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エルビウムヤグレーザーは、歯周
病の分野において、既存療法
（フェーズ１）の補助として、あるい
は歯周外科手術のための道具とし
て使われる。

この波長は歯周組織の硬組織と軟
組織、どちらにも効果的である。

このレーザーを使用すれば、歯周
療法において、広範囲にわたる治
療ができる。患者にとっても、トラウ
マや術後合併症がなく、良い結果
が得られる。



ライトタッチのハンドピースは、従来の光ケーブルが取り除かれ、レーザー
の発振体がハンドピースそのものの中に入っている。更に、ファイバーや
多関節アームも取り除かれたため、動かしやすくなり、ケーブルの交換に
高額な金額をかける必要もない。

レーザーを直接送り出すシステム

サファイアチップ

ミラー

レーザービーム

集束レンズ

ミラー

レーザー出口のミラー

反射ミラー



ライトタッチには、様々な太さのチップが
ある。先端形状の異なるものや、長さも、
長いものから短いものまで。これは、硬
組織・軟組織それぞれに対応できるよう
にするためである。

多様なチップ



硬組織 軟組織



レーザーと軟組織の
相互作用

軟組織の切除の機序としては、
レーザーに照射された際に瞬時
に蒸発する、組織表層の水分子
に起因する。柔らかい口腔粘膜
組織におけるエルビウムヤグ
レーザーの浸透率はだいたい50
ミクロンである。

このレーザーは、10ヘルツから50ヘルツまでの異なる繰返
し率において、波長2,940ナノメートル、パルス幅0.5から10
マイクロセコンドで、光子を放射する。
外科手術中は、出力1.0ワットから8.4ワットで、100から700
ミリジュールのエネルギー密度をもたらす。
サファイアチップは、直径200,400,600,800,1000,1300の
ものその他特殊なものなどがある。

炭化

空胞化

凝固

天然組織



歯周治療

非外科的歯周治療 外科的歯周治療



非外科的歯周治療

スケーリングとルートプレーニ
ング（歯周ポケットの深い部分
から歯垢や歯石を取り除くため
に注意深く根面を洗浄し、細菌
毒素を取り除くのに歯根をなめ
らかにすること）を含むライト
タッチの非外科的歯周治療は、
局所的な抗菌薬や様々な形で補

助的療法と併用される。そうす
れば、たいていの歯肉炎には効
果的である。

治療前 治療後



歯肉のメラニン除去



術後



外科的
歯周治療

壊死組織切除をきちんと行うのに、
ポケットの中で直接見られるように
するためである。なぜならば、従来
通りの一般的な手技や熱レー
ザーなどによる非外科的治療は、
患部とその周囲を洗浄するのに不
十分であるからだ。

どうして我々は歯周外科
手術を行うのか？



外科的
歯周治療

外科的ポケット治療を行
う目的

• ポケットの壁面に病理変化が起
こらないようにするため。

• 安定させるためにメンテをしや
すくするため。

• 歯周再生を促進するため。



目的

• 適切に洗浄をスムーズにするために、ポケッ
トの深いところまで到達すること。

• 歯垢がありそうなところを減らしたり除去する
ことでプラークコントロールを促進すること（つ
まり形態的な欠陥を正すこと）。

• 補綴に適切な環境を整えること。

• 歯周再生治療のため。

• 審美性を整えるため。

外科的
歯周治療



• ポケットの異物を除去することが、臨床
的に不可能な場合。

• 第二段階・第三段階の根分岐部病変

• 骨縁下ポケット

• ポケットの浅い部分から深い部分にお
ける、長く続く炎症には、外科的手法も
必要になるかもしれない。

外科的
歯周治療

歯周外科手術を行った
ほうが良い場合



禁忌（従来の考え方）

• プラークコントロールがあまり上手くいってい
ない患者

• 制御しきれない、あるいは進行性の全身性
疾患（制御しきれない糖尿病や白血病など）

• コルチコステロイドを多量に服用している患
者は、外科手術によるストレスに対する抵抗
力が少ないと思われる。

• 終末期疾患にかかっており、衰弱した患者に
は、外科手術を行うべきではない。

外科的
歯周治療



ポケット治療の期待結果

• 感染した歯周ポケットを正常に戻し、
付着の確得のある・なしに関わらず長
い結合上皮によって治癒する。

• ポケットの除去、あるいは縮小

• 改善された付着歯肉は、骨の高さの
再生を促進したり、歯周靭帯繊維や
セメント質の層を再形成する。

外科的
歯周治療



歯周外科手術の分類

• 切除手順

• 新付随的治療

• 再生手順

外科的
歯周治療



切除手順

• ポケットの壁を収縮させている
組織を切除することによりポ
ケットを除去したり縮小したりす
る過程のこと。

• （骨を除去することもある。）

外科的
歯周治療



歯肉切除



切除手順は以下のものを含む：

• 歯肉切除、歯肉形成術

• 骨頂の手術を施していないフラップ

• 骨頂の手術を施したフラップ

• 根管切除



• 歯肉切除：歯周ポケットの内側の軟組織
を切除すること。

• 基本的なことは、器具のアクセスのため
にポケットを除去すること。

• 歯肉形成：歯肉輪郭を再建するため。

• 外側のベベル付与の切開は過度な歯肉
を取り除くために行われ、治癒はセカンダ
リーインテンションによる。

歯肉切除、歯肉形成



歯肉切除と肉芽組織除去



失敗した歯周ポケットの外科的縮小



失敗した歯周ポケットの外科的縮小



「ガミースマイル」の
修正



「ガミースマイル」の修正



• 歯肉縁を、骨頂から取り除くという考えで
あり、歯肉を切除する、ということではな
い。

適応症：

• 深い上方・下方骨ポケット

• 最小限の歯肉付与によるクラウンレンス
ニング術

• 歯肉付着部分の増加

骨手術なしの骨頂フラップ術



切開は、歯肉辺縁から
それぞれ異なる距離で
行う。めいっぱい引き伸
ばされた粘膜骨膜フラッ
プは、ひるがえり、根面、
根分岐部、歯槽頂を見
やすくする。そして根面
は調整され、なめらかに
なる。

骨形成は可能。フラップ
を別の場所に移す必要
がある場合は、異なる
位置で行う。

フラップ術



先進的な歯周病学：
炎症歯肉、縁下歯石、
骨形態修正のための
エルビウムヤグ：ライト
タッチレーザーによる
フラップ手術



歯肉辺縁を切開する。めいっぱい引き伸ばされた粘膜骨膜フラッ
プはひるがえり、根面、根分岐部、歯槽頂を見やすくする。





炎症を起こした軟組織は、800ミクロンのサファイアチップで、初期
設定は非接触などソフトモードの10ヘルツ、100ミリジュール（1.0

ワット）で除去された。



そして骨組織の場合は、同じサファイアチップを使用して、最終設
定が非接触のハードモード、20ヘルツ、200ミリジュール（4.0ワッ

ト）で形態修正されて、なめらかにされた。



Coe-pakが縫合を覆っている。







• 手術後の傷口を保護するた
めに行う

• 粘膜フラップが下にある骨に
しっかりとなじみ、その状態
が続くようにするため

• 患者が快適でいるため

歯周包帯



• 通常使用されているのが、この「Coe-
Pak」というものである。

• １本目のチューブには様々な種類の金属
の酸化物（主に酸化亜鉛）と、lorothidol
（殺菌剤）が含まれている。

• ２本目のチューブには、非イオン化カルボ
ン酸と、クロロチモール（静菌剤）が含ま
れている。

• 両方のチューブの重複する部分は、切開
の前に直ちに混合される。

歯周包帯



• 解剖学上の理由：ポケットの位置（例：下
顎骨の３番の臼歯エリア）

• 審美的、美容の面での理由：高めのリッ
プラインのある前歯部エリア

• 深刻な感染性のある歯槽骨サポート

禁忌（骨手術なしの
アピカルポジションドフラップ）



骨手術を伴った
アピカルポジションドフラップ

• 骨を取り除くのは、骨形成あるいは骨切
除を行うことにより、通常の構造にするた
めである。

適応症：

• 修復前歯周治療（歯冠の露出）

• ポケット底が骨頂に位置する、軽度ある
いは中等度の、骨縁下欠損のポケット



• 解剖学的制限、不安定な歯冠
や歯根残存比

• 過度な歯のぐらつき

禁忌（骨手術を施した
アピカルポジションドフラップ）



骨形成

骨の高さを変えない
ように薄くすることで、
骨の形を変えること。
そうすることで、歯肉
が上手くなじむ。

定義

骨切り術

歯槽骨の除去、その
ため、歯の上の骨頂
切開線の位置がず
れてしまう。



骨手術におけるレー
ザーを用いた歯冠延
長術



アヴィ・レイハニアン教授（イスラ
エル）

歯冠延長術におけるエルビウム・
イットリウム・アルミニウム・ガー
ネット（2940ナノメートル）ライト
タッチレーザーの使用



新付着術

歯根膜が剥がされた根面にコラー
ゲン線維を挿入して新しいセメント
質を作ることによる、結合組織の
再結合。



新付着術

• 閉鎖性掻把術

• 新付着術（ENAP）

• オープンフラップ掻把術

• 修正ミッドマンフラップ術



新付着術

閉鎖性掻把術

• あまり行われていない

• ポケット内壁に沿って上皮を取り除く、と
いう方法

• この方法は、自然治癒を促進させる（再
付着）。

• このことを証明するための科学的証拠は
少ない。



新付着術

歯肉掻把術



新付着術

新付着術（ENAP）

• 過去(1960-1970年代)には頻繁に行われていた。

• 最近ではあまり行われていない。

• 特に前歯部の歯間における、限局性の、比較的軽度の
歯周炎に、骨縁上ポケットを取り除くために行われる。

• そんなに多くの組織を取り除かずに行えることが利点。

• 欠点としては、視野が見えづらいということと、深く珍しい
タイプのポケットには適していないこと。



新付着術

ENAP（エナップ）オープンキュレッタージ



慢性歯肉縁：炎症を起こした歯肉
組織と結石の除去
1.5ワット（50ミリジュール/30ヘルツ）



歯肉側壁（全層）
10倍に拡大



掻把後の歯肉側壁
（全層）

10倍に拡大

ライトタッチ
レーザー掻把

人の手による掻把



ライトタッチによる結石の除去





無傷の完全なセメント質 (SEM)



ライトタッチレーザーによる結石除去後のセメント質



グレイジーキュレットを用いた人の手による掻把後の
セメント質の形態異常



D P Raldi et all Attachment of cultured fibroblasts and 
ultrastructural analysis of simulated cervical resorptions 

treated with high-power lasers and MTA
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, 

and Endodontology 109:2,2010



治療の前後



新付着術

MWF (修正ウィットマンフラップ）

歯槽頂に侵襲が最小限に
抑えられたベベルの切り込
み。歯茎粘膜のラインを越さ
ない範囲で部分的にフラッ
プを反転する。規模拡張と
ルートプレーニングを行う。
歯間縫合によりフラップをな
じませる。





治療前と治療後6ヶ月の再評価



唇側歯茎部のウ蝕



外部吸収性ウ蝕
作用

診断
•レントゲン

•ペリオドンタルプロー
ビング
•電気歯髄診断



外部吸収性ウ蝕作用

オープンフラップ
ライトタッチによる肉芽組織除去



外部吸収性ウ蝕作用

歯髄との伝達は確実に行わ
れている。MTA覆髄法を行う。







舌側歯茎部のウ蝕







オープンフラップ：
ライトタッチによる肉芽組織除去







再生の手順

歯周組織を通常の生理的状
態に戻すことが目的。

骨と歯周靭帯形成が出来た。



再生の手順

• 移植、骨移植、軟組織移植

• 組織再生誘導法

• コロナルフラップ

• 根面についた無機質の除去（レー
ザーによるもの VS 酸）

• 歯間露出



再生の手順

移植

• 予測可能なものでも絶対的なものでもな
い。

• 自家移植（同一人物から、2段階の手順
を踏み、凍らせて乾かすこと）

• 同種移植（同じ種類のものから）

• 異物形成法（合成物質から）、生体に化
学作用のないインプラント



再生の手順

組織再生誘導法（G.T.R.）

根面に付着させるために好ま
しい細胞（歯根膜）を誘導す
る。そして好ましくない細胞
（上皮細胞）が、根面に付着
するのを防ぐ。

























根面の状態

良い状態の細胞が付着できるように、根面を修
正する。



歯肉退縮と不適切な補綴処置



古いものの除去とプロビジョナルブリッジの調整



レーザーにより露出された根面と全層弁フラップ術による退縮の補綴



治療後の様子



全再生テクニックにおいて、
成功と失敗を増やす要因

• プラークコントロール

• 歯周組織に影響する全身の状態

• 歯牙及び組織に対する外傷性損傷

• 根管形成

• 創口閉鎖

• 軟組織接近（可動粘膜）

• 術後と長期間のメンテナンス



手段の判断基準

• ポケットの特徴：深さ、骨との関係、形状
• 根分岐部病変の有無などにアクセスできるか
• 歯肉歯槽粘膜に問題があるかどうか
• 最初の治療との関係
• プラークコントロール
• 一般的衛生管理
• 症状と、過去の歯周治療の診断
• 審美的な考慮



術後の流れ

• 鎮痛剤

• そのままの状態で

• 熱いものを食べない

• 顔に保冷剤をあてる

• 治療したところを磨かない

• 1日経過したら口腔リンスで口腔内を洗浄する
• 禁煙、普段通りの活動をする、けれども、過度にエ
ネルギーを消費するようなことはしない

• 次の予約の時に再度医院を訪れる



• 歯周病の外科的治療と非外科的治療は論議
になっている。

• 中等度と重度の切られたポケットだけが、外
科的治療が必要と思われる。

• 浅いポケットで外科的治療を行うと、上手く付
着できなくなってしまう。

• 深いポケットでの付着の確得は、ノンサー
ジャリ―よりもサージャリ―の方がもっと良い
でしょう。



歯周病学におけるライトタッチの他の適応症例



歯列矯正



歯周病に関する小帯切除



口腔前庭拡張術



ライトタッチと
口腔前癌性
病変



歯肉に伴う腫瘍の除去 200ミリジュール、35ヘルツ（7ワット）



歯肉に伴う腫瘍の
除去 200ミリ
ジュール、35ヘル
ツ（7ワット）



下唇に伴う腫瘍の除去 200ミリジュール、35ヘルツ（7ワット）



切除生検 200ミリジュール、35ヘルツ（7ワット）








