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目的：顎骨は，咀嚼機能圧など歯を介して受けるメ
カニカルストレスによって構造的な変化を生じる
ことが知られている。しかしながら，骨に加わる
メカニカルストレスの影響を評価することが容易
でないことから，そのメカニズムに関しては報告
が少ない。近年，骨質の一つである生体アパタイト
（BAp）結晶の配向性は，局所応力（local stress）
に対して骨量（骨密度）よりも鋭敏に反応すること
から，骨強度を示す新しい指標として注目が集まっ
ている。しかしながら，ヒト顎骨，特に上顎骨にお
けるBAp結晶配向性に関する報告は少なく不明な
点が多く残されている。そこで我々は微小領域X
線回折法を用いてBAp結晶配向性地図を作製し，
上顎骨における構造特性の定量的評価を行うことを
目的とした。
方法：試料は解剖学講座所蔵日本人成人実習用遺体
（正常咬合を有するもの）より採取したヒト上顎骨
とし，関心領域は第一大臼歯周囲の皮質骨及び歯根
周囲海綿骨とした。BAp結晶配向性の計測は反射

型，透過型の二種類の微小領域X線回折装置（RI-
NT２５００，R-AXIS BQ, Rigaku）を使用し測定した。
その後 c軸方向の強さを示す（００２）面と c軸以外
の強さを示す（３１０）面のX線回折ピークを用いて
回折強度比を求めることにより算出し，近遠心方
向，歯軸方向，頬舌方向のそれぞれに対して定量的
な評価を行った。
結果および考察：口蓋側皮質骨においては近遠心方
向に，頬側皮質骨においては皮質骨接線方向，歯槽
突起部皮質骨では頬側口蓋側方向に優先配向性が得
られた。一方，口蓋側海綿骨部においては咀嚼荷重
方向に優先配向性が得られた。この結果より，上顎
骨において骨成長と異なる方向のBAp配向性が示
され，複雑な咀嚼荷重によるメカニカルストレスが
上顎骨皮質骨に影響を及ぼしている可能性が示唆さ
れたとともに，顎骨に加わる荷重を享受する際に海
綿骨が大きな役割を果たしていることが示唆され
た。

Purpose：Low level laser therapy, especially CO２
laser, has been used for dental treatment. How-
ever, its effect on dental pulp has not been com-
pletely clear yet. The purpose of this study is to
investigate the mRNA expression of heat shock
protein（HSP７０）, bone sialoprotein（BSP）, and
dentin sialophosphoprotein（DSPP）of dental pulp
after CO２ laser irradiation.
Materials and methods：Fifty-six first molars from
２８Sprague-Dawley male rats（２００g）were used in
this experiment. The upper first molars were irra-
diated by１０，６００nm CO２ laser under same parame-
ters（２W CO２ laser, energy-４J, energy density ;
２０３．８４J/cm２ for ８．８ seconds）through the dentin
of occlusal surface. Molars were then extracted
immediately, ３days and ５days after the laser ir-
radiation. The RT-PCR analyses using primers of

HSP７０, BSP and DSPP were performed.
Results：It was found out that HSP７０mRNA ex-
pression in the immediate group was significantly
higher than those in the other group. BSP mRNA
expression increased after immediate laser irradia-
tion while it was decreased on the day３ of the
experiment and increased again on the day５.
DSPP mRNA expression in laser irradiated group
increased gradually. On the day５ of the experi-
ment, the highest expression of DSPP was ob-
served.
Conclusions：The study demonstrated that the
low level laser therapy can be used for dentin hy-
persensitivy treatment. However the expression of
HSP７０& DSPP suggest that there might be some
damage in dental pulp.
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