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抄録：本研究の目的は矯正力負荷後最大痛み発現時

に下顎孔部，上顎結節部，眼窩下孔部へレーザー照

射した際の痛み緩和効果についての検討を行うこと

である。マルチブラケット法により矯正治療を開始

する成人１６名の被検者のうち８名を照射群，他８名

をコントロール群とした。装置装着後の最大痛み発

現時に照射群の神経開口部に歯科用半導体レーザー

を照射し，コントロール群に偽照射を行った。照射

前後にヴィジュアルアナログスケール（VAS）を用い

て痛みの記録を行い，VAS値から痛み軽減度を算

出し，以下の結果及び結論を得た。

１．口腔領域の神経開口部へのレーザー照射によ

り，矯正治療中の痛みが有意に緩和した。

２．神経開口部への痛み緩和効果は，歯根周囲のそ

れと比較しほぼ同等であり，臨床応用上効率があ

ると考えられた。

３．レーザー照射による痛み緩和効果の神経生理学

的作用機序として，レーザーによる神経の興奮伝

導抑制の可能性が考えられた。

緒 言

歯に矯正力を負荷させると痛みが生じる。この痛

みは矯正力負荷約３～６時間後より生じ，約２４～４８

時間後に最大となり，約１週間持続するといわれて

いる１～５）。この痛みは矯正治療のデメリットの１つ

であり，患者にとって大きな負担となっている。

昨今，この矯正治療中に生じる痛みの緩和を目的

として，低出力レーザーを応用する研究が行われて

きた４，６～１５）。これらの研究はいずれも歯根周囲に

レーザーを照射することで痛み緩和効果を得てい

る。しかし，マルチブラケット法により矯正治療中

の患者に対して本法を応用する場合，ほぼ全ての歯

の歯根周囲にレーザーを照射することとなり，操作

の煩雑さや長い処置時間が問題となる。

ところで，歯および歯根膜は三叉神経領域の感覚

器官であり１６），上顎の歯および歯根膜は三叉神経第

二枝である上顎神経から分枝する眼窩下神経に，下

顎の歯および歯根膜は三叉神経第三枝である下顎神

経から分枝する下歯槽神経に，それぞれ支配されて

いる１７）。口腔領域の痛みを伝える神経線維はAδ線

維およびC線維であり，これら末梢神経線維の終

末部が刺激を受容すると，興奮が求心性に伝導し，

三叉神経脊髄路核尾側亜核，視床後内側服側核を介

して大脳皮質体性感覚野に投射され，痛みとして認

知される１６，１８）。

一方，レーザーによる痛み緩和の神経生理学的作

用として，末梢での興奮性低下または興奮伝導抑制

の可能性が報告されている１９～２１）。

そこで本研究では，矯正力負荷約２４時間後の最大

痛み発現時に，歯を支配する神経の開口部，すなわ

ち下顎孔部，上顎結節部，眼窩下孔部に半導体レー
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ザーを照射し，その痛み緩和効果について検討を

行った。

方 法

被検者は，マルチブラケット法により矯正治療を

開始する成人１６名とした。このうち任意に選んだ８

名を照射群（Laser irradiation group：LG）とし，他

８名をコントロール群（Control group：CG）とし

た。

本研究では対象となる被検者の了承と承諾を得て

行った。

装置装着後の最大痛み発現時である翌日（装置装

着から約２４時間後），LGに対し，両側の下顎孔

部，上顎結節部，眼窩下孔部にレーザーを照射し

た。下顎孔部への照射は，最大開口をしたときの翼

突下顎縫線と内斜線の間の陥凹部内で下顎咬合平面

から約１cm上方とし（図１）２２），上顎結節部への照

射は上顎第二大臼歯の歯肉頬移行部とし（図２）２３），

眼窩下孔部への照射は，眼窩下縁中央から約１cm

下方に位置する眼窩下孔を触知し，その５mm下方

の皮膚よりやや上方にむけて（図３）２４），それぞれ

行った。

本研究で使用したレーザーは，歯科用半導体レー

ザー（オサダライトサージ３０００；長田電気工業，波

長８１０±２０nm，レーザー媒質Ga-Al-As）である（図

４）。照射エネルギーは０．５Ｗ，照射時間は１ヶ所に

つき１００秒とした。照射には非接触５mm焦点レン

ズ付きハンドピースを用い，ハンドピース先端を対

象粘膜に軽く接触させて照射した。

なお，CGには同部位に照射器具はそのままで，

音だけの偽照射を実施した。

レーザー照射の前後にヴィジュアルアナログス

ケール（Visual analog scale：以下VAS）を用いて痛

みの記録を行った。各VAS値はVAS全体の長さ

を１００としたときの割合で表した。さらに，レー

ザー照射前後のVAS値から痛み軽減度（Pain redu-

図１ 下顎孔部への照射 図２ 上顎結節への照射

図３ 眼窩下孔への照射

図４ 半導体レーザー
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ctive score PRS［％］）を算出した。これらの得られ

たデータについて，レーザー照射／偽照射前後の

LG，CGそれぞれの群内比較では paired t-test を，

照射／偽照射前，照射／偽照射後それぞれの LG-CG

間の比較では student t-test を用い，統計学的検定

を行った。

結 果

① レーザー照射前のVAS値は，LGで４７．３±

９．０，CGで４６．７±２１．６であり（表１），両群間に

有意差は認められなかった（表２）。

② レーザー照射後のVAS値は，LGで２４．４±４．６，

CGで４０．２±１６．０であり（表１），両群間には有意

差が認められた（表２）。

③ 痛み軽減度（PRS）について，LGの痛み軽減度

（PRSI）は４６．８±１４．１％，CGの痛み軽減度（PRS-

C）は１０．１±１２．０％であり（表１），両群間には有

意差が認められた（表３）。

考 察

Ga-Al-As 半導体レーザーの波長は８１０±２０nmで

あり，その波長の特性から生体成分の約６０％を占め

る水分に吸収されず，組織深達度が大きいといわれ

表１ VAS値（％）及び痛み軽減度（PRS［％］）

照射前のVAS値 照射後のVAS値 痛み軽減度（PRS［％］）

照射群
（LG）

Mean

Ａ ３７．６ ２２．６ ４０

Ｂ ４１．４ １８ ５６．４

Ｃ ５７．９ ２１．１ ６３．６

Ｄ ３３．３ ２６．７ ２０

Ｅ ５５．６ ２５．９ ５３．３

Ｆ ４８．１ ２０．４ ５７．７

Ｇ ４９．２ ３０．６ ３７．７

Ｈ ５５ ３０ ４５．５

４７．３±９．０ ２４．４±４．６ （PRSI）４６．８±１４．１

コントロール群
（CG）

Mean

ａ ３１．６ ３０．８ ２．４

ｂ ６５．４ ５３．４ １８．４

ｃ ２０．８ ２０．８ ０

ｄ ６７．９ ４５．３ ３３．３

ｅ ２３．４ ２３．４ ０

ｆ ７７．４ ６８．５ １１．５

ｇ ３４．７ ３４．７ ０

ｈ ５２．４ ４４．４ １５．４

４６．７±２１．９ ４０．２±１６．０ （PRSC）１０．１±１２．０

表２ 照射前後のVAS値の比較（％）

LG CG

照射前 ４７．３±９．０ ４６．７±２１．９ n. s.

照射後 ２４．４±４．６ ４０．２±１６．０ ＊

＊＊ n. s.

＊＊：ｐ＜０．０１，＊：ｐ＜０．０５
n. s.：no significance

表３ 痛み軽減度の比較（％）

PRSI PRSC

４６．８±１４．１ １０．１±１２．０ ＊＊＊

＊＊＊：ｐ＜０．００１

歯科学報 Vol．１０６，No．１（２００６） ３１
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ている２５）。本研究では，粘膜表面から照射したレー

ザー光が，神経開口部まで到達しなければならない

ため，組織深達性に優れる半導体レーザーを用い

た。

低出力レーザー照射による矯正治療時の痛み緩和

効果について，Harazaki ら１０）は，痛みのピーク時

にHe-Ne レーザーを照射し，その軽減効果につい

てアンケート調査を行ったところ，疼痛軽減度は平

均４８．４％であったとしている。また，福井ら１４）は，

マルチブラケット法により矯正治療中の患者に対

し，最大痛み発現時とされる装置装着２４時間後に歯

根周囲へHe-Ne レーザーを照射すると，痛みは有

意に緩和され，その痛み緩和度は２９．６±２３．６％で

あったと報告した。一方，本研究において，神経開

口部へのレーザー照射により痛みは有意に緩和さ

れ，痛み緩和度は４６．８±１４．１％であった。以上か

ら，神経開口部へのレーザー照射によっても，歯根

周囲へのレーザー照射とほぼ同等の痛み緩和効果が

得られることが示された。

レーザーによる痛み緩和効果の神経生理学的作用

機序について，目澤ら１９）はネコ舌の電気刺激により

誘発された舌神経の集合電位の陽性波はレーザー照

射により低下し，Aβ線維のような伝導速度の速い

コンポーネントよりも，Aδ線維やＣ線維のような

伝導速度の遅いコンポーネントでレーザー照射の効

果が大きかったことを報告している。若林ら２０）は，

ラット切歯歯髄にレーザー照射を行い，三叉神経脊

髄路核尾側亜核ニューロンの反応を観察したとこ

ろ，Ｃ線維からの興奮入力によるスパイクが選択的

に減少したことから，レーザーがＣ線維自由終末の

細胞膜に作用し，神経伝達物質の放出を抑制してい

る可能性を示唆している。河合ら２１）は，レーザー照

射量の増大に伴う末梢神経線維での脱分極性遮断に

よりAδ線維およびＣ線維の興奮伝導が選択的に抑

制される可能性を示唆している。

本研究において神経開口部へのレーザー照射によ

り矯正力に伴う痛みが有意に緩和されたが，これは

レーザー照射により神経開口部で感覚神経の興奮伝

導が抑制された可能性が考えられる。

結 論

１．口腔領域の神経開口部，すなわち下顎孔部，上

顎結節部，および眼窩下孔部へのレーザー照射に

より，矯正治療中の痛みが有意に緩和した。

２．神経開口部へのレーザー照射による痛み緩和効

果は，歯根周囲へのレーザー照射による痛み緩和

効果と比較しほぼ同等であり，各歯根周囲にレー

ザーを照射するという操作の煩雑さを考慮する

と，神経開口部へのレーザー照射は，歯根周囲へ

のレーザー照射と比較して，臨床応用上効率が良

いと考えられた。

３．レーザー照射による痛み緩和効果の神経生理学

的作用機序として，レーザーによる神経の興奮伝

導抑制の可能性が考えられた。
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Laser irradiation of nerve foramens to relieve pain during
orthodontic treatment －First report－
VAS evaluation of pain-relief effect
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The purpose of this study was to evaluate the pain-relieving effect of laser irradiation of the mandibu-

lar foramen，the maxillary tuberosity，and the infraorbital foramen at the time of maximum pain following

application of orthodontic force． Sixteen patients in whom orthodontic treatment commenced with the

use of multi-bracket appliances were divided into a laser irradiation group and a control group consisting of

8 persons each． At the time of maximum pain after insertion of appliances，dental semiconductor laser

irradiation was applied to the orifice nerves in the irradiation group，while sham irradiation was performed

in the control group． After recording pain with the visual analogue scale（VAS）before and after irradia-

tion，degree of pain-relief was calculated from the values obtained． The results were follows :

１．Pain during orthodontic treatment was significantly relieved by laser irradiation of the orifice of nerves

in the oral region．

２．The pain-relieving effect of irradiation of the orifice nerves was almost equal to that in on the area

around the roots of the teeth，suggesting an appropriate efficiency for clinical application．

３．We believe that the neurophysiological mechanism of this pain-relief may involve laser-induced inhibi-

tion of excitedly conduction． （The Shikwa Gakuho，１０６：２９～３３，２００６）
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