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　Abstract : Since Er:YAG laser can be used for the removal of carious tooth substrates and cavity preparation, many reports 
have been published regarding the adhesion of dental restorative materials to Er:YAG laser-irradiated tooth structures.  How-
ever, almost all of them suggest negative effects on both enamel and dentin.  This article examines the influences of the adhe-
sive systems and laser settings （output intensity, repetition rate, pulse duration, water flow, distance） on bond strength, and 
determines the best method of achieving the adhesion of Er:YAG laser-irradiated dental substrates.

（J. Jpn. Soc. Laser Dent.　28：1 ～ 8, 2017 Reprint requests to Dr. KAMEYAMA）
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は じ め に

　う蝕治療を前提とした Er:YAG レーザーの使用には，
う蝕除去・窩洞形成を前提としたものと，その後の接着性
材料応用に先立ってのレーザーコンディショニングとして
の使用を前提としたものの 2 つが考えられ，文献によって
その目的が異なる。そのため，Er:YAG レーザー照射歯面
に対する修復材料の接着性については，多数の文献が発表
されているものの，コントロールの設定 1 つにしても全く
統一性がなく，実際の臨床応用を考えた場合にどの意見を
参考にしたらよいのか，迷ってしまうのが現状である。
　本稿では，Er:YAG レーザーをう蝕除去，あるいはレー
ザーコンディショニングに使用した場合の被着面性状の変
化とレジン接着に与える影響，および接着材料によるレジ

ンとの接着性について，これまでに報告されている文献を
もとに，私見を交えて概説する。なお，一部において
Er,Cr:YSGG レーザーによるものも扱った。

接着技法がレジンの接着性に及ぼす影響

　種々ある接着システムの中において，3 ステップエッチ
＆リンス型接着システム（3-E&R）と 2 ステップセルフ
エッチング型接着システム（2-SEA）は比較的接着性が高
く，そのため信頼性も高い1）。3-E&R の場合，リン酸エッ
チングによりエナメル質の処理表面に凹凸が形成され，こ
こにボンディング材が浸透・硬化することで確実な機械的
嵌合効果が得られる2）。一方，2-SEA ではリン酸エッチン
グだけでなく，その後の水洗・乾燥も不要であるため，水
分のコントロールなど術者のテクニックに起因する誤差が
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生じにくい1）。さらに，3-E&R や 2-SEA ではボンディン
グ材成分にエタノールやアセトンなどの溶媒を含まない製
品が多いため，ボンディング材自体の重合率も高い3）。
　一方で，2 ステップエッチ＆リンス型接着システム（2-
E&R）や，わが国でも近年では広く使用されている 1 ス
テップセルフエッチング型システム（1-SEA）については，
一般に 2-SEA のような高い信頼性が得られていないのが
現状である。これは，ボンディング材成分に含まれる溶媒
の残留が重合率を低下させ，これがひいては長期的な接着
界面の劣化をもたらすためである4）。
　ところが，Er:YAG レーザー照射歯質に対する接着性を
検討した論文では，上記の一般的認識とは全く異なる評価
がしばしば見受けられる。
　1．Er:YAG レーザー照射エナメル質への接着
　De Munck らは Er:YAG レーザー照射エナメル質に
3-E&R（OptiBond FL, Kerr），2-SEA（クリアフィルメガ
ボンド，クラレノリタケデンタル）をそれぞれ接着させた
ところ，レーザー非照射の研削エナメル質に比べて有意
に接着強さが低かったと報告している5）。Cardoso らは，
Er,Cr:YSGG レーザー照射エナメル質に対して OptiBond 
FL，クリアフィルメガボンド，強酸タイプの 1-SEA（Ad-
per Prompt L-Pop, 3 M ESPE），そして酸性度の比較的弱
い 1-SEA（クリアフィルトライエスボンド，クラレノリ
タケデンタル）の 4 種接着材料を応用したところ，非照射
研削エナメル質では OptiBond FL（平均 45.2MPa）＞クリ
アフィルメガボンド（38.8MPa）＞ Adper Prompt L-Pop

（29.6MPa）＞クリアフィルトライエスボンド（25.3MPa）
の順に高かったのに対し，レーザー照射エナメル質ではク
リアフィルトライエスボンドが最も高い接着強さを示した

（22.6MPa）と報告している 6）。 
　われわれはクリアフィルメガボンドと，酸性度の弱い 3
種類の 1-SEA（AQ ボンドプラス，サンメディカル；G ボ
ンド，ジーシー；クリアフィルトライエスボンド，クラレ
ノリタケデンタル）を比較したが，4 群間に有意差を認め
なかった7）。また，いずれの材料もレーザー照射・非照射

（#180 耐水研磨紙での研削）の間に有意差を認めなかった
（図 1）。これらの結果から，Er:YAG レーザー照射エナメ
ル質への接着強さは非照射の研削エナメル質に対してウル
トラマイルドタイプの 1-SEA を接着させた場合とほぼ同
程度であり，接着システムの影響は比較的少ないものと思
われた。言い方を変えれば，どの材料を用いたとしても，
一応合格点程度の接着性は得られる可能性が高いが，非照
射エナメル質に対して OptiBond FL を接着させたときの
ような絶対的な信頼性は得られない，とも解釈できる。
　なお，エッチ＆リンスシステムにおけるエッチングの必
要性については後述する。
　2．Er:YAG レーザー照射象牙質への接着

　De Munck らは，Er:YAG レーザー照射象牙質に対する
3-E&R（OptiBond FL）や 2-SEA（クリアフィルメガボン
ド）の微小引張り接着強さはどちらもダイヤモンドポイン
ト切削象牙質に比べて低かったと報告している5）。
　同様に，de Oliveira らも 3 種類の 2-SEA（Tyrian SPE＋
One-Step Plus，Bisco；クリアフィルメガボンド；ユニ
フィルボンド，ジーシー）と 1 種類の 2-E&R（シングル
ボンド，3 M ESPE）を用いて微小引張り接着強さを測定
し，いずれも耐水研磨紙（#600）研削象牙質面に比べて
接着強さが低く，またレーザー照射群ではこの 4 材料間に
有意差を認めなかったと報告している8）。Cardoso らはエ
ナメル質での報告と同じ 4 種材料の Er,Cr:YSGG レーザー
照射象牙質面への接着強さは OptiBond FL ＞クリアフィ
ルメガボンド＞クリアフィルトライエスボンド＞ Adper 
Prompt L-Pop の順に接着強さが高かったが，いずれもダ
イヤモンドポイント切削面に比べて有意に低いものであっ
たと報告している9）。
　一方で，Er:YAG レーザーを照射した象牙質に 2-E&R

（Gel-etchant ＋ OptiBond Solo Plus，Kerr），1-SEA（Opti-
Bond All-in-One，Kerr）セルフアドヒーシブ系コンポジッ
トレジン（Vertise Flow，Kerr），グラスアイオノマーセ
メント（Ketac-Fil Plus，3 M ESPE）の 4 種修復材料を接
着させると，その微小剪断接着強さは，いずれの群も耐水
研磨紙（#600）を被着面としたものより高かった，とす
る報告も見受けられる10）。
　われわれはエナメル質と同様の 4 材料を用いて Er:YAG
レーザー照射象牙質に対する引張り接着強さを検討した
ところ，AQ ボンドプラスが最も高い接着強さを示した

（図 2）11）。AQ ボンドプラスは検討した 4 材料の中で最も

図 1　Er:YAG レーザー照射・非照射エナメル質との
　　　引張り接着強さ（Mean±S.D., MPa ; n＝10）7）

右肩の同じ上付き文字は有意差がないことを示す（p ＞
0.05）。4 群間に有意差は認めない （p ＞ 0.05）。 AQP：AQ
ボンドプラス（サンメディカル），GB：G ボンド （ジーシー），
CTS：クリアフィルトライエスボンド （クラレノリタケデン
タル），CMB：クリアフィルメガボンド （クラレノリタケデ
ンタル）。
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粘性が小さいことから，われわれはこの低い粘性が後述の
レーザー影響象牙質への浸透に適していたのではないか，
と考えている（図 3）。
　実際の臨床において，エナメル質，象牙質のそれぞれに
異なる接着システムを使うことは不可能である。したがっ
て，Er:YAG レーザーでう蝕除去・窩洞形成を行った窩洞
に対してコンポジットレジン修復を行う場合には，比較的
酸性度がマイルドな 1-SEA，なかでも粘性が低いタイプ
のものを選択するのが現状では望ましいのではないかと考
えている。
　なお，最近では 1-SEA 応用前のリン酸エッチングの有
効性に関する報告も見受けられる12）。

Er:YAGレーザーの各種照射条件による接着性の変化

　Er:YAG レーザー照射歯質への接着性については，非照
射歯質より向上するという報告13，14），同等とする報告15），
低下するという報告₁₆-₁₈︶のいずれも存在する。この理由は
レーザーの設定，使用した接着材料の違いだけでなく，対
照群（Er:YAG レーザー非照射）の設定が耐水研磨紙，ダ
イヤモンドポイント，カーバイドバーなど文献ごとに異
なっていることや，接着試験法やその設定が異なることな
どいろいろな要因が考えられる。
　以下に，レーザーの設定が接着性に及ぼす影響について
まとめた。
　1．先端エネルギーおよび出力の影響
　エナメル質への Er:YAG レーザー照射時の先端出力に
関する過去の報告では，意外にも出力を大きくするほど有
意に高い接着強さを示した，と結論付けているものが比較

的多い19）。Er, Cr:YSGG レーザーを用いた報告でも，繰り
返しパルス数やパルス幅，照射時間などを一定にした状態
で出力のみを変化（0.5W，0.75W，1 W，1.5W，1.75W，
2 W）させてエナメル質に照射し，その接着性を剪断接着
試験で検討したところ，出力が小さいほど接着強さも低
かったと報告している20）。ここで注意しなければならない
のは，これらの研究が剪断接着試験によるものである，と
いうことである。出力が大きくなると蒸散深さも増加する
ため21，22），接着界面は周囲歯質より低位となり，また照射
表面の凹凸も増加することになる。このような歯質に対
し，通法で剪断接着試験を行っても，剪断応力は接着界面
に作用せず，むしろ接着させたレジン体に剪断応力が集中
してしまう23）。したがって，見かけの接着強さが増してし
まったのは，実験手法そのものに問題があったとも考えら
れる。このような理由で，筆者は Er:YAG レーザー照射
歯質に対する接着強さを検討する場合，剪断接着試験では
なく引張り接着試験を採用すべきと考えている。
　一方，象牙質では Er:YAG レーザーの出力が高くなる
と接着強さが向上するとの報告24），接着強さが低下する
との報告25，26）の両方が存在する。
　2．繰り返しパルス数
　繰り返しパルス数もまたレジン系接着材料との接着強さ
に影響を及ぼす。著者らの研究室では，象牙質に対して照
射するレーザーのエネルギーを同条件（1 W）にし，出力
と繰り返しパルス数の両者を変化させて 4-META/MMA-
TBB レジン（スーパーボンド C&B，サンメディカル）と
の引張り接着強さを比較した。その結果，接着強さは
100mJ/pulse-10pps ＞ 50mJ/pulse-20pps ＞ 33mJ/pulse-

図 2　Er:YAG レーザー照射・非照射象牙質との
　　　　　引張り接着強さ（Mean±S.D., MPa ; n＝10）11）

右肩の同じ上付き文字は有意差がないことを示す（p ＞ 0.05）。
Er:YAG レーザー照射象牙質では，AQ ボンドプラスが他の
3 製品に比べて有意に高い接着強さを示した（p ＜ 0.05）。
AQP：AQ ボンドプラス（サンメディカル），GB：G ボンド 

（ジーシー），CTS：クリアフィルトライエスボンド （クラレ
ノリタケデンタル），CMB：クリアフィルメガボンド （クラ
レノリタケデンタル）。

図 3　各種レジン接着システムの粘性11）

1-SEA は 2-SEA のボンディングレジンに比べて粘性が低い。
AQP：AQ ボンドプラス（サンメディカル），GB：G ボンド 

（ジーシー），CTS：クリアフィルトライエスボンド （クラレ
ノリタケデンタル），CMB：クリアフィルメガボンド （クラ
レノリタケデンタル）。
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30pps の順に高かった（図 4）27）。さらに，接着界面近傍
の微小硬さを計測した結果，100mJ/pulse-10pps では接
着界面直下 5μm 付近と 10μm 付近の微小硬さが 70 ～
75mgf/μm2 でほぼ同等であったのに対し，他の 2 条件で
は 10μm 付近の微小硬さが 100mgf/μm2 程度あり，5μm
付近（70 ～ 75mgf/μm2）に比べて明らかに高かったこと
から，繰り返しパルス数が増加するとレジンの浸透が阻害
されることが示唆された（図 5）28）。 
　3．パルス幅
　Buyukhatipoglu らは，パルス可変型の Er:YAG レーザー

（Fotona）を 1.2W（120mJ, 10Hz）の条件下，QSP（quan-
tum square pulse）モード（50μs）または MSP（medium-
short pulse）モード（100μs）で象牙質に照射し，1-SEA

（Single Bond Universal，3 M Deutschland）または 2-E&R
（Adeziv　200T，3 M ESPE）を用いてフロアブルコンポ
ジットレジンを接着させたところ，どちらの接着システム
を用いた場合でも QSP モードと MSP モードとの間に有
意差は認められなかったと報告している29）。一方，Bara-
ba らは SSP モード（50μs），MSP モード（100μs），SP
モード（300μs）の 3 設定で，SSP モードが他のモードに
比べて有意に低い微小引張り接着強さを示した，と報告し
ている30）。また，Firat ら31）はパルス幅を 50μs，100μs，
150μs に変化させて照射，リン酸エッチング後に 1-SEA

（XP Bond，Dentsply DeTrey）を接着させると，150μs
で最も高い微小引張り接着強さを示し（平均 37.3MPa），
その値は非照射群（平均 31.9MPa）より大きかったと報告
している。XP Bond はナノサイズのシリカ系フィラーが
比較的高密度に含有されているため，レーザー照射による
ダメージが大きいであろう 150μs の群では，むしろダ
メージを受けた部分にナノフィラーが侵入しやすくなり，
象牙質の補強効果をもたらした可能性も考えられる。
　また彼らはエナメル質に対しても同様の検討を行ってお

り，パルス幅を 50μs，100μs，150μs，300μs に変化さ
せてレーザーを照射し，象牙質と同様に接着させたとこ
ろ，象牙質の場合とは逆に，パルス幅が大きいほど接着強
さは低くなったと報告している。300μs の群では他の群
に比べてエナメル質で破断する確率が多かったことから，
パルス幅を大きくするとレーザー照射によるエナメル質の
ダメージが大きくなり，エッチングを行ってもその影響を
除去できなかったものと思われる。なお，同じ出力でパル
ス幅が大きくなると，ピーク出力は小さくなる。つまり，
パルス幅が接着性に影響するということは，ピーク出力も
また接着性に影響することを意味する。
　4．距離
　エナメル質，象牙質にかかわらず，一般に Er:YAG レー
ザーのチップ先端から切削面までの距離が長くなると接着
強さが向上すると報告されている32，33）。しかしながら，距
離の増大は照射部位に及ぼすパワーを減弱させるのみなら
ず，その影響がより広範囲に及ぶことにもなる。歯質の除
去効率や安全面を考慮すると，日常臨床ではむやみに照射
距離を遠ざけるのはできるだけ避けたほうが良いと思われ
る。
　5．照射角度
　Er:YAG レーザーで歯質を切削する場合，切削面に直角
にチップを位置づけるより，角度をつけたほうが歯質除去
効率は高い。これは，跳ね返ってきた切削片がレーザー光
を遮ってしまうためである34）。また，こうすることで切削
片によるチップの損傷も防止できる。また，このテクニック
を応用しても，接着強さには影響しないと言われている35）。
　6．注水量
　Er:YAG レーザーの最大の特徴は，回転切削器具と同
様，注水下での使用ができることである。このことで，熱
の発生を最小限に抑えることができる36）。注水量は歯質の

図 4　各種 Er:YAG レーザーの設定（1 W）による
　　　　引張り接着強さ（Mean±S.D., MPa ; n＝8）27）

右肩の同じ上付き文字は有意差がないことを示す（p ＞ 0.05）。
繰り返しパルス数が小さくなるほど接着強さは低くなる。

図 5　Er:YAG レーザー照射象牙質とスーパーボンド（サン
メディカル）との接着界面近傍の微小押し込み硬さ28）

100mJ/pulse-10pps の群は界面から 10μm での硬さが他の
2 群に比べて有意に小さい（＊）（p ＜ 0.05）。
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除去効率に影響するため37），日常臨床では注水量をうまく
コントロールしながら使用することも多いと思う。エナメ
ル質では注水量が接着強さに影響しないとされている38，39）

が，象牙質では注水量の増加により接着強さが低下する傾
向にあったとの報告がある39）。

Er:YAGレーザー照射歯質に対する
エッチング処理は是か非か？

　わが国では 1990 年代初頭にクリアフィルライナーボン
ドⅡ（クラレノリタケデンタル）が開発されたのを機に，
2-SEA タイプの接着システムが広く普及した。一方，ほ
ぼ時期を同じくしてウェットボンディングテクニックを併
用する 2-E&R タイプの接着システムが開発され，欧米を
はじめ海外ではこちらのシステムが広く普及した。また
Er:YAG レーザーの開発・実用化の開始時期も同じ 1990
年代であった。このような背景から，日本ではう蝕除去・
窩洞形成を前提とした Er:YAG レーザーの使用に関する
研究が数多く行われたのに対し，海外ではリン酸エッチン
グの代用，つまりエナメル質，象牙質を問わず，スミヤー
層除去を主目的としたレーザーコンディショニングとして
の Er:YAG レーザー応用を前提とした研究が数多く見ら
れる。
　したがって，本項はあくまで「エッチ＆リンスシステ
ム」におけるエッチングの是非を述べたものであり，セル
フエッチングシステムに関するものは含まないことをご理
解いただきたい。
　1．エナメル質
　数ある論文の中でも，比較的信頼性が高いと思われる引
張り試験法を採用して検討したものを抽出してみると，そ
れらのほとんどは，「Er:YAG レーザー照射したエナメル
質であっても，エッチ & リンスタイプのボンディング材
を用いる場合にはリン酸エッチングを行うべきである」と
いう結論であった5）。またリン酸の処理時間を延長させる

ことにより接着強さが向上する，との報告もある40）。ただ
し，いずれの文献においても，Er:YAG レーザー照射後リ
ン酸処理を行ったとしても，その接着強さは非照射エナメ
ル質へのそれより有意に低い。レーザー照射エナメル質へ
のレジン接着では，接着試験時にエナメル質内部で破断す
る確率が多いことから，エナメル質の機械的性質がレー
ザー照射により低下し，これが接着強さに反映されている
ものと考えられる。
　2．象牙質
　われわれは 4 種類の酸処理材（37％リン酸，65％リン
酸，10％クエン酸，10％クエン酸＋ 3％塩化第二鉄）で処
理したウシ象牙質に 4-META/MMA-TBB レジン（スー
パーボンド C&B，サンメディカル）を接着させ，引張り
接着強さを比較した41）。その結果，Er:YAG レーザー照射＋
エッチング処理では平均 5.5 ～ 7.7MPa 程度の接着強さ
しか得られず，むしろレーザー照射後，エッチング処理
を行わずに接着させた群で高い接着強さを示した（平均
11.1MPa）。また接着界面の走査電子顕微鏡観察では，エッ
チング処理をしていないにもかかわらず，非常に厚い樹脂
含浸層様構造物を認めたことから，4-META/MMA-TBB
レジンはレーザー照射により多孔性で脆弱になった象牙質
層に浸透し，機械的に結合したものと思われた。
　しかしながら，われわれの得た知見とは反対に，エッチ
& リンスタイプのボンディング材を用いる場合にはエッ
チングをしたほうがむしろ高い接着性が得られる，とする
論文が多い5, 42）。これは，使用した接着材料の違いが影響
しているものと考えられる。つまり，われわれの実験系で
は，一般には化学重合型のスーパーボンド C&B を筆積み
法にて応用したため，先に塗布したモノマーの浸透性が非
常に高く，レーザー影響層の比較的深部にまでレジンが浸
透した可能性があったこと，そして化学重合であったため
に，レジンが時間をかけて浸透できたことが相違の理由で
あろうと考えている。実際に，われわれが SEM 観察によ

図 6　接着界面付近の SEM 断面像27）

（a）レーザー非照射象牙質では 2 ～ 3μm 幅の樹脂含浸層が観察される（→　←間）。
（b）Er:YAG レーザー照射象牙質では非照射象牙質に比べてより深部にまでレジンが浸透している。
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り得た樹脂含浸層様構造は 10μm 以上の非常に厚いもの
であったが（図 6）28，41），一般のレジン接着システムを用
いた場合には数μm 程度の樹脂含浸層様構造しか観察で
きず，その直下に厚いレーザー影響層が観察できる 42）。
　なお，リン酸での処理時間については影響を及ぼさない
とする報告もある41）が，Chousterman らは，15 秒，30 秒，
60 秒に比べて 90 秒処理で接着強さが上昇したと報告して
いる43）。
　したがって，エッチ & リンスタイプの接着システムを
用いる場合にはエッチング処理をすべきであると思われる
が，それでも回転切削器具により形成した被着面ほどの高
い接着強さは得られない。

レーザー影響層の存在とその対応

　前述のように，Er:YAG レーザーを象牙質に照射した際
の最大の問題点は，照射表層に厚さ 10μm 以上の脆弱な
レーザー影響層が形成されてしまうことである44，45）。同部
は鱗片状のポーラスな構造を呈しているため46），レーザー
非照射象牙質に比べて機械的性質は低い21）。レーザー影響
層に残存するコラーゲンはその多くが変性しているものと
思われる45）。このため，レーザー影響層に残存するコラー
ゲンは歯質中に含まれる水分によって長期的に溶解され，
接着性の経時的低下を招いてしまうことになる。また，た
とえレーザー影響層深部にまで接着材料が浸透・硬化した
としても，非照射歯質で得られるほどの接着向上効果は認
められない。
　レーザー影響層への対応としては，以下に示す方法が考
案されている。
　1．機械的除去による方法
　Er:YAG レーザー照射象牙質表層に対するスプーンエキ
スカベーター，ポリッシングブラシ，超音波スケーラーや
エアーパウダーポリッシングなどで機械的除去を試みたと
ころ，接着強さが有意に向上したと報告している47，48） 。
レーザー影響層はう蝕検知液で染色されるため，染色の度
合いを指標に除去することが可能である。なお，セルフ
エッチングプライマーを被着面に擦り塗りしながら応用す
る，いわゆるアクティブ処理やアジテーション法と呼ばれ
る方法は，Er:YAG レーザー照射面への接着性向上効果が
ないとの報告がある49）。 
　2．化学的除去による方法
　Er:YAG レーザー照射象牙質に 37％リン酸（K エッチャ
ント，クラレメディカル）を 30 秒間，さらに次亜塩素酸
ナトリウムゲル（AD ゲル，クラレメディカル）を 90 秒
間応用した後にセルフエッチングプライマー，ボンディン
グレジンを応用すると接着強さが向上するとの報告があ
る50）。一方で，Er:YAG レーザー照射象牙質に 35 ～ 37％
リン酸処理（15 秒間）後，10％次亜塩素酸ナトリウムに

よる追加処理（60 秒間）を行ってから Adper Single Bond 
2（3 M ESPE）または Prime & Bond 2.1（Dentsply）を
接着させた場合，その引張り接着強さはいずれも 10％次
亜塩素酸ナトリウム処理を行わなかった場合との有意差を
認めず，むしろわずかに低かったとの報告もある51）。また
接着界面の透過電子顕微鏡（TEM）観察では，60 秒間の
10％次亜塩素酸ナトリウム処理を行っても完全にコラーゲ
ン線維は除去できず，変性した状態で残存していたと報告
している51）。なお，次亜塩素酸ナトリウムを被着面に応用
すると，接着システムによっては重合阻害を招くことも考
えられるため，応用時には注意が必要となる。
　3．浸透性向上の試み
　厚いレーザー影響層に対し，可及的に深部までボンディ
ングレジンを浸透させる目的で HEMA 水溶液を前処理剤
として用いることで，接着強さが向上する52，53）。また
10％MDP-35％HEMA アセトン溶液での前処理が接着性
の向上に寄与したとの報告もある25）。
　4．化学的改質による方法
　加熱処理した象牙質にレジン系材料を接着すると，その
接着強さは非加熱象牙質より低下する54, 55）。水沼は，60℃
水中で 15 分加熱した象牙質に対し，グルタールアルデヒ
ド（GA）溶液の追加処理を行うと，非加熱象牙質と同等
の接着強さにまで回復したと報告している55）。これをヒン
トに，われわれは Er:YAG レーザー照射象牙質を用いて
同様の実験を行った。その結果，3％塩化第二鉄添加 10％
クエン酸溶液（スーパーボンド処理液グリーン，サンメ
ディカル）によるエッチング後に 25％GA 溶液で 10 分間
の改質処理を行うと，高い接着強さを示した56）。また，
5％または 10％の GA 水溶液，あるいは 5％GA 含有 35％
HEMA 水溶液（Gluma Disensitizer，Heraeus Kulzer）で
の前処理後，クリアフィルメガボンドを用いて接着すると
接着強さが回復したとの報告もある57）。
　5．低出力での追照射による方法
　高出力での照射後に低出力の追照射を行うことで接着性
の向上を図る試みも報告されている12，58）。須原は 200mJ
での照射後に 30 ～ 90mJ での追照射を行った象牙質に対
し，前述の 10％MDP-35％HEMA アセトン溶液でプライ
ミング処理すると，非常に高い接着強さが得られたと報告
している58）。なお，低出力での追照射は象牙質のみなら
ず，Er:YAG レーザー照射エナメル質に対するレジンの接
着強さを向上させる効果もある59）。

う蝕除去法としての Er:YAGレーザー

　レーザー蛍光強度測定器を内蔵することで，う蝕罹患歯
質を感知しながら当該部を除去できる Er:YAG レーザー

（KEY Laser Ⅲ，KaVo）が開発され，海外ではすでに臨
床応用されている。しかしながら，この装置を用いたう蝕
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除去法は約 40％の歯に取り残しが見られる一方で，逆に
過剰削去している部分もあることがマイクロ CT を用いた
ミネラル密度測定の結果から明らかになっている60）。した
がって，う蝕除去法としての Er:YAG レーザーの応用に
ついても検討の余地がある。

ま と め

　Er:YAG レーザーでのう蝕象牙質除去法は，歯髄にさほ
ど大きなダメージを与えず，患者に与える不快感や恐怖感
を少なくできる点が大きな魅力であり，今後もう蝕象牙質
の除去法の 1 つとして必要不可欠な方法であり続けること
と思われる。しかしながら，Er:YAG レーザーを用いた理
想的なう蝕除去法や，その後の修復材料との接着について
はさらなる研究が必要であり，また臨床応用後の長期的経
過報告も待ち望まれる。現在までに報告された研究結果を
みる限り，Er:YAG レーザーを用いたう蝕除去時は，回転
切削器具により得られた被着面での常識がほとんど通用し
ないことは明らかである。したがって，使用するレーザー
や接着材料の性質を十分熟知した上で臨床に応用されるこ
とを望みたい。
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