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研究成果の概要：電気歯髄診断法に変わって、歯の生死のみならず歯髄の健康状態をも診断で

きる非侵襲的で客観的な新しい透過型光電脈波法による診断装置を開発するために、抜去歯モ

デルおよび被験者の歯で光学的な基礎研究を行った。４波長の発光ダイオード(LED)を使用し

て測定した歯および歯髄血の透過光強度や歯髄脈波振幅の変化から、血液の定量測定や酸素飽

和度測定などを予測でき患者の歯髄診断に応用できる可能性が示唆された。 
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                               （金額単位：円） 
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  年度  
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研究分野：総合領域 
科研費の分科・細目：人間医工学・医用システム 
キーワード：透過型光電脈波法・発光ダイオード・歯髄血流測定・非侵襲的診断装置・酸素飽

和度・ヘマトクリット・歯髄診断器 
 
１．研究開始当初の背景 
臨床検査は患者にとって非侵襲的であり、

術者にとっては客観的な結果が得られる方法

でなければならない。とりわけ歯科臨床にお

いては、エナメル質や象牙質のう蝕や亀裂、

形成不全などを、また歯髄の生死や歯槽骨な

ど歯周組織の健康状態を、非侵襲的で客観的

に診断できれば理想的であるが、歯髄に限ら

ず硬組織に囲まれた組織の病態の診断法は開

発が進んでいない。小児歯科臨床では、乳歯

や幼若永久歯の外傷に遭遇することが多く従

来から歯髄の生活反応を診断するために多く

の診査法が試みられている。現在主流となっ

ているのは電気歯髄診断法 (EPT: electric 

pulp testing)である。この方法は診査の際に

患者に痛みや不快感を与えたり、また低年齢

の患児では返答に客観性を欠くことがある。

さらに、幼若永久歯のように神経が未熟な歯

や、外傷歯などでは閾値が高いため刺激に応

答しない場合がある。 

近年、歯髄の血流の有無を非侵襲的、客観

的に測定することで歯髄の生死を診断するレ



ーザードップラー血流測定法（LDF: laser 

Doppler flowmetry）が考案されたが、LED と

比べてレーザー光は歯の表面での散乱が大き

いため歯周組織由来の脈波成分を混入しやす

く普及していない。また、医科で使用される

生体管理モニターとしてのパルスオキシメー

タ（酸素飽和度測定器）をそのまま歯に応用

しようとした報告もあるが、これは本来軟組

織（指尖）を透過させて脈波測定するもので

あり、歯髄のような硬組織に囲まれた組織内

の血流測定に適した光学的条件は根本的に異

なると思われ、新たな取り組みが必要とされ

ていた。しかるに、これまでに我々が乳歯や

幼若永久歯を対象に行ってきた透過型光電脈

波法（TLP: transmitted light 

plethysmography ）による歯髄診断法では、

歯の生死を、歯髄血流の有無という観点から

非侵襲的・客観的に診断することについては

ほぼ可能となった。しかし、測定で得られた

脈波振幅の大小が、何に由来するものか、ま

た歯髄血流の病態がどのようであるのか、に

ついて検証を試みた研究はなされておらず、

診断に応用できる臨床検査機器としての開発

が遅れていた。 
 
２．研究の目的 
このような背景を考慮しつつ、我々がこれ

まで進めてきた単波長(525nm 緑)LED を用い
た、脈波検出の有無のみから歯髄の生死を判
定する歯髄脈波測定装置（試作器）を、さら
に発展させ、歯髄血流の血液量（Hb 濃度）や
酸素飽和度（SO2）等もチェアーサイドで測定
が可能な歯髄診断器の製品開発を目指すため
の基礎的研究として、歯（歯質と歯髄血）の
透過光強度に影響する要因を光学的に解明す
ることである。ヘモグロビンの吸光スペクト
ル曲線において酸素化ヘモグロビン(HbO2)と
脱酸素化ヘモグロビン(Hb)の交わる波長がい
くつか存在する（図１）。この波長(等吸収波
長）は酸素飽和度(SO2)の影響を受けず、血液
に対し常に一定の透過性を示すので、Hb の量
（血液量）を算出するのに適していると思わ
れる。特に 506nm 青緑と 522nm 緑、810nm 近
赤外などを利用して歯髄内血液の定量化を試
みる。一方、交点以外の波長（非等吸収波長）
では Hb と HbO2への吸光度に差があり、酸素
飽和度(SO2)の影響を受けるため、この非等吸
収波長 467nm 青と等吸収波長 522nm 緑などを
利用して血液の酸素飽和度(SO2)の測定を試
みる。 
 
３．研究の方法 
(1) 東京医科歯科大学における実験 
４波長（396nm 紫、467nm 青、506nm 青緑、

522nm 緑）の発光ダイオード(LED)が順次時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
差を持って発光する歯髄脈波測定装置（オプ 
トテクノ社特注）の製作を行った。396nm 紫

の LED は高輝度のものが無く安定した特性が

得られないため、途中より歯質を透過しやす

い 810nm 近赤外に変更した。 

LED 光は光ファイバーを介して口蓋側より入

射し、唇側よりフォトダイオード(PD)へ導出

し、得られた透過光の変化をオシロスコープ

にて観察し、同時に記録している指尖脈派と

の同期を確認した。本測定装置を用いて以下

の基礎実験を行った。 

①� 歯周組織(歯肉)の脈波混入に関する検証 

  ヒト上顎中切歯の歯肉縁をシリコン印象材

で遮光し、光源から直接歯肉へ散乱する光の

TLP への影響を DC 成分(透過光強度)、AC 成分

(歯髄脈波成分）の変化を確認した。また歯肉

へ散乱した光の影響について、モンテカルロ

シュミレーションによる理論モデルにて検証

した。 

② 歯髄血液のヘマトクリット Hctpの予測 

のための光伝搬の理論モデルの考案 

象牙質-歯髄-象牙質の３層に簡略化した歯

の光学モデルを仮定し全体の透過率と反射率

から透過光減衰度 Optical Density(OD)を求

めた。また、歯や歯髄腔の大きさ、光源波長

を変化させたときの抜去歯光計測の実測値と

の比較や実体顕微鏡下の光の経路の観察を行

った。 

③ 歯髄血液の定量化への試み 

522nm 緑と 810nm 近赤外の LED にて歯の光

学モデルにより求めた OD と歯髄腔内ヘマト

クリット Hctpとの関係より、ヒト上顎中切歯

の Hctp予測、歯髄血管体積率 BVF の予測を行

った。 

④ 酸素飽和度(SO2)と透過光減衰度(OD)の

関係  

血液の酸素化・脱酸素化のための循環回路

を考案し、酸素飽和度(SO2)を 40～100%に調整

したブタ血液を抜去前歯歯髄腔内へ還流させ、

各 SO2レベル血液における４波長の入射光強

度 V0と透過光強度 Vt を測定し、透過光減衰
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度 Optical Density (OD=ln(V0/ Vt)を求め、

酸素飽和度(SO2)と透過光減衰度(OD)の関係

を調べた。 
なお、本研究は東京医科歯科大学倫理委員会
において審査、承認済みである（承認番号239）。 
 
(2) 東北大学大学院医工学研究科における実

験 
抜去歯にウシ血液モデルを用い透過・散乱

光による Hb 検出に関わる光学系の基礎的検
討を行った。また、抜去歯を赤の色素に染め
たゼラチンに植立し、歯髄腔内には青の色素
を注入し、歯の透過・散乱スペクトルが赤の
色素のスペクトルに影響を受けるかどうか調
べるために、それぞれのピーク波長である
526nm 緑、630nm 赤付近における歯の透過スペ
クトル強度変化で調べた。 
(3) 東北大学病院歯科医療センターにおける

実験 
緑色と赤外線レーザー光を用いて成人被験

者の前歯部における生活歯と失活歯（切歯部
と歯頚部）の透過光強度を比較した。 
(4) Ｍ社との歯髄診断器の共同開発 
 非侵襲的歯髄診断器としての開発の流れは、
緑色 LED 単波長と CdS 受光センサーを用いて
被験者を暗室で測定するローテル社製の試作
（2001 年)から始まり、次いで４波長 LED（紫
→赤、青、青緑、緑色）と PD を用い、送受光
部をパルス化し明室においても外光の影響を
受けることなく測定可能なオプトテクノ社製
の基礎研究用脈波測定器の製作（2006 年)を
行ってきた。本研究プロジェクトの歯（歯質
と歯髄血）に関わる光学的基礎研究成果を製
品開発に反映していく必要があり、適正な波
長と透過光強度（乳歯と永久歯の比較）、指尖
脈波との同期確認、LED と PD を歯面に保持で
きてどの歯にも使用できる共通アダプターの
考案を行った。 
 
４．研究成果 
(1) 東京医科歯科大学における実験結果から 

① 印象材による歯肉遮光法では、印象材の

有無による AC 成分の大きさには有意差が無

く、また、モンテカルロシュミレーションに

おいても歯肉を通って受光側へ到達した光子

の割合は非常に小さく、歯周組織の血流が歯

の透過光に及ぼす影響はほとんど無いことが

示唆された。 

② 透過光減衰度 OD は、歯髄腔の大きさ、歯

髄腔内ヘマトクリット Hctp、光源波長に影響

を受けることが確認できた。光源波長 522nm

の OD は、Hctpが 10%より小さいとき Hctpへの

感度が高く、ヒト歯髄脈波もこの領域で起こ

ることが示唆された。実体顕微鏡による抜去

歯水平断面の観察より、522nm における光の

経路が明らかとなった。ヒト歯髄の脈波測定、

Hctp 予測については、ヘモグロビンの吸光度

の高い等吸収波長である 522nm 近辺が適して

いることが明らかとなった。 

③ 522nm での歯の光学モデルの OD理論値を

利用すると 810nm と比べて Hctpを高い精度で

予測することが可能であり、ヒト歯髄腔の

Hctp予測値は 0.032±0.017、血管体積率の予

測値は 0.141±0.079 であった。(以上発表 

論文①より) 

④ 抜去歯モデルにおける 酸素飽和度(SO2)

の測定において、４波長のうち等吸収波長

506nm,522nm, 810nm では、各 SO2レベルで OD

に差は出なかったが、非等吸収波長の 467nm

では、各 SO2レベルで ODに差が確認された（図

2, 図 3）。（以上発表論文④より） 

また、本研究で被験者における歯髄脈波測定

においても４波長のうち等吸収波長である

506nm 青緑と 522nm 緑、810nm 近赤外の歯髄脈

波振幅の相対的変化で、すべての被験者にお

いて同じパターンを示したのに対し、非等吸

収波長の 467nm 青のみが人によって異なる変

化を示したことから、３つの等吸収波長は歯

髄血液の Hb 濃度を、非等吸収波長の 467nm 青

では酸素飽和度(SO2)を反映している可能性

が示唆され、歯髄血液の酸素飽和度(SO2)の測

定システムを開発する上で重要な参考データ

となる。 
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(2) 東北大学工学部における実験結果から、 
①歯髄脈波測定法で基本的に使用している赤
色レジンキャップは 500～600nm で透過光強
度は低下するものの Hb 濃度変化検出には影
響のないこと 
②臼歯においては頬舌咬合面から光を入射し
舌面で検出するとプローブも小型化でき、高
感度で Hb 濃度変化が検出できること 
③歯周組織モデル実験で、歯髄と歯肉の色を
赤、青交互に変えても歯の透過スペクトル強
度は変化しなかった。すなわち、歯髄腔内色
素のスペクトルに、歯周組織色素のスペクト
ルが影響していないことから脈波測定の際に
歯肉などの影響は小さいことが分かった。 
 
(3) 東北大学歯科病院における成人被験者に
おける実験結果は、生活歯と比較して失活歯
では透過光強度そのものが有意に減少してお
り、緑色レーザーよりも近赤外レーザーの方
が感度が大きいことを確認した。（脈波振幅と
異なり、透過光強度のみの測定で対照歯と比
較し、歯髄の生死診断ができるという可能性
も示唆された。） 
 
(4) 装置の改良： 現在、歯髄脈波測定用に
単波長緑色 LED と高感度 PD、光量自動調節回
路を備えた臨床検査機器として製品開発を目
的にＭ社と共同研究を行い、新たな試作器に
て測定条件を検討している段階である。これ
までは測定する歯の印象を取り、個歯アダプ
ターをそのつど製作しているが、新たにノギ
ス型やクリップ型などのような、どの歯でも
測定可能な共通アダプターの開発を急ぎ、迅
速に診断結果を提供できるようにする必要が
ある。本研究で歯の生死を診断することはか
なりの精度で可能となり製品開発は手の届く
ところまで来たが、Hb 濃度や酸素飽和度(SO2)
等を指標として血液循環や代謝能力の観点か
ら歯髄の健康度を診断できる次世代器の製品
開発には、なおいっそうの基礎的研究を積み
理論的な裏付けを確立していく必要があると
思われる。 
 
本研究で得られた成果の一部について、2006
年 6 月 21 日に PTC 特許出願を行い 2007 年 6
月 28 日に公開され、現在は国内特許に移行し
て審査請求中である。本学知財本部の要請も
あって、「イノベーションジャパン」や「産学
官技術交流フェア」に出展、説明会等をする
機会を得、また大学の「シーズ集（国内外版）」
あるいは広報誌「ライフサイエンス」にて大
学で生まれた新技術として産業界に広報され
た結果、Ｍ社との共同開発を進めることが決
定しており、現在、臨床用歯髄診断器として
の試作器を改良中である。 
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