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Nd:YAGレーザーとTiO2 による in vitro での殺菌効果
第 2報：誘起衝撃応力が殺菌効果に与える影響
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　Abstract : The bactericidal effects of an Nd:YAG laser by using a reaction mediator of TiO2 are described.  The laser beam 
was irradiated to the TiO2 suspension through a quartz optical fiber, and the generated induced dynamic stress was observed 
in the TiO2 particles which were absorbed by the laser beam.  Our previous study demonstrated the bactericidal effect of an 
Nd:YAG laser due to thermal and induced dynamic stress.  The aim of this study was to investigate the effect of different con-
ditions of the Nd:YAG laser on induced dynamic stress.  A pulsed Nd:YAG laser （STREAK-I ALTEK Co., Tokyo） and rutile 
type of TiO2 powder （TIO12PB Kojundo Chemical Lab. Co., Ltd., Saitama） were used.  Streptococcus mutans ATCC 25175 was 
used for this experiment.  Bacterial cell suspensions of the strain were irradiated by Nd:YAG laser with several different 
pulsed energies and times of exposure, then the samples were subjected to SEM investigation.  After these treatments, the vi-
able cell count was estimated in each sample under different conditions.  Regarding the bactericidal effects of the Nd:YAG laser 
in the presence of TiO2, there was a significant reduction such as 90⊖99.9％ of viable cells of S. mutans.  SEM （JSM-6390LV 
JEOL Ltd. Tokyo） investigations revealed morphological damage according to the pulse energies and exposure times applied.  
It is suggested that the bactericidal action occurred as a result of the dynamic stress induced by the Nd:YAG laser irradiation 
and TiO2 as a reaction mediator.

（J. Jpn. Soc. Laser Dent.　22：77 ～ 84, 2011 Reprint requests to Dr. WAGA）
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緒 言

　レーザー光は，医学歯学の様々な分野に応用され有益と
されている1-3）。歯科の 2 大疾患であるう蝕と歯周病の進
行には歯面に形成されるデンタルプラーク内の細菌が密接
に関係している。これまで，歯科疾患の進行を助長する口
腔細菌の増殖阻止や殺菌には様々な手法がとられてきた。
その一つである半導体 TiO2 の光触媒反応による S. mutans
に対する殺菌効果が報告されている1）。レーザーを用いた
殺菌効果については，今までにいくつか報告がなされてい
る4-15）。これまでの殺菌のメカニズムとしては，熱的，化
学的，物理的作用など諸説が報告されているが，殺菌作用
のメカニズムを詳細に検討した報告は少ない。
　筆者らは既に Nd:YAG レーザーと TiO2 を用いた in 
vitro での殺菌効果において，Nd:YAG レーザー照射時に
光触媒としてではなく，吸収反応剤として TiO2 を用いて
in vitro でのう蝕原生細菌である S. mutans 及び S. sobrinus
に対する殺菌効果を調べた結果，TiO2 の存在下において
Nd:YAG レーザー照射により生菌数が減少することを認
めた16）。なお，この際に発生する衝撃応力波が細菌細胞を
損傷させる一因であることが推測された。
　本論文では，Nd:YAG レーザーと TiO2 による in vitro
での S. mutans ATCC25175 の殺菌効果の作用機序につい
てさらに検討するため，レーザー照射に起因して生じる誘
起衝撃応力による効果に着目し，レーザー光の照射条件と
レーザー照射に起因して生じる衝撃応力の条件を変えて殺
菌効果を測定した。さらに他の粒子粉末との差違も検討
し，いくつかの興味ある実験結果を得たので報告する。

使用材料および実験方法

　1．供試菌及び培地
　実験に用いた供試菌は S. mutans ATCC25175（日大松
戸歯学部微生物学講座よりの提供）であり，Brain Heart 
Infusion broth（栄研科学　東京都　以下 BHI broth と略
す）にて予め増菌培養した菌液について一定量を新たな
BHI broth に接種し，37℃で 48 時間嫌気培養した。本実
験は日本大学松戸歯学部の承認を得ている。
　生菌数の測定にはこの培養液を適宜稀釈し，MS 寒天培
地を用いて通法に則り算定した。即ち滅菌生理食塩水
0.9ml に菌浮遊液 0.1ml を加え 10 倍希釈シリーズを作成し，
各稀釈段階の反応液から 0.1ml を汲み上げそれを MS 寒天
培地に接種し 48 時間培養後に生じた集落数を測定した。
　2．レーザー発振装置
　本実験に用いたレーザー発振装置（アルテック社製 
STREAK-Ⅰ　東京）は，Table 1 に示すように波長がλ＝
1,064nm のパルス型 Nd:YAG レーザーである。レーザー
パルス幅が 50μs から 400μs まで可変で，各パルス幅に

応じてレーザーエネルギーおよびピーク出力が設定可能で
ある。発振されたレーザービームは，直径 400μm の石英
ファイバーで伝送させて先端から出射する。
　3．反応剤と反応混合液
　1）本実験で使用した TiO2 はルチル型であり光触媒作
用は僅かであることが知られているが，その上安全性も考
慮され TiO2 粉末表面が不活性なアルミナ（Al2O3）でコー
ティングされ，光触媒作用を含め化学反応性が抑えられて
いる。
　また比較対象として，二酸化ジルコニウム（ZrO2）粉
末（㈱高純度化学研究所，ZRO02PB），二酸化ケイ素

（SiO2）粉末（㈱高純度化学研究所，SIO07PB），二酸化マ
ンガン（MnO2）粉末（㈱高純度化学研究所，MNO02PB）
を用いた。各粉末の物性値を Table 2 に示す。チタンおよ
びジルコニアはいずれも元素周期表の 4A 族，ケイ素は
4B 族，マンガンは 7A 族に属しており，いずれも原子価
が＋4 の酸化物系の粉末である。これらの粉末は常温で安
定しているため取り扱いが容易である（Table 2）。
　2）蒸留水中に 1％（w/v）になるように TiO2 を加え懸
濁させ，この懸濁液 0.1ml に菌浮遊液 0.5ml を加え全量
0.6ml の 1％TiO2 反応混合液（以下 1％TiO2 反応液と略す）
を作製した。次に，蒸留水中に 10％（w/v）になるよう
に TiO2 を加え懸濁させ，この懸濁液 0.1ml に菌浮遊液

Table 1　Nd:YAG レーザー仕様

Laser （Nd:YAG laser）

Wave length λ 1064nm
Peak power P 1-4 kW
Irradiation energy E 50-990mJ
Pulse duration τ 50, 100, 200, 400μs
Number of pulse n 10

Optical fiber

Core material quartz
Diameter 400μm

Table 2　粒子性状

粉末 TiO2 SiO2 MnO2 ZrO2

分子量 79.90 46.00 86.94 123.22
密度　kg/m3 4240 2651 5026 5560
融点℃ 1870 1610 847 2900
沸点℃ 2927 2950 － 4300
熱伝導率　W/m・K 6.53 1.55 － 1.95
熱容量　J/mol・K 55.06 44.46 54.05 56.23
屈折率 2.65 1.46 2.16 2.19
平均粒子径　μm 0.05-0.5 2.2 2.8 1
モース硬度 5-6.5 7.0 6.0 6.5
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0.5ml を加え全量 0.6ml の反応混合液（以下 10％ TiO2 反
応液と略す）を作製した。次に蒸留水中に 20％（w/v）
になるように TiO2 を加え懸濁させ，この懸濁液 0.1ml に
菌浮遊液 0.5ml を加え全量 0.6ml の反応混合液（以下 20％ 
TiO2 反応液と略す）を作製した。
　 同 様 に 酸 化 ジ ル コ ニ ウ ム（ZrO2）， 二 酸 化 ケ イ 素

（SiO2），二酸化マンガン（MnO2）の ZR，Si，Mn がそれ
ぞれの 10％反応液を作製した。
　4． レーザー照射条件を変えた場合の生菌数減少に及ぼ

す影響
　1）水槽温度
　この実験には前回論文の結果から，反応液を試験管内に
入れ水槽（ヨシダトーエイエンジニアリング社，TEC-10，
神奈川，以下水槽と略する）中で加温した。水槽は撹拌し
ながら水温を測定し，各温度での生菌数の変化を調べた。
なお温度測定には，KIMO 社製温度計 HD100 を使用して
温度を一定に保った。
　2）レーザー照射条件が生菌数減少に及ぼす影響を調べ
るために以下の実験を行った。
　10％TiO2 反応液 0.6ml を試験管内に入れ，この反応液
に光ファイバーを挿入し，プローブ先端から試験管底まで
の距離を 2 mm とし管中心部に固定した。①照射エネル
ギ ー 300mJ/pulse， 繰 り 返 し 速 度 10pps（ 以 下 300mJ-
10pps） で 100 秒 間（ 以 下 100s）・200 秒 間（200s）・300
秒間（300s）照射し，生菌数の減少を測定した。②照射エ
ネルギー 600mJ-10pps で 100s・200s・300s 照射し，生菌
数の減少を測定した。③照射エネルギー 900mJ-10pps で
100s・200s・300s 照射し，生菌数の減少を測定した。
　5． 反応剤および TiO2 濃度を変えた場合の生菌数減少

に及ぼす影響
　1）反応剤として，酸化ジルコニウム（ZrO2），二酸化
ケイ素（SiO2），二酸化マンガン（MnO2）を用いた。それ
ぞれの 10％反応液 0.6ml を試験管内に入れ，この反応液
中に光ファイバーを挿入し，プローブ先端から試験管底ま
での距離を 2 mm とし，管中心部に固定した。照射エネル
ギー 900mJ-10pps で 200 秒間照射し，生菌数を測定した。
　2）TiO2 濃度が生菌数減少に及ぼす影響を調べるために
以下の実験を行った。
　1％ TiO2 反応液 0.6ml を試験管内に入れ，この反応液に
光ファイバーを挿入し，プローブ先端から試験管底までの
距離を 2 mm とし管中心部に固定した。照射エネルギー
900mJ-10pps で 200 秒間照射し，生菌数を測定した。10％ 
TiO2 反応液，20％ TiO2 反応液について同様の実験を行っ
た。
　6．菌体の走査電子顕微鏡観察
　実験後の供試菌 0.1ml をガラス上に採取し，通法により
試料作製を行い固定後，イオンコーター（IB-2 : Eiko En-

gineering, Co., Ltd.）で金蒸着後，走査電子顕微鏡（JSM-
6390LVU，日本電子社，東京）で，加速電圧 10 ～ 15KV
で細菌の形態変化の有無を観察した。

実 験 結 果

　1．生菌数減少に及ぼす温度並びにレーザー照射の影響
　前回同様，同一温度条件では，水槽温度の変化による生
菌数の減少よりはレーザー照射による減少の方が，明らか
に著明であった。
　2． レーザー照射条件を変えた場合の生菌数減少に及ぼ

す影響
　それぞれの照射条件における実験を 9 回行い生菌数の平
均値を求めた。本実験の開始時，培養原液 1 ml 中の生菌
数は約 108CFU であった。
　1）異なるレーザー照射条件が生菌数減少に及ぼす影響
　① 照射エネルギー 300mJ-10pps で 100 秒間照射後の生

菌 数 は 7.43 × 107CFU，200 秒 間 照 射 後 3.57×
107CFU，300 秒間照射後 2.31 × 106CFU であった。

　② 照射エネルギー 600mJ-10pps で 100 秒間照射後 3.31
× 106CFU，200 秒間照射後 6.1 × 104CFU，300 秒間
照射後 2.32 × 104CFU であった。

　③ 照射エネルギー 900mJ-10pps で 100 秒間照射後 9.0
× 105CFU，200 秒間照射後 3.5 × 102CFU・300 秒間
照射後 0CFU であった（Table 3）。

　3． 反応剤および TiO2 濃度を変えた場合の生菌数減少
に及ぼす影響

　1）酸化ジルコニウム（ZrO2），二酸化ケイ素（SiO2），
二酸化マンガン（MnO2）の 10％反応液 0.6ml に照射エネ
ルギー 900mJ-10pps で 200 秒間（200s）照射し，生菌数
の 減 少 を 測 定 し た。 そ れ ぞ れ 1.0 × 106CFU，3.7×
106CFU，2.8 × 102CFU であった（Table 4）。
　2）TiO2 濃度を変えた場合の生菌数減少に及ぼす影響
　1％ TiO2 反応液 0.6ml に照射エネルギー 900mJ-10pps

Table 3　各レーザー照射条件における殺菌効果

Laser condition second CFU/ml
（Mean bacterial count）

100s 7.43 × 107

300mJ-10pps 200s 3.57 × 107

300s 2.31 × 106

100s 3.31 × 106

600mJ-10pps 200s 6.1　× 104

300s 2.32 × 104

100s 9.0　× 105

900mJ-10pps 200s 3.57 × 102

300s 0

（N ＝ 9）
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で 200 秒間後の生菌数は 7.0 × 106CFU であった。同様に
10％ TiO2 反応液，20％ TiO2 反応液においてそれぞれ 3.57
× 102CFU，2.19 × 10 CFU であった（Table 5）。
　4．SEM による菌体の形態学的所見
　Fig. 1 は試供菌である S. mutans の走査電子顕微鏡像

（以下 SEM 像と略す）である。wall band があり連鎖球菌
特有の連鎖が認められる。構造的なダメージは認められず
表面変化もなく菌特有の形態は維持されている。Fig. 2 は
反応液に 300-10pps 100s でレーザー照射後の所見である。
反応液中の TiO2 と S. mutans は，多数の TiO2（粒子サ 
イズ約 0.05-0.5μm）が密集していて S. mutans 菌体（径

1μm）はそれに埋入した状態でかつ菌体の周辺に TiO2

が凝集している。我々のこれまでの報告によると，混合し
た直後から凝集を生じ沈下するため，遠心分離にかけても
両者の分離はできなかった。その細菌構造は，細胞壁の輪
郭が不明瞭な菌も見受けられる。Fig. 3 は 600mJ-10pps 
200s のレーザー照射後の菌の SEM 像である。1 視野内の
菌数の減少と，菌体表面が融解し長軸方向に伸び，本来の
1 個ずつの独立した形態が失われ，融合し始めた像が見ら
れる。Fig. 4 は反応液に 900mJ-10pps 300s でレーザー照
射後の SEM 像である。通常の細菌細胞の形態は認められ
ず，融解し形態が更に崩壊し無定形物質に変化した像が認

Table 4　殺菌効果における反応剤の影響

Control group
（untreated）

900mJ-10pps　200s
（Mean bacterial count）

ZrO2 1.0 × 108（CFU/ml） 1.0　× 106（CFU/ml）
SiO2 1.0 × 108 3.7　× 106

MnO2 1.0 × 108 2.8　× 102

TiO2 1.0 × 108 3.57 × 102

（N ＝ 9）

Table 5　殺菌効果における TiO2 濃度の影響

Concentration
（TiO2 ％）

Control group
（untreated）

900mJ-10pps　200s
（Mean bacterial count）

 1 1.0 × 108（CFU/ml） 7.0　× 106（CFU/ml）
10 1.0 × 108 3.57 × 102

20 1.0 × 108 2.19 × 10

（N ＝ 9）

Fig. 1　未処理対照 S. mutans の SEM 像
連鎖球菌特有の連鎖 wall band が認められ，構造的なダ
メージは認められず表面変化もなく菌特有の形態は維持さ
れている。

Fig. 2　300mJ-10pps 100s でレーザー照射後の所見
反応液中の TiO2 と S. mutans は，多数の TiO2（粒子サイ
ズ約 0.05-0.5μm）が密集していて S. mutans 菌体（1μm）
はそれに埋入した状態でかつ菌体の周辺に TiO2 が凝集し
ている。細菌構造は，細胞壁の輪郭が不明瞭な菌も見受け
られる。

Fig. 3　 600mJ-10pps 200s のレーザー照射後の菌の SEM
像

菌数の減少と，菌体表面が融解し長軸方向に伸び，本来の
1 個ずつの独立した形態が失われ，融合し始めた形態変化
が見られる。
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められた。

考 察

　近年歯科臨床において Nd:YAG レーザー照射時に半導
体の一種である酸化チタン（TiO2）が光反応剤として用
いられ，エナメル質の除去，象牙質の切削，歯質耐酸性の
付与，歯肉切除・歯周ポケット内照射による殺菌などに効
果があり臨床症状の改善に好成績を得ていることが報告さ
れている。TiO2 は地球上に豊富な元素として存在し，安
全で無害なため光触媒として広く用いられ，熱的にも化学
的にも安定したセラミックスである。また脱色にも効果が
あり，歯の漂白にも使用されてきた16）。
　細菌への Nd:YAG レーザーによる殺菌効果については
今までにいくつか報告がなされている。C.J. Whitters ら17）

は，S. mutans にパルス型 Nd:YAG レーザーを照射条件
80mJ-10pps で 3 分照射後に 73.8％，120mJ-15pps，2 分
照射後に 99.9％の殺菌効果があったことを報告している。
しかし，殺菌のメカニズムについては推測の域を出ていな
い。Ward ら18）によると，E. coli を含む PBS 懸濁液中の
E. coli に Nd:YAG レーザーを照射し 50℃まで温度上昇す
る こ と で，90％ 以 上 の 生 菌 数 の 減 少 を 認 め て い る。
Nd:YAG レーザーによる殺菌効果の一部は加熱によるも
のと思われるが，さらに未解明のメカニズムが加わってい
る可能性があると報告している。
　筆者らは，これまでの研究で，TiO2 粉末を塗布した歯
質表面にレーザー照射することにより TiO2 粉末にレー
ザーが吸収された表層は気化蒸散により損壊し，その際に
衝撃応力が発生することを発見した19）。本実験で使用し
た TiO2 はルチル型であり TiO2 粉末表面が不活性なアル
ミナ（Al2O3）でコーティングされ，光触媒作用を含め化

学反応性が抑えられている。厚さが 1 mm のアルミナで透
過率を測定した結果，波長 1μm 近辺ではアルミナは波長
を透過し透過率が 10％になると報告20）されている。平均
粒径が 1μm 以下の酸化チタンにアルミナをコーティング
した場合，その膜厚は，数十ナノメートル以下のオーダに
なると推測される。本実験の場合，膜厚が薄い分，アルミ
ナに対するレーザー光の透過率はさらに大きくなり，アル
ミナにはわずかしかレーザー光が吸収されないため，アル
ミナは反応には影響を与えないと考えられる。
　本実験は TiO2 反応液中でなされているが TiO2 なしで
レーザー照射すると，温度上昇も衝撃応力も生じない。
1 ms 以下の短時間に，強力なピークパワーを発振するパ
ルスレーザー光を照射すると，熱作用のほかに圧力の作用
が生じ衝撃応力波が生じるとされている2）。
　これまでの実験から，TiO2 反応液にレーザー照射する
と，レーザーが反応中の TiO2 粉末に吸収され，急激に温
度上昇することにより生じた熱によって水の温度が上昇
し，さらに気化蒸散に伴う瞬間的な体積膨張によって応力
波が発生し，それにより衝撃応力が発生したと考えられ
る。反応液中に存在する TiO2 は水中に溶けずに存在する
状態となり，発生する衝撃応力は大きくなると思われる

（Fig. 5）。
　筆者らは Nd:YAG レーザー照射時に TiO2 を用いて in 
vitro での S. mutans 及び S. sobrinus に対する殺菌効果を
調べた結果，TiO2 の存在下において Nd:YAG レーザー照
射により生菌数の減少を認めた。この時発生する衝撃応力
波が細菌細胞を損傷させる一因と推測されたため，温度上
昇を 50℃まで抑制した条件下でレーザー照射をし，生菌
数減少効果を検索したところ，恒温槽により 50℃に加熱
した場合の殺菌効果に比べ，明らかに Nd:YAG レーザー
と TiO2 を併用した場合に菌数の著しい減少が認められ 
た16）。
　さらに，われわれは，一次元弾性応力波理論21）に基づ
き，アルミニウムの丸棒材にひずみゲージを貼付した衝撃
応力測定装置を考案し，各レーザー照射条件で得られた窩
洞体積と衝撃応力との関係を調べた。レーザー照射によっ
て生じた歯質表面の衝撃応力が大きくなるに従って窩洞体
積が直線的に大きくなり，単位体積を除去するために必要
な衝撃応力を求めたところ 180pa であった19）。さらに，
レーザーエネルギーと誘起衝撃応力の関係を調べたとこ
ろ，一パルスあたりのエネルギーが大きいほど衝撃力は大
きくなる。かつ一ピークパワーが大きいほど衝撃力は大き
くなり，パルス幅 200μs，ピークパワー 4 kW において，
TiO2 反応液中の誘起衝撃応力は 1100Pa であることを報告
している22）。
　Meral ら23）は Nd:YAG レーザーを用い反応液中の供試
菌の殺菌効果には，細菌の種類やその数によってエネル

Fig. 4　900mJ-10pps 300s でレーザー照射後の SEM 像
通常の細菌細胞の形態は認められず，融解し形態が崩壊
し，無定形物質に変化した像が認められた。
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ギーの量は変える必要があることを報告している。
　本研究においては，レーザー照射条件とレーザー照射に
起因して生じる衝撃応力が生菌数減少に及ぼす影響を調べ
た結果から，殺菌効果は，レーザー照射エネルギーの上昇
に伴い，誘起衝撃力が大きくなり，それにより殺菌効果が
増加する。さらに衝撃応力数の増加に伴い殺菌効果が増加
することも分かった。その結果，レーザーの 1 パルスのエ
ネルギーと殺菌力は相関があること，総照射量にも相関が
あることが考えられた。菌数の減少率から考えると，本実
験の開始時，培養原液 1 ml 中の生菌数は約 108CFU であっ
たことから，106 個まで殺菌されれば，約 99％の殺菌され
たことになる。それを満たす照射条件は，300mJ-10pps
で 300s，600mJ-10pps で 100s であり，この近辺に至適照
射条件があることが推察された（Fig. 6）。
　レーザー光の持つもう一つの可能性として，光線力学的
治療が挙げられる。PDT は腫瘍に特異な集積性を持つ光
感受性物質（PS: photosensitizer）を投与し，その薬剤を
励起させる特定波長のレーザーを局部照射することでおこ
なう治療法である24）。
　歯科における PDT の研究は口腔外科領域が主として行
われ，その後保存領域において，Nd:YAG レーザーを用
いて，黒色系色素に吸収されやすい性質があることから，
照射に際し照射面に墨等が塗布されてきた。これもある種
の PDT ということができよう。Ebihara ら25）はヒト単根
管抜去歯に酸化チタン液浴下で Nd:YAG レーザー照射を
行 い， レ ー ザ ー 照 射 前 後 の contact-micro-radiography

（CMR）像を観察したところ，CMR 像上の根管の面積の
増加を観察したと報告している。さらに，PDT による殺
菌効果26-28）においては，抗菌薬を用いるものとは異なり，
耐性菌ができないと報告されている29，30）。他方，生体側に
アレルギーが生じにくい可能性があり，口腔外科領域，歯
内療法31）や，歯周治療32）へ応用されている。近年，PDT
に用いる PS をナノサイズのキャリアーに取り込ませナノ
粒子化することにより様々な有用性が得られることが報

告33）されている。
　さらに，近年最少侵襲（Minimal Intervention）という
概念が浸透してきている。われわれも，初期う蝕に
Nd:YAG レーザー照射による最小侵襲処置の効果を報 
告34）している。治療にあたり健全な部分を可及的に傷つ
けず，患部組織のみに治療効果を与えるという概念をもと
に行われるものであり，今後のますます医療での重要性は
増すものと思われる。
　本実験も広義の PDT と考えられる。そこで PS に相当
する反応剤の違いによる衝撃応力の比較19）を行い，反応
剤を塗布した歯質表面にレーザー照射したときの照射エネ
ルギーと生じた衝撃応力との関係を調べたところ，衝撃応
力は，TiO2 乳液，薬用墨いずれの反応剤においても照射
エネルギーの増加と共にその応力は大となった。また，薬
用墨に対して TiO2 乳液の方が各条件における衝撃応力が
大きくその生じた衝撃応力は 20 ～ 180Pa であった．
　二酸化マンガン（MnO2）粉末の反応剤と，TiO2 反応剤
の誘起衝撃応力を比較すると，同一濃度では MnO2 の誘
起衝撃応力が大きいことが分かった21）。
　本実験において，照射エネルギー 900mJ-10pps で 200
秒後の生菌数において，ZrO2 は 1.0 × 106CFU，SiO2 は
3.7 × 106CFU，MnO2 は 2.8 × 102CFU と TiO2 は 3.57×
102CFU と高い殺菌効果を示し，効果に大きな差が認めら
れた。Nd:YAG レーザーは，黒色色素に吸収率が高く，
従って黒色の MnO2 粉末は他の白色粉末より，同一照射
条件において吸収率が高いと推察された。そして，TiO2

との間には殺菌力において大差はなかった。詳細は今後の
研究に待ちたい。
　TiO2 濃度を変えた場合も , 濃度の上昇に伴い誘起衝撃応
力は上昇することが報告されている22）。本実験結果からも
1％ TiO2 反応液 0.6ml に照射エネルギー 900mJ-10pps で

Fig. 5　TiO2 懸濁液中の誘起衝撃応力発生のメカニズム

Fig. 6　殺菌効果と誘起衝撃応力の関係
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200 秒後の生菌数は照射 7 × 106CFU であったが，10％
TiO2 反応液の場合は，3.57 × 102CFU，20％ TiO2 反応液
の場合は，2.19 × 10CFU とその減少は顕著であった。こ
れは TiO2 濃度の増加に伴い，レーザーを吸収し，蒸散し
た粉末量が増加したためだと考えられる。
　3）SEM による菌体の形態学的所見
　細菌は原生生物に属する単細胞生物であり，核に核膜を
もたない原核生物である。また細胞は硬い細胞壁をもつこ
とを特徴としている。大きさは 0.5μm 以上であり，光学
顕微鏡でその形態の特徴を捉える事ができる。しかし，細
菌の微細構造は，電子顕微鏡を使わずに観察することはで
きない。細菌は基本構造として，細胞壁，核等をもつ。細
胞壁は細菌が持つ固有の構造物で細菌の形態を一定に保つ
働きをしている。ゆえに SEM による細菌の細胞壁の形態
変化を見ることは細菌の生死や活動を知る手掛かりとなる
グラム陽性菌と陰性菌では菌体表層の構成成分と構造が著
しく異なる。その主要構成成分であるペプチドグリカンは
グラム陽性菌において，30 ～ 70％を占めており，その厚
さは 15 ～ 80nm の厚い層からなる。
　試供菌である S. mutans の SEM 像は，一個ずつの細菌
は本来輪郭が明瞭な楕円形態して wall band があり，連鎖
球菌特有の連鎖が認められる。反応液中の TiO2 と S. mu-
tans 菌は互いに凝集しあう。各条件によるレーザー照射
後の菌体は，一パルスあたりのエネルギーが大きいほど衝
撃力は大きくなり，衝撃力を与える回数の増加に比例し
て，細胞壁の輪郭が不明瞭になり，菌数の減少と共に菌体
表面が融解し長軸方向に伸び，ないしは形態が崩壊し，無
定形物質に変化した像が認められた。

結 語

　1．TiO2 反応液中で Nd:YAG レーザー照射した場合に
生じる衝撃応力が生菌数減少に及ぼす影響を調べた結果，
レーザー照射エネルギーの上昇に伴い誘起衝撃応力が大き
くなり，それにより殺菌効果が増加する。さらに衝撃応力
数の増加に伴い殺菌効果が増加することが分かった。
　2．反応剤中の TiO2 濃度の増加に伴い，誘起衝撃応力
は上昇し，殺菌力は増加する。粉末の違いによる誘起衝撃
応力を比較すると，同一濃度では MnO2 の誘起衝撃応力
が大きく照射条件 900mJ-10pps 200s において，高い殺菌
効果を示したが，TiO2 と殺菌効果に大きな差が認められ
なかった。
　3．SEM 像から，レーザー照射後の菌体は，細胞壁の輪
郭が不明瞭になり，菌数の減少と共に菌体表面が融解し長
軸方向に伸び，ないしは形態が崩壊し，無定形物質に変化
した像が認められた。レーザーの殺菌効果を裏付ける形態
変化が示唆された。
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