかった
要因として，1 つはレーザー照射条件としてパネル出力と
繰り返しパルス数は設定していたが，各部位への照射時間
や照射時の注水量を規定しなかったことである。もう 1 点
は，本研究では歯周組織再生療法を 6 名の歯科医師が施行
したが，臨床経験に差があるため被験者の平均 PD 減少量
と平均臨床的付着獲得量にばらつきが出て，有意差が認め
られなかった可能性が考えられる。今後は，レーザー照射
条件や施術者に関する条件をあらかじめ設定し，先行研究
に倣い被験者 40 名 40 部位程度を対象として研究を継続す
る予定である。

5．今後の展望
　本研究ではどのような骨欠損形態においても同じ形態の
照射チップを用いて不良肉芽の除去と歯根面のデブライド
メントを施行した。しかし，通常の歯周病治療においては
手用器具でスケーリング・ルートプレーニングを行う際は
部位に適した器具を選択している。それと同様に照射チッ
プを部位別に選択することで，より骨欠損形態に合わせた
レーザー照射が可能になると考えられるため，術者の負担
軽減や歯周組織再生に対するさらなる効果が期待される。
　さらに，対象となる歯種を限定する，あるいは単根歯と
複根歯に分類して解析を行うなどの歯種による解剖学的形
態の違いを考慮することで，コントロール群とレーザー併
用群の平均 PD 減少量と平均臨床的付着獲得量のばらつき
を抑えた比較検討が可能になると示唆される。

結　　語

　本研究において，歯周組織再生療法時の Er:YAG レー
ザー併用による歯槽骨欠損部の肉芽組織除去，歯根面のデ
ブライドメントは上顎歯に対して，より有用であることが
示された。
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