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研究成果の概要（和文）： 

 

本研究では，ラット口蓋粘膜に創傷治癒モデルを作製し，軟組織の治癒に対する LIPUS
照射の影響について検討した.ラット口蓋中央に直径 5mm の創傷作製後，ラットを 4 つの
グループ（1-week LIPUS, 1-week control, 2-week LIPUS, 2-week control）に分け，創
傷作製翌日より周波数 3MHz，出力 160mW にて LIPUS 照射を 1 週間毎日行った.LIPUS
照射 1 週間および 2 週間後に H-E 染色を行い，形態組織学的計測を行った.その結果，欠
損部における治癒面積は LIPUS 照射群においてコントロール群と比較し有意な増加を示
した．  
 
研究成果の概要（英文）： 

 
This study was conducts to evaluate of Low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS) on 
wound healing on palatal excisional wound in rats. Excisional wound, 5mm in 
diameter, were made in the centre of the palatal of rats. Animals were divided into four 
groups experimental and control groups, in which 1-week LIPUS, 1-week control, 
2-week LIPUS, and 2-week control. The affected area in the experimental group was 
exposure to LIPUS (3MHz, 160mW). The wound was measured histologically. The 
experimental group in LIPUS groups showed that the wound healing areas 
significantly increased by LIPUS compared to those in the control groups. 
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１．研究開始当初の背景 

インプラント治療はその予知性の高さから
欠損補綴治療のひとつのオプションとして
広く用いられているものの，インプラント埋
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入部位の顎骨や軟組織が吸収されているこ
とが多く，移植術が行われるものの，術後の
感染を防ぐため，より速やかな創傷治癒が望
まれている．近年，軟組織の創傷治癒促進に
対し，各種成長因子製剤や遺伝子治療の有効
性が報告されているものの，安全性に不安が
残っているためなかなか臨床応用には至っ
ていない．この状況を打破するブレークスル
ーとして物理刺激による治癒促進が望まれ
ており，中でも整形外科領域において難治性
の骨折治療に用いられている低出力超音波
パルス(low-intensity pulsed ultorasound：
以下 LIPUS と略す)照射が注目されている．
LIPUS の効果に関しては，1986 年ヘックマ
ンらによって，骨折部位の骨癒合に要する日
数を有意に短縮するという報告やまた，1994

年にワングらにより，ラット大腿骨骨折モデ
ルにおいて，骨のねじり強度を増加させると
いう報告，さらに，エドガンらによりウサギ
下顎骨骨折モデルにおいて，骨塩量の増加お
よび力学的強度を増加するという報告があ
る．しかしながら，軟組織の治癒に関する報
告はほとんど見当たらないのが現状である． 

 

２．研究の目的 

そこで安全性の高い物理療法である低出力
超音波パルス（LIPUS）治療に注目し，歯肉
上皮細胞に対する LIPUS の影響を遺伝子レ
ベルでも検討し，低出力超音波が粘膜の創傷
治癒の促進効果を示すメカニズムの一端を
明らかにすることを目的とした． 

 

３．研究の方法 

本研究ではラットを用いた in vivo の実験系
において歯肉上皮の創傷治癒における様々
な条件下での LIPUS 刺激の影響を検討し，
最適な周波数，出力を決定した． 

ラット口蓋に直径 5.0mmの口蓋粘膜損傷モデ
ルを作製後，周波数 3MHz，出力 160mWの条件
でプローブを設置し，LIPUS 照射を創傷部に
毎日行った．LIPUS 照射終了後 1 週間後およ
び 2 週間後に組織の摘出を行い，10%中性ホ
ルマリン溶液にて固定後，脱灰切片を作製し，
H-E染色を行った． 
次に九州歯科大学倫理委員会の承認のもと，
左右両側臼歯部欠損症例におけるインプラ
ント治療に低出力超音波パルス（LIPUS） 
の臨床応用を行った．プローブに間隙ゲルと
してオーラルバランスを使用した．インプラ
ント埋入翌日に照射を開始し，1 週間毎日 15 
分ずつ照射を行った．口腔内写真を用いて経
過良好と判断した歯科医師数を比較した． 
 
４．研究成果 
雄性 Wistar ラットを用い，ペントバルビタ
ール麻酔下（45 mg/kg，腹腔内投与）にディ
スポーザブルバイオプシーパンチを用い，口

蓋正中部に直径 5.0 mm の骨面までの軟組織
の欠損を作製し圧迫止血した．モデル作製翌
日より LIPUS 照射（周波数 3MHz, 出力 160 

mW，照射時間 15 分）を創傷部に毎日行っ
た．同様に口腔内にプローブを設置するが接
続しないものを非照射群とした．照射直後か
ら口腔内写真撮影を行い，創傷治癒を評価し
たところ，照射 3 日後において LIPUS 照射
群の方が，良好な治癒が認められた．以上よ
り，LIPUS 照射は軟組織の術後早期の創傷治
癒に有効である可能性が示唆された． 

次に，左右遊離端欠損に対するインプラント
治療に低出力超音波パルス（LIPUS）の臨床
応用を行った．インプラント埋入翌日に照射
を開始し，1週間毎日 15分ずつ照射を行った
後に，口腔内写真を用いて経過良好と判断し
た歯科医師数を比較したところ，多くの歯科
医師が照射側の方が治癒良好と判断した．周
波数 3MHzの条件下にて照射を行うことによ
り，超音波が組織深部にも到達し，軟組織の
治癒だけでなく，ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ周囲の骨形成も促
進された可能性が示唆された．しかしながら，
臨床で使用する上ではゲルからプローブが
離れてしまうと超音波の効果が得られない
ため，本症例のように固定用ステントを使用
することがプローブの固定を確実にするう
えで有効である可能性が示唆された． 
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