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研究成果の概要： 
注射針が電動で移動できる試作機を設計し，さらに，その移動距離・スピード・注入量などが
任意に設定できる注入のためのソフトウェアを開発した． 
その結果，電動で進む注射針のスピードは 0.5mm/sec 程度が VAS や PRS による評価では最も
痛みが小さく，薬液の注入速度は 15 秒まで次第に速度を増し，15 秒以降は 1.0ml/sec の条件
が最も痛みが少ないことが分かった． 
以上から，電動で注射針が進む注射器を実用化するための基礎データが得られた．しかし，本
注射器は試作機であるために機器自体が大きく，重量もある．臨床に用いるためにはさらに小
型・軽量化にするための研究が必要である． 
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１．研究開始当初の背景 
歯科治療では，痛みを伴う処置が多い．そこ
で，一時的に痛みを除去して確実な処置を行
うために局所麻酔を行っている．ところが,
局所麻酔のために口腔内に注射針を刺入す
ることは，患者に多大な痛みを与えることと
なる．そこで，痛みを最小限にする方法が考
えられてきたが，有効なものは少なかった． 
 
２．研究の目的 
本研究では痛みの無い局所麻酔注射法を開
発することを目的とした．注射針刺入の痛み
や，局所麻酔薬注入の痛みを最小限に抑える

ための注射針とその注射針を組織に刺入す
るシステム，すなわち，ペイン・フリー・ニ
ードルの開発と臨床応用を目的として，本研
究を行う． 
 
３．研究の方法 
注射針が組織内を進む際の痛みをコントロ
ールするために，注射針を手動ではなく電動
で緩徐に進めるシステムを開発した．すなわ
ち，刺入部位が決められれば，そこに自動的
に注射針の刺入と薬液の注入が行える注射
器である．この試作機開発に際しては，注射
針の進行スピードをパーソナルコンピュー



タを用いて任意にコントロールできること，
注射器から注入される薬液の注入パターン，
注入スピード，注入量を任意にコントロール
できることを条件とした．このためのソフト
ウェアの開発を行った． 
健康成人ボランティア 20 名の下顎の第一大
臼歯の根尖相当部の頬側歯肉に上記の電動
注射器を用いて 1.8 ml の 2％リドカイン
（1/80,000 アドレナリン添加）溶液を浸潤麻
酔した．その際の Visual Analogue Scale
（100 mm の直線の一端を全く痛くない，他
端を耐えられない痛みと規定して痛みの程
度を測定する方法）と Pain Rating Score（痛
くない，やや痛い，痛い，極めて痛い，の 4
通りの中から最も適切な痛みの大きさを選
ばせる方法）で痛みの程度や快適度を検討し，
痛みが無くかつ短時間で注入できる至適な
条件を検索した．注射針の進入スピードは，
0.1，0.25，0.75，1.0 ml/分の 4 通りとし，
局所麻酔薬の注入スピードは 0.1 ml/分から
スタートして 16 秒間で 2.0 ml/分となるパタ
ーン（文献）を採用した． 
 
文献：藤井佳子，下町香苗，大野由夏，高橋
正人，吉川文広，深山治久，海野雅浩：電動
注射器の最適な注入速度の検討，日本歯科麻
酔学会雑誌，34（2），173－176，2006． 
 
４．研究成果 
試作機を開発するに当たり，種々の条件を設
定したが，試作したプロトタイプ機を実際に
口腔内の浸潤麻酔に試用すると，予想してい
たよりも重く，口腔内への固定が困難なこと
が分かり，特製のリップガード（針の移動時
に誤って，口唇やそのほかの粘膜を損傷しな
いための透明な隔壁）を製作したり，注射器
の固定を口腔外に求めたり，コードを術者の
肩に掛けるなど工夫した． 
電動で進むスピードと薬液の注入流量を無
段階に変えられる条件で，健康成人ボランテ
ィアの口腔粘膜に刺入し Visual Analogue 
Scale（VAS）と Pain Rating Score（PRS）
で痛みの程度や快適度を検討し，痛みが無く
かつ短時間で注入できる至適な条件を決定
した． 実際には，電動注射器を製造してい
る関係業者と協議し,注射針が電動で移動で
きる試作機を設計し，さらに，その移動距
離・スピード・注入量などが任意に設定でき
る注入のためのソフトウェアを開発した． 
その結果，電動で進む注射針のスピードは
0.5mm/sec 程度が VAS や PRS による評価で
は最も痛みが小さく，薬液の注入速度は 15
秒まで次第に速度を増し，15 秒以降は
1.0ml/sec の条件が最も痛みが少ないことが
分かった．しかし，痛みの評価の差は大きく，
一定の傾向がみられないこともあった．たと
えば，注射の途中から痛みが増すケースがあ

り，薬液の注入スピードと注射針の進入スピ
ードにも何らかの相関があることが示唆さ
れた． 
以上から，注射針の新入スピードと薬液の注
入パターン，スピード，注入量をコントロー
ルできれば，痛みのない歯科の局所麻酔注射
が可能となることが明らかとなった．至適条
件が確定できれば，経験の少ない歯科医師で
も真に痛みのない麻酔注射が行えることに
なり，これまでに歯科治療を敬遠していた患
者も快適かつ安全に処置を受けられること
になる． 
しかし，本研究で用いた電動注射器は試作機
であり，実際の供用に関しては，注射器自体
が大型かつ重量があり，一般の臨床で広く使
用されるためには小型化・軽量化が必要不可
欠である．本研究に協力いただいた業者は，
量産化することになれば，この目的は達成で
きるとコメントしているので，実用化のめど
は立っている．さらに，臨床研究を進めて実
現させたい． 
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