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抄録
　目的：この研究では，抜髄法への Er：YAGレーザー応用の効果を検証することを目的とした．
　材料と方法：ヒトの根尖が完成した単根下顎小臼歯を用いた．試料の歯冠を除去し，♯15の K‒ファイルを
根管内に挿入し，根尖孔からファイル先端が見える長さから－2 mmを作業長に設定した．Er：YAGレーザー
用の円錐型の石英ファイバーチップを作業長の位置に挿入し，最初の静止照射は 10秒間，30 mJ，20 ppsでエ
ア・水ありの条件で行った（ステップ 1）．次に，引き上げながら 4回のレーザー照射を行った（ステップ 2）．
最後に，NaOCl溶液を根管内に容れて引き上げながら 4回のレーザー洗浄を行った（ステップ 3）．各ステップ
後に根管壁面の超微構造を走査型電子顕微鏡で観察した．さらに，レーザー照射中の歯根表面の温度変化を赤
外線サーモグラフィを用いて解析した．
　成績：ステップ 1後の試料は，アピカルストップ様の拡大された根管を示した．ステップ 2では，蒸散され
た領域と蒸散されない領域がみられた．ステップ 3後の試料は，根管の全体にわたって開口した象牙細管をも
つ石灰化球様の構造を示した．歯根表面の温度変化は，10秒間の静止照射では約 2.5℃の上昇を示した．この
温度は，歯周組織の構造的な傷害や解剖学的変化を起こさないと考えられる．
　結論：以上の結果は，細い円錐型チップを装着した Er：YAGレーザーによる抜髄操作の可能性を示唆してい
る．
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緒　　言

　抜髄法は，歯髄に生じた感染が根部歯髄にまで波及し
ている場合に，歯髄組織を摘出することで根尖歯周組織
への炎症の波及を防止する目的で行われる1）．現在一般
的に行われている抜髄法は，髄腔開拡後にリーマー・
ファイルなどのインスツルメントを用いて歯髄組織を除
去するとともに根管拡大・形成を行う「機械的清掃」と，
次亜塩素酸ナトリウム溶液などの薬液を用いて歯髄など
の軟組織および象牙質切削片などのデブリを洗い流す
「化学的清掃」を併用する方法，いわゆる「chemo‒
mechanical debridement」の原則に基づいている2）．す
なわち，「機械的清掃」においては，1900年台初頭にKerr
社で開発された「Kerr Broach」を原型とする金属製の
各種インスツルメントを用いる手法が，100年以上にわ
たって継承されているのが現状である3）．
　一方，歯科治療へのレーザー応用は近年ますます広が
りをみせており，歯内療法の分野においても根管系の殺
菌4）やスミヤー層の除去5）などを目的とした応用の可能
性が報告されている．わが国において歯科治療に使用さ
れているレーザーは，炭酸ガス・半導体・Nd：YAG・Er：
YAGの 4機種がその大部分を占めている．このうち，
Er：YAGレーザーは最も新しいレーザーであり，その発
振波長（2.94μm）は水に対する吸収特性が非常に高いと
いう特徴を有している6）．また，この波長はハイドロキ
シアパタイトにも高い吸収特性を示すために，エナメル
質・象牙質・骨などの硬組織を蒸散することも可能であ
り，2008年には「う蝕歯無痛的窩洞形成加算」として保
険に収載されるにいたっている．近年では，これらの特
長を活かして，Er：YAGレーザーを用いて根管壁の象牙
質を蒸散することによる根管拡大の試みも報告されてい
る7‒9）．
　抜髄法においては，軟組織（歯髄）と硬組織（象牙質）
を削除する必要があり，蒸散作用によって両者を除去で
きる Er系レーザーの応用は，従来からの金属製インス
ツルメントを用いた機械的拡大法とは全く異なる作用原
理に基づいている．しかしながら，これまでレーザーの
蒸散作用を抜髄法に応用しようとする報告は渉猟したか
ぎりみられない．
　そこで本研究では，歯髄組織を有する抜去歯におい
て，レーザーを用いた抜髄および洗浄操作後の根管壁の
超微構造を観察し，さらに根管内でレーザーを照射した
際の歯根表面の温度変化を観察することで，レーザー抜
髄法の臨床応用の可能性に関する予備的データを収集す
ることを目的とした．

材料および方法

 1 ．レーザー発振装置
　波長 2.94μmの Er：YAGレーザー（Erwin AdvErl，
モリタ）と先端角 84° でコア径 135μm（外径 185μm）の
レーザー用石英ファイバーチップ（R135T，モリタ）を
使用した（Fig.　1）．レーザー照射は表示出力 30mJ（先端
出力 7mJ），繰り返し速度 20pps（pulse per second）の
設定で行った．なお，照射を開始する前に Power Mater
（LabMax‒TOP，Coherent）を用いて，先端出力が一定
になるように出力エネルギーの補正を行った．

 2 ．歯髄組織の蒸散と根管内の洗浄
　矯正治療の目的で抜歯し，冷凍保存したヒト健全下顎
小臼歯を使用した．エナメル質・セメント質境で切断し
た後に，#15の K‒ファイルを根管内に挿入し，根尖孔か
らファイル先端が見える長さから－2 mmを作業長に設
定した．まず，作業長の位置までレーザー用チップを挿
入し，注水下（5 ml/分）で 10秒間の静止照射を行った．
次に，再度作業長の位置までチップを挿入し，ゆっくり
と（約 1 mm/s）引き上げながら照射を行った．この際，
根管の近遠心壁および頰舌側壁の 4根管壁に沿わせて，
同様の引き上げ照射を 4回繰り返した．その後，レー
ザーを用いた根管洗浄（レーザー洗浄）の目的で，3％ 
NaOCl（アンチホルミン，日本歯科薬品）を根管内に満
たし，チップを作業長の位置まで挿入し，ゆっくりと（約
1 mm/s）引き上げながらの照射を 4回繰り返した（レー
ザー洗浄）．最後に，シリンジに容れた蒸留水で根管内を
洗浄した．

 3 ．根管壁の超微構造の観察
　①10秒間の静止照射，②4方向の引き上げ照射，③4
回のレーザー洗浄照射の各ステップ後の試料（n＝3）を
自然乾燥し，歯軸方向に試料を 2分割して根管壁面に金
パラジウム蒸着を施した後，走査型電子顕微鏡（JEM‒
5400LV，JOEL，加速電圧 10 kV）による観察を行った．

 4 ．歯根表面の温度変化の測定
　作業長の位置までレーザーチップを挿入し，①10秒間
の静止照射，②引き上げ照射，③レーザー洗浄の各ス
テップ時の歯根表面の温度変化を，赤外線サーモグラ
フィ（TVS‒2000ST，日本アビオニクス）を用いて測定
した．室温 25℃，湿度 22％の環境下で，照射ステップご
とに被験歯（n＝3）の表面温度を測定した．なお，測定
対象物の放射率を 1に近づけるため，歯根表面に速乾性
の黒色塗料（クリエイティブカラースプレー・ブラック
（放射率ε＝0.98），アサヒペン）を塗布した．
　なお，本研究の実施に際しては，九州大学大学院歯学
研究院倫理審査委員会の承認を受けた．
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結　　果

 1 ．根管壁の超微構造
 1 ）10秒間の静止照射後

　解剖学的根尖から約 2 mm歯冠側の位置で，根管壁の
拡大を認め（Fig.　2‒aの矢印の間），根管壁には開口した
象牙細管が観察された（Fig.　2‒b）．同部位より根尖側は
軟組織で覆われていた（Fig.　2‒c）．
 2 ）4方向の引き上げ照射後

　根管壁（Fig.　3‒a）には，象牙細管が開口した領域（Fig.　

3‒b）と軟組織が残存した領域が観察された（Fig.　3‒c）．
前者では，歯髄組織はほぼ除去されてほとんどの象牙細
管が明瞭に開口している像が観察された．
 3 ）レーザー洗浄後
　根管壁の全領域において歯髄組織は消失し，凹凸不整
で均一な構造が認められた（Fig.　4‒a）．強拡大で観察す
ると球形に隆起した石灰化球様の構造が多数認められ，
象牙細管は明瞭に開口していた（Fig.　4‒b，c）．

 2 ．歯根表面の温度変化
　Fig.　5‒aにレーザーチップを挿入した温度測定時（静
止照射）の被験歯を示す．

Fig.　1　Quartz‒fiber tip for Er:YAG laser
　The top angle of a cone‒shaped tip is 84°, 
and the lateral emission rate is approximately 
80％.

185 μm 84°

Fig.　2　SEM images of the apical part of the root canal after stationary irradiation
 a ： The root canal was enlarged at the position of ca. 2 mm（arrow）from the ana-

tomical apex.
 b ：The root canal surface showed open dentinal tubules.
 c ：The near‒apex area was covered with soft tissues.

1 mm

20 μm100 μm
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 a ：The root canal wall showed both ablated and non‒ablated surfaces.
 b ：Pulp tissues were almost eliminated and dentinal tubules were open.
 c ：Remnants of the pulp tissue were observed.

Fig.　3　SEM images of the central part of the root canal after backward‒movement irradiation

1 mm

50 μm 100 μm

Fig.　4　SEM images of the central part of the root canal after laser‒activated irrigation
 a ：The whole root canal wall showed irregular structures without pulp tissue.
 b ， c ：Global calcospherite appearance with open dentinal tubules were shown.

1 mm

100 μm 20 μm
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　サーモグラフィ画像（Fig.　5‒b）の指定点 A（チップ
先端の位置に相当）上の温度変化を，Fig.　5‒cに示す．
静止照射では照射開始とともに温度はわずかに上昇し，
上昇温度の平均は 2.46±0.84℃で，照射終了とともに元
の温度に戻った．引き上げ照射時およびレーザー洗浄時
の最高温度到達部における温度上昇は，おのおの平均
1.46±0.17℃と 2.41±0.53℃と軽微であった．

考　　察

　本研究に使用したEr：YAGレーザー装置は，使用目的
に応じてさまざまな形状の石英ファイバーチップを選択
できる．今回は，レーザー光が放出される先端部が 84°
の円錐型に加工され，照射エネルギーの約 80％はやや斜
め後方の側方へ，残りの約 20％は前方に照射される根管
用チップを用いた10）．すなわち，このチップは狭い根管
内でレーザー光を根尖方向に集中させることなく，側方
に照射することが可能である．さらに，コア径 135μm
（外径 185μm）と細く，♯20の K‒ファイルが挿入でき
る根管の場合，チップ先端を根尖部近くまで到達させる
ことができる．
　根尖部近くの歯髄組織を完全に蒸散し，さらにアピカ
ルストップ様の構造を獲得する目的で，本研究では作業

長（解剖学的根尖－2 mm）の位置で 10秒間の静止照射
を行った．その結果，根管壁の象牙質が蒸散されアピカ
ルストップ様構造が形成されることが，SEM観察から
明らかとなった．Kokuzawaら7）は，本研究と同一照射
条件での象牙質の蒸散量に関して，最初の10秒間の静止
照射で最も効果的に根管壁が蒸散され，続く10秒間の静
止照射では蒸散効果が極端に減少することを明らかにし
ている．
　静止照射後の 4方向の引き上げ照射の際，チップ先端
が根管壁に近接した部位では根管壁が蒸散されて象牙細
管が開口し，チップ先端から離れた領域では歯髄組織が
根管壁に残存した状態になると考えられる．根管上部で
は根管壁とチップ先端との距離が離れる傾向が強く，蒸
散作用を期待することは難しい．これはレーザー光が距
離の自乗に反比例して減衰するという原則に基づいてい
る．この問題を回避するために，太いレーザーチップか
ら細いレーザーチップに順次替えながら，クラウンダウ
ン法の要領で根管拡大を行う方法も提唱されている11）．
しかしながら，本研究ではMI（minimal intervention）
の概念に従って，根管の形状を維持することで歯の脆弱
化を予防することを意図して，根管上部は可及的に拡大
することなく歯質の温存に努めた．
　10秒間の静止照射と 4方向の引き上げ照射後において

Fig.　5　Temperature measurements
 a ：Sample tooth（→：Guide light）
 b ：Thermographic image during stationary irradiation
 c ：Temperature change during stationary irradiation
⬇：Initiation of irradiation, ⇩：End of irradiation
　Minimal average temperature increase was observed at the root sur-
face during laser irradiation, with increase of 2.46±0.84℃ in 10 s.
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も根管壁に残存する可能性のある歯髄組織を除去し，根
管壁を根管充塡に適した状態に清掃する目的で，最後の
ステップとして根管洗浄液とレーザー照射を併用した
レーザー洗浄を行った．この際，有機質溶解作用のある
NaOCl存在下での 4回の引き上げ照射が効果的に働いた
結果，残存する歯髄組織が溶解され，さらに象牙前質の
層も除去されて石灰化球が出現したと考えられる．な
お，金属製インスツルメントを用いた機械的な根管拡大
の場合と異なり，レーザー法ではスミヤー層が形成され
ないため，無機質の溶解を目的とした EDTA製剤によ
る洗浄は不要と考えられる．
　Er系レーザーによる根管洗浄法の作用原理に関する
報告は近年増えており，レーザー照射に際して誘発され
る蒸気泡とその後のキャビテーション気泡の形成・崩壊
によって生じる急速な流れがその一因とされてい
る12,13）．本研究では，チップを根尖近くから引き上げな
がら照射するレーザー洗浄法を用いたが，根管上部また
は髄腔内にチップ先端を静止させて照射する方法14,15）も
報告されており，効率的な根管洗浄法に関して今後さら
に検討が必要である．
　金属製インスツルメントを用いた従来からの抜髄法と
比較して，レーザーによる抜髄法にはいくつかの長所が
あると考えられる．たとえば，機械的拡大操作において
は根尖部に亀裂が生じ，術後の疼痛が継続する危険性が
指摘されている16,17）．これに対して，レーザーによる抜
髄法では，器具が直接歯質に接することはないため亀裂
は生じない．また，レーザー法ではスミヤー層が形成さ
れないため，EDTA製剤の多用による歯の脆弱化18）を予
防できる利点もあると考えられる．さらに，作業時間の
面でもチェアタイムの短縮が期待できる．
　一方，根管内でレーザー照射を行う場合，歯根周囲の
歯根膜・歯槽骨などの組織に対する熱の影響を考慮する
必要がある．Erikssonら19）はウサギの脛骨に埋入した生
体内顕微鏡を用いた実験において，10℃の温度上昇が 1
分間続くと骨組織に不可逆的な変化を引き起こす危険性
を報告している．本研究では，根尖部において確実に歯
髄組織を蒸散する必要があるため 10秒間の静止照射を
行ったが，この間の温度上昇は 5℃以内にとどまった．
さらに，生体内では歯根膜の血流，歯根膜および歯槽骨
の熱伝導などにより冷却効果が働く可能性も指摘されて
おり20），熱による為害作用は少ないと考えられる．しか
しながら，根尖近くは歯質自体の厚みが薄く，さらに根
尖部は歯冠側のように開放されていないため蓄熱作用が
起こりやすい．また，注水下でレーザー照射を行ったが，
チップの構造上，根管内深部にまで冷却水が到達する可
能性は低いため注意が必要である．一方，引き上げ照射
時と NaOCl存在下での照射時においても顕著な温度上

昇は観察されなかったが，複数回のレーザー照射に伴う
蓄熱効果を考慮すると，次の照射開始との間に一定の冷
却時間を設けることが望ましいと思われる．
　抜髄法においては，最終処置として根管充塡が施され
る．今回のレーザーを用いた抜髄操作後の根管充塡に関
しては，ガッタパーチャポイントとシーラーによる側方
加圧根管充塡が応用できることを確認している．レー
ザーによる抜髄法で形成された根管壁の超微構造は，従
来からの金属製インスツルメントを用いた場合と大きく
異なるため，根管充塡後の封鎖性に関するさらなる研究
が必要と思われる．

結　　論

　Er：YAGレーザーを用いた抜髄法の可能性を探る目
的で，抜去歯を対象に根管壁の超微構造の観察と歯根表
面の温度変化の測定を行った結果，次のような結論を得
た．
　1．根尖近くでの蒸散作用によって，アピカルストッ
プ様の構造が形成された．さらに引き上げ照射とレー
ザー洗浄を併用することで，歯髄組織は除去され象牙細
管の開口した根管壁が形成されることがわかった．
　2．今回使用した機材およびレーザー照射条件では，
歯根周囲組織に影響を与えるような温度上昇は生じない
ことが明らかとなった．
　3．Er：YAGレーザーを用いた抜髄法の可能性が示唆
された．

　本研究の一部は日本学術振興会科学研究費補助金（挑戦的
萌芽研究 23659891）の補助の下に行われた．
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A Preliminary Study on Er:YAG Laser-assisted Pulpectomy

YOSHIMINE Yoshito, MATSUMOTO Himeka＊, SATO Hiromi＊,
ARAI Yuki, KIHARA Tomoko and AKAMINE Akifumi

Department of Endodontology and Operative Dentistry, Division of Oral Rehabilitation,
Kyushu University Faculty of Dental Science

＊Department of Endodontology, Kyushu University Hospital

Abstract
　Purpose: The aim of this study was to assess the effectiveness of Er:YAG laser in pulpectomy.
　Methods: Human single-rooted mandibular premolars with straight single canals and mature apices were 
used. Sample teeth were decoronated and working lengths（WLs）were determined by inserting a size 15 
K-file passively into the canal until it was visible at the apex and then retracting by 2 mm. A cone-shaped 
quartz-fiber tip for Er:YAG laser devices was inserted up to the WL. First, stationary irradiation was per-
formed for 10 s at 30 mJ and 20 pps with air and water cooling（step 1）. Then, the laser was irradiated four 
times with backward movement（step 2）. Finally, laser-activated irrigation using NaOCl solution was con-
ducted four times with backward movement（step 3）. The ultrastructures of the root canal surface after each 
irradiation step were examined under scanning electron microscopy. In addition, during laser irradiation, 
temperature changes were analyzed by using an infrared thermal camera in order to examine root surface 
temperatures.
　Results: SEM analysis showed that step 1 produced enlarged canals showing an apical stop-like structure; 
step 2 samples revealed either ablated or non-ablated areas, while the step 3 group showed a calcospherite 
appearance with open dentinal tubules on the entire root canal surface. The thermal analysis demonstrated 
that the stationary irradiation for 10 s induced an average temperature increase of approximately 2.5℃, pos-
sibly without causing structural damage or anatomical alteration on periodontal tissues.
　Conclusions: These results suggest that the use of an Er:YAG laser device with a thin cone-shaped tip 
might be feasible in pulp extirpation procedures.

Key words: Er:YAG laser, pulpectomy, scanning electron microscopy, thermography


