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はじめに

大学院時代総合診療科にEr：YAG 

Laserが導入されており興味本位で使
い始めた。しかしながら、その時はこ
のレーザーの意義が何もわからず使用
していた。そのため平成18年開業時、
レーザーを未導入で診療を開始した。
　その後、歯を削るということに違
和感を持ち多岐にわたる講習会を受講
し、治療の際に用いる水に細菌が「0」
の環境とともに、できるだけ歯を削ら
ず神経を残すことが可能な治療を心掛
け、7年前にNd：YAG Laserを導入した。
　導入直後より歯髄近接に対し組織浸
透性レーザーは歯髄に不可逆的作用が
あるのではないかと疑問を持ちながら
診療をしていたが、疑問を解決する日
は突然やってきた。
　令和2年にレーザーの視野をひろげよ
うと、表面吸収性Er：YAG Laserの講習

会に参加した。その講習会において、
今まで疑問に感じていたことの解決へ
の糸口が明確に確認できた。
　大学院時代に口腔細菌学講座でLPS

について研究をしたこともあり、不
活化には250度30分以上必要とされ
るLPSの吸収波長2.92μmに近似し
たEr：YAG：2.94μm波長のすばらし
さは必然的にすぐ理解でき、Er:YAG 

Laserの導入を即決した。
　導入後は、軟組織に対しては止血や
鎮静作用に優れているNd:YAG Laser

を使用し、硬組織の粉砕に対しては

Er:YAG Laserを使用するというよう
に適材適所に長所を生かすことを考え
治療を行うようになった。
　今回、自院で行っている浸潤麻酔を
使わない適材適所のレーザー治療につ
いてお話させていただく機会をいただ
いたので少しの時間お付き合いいただ
きたい。

Er：YAG Laserの特徴

Er：YAG Laserの波長は2.94μmで
あり、YAG中の3価エルビウム原子に
より励起される中・遠赤外線領域の
レーザーである。
　水に極めてよく反応をする表面吸収
型レーザーであり、組織浸透型レー
ザーであるNd:YAG Laserと比較する
と20,000倍の水分吸収率を持つ。
　また、この波長はレーザー光を組織
に照射をした際には炭化層、凝固層、
変性層が生じにくいため、軟組織疾患
の治療だけではなく、硬組織疾患にも
応用が可能である。
　硬組織粉砕のメカニズムは、レー
ザー光が水や有機成分に吸収され、加
えて水蒸気による内圧亢進による微小
水蒸気爆発が起こることにより硬組織
の粉砕が可能となってくる。
　さらに、Er：YAG Laserの波長は歯

Er：YAG Laserと
Nd：YAG Laserを用いた
適材適所無麻酔硬組織治療の実際
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症例1-1　右下第一大臼歯近心隣接面部にう
蝕が確認される。

症例1-2 C400Fチップにより20pps 50mj
にてう蝕粉砕後、白濁層が確認される。

症例1-3　スプーンエキスカにて歯面の状態
確認後、光コンポジットレジンにて充填処置
を行った。

Clinical Report

周病原細菌の菌体外内毒素である

LPS（lipopolysaccharide）の吸収波
長2.92μmとほぼ同じであり、LPSの
分解を効果的に行うことができると考
えられ、歯周病に罹患した根面への消
毒にも有効であると考えられる1）。

Nd:YAG Laserの特徴

Nd：YAG Laserの波長は1.064μm

であり、YAG中の3価ネオジウム原子
により励起され近赤外線領域のレー
ザーであり、吸収、散乱を繰り返しな
がら減弱していくが、組織深部にまで
到達する。そのため熱凝固層が厚く止
血等に効果はあるが治癒は遅れるとさ
れている。
　水への吸収はほとんどなくヘモグロ
ビンやメラニンといった色素への吸収
が大きい（図1）。
　組織浸透性 レーザーであるNd：

YAG Laserは、鎮痛、組織賦活、治癒
促進などに効果的だと考えられる2）。
　ファイバー先端を加工することにお
いて、エネルギー密度を上げることに
より切開などが可能となるが、熱の集
積が生じるため組織に大きな熱障害を
生じることとなる。熱の蓄積を防ぐた
めにパルス波で用いることにより熱影

響を極力避ける試みがなされている。
　また、出力Laserであるが出力を下
げるかデフォーカスを用いることに
よりLLLT Low reactive Level Laser 

Therapy としての作用させることも
可能である3）。
　当院で使用しているSTREAK-1S2

（アルテック製®）はtwinタンクによる
冷却とエアーによる冷却システムを搭
載しているため熱障害を生じることは
少ない。

供覧

＜症例1＞ Er：YAG Laserにおける硬
組織治療
　表面吸収性レーザーであるEr：YAG 

Laserは、う蝕の中に含まれる水分や
有機成分に吸収された光エネルギーが
熱エネルギーとなり水蒸気による内圧
が亢進され微小水蒸気爆発が起こり硬
組織の粉砕が可能となる。
　そこで今回は₆近心う蝕に対し、

Er：YAG Laser「アーウィン アドベー
ルEVO」（モリタ）を用いて処置を行っ
た。C400Fのチップを用いて20pps, 

50mj Water（＋）Air（＋）にて処置を
行った。
　軟化象牙質は健全象牙質に比べ水分

量が多く粉砕が容易であるため、Er：

YAG Laser単独での処置が可能であ
る。実際には、う蝕が粉砕されると歯
質表面が健全歯質の硬さに近づくと表
層に白濁層が確認できるようになるた
め、筆者はレーザー照射終了の目安と
している。
　また、エアーにて均一な白濁層を確
認したのちスプーンエキスカにて歯面
に軟化象牙質が残存していないかを確
認し、コンポジットレジンによる修復
を行い処置終了としている。

＜症例2＞ Nd：YAG LaserとEr：YAG 

Laserにおけるハイブリッドう蝕治療

Er：YAG Laserは、硬組織の粉砕に
対し有用であるが歯肉の蒸散、止血に
対しては浸潤麻酔の力を借りなければ
止血を確実に行うことができないと筆
者は考えている。
　しかしながら、浸潤麻酔による毒性
の影響を考えると、できるだけ生体に
麻酔液を注入したくないため自院で
は止血、蒸散、鎮静効果が優位なNd：

YAG Laserを用いて軟組織の治療を
行っている。
　今回の症例は軟組織と硬組織のト
リートメントが必要なため、それぞれ
優位性を持つ2つの波長を適材適所に
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症例2-4　充填、LLLT照射後。

症例2-1　う蝕を覆うような歯肉の増殖が確
認される。

症例2-5 1週間後の歯肉の状態。

症例2-2 Nd：YAG Laserにより歯質表面が
確認できるところまで蒸散。

症例2-3 Er：YAG Laserにより白濁化してい
る。

Clinical Report

選択し処置を進めたので報告する。
　症例では、根面う蝕の治療に際して増
殖した歯肉が障壁となる。そのため、止
血処置に優位性を持つNd：YAG Laser

（STREAK-Ⅰ）のチタンサスペンショ
ンシステムにて歯肉の蒸散を行い確実
に硬組織にアプローチできる状態まで
歯肉を蒸散した。
　その後Er：YAG Laser「アーウィン
アドベールEVO」C400Fのチップを用
いて20pps, 50mj Water（＋）Air（＋）
でう蝕を粉砕、白濁層確認後コンポ
ジットレジンによる修復を行い、その
後StreakによるLLLT処置を行い歯肉
の治癒促進を行った。
　術後1週間後の写真より初診時に見
られた歯肉の増殖も見られず安定した
上皮の再生がみられた。

＜症例3＞ Nd：YAG LaserとEr：YAG 

Laserにおける歯髄保存処置ならびに
補綴処置
　切削によるインレー除去は、健全歯
質を削合し、ひいては歯質にミニマム
クラックを発生させるため、治療にお
いてタービンやエンジンの使用を極力
最小限にしたいと筆者は考えている。
　また、機械的切削器具時に起こる注
水中のオイルの切削面への付着も後の
治療予後を大きく左右すると考えてい
る。そのため、今回の症例において機
械的切削器具を使わず組織浸透性レー
ザーであるNd：YAG Laserと表面吸収
性のEr：YAG Laserによるハイブリッ
ドレーザー診療にて治療を行うことと
した。
　まず、X線画像より確認されるう蝕

上のインレー補綴物に対してNd：YAG 

Laser 注水下でインレー下のセメント
接着層を粉砕しインレー体除去を試み
た。インレー体に直接ファイバーが触
れるため、同時に組織浸透性レーザー
の特徴でもある歯髄の鎮静作用も得る
ことができた。
　インレー体表層はレーザーと反応し
溶解しており、インレー下部のセメン
トの存在は粉砕されほとんど確認でき
なかった。
　また、この症例においてX線画像よ
りもう蝕層が厚かったため、まずはス
プーンエキスカを用いて可及的にう蝕
を除去し、ADゲル（クラレノリタケ
デンタル）にて有機質の溶解を行った。
　う窩は深く歯髄に近接しているた
め、C400Fよりも単位面積当たりの

P018-021_CR_ooyama.indd   20 2022/03/31   11:55



21Dental Magazine

症例3-4　スプーンエキスカにて慎重に軟化
象牙質を除去後、Er：YAG Laser C600F照射
時、点状露髄を認める。

症例3-1　術前X線写真。

症例3-5 MTAセメント、ベースセメントに
て二重覆罩を行った状態。

症例3-2　術前口腔内写真。 症例3-3 Nd：YAG Laserにてインレーを除
去した状態。

本稿で紹介しきれなかった症例、カリエス除去、
楔状欠損処置はQRコードよりご確認ください。

深部カリエス除去 楔状欠損1 楔状欠損2
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パワーが低いC600Fを用いて軟化象
牙質の除去を丁寧に進めたが、除去途
中に点状露髄を認めた。その時点で患
者はNd：YAG Laserによる鎮静作用に
より露髄後疼痛を訴えることはなかっ
た。
　その後、ADゲルにて軟化象牙質を
再度溶解し生理食塩水にて洗浄、止血
を完了し、スーパーMTAセメント（サ
ンメディカル）にて直接覆罩、ベース
セメントにて二重覆罩処置を行った。
　点状露髄がみられたため次の日、1

週間後、2週間後、1ヵ月後と電気歯
髄診断（DISITEST：モリタ）を行い、
すべてにおいて歯髄反応を認めたた
め、露髄後のガイドラインに則り、1ヵ
月経過後に補綴処置に移行した。
　修復には形成後でセレックプライ

ムスキャンAC（デンツプライシロナ）
にて光学印象を行いTessraブロック

A3HTをプライムミルにて削り出し、
スピードファイヤーにて焼成後口腔内
に装着した。現在装着後問題なく経過
している。

まとめ

Er：YAG Laser導入前はNd：YAGの
みのレーザートリートメントを行って
きた。しかしながら、Er：YAG Laser

導入後は組織によってレーザーを選択
できるようになった。治療の幅が広が
りほぼすべての症例において何らかの
処置にレーザーが不可欠になってい
る。
　今回発表させていただいたハイブ

リッドのレーザー治療は単独で用いて
いるレーザー治療と比較して治療の範
囲が広がり、組み合わせることにより
さらなる安心、安全治療を行うことが
できると感じており、患者さんの口腔
の健康を安定させるものと考えられ
る。
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