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含欺剤溶液中での歯科用合金の耐食性
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CorrosionResistanceofDentalAlloysinGargleSolutions

ShinjiTAKEMOTO,MasayukiHATTORI,MasaoYosHINARI,

EijiKAWADAandYutakaODA

Keyword:Corrosion,Dentalalloy,Cobalt-chromiumalloy,Titanium,Garglesolution

Inthisstudy,weexaminedtheelectrochemicalcorrosionbehavioranddissolutiontestofgoldalloy(PGA),

silver-palladium-copper-goldalloy (S12).cobalt-chromiumalloy(CoCr)andcommerciallypuretitanium (TI)
invariousgarglesolutions.TheresultsindicatedthatallalloyshadexcellentcorrosionresistanceinListerin① ,

Neosteringreen㊦,andConCooIFsolutions.Inlsojin㊨solution,PGAandS12werecorrodedbyiodine,anddis-

solutionofmetalsanddepositionofcorrosionproductsoccurred.In血uoride-containingsalinesolution,TIwas

corrodedbyfluoride.Inconclusion,wefoundthatthecorrosionresistanceofPGAandS12decreasediniodine,

andthatofTIdecreasedinnuoride.

キーワード:腐食,歯科用合金,コバルトクロム合金,チタン,含欺剤溶液

本研究では,種々の含l欺剤溶液中でのタイプ4金合金 (PGA),金銀パラジウム合金 (S12),コバルトクロム

合金 (CoCr)および純チタン (TI)の電気化学的腐食挙動と溶出金属元素量について調べた.その結果,薬用

リステリン,ネオステリングリーン,コンクールF溶液中においては,いずれの歯科用合金も高い耐食性を示す

ことが明らかになった.一方で,イソジン液中ではPGAおよびS12がヨウ素によって腐食され,金属元素の溶

出や腐食生成物の析出が起こった.また,フッ化物を含む生理食塩水中ではTIの耐食性低下を示すことが明ら

かになった.結論として,PGAとS12の耐食性はヨウ素によって低下し,TIの耐食性はフッ化物により低下す

ることが明らかになった.

緒 言

歯科用合金は,生体に対 して毒性および為害性を示さ

ないこと,および溶出しがたいことが要求される.した

がって,イオン化傾向の小さい金合金や金銀パラジウム

合金などの貴金属合金 1),または,表面に級密な不動態

被膜を形成するチタン系合金2,3)やクロム含有合金4･5)

などの非貴金属合金が用いられている.しかしながら,

これらの金属製修復物や補綴物を口腔内に装着 している

と,それら修復物や補綴物の変色や腐食が認められ6,7),

審美性や溶出金属によるアレルギーなどの問題が懸念さ

れている.

これまでの研究において,変色や腐食を引き起こす要

因として,銀系合金はヨー ド系含取剤 8-10)や唾液に含

まれる硫化物 6,7,1卜13)が報告 されている.また,チタ

ン系合金は融蝕予防剤に含まれるフッ化物 14-16)や義歯

洗浄剤に含まれる過酸化水素 17)によって変色や腐食が

起こることが報告されている.つまり,洗口に使用する

含轍剤や郡蝕予防剤,または義歯洗浄に用いる義歯洗浄

剤などによっては,歯科用合金を変色 ･腐食するまたは

劣化させる可能性がある.

一方で,予防歯科-の関心から,離蝕予防剤に限らず
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含轍剤の使用も増加 している.これらの有効成分は,

ヨー ド製剤,界面活性製剤,抗生物質製剤およびアズレ

ン製剤があげられる.また,消毒や殺菌に主眼をおいた

合成殺菌剤,エタノールや生薬などの製品も見られる.

しかしながら,含欺剤溶液中での歯科用合金の耐食性を

調べた報告は少なく,金属製修復物や補綴物への影響が

懸念される.

本研究では,合轍剤溶液中での歯科用合金の耐食性を

明らかにすることを目的とした.歯科用合金としては,

タイプ4金合金,金銀パラジウム合金,コバルトクロム

合金および純チタンを選択し,4種類の市販の含願剤溶

液およびフッ化ナ トリウムを含む溶液中での耐食性を電

気化学的手法により調べ,含取剤や離蝕予防剤が歯科用

合金の耐食性におよぼす影響を検討した.

材料および方法

I. 試料および試験酒ラ夜

今回用いた歯科用合金の組成および略号をTablelに

示す.これ らの合金にSpotWelder(DAIEIAngel,

DAIEIDentalCo.)でリー ド線としてビニル被覆鋼線を

取 り付 けた後,1インチ リングにエポキ シ系樹脂

(Scandiprex,フリッチュ ジャパン)を用いて包埋 し

た.試料は,流水下で耐水研磨紙 #180,#280,#400お

よび#600を用いて研磨し,エタノールおよび蒸留水中

で超音波洗浄した.電子プローブマイクロアナライザ

(EPMA)で分析する試料に関しては,0.3/Jmのア)i,ミ

ナで最終仕上げを行い蒸留水中で超音波洗浄した.

試験溶液として,薬用リステリン (ファイザー),イ

ソジン液 (明治製菓),ネオステリングリーン (日本歯

科薬品)およびコンクールF (ウエルテック)の4種類

の市販の合吸剤溶液および擬似酎蝕予防溶液として

0.1%フッ化ナ トリウム (Nap,和光純薬)を含む0.9%

塩化ナ トリウム (NaCl,和光純薬)水溶液を乳酸でpH

5.0に調製して用いた.Table2にそれぞjtの有効成分お

よび略号,希釈率を示す.そjlぞれの含噺剤濃度は,

メーカー指示の中でも最も高い濃度になるように調整し

た.

2. 電気化学的測定

電気化学的腐食挙動の測定は,ポテンショスタット

(PotentiostatModel273A,EG&G)に参照電極,対極

および作用電極を取り付け,CorrosionSoftwareM352C

(PARC)により行った.参照電極には飽和カロメル電

檀 (SCE),対極は白金極とし,作用電極に試料をとり

つけた.測定に際し,溶液温度は37℃ に保持し,あら

かじめ溶液を窒素ガスにて30分間以上脱気 した.その

後,自然電極電位 (Eopen),分極抵抗 (Rp),動電位分極

曲線を求めた.Eope〟はそれぞれの溶液に試料を浸潰した

30分後の電位 とし,Rpは浸潰 30分後のEope,,から±20

mVの範囲で0.1mV/Sの速度で電位を走査 し,電位と

電流密度の測定値から直線分極法により求めた.動電位

分極曲線は,参照電極に対 して-1.2Vから0.33mV/S

の走査速度で分極 した.尚,アノー ド分極測定の範囲

は,これまでの文献により過不動態電位と推定される電

位までとし,PGAでは十0.8V,S12では+0.4V,CoCr

では+0.8V,およびTIでは十1.OVまでとした18).刺

定値は各条件について3個とし,分散分析 (ANOVA)

およびFisherの最小有意差法により危険率5%で検定し

た.

3. 溶出試験および表面観察

各試料を37℃に保持したISG溶液中に3日間浸潰し,

溶出試験を行った.溶液中に溶出した元素濃度は,高周

波誘導結合プラズマ発光分光分析装置 (ICP;Vista-

MPX,SII)にて測定した.分析元素は,Au,Ag,Co,

Cr,Cu,Pt,Pd,ZnおよびTiとした.溶出量は溶液

と接触 している金属の単位面積当たりとして算出した

(〃g/cm2). また,溶出試験後の試料はAu-Pd蒸着し,

Table1 Code,manufacturer,andcompositionofthedenta一alloys

Alloys Code Manufacturer Composition(mass%)

Type4goldalloy PGA Ishifuku

Silver-palladium-copper-goldalloy S12 Ishifuku

Cobalt-chromiumauoy CoCr Bego

Commerciallypuretitanium TI Kobelco

67.25Au-10.90Ag-4.25Pt-3.50Pd-12.00Cu-Other(Bat)

12.OAu-51.OAg-20.OPd-14.5Cu-Other(Bal)

63.OC0-29.5Crl5,OM0-1.OSi-0.5Mn-0.5Fe10.3N-0.2C

Ti>99.5

Table2 Codeandconstituentpartsofgarglesolutionsandsalinesolutioncontainingnuoride

Garglesolutions Code Constituteparts Dilution

Listerine① LIS 1.8-cineole,Tymol,Methylsalicylate

ISODINE⑰Solution ISG PovidoneJodine

Neostelin①Green NSG Benzethoniumchloride

ConCooIF CCF Chlorhexidinegluconate,Monoammoniumglycyrrizinate

SodiumFluoride NAF Sodiumfluoride(0.1%)

1

10

25

16

1
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走査型電子顕微鏡 (SEM ;JSM-6340F,JEOL)にて加

速電圧 15kVで観察した.また,EPMA測定は,試料表

面にカーボン蒸着を行い,EPMA分析装置 (JXA-8200,

JEOL)にて加速電圧 20kV,照射電流 15nAによ り

行った.同一条件での試料数は3個とした.

結 果

Fig.1に各種含Ⅰ欺剤溶液またはフッ化ナ トリウムを含

む生理食塩水に試料を浸潰 した際の Eopel.値を示す.ISG

溶液中ではいずれの合金試料においても,貴な値を示 し

た.PGAでは,ISG溶液中を除いた他の溶液中でのEopen

値に有意な差は認められなかった.S12およびCoCrの

各種含欣剤溶液中での Eope"値は,ISG溶液中を除いてそ

れぞれ-0.02-+0.05Vおよび-0.24--0.10Vであっ

た.他方,チタンに関しては,NAF溶液中でその他の

溶液中の Eol,P,,億と比較 して有意に卑な値を示 した.

Fig.2に各種含轍剤溶液またはフッ化ナ トリウムを含

む生理食塩水中での試料を浸潰 した際のRp値を示す.

LIS,NSGおよびCCF溶液中では,いずれの合金のRp値

も200kE2･cm2以上であった.ISG溶液 中にお ける

PGAおよびS12のRp値は約 1kE2･cm2であ り,CoCr

およびTIのRp値 (それぞれ 280kE2･cm2と175kO ･

cm2) と比較 して極端 に小 さい値であった.一方で,

NAF溶液中におけるCoCrおよびTIのRp値は,それぞ

れ27kE2･cm2と19kE2･cm2であり,PGAおよびS12

のRI,値 (675kE2･cm2および374kE2･cm2)より小さ

い値であった.

Fig.3に各種含欺剤溶液またはフッ化ナ トリウムを含

む生理食塩水中での各試料の動電位分極曲線を示す.

Fig.3(a)のPGAの動電位分極曲線 を見ると,LIS,

NSG,CCFおよびNAF溶液中での腐食電位は-0.15V

付近にあり,それ以上の電位でのアノー ド分極を行うと
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etweengarglesolutionsbasedonANOVAandFisher'sPLS

Dtestatp<0.05. 33徐々に電

流密度が上昇した.ISG溶液中では,低電位において

も高い電流密度を保持 したまま,十0.4Vを越えて腐食電位を示 し

た.Fig.3(b)のS12の動電位分極曲線では,PGA と

同様にLIS,NSG,CCFおよびNAF溶液中での

腐食電位は-0.15-OVの範囲にあ り,それ以上

のアノー ド分極を行うと急激に電流密度が上昇 し,+0.3V

で不動態破壊電位を示 した.ISG溶液中では,低電位で

も高い電流密度を保持 したまま,+0.3Vを越えて腐食電位を示

した.Fig.3(C)の CoCrの動電位分極曲線に

おける腐食電位を見ると,NSGおよびCCF溶液中では一0.85V

,LISおよびNAF溶液中では-0.65V,ISG溶液

中では-0.10V付近であり,それ以上の電位でのア

ノー ド分極を行うと,電流密度がほぼ一定の不動態保持領域を経て十

0.40-+0.60Vの電位で不動態破壊電位を示 し

た.TIの動電位分極曲線の腐食電位を見ると,NAF溶液で-0

.6V,LIS,NSGお よびCCF溶液中で-0.40--0.30V,

ISGで+0.10Vであった.ISG溶液を除く

溶液中では,腐食電位以上のアノー ド分極では明確な不動態

保持領域を示 した.ISG溶液中では,腐食電位以上で電流密度が徐々に

上昇 し,明確な不動態保持領域は示さなかった.口腔内で

の電位は一般に-0.3V～+0.3Vであると報告 され

ているので 19),不動態保持電流密度として各動電位分極曲線

の+0.3Vでの電流密度 (Io_3) を算出し,Fig.4に示す

.また,ISG溶液中でのPGAまたはS12では,腐

食電位を超えた電流密度を得るために+0.5Vまたは+0.4Vと

した.LIS,NSGおよびCCF溶液中でのIo3倍は,

いずれの合金試料においても5pA/Cm2以下であり,

高い耐食性を示 していた.一方で,ISG溶液中でのPGAおよ

びS12,NAF溶液中での TIの703倍は,8FLA/Cm2以上であり,
耐食性が低下していることが示
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Table3TheconcentrationofdissolvedmetalsfromdentalalloysimmersedinISGsolutionfor3days

(unit:〟g/cm2)

Au Co 山川川0T∩ZTi川川い
PdP0MuCrC
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Fig.6 ElementalmappinglmageS(Cu.Ag,Ⅰ,AuandPd)andSEMimageofS12immersedinISGsolu-

tionfor3daysat37℃.significantamountItsOfsilverandiodineareobservedoncorrosionprod-

uctsbySEM (arrowA).Copperandpalladiumareassignedontheareaswherethereislittle

iodine(arrowB).

浸潰したCoCrおよびTIでは,ISG溶液に浸潰前と比較

して顕著な差は認められなかった (Fig.5(e)および

(f)).Fig.6にISG溶液に3日間浸潰後のS12のEPMA

面分析結果およびSEM像を示す.SEM像により確認さ

れた腐食生成物 (矢印A)の部分は,AgとⅠが多く存在

することが確認された.一方,SEM像では確認するこ

とができないが矢印Bの部分では,AgおよびⅠが少な

く,CuとPdが多 く検出された.Auは比較的全面に検

出され,Au偏析は認められなかった.

考 察

今回用いた歯科用合金は,標準電極電位の高い貴金属

系合金であるタイプ4金合金および金銀パラジウム合金

と,標準電極電位は低いが表面酸化により不動態皮膜を

形成するコバルトクロム合金および純チタンとに大別す

ることができる.他方合欧剤としては,ヨー ド系製剤を

含有しているイソジン液,界面活性製剤を含有している

ネオステリングリーン,殺菌剤を含有しているリステリ

ンやコンクールFおよび離蝕予防剤としてフッ化ナ ト

リウム含有生理食塩水の薬効成分の異なる5種類の溶液

を試験溶液とした.したがって,貴金属合金とクロム合

有合金,純チタンの各合金について含躯剤溶液の影響に

ついて検討した.

1. タイプ4金合金および金銀パラジウム合金

タイプ4金合金および金銀パラジウム合金はそれらを

構成している主元素が貴金属であることから,生理食塩

水中においては貴な電位を示し,高い耐食性を示すこと

が知られている1).今回用いた4種類の含吸剤溶液およ

びフッ化ナ トリウムを含む生理食塩水での金合金および

金銀パラジウム合金の電気化学的特性を見ると,薬用リ

ステリン,コンクールF,ネオステリングリーンおよび

フッ化ナ トリウムを含む生理食塩水中では耐食性が優れ

ていることが明らかになった.一方で,ポビドンヨー ド

を含むイソジン液中においては,分極抵抗値が他の含轍

剤溶液と比較して著しく減少し,また+0.5V (PGA)

または+0.4V (S12)における電流密度は著しく増加し

ていた.さらに,いずれの合金からもすべての合金構成

元素の溶出が認められ,かつ,浸漬試験後の試料表面は

全面腐食している様子が観察された.

これまでの研究によると,ポビドンヨー ド溶液中にお

いて金合金および銀合金は,溶液中のヨウ素が合金構成

元素である金および銀と反応して,溶解 (AuI2~)およ

びヨウ化銀を生成 して変色することが報告されてい

る6-13,18).さらにこれらの報告では,合金構成元素の

パラジウムと白金がヨウ化物の皮膜を形成することで腐

食が抑制される可能性が示唆されている9,20).本研究で
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得られた電気化学的測定の結果においても,金合金およ

び金銀パラジウム合金がポビドンヨー ド溶液中で腐食さ

れることでは一致している.しかし,溶出元素および表

面観察から判断して,タイプ4金合金および金銀パラジ

ウム合金はともに全面腐食していると考えられる.その

様相は,タイプ4金合金では溶解のみが起こった状態で

あったが,金銀パラジウム合金では溶解とともに腐食生

成物の生成が認められた.その腐食生成物は,EPMA面

分析結果によると,銀とヨウ素の化合物であることが確

認された.また,ヨウ素の存在が希薄なところには,パ

ラジウムと銅のリッチなPdCu相が存在することから,

パラジウムおよび鋼はヨウ素と反応しがたいことが明ら

かになった.これらの結果は,合金試料からの総溶出量

からも伺うことができる.つまり,パラジウムと銅の含

有量はタイプ4金合金より金銀パラジウムのほうが多い

ことによりPdCu相を形成し,タイプ4金合金よりも金

銀パラジウムのほうがわずかではあるがイソジン溶液中

での溶出を抑制していると考えられる.

2. コバル トクロム合金

コバル トクロム合金の自然電極電位は,イソジン溶液

中ではその他の含吸剤溶液中の電位 と比較 して貴であ

り,分極抵抗値も薬用リステリン,ネオステリングリー

ンおよびコンクールF中でのそれより小さい値であっ

た.また,NaFを含む生理食塩水中の分極抵抗値は,今

回用いた溶液の中で最も小さい値であった.これらの結

果より,コバル トクロム合金はイソジンおよびNaFを

含む生理食塩水中で耐食性が低下する可能性は否定する

ことはできない.しかしながら,動電位分極曲線から得

られた十0.3Vでの電流密度はいずれの含欺剤溶液中で

あっても5〟A/Cm2以下であることから,コバル トクロ

ム合金は含吸剤溶液に対しても他の合金と比較して高い

耐食性を示すと考えられる.このような高い耐食性を示

す理由として,コバル トクロム合金表面の不動態皮膜

(表面酸化物層)が関与 していると考えられる.これま

でに疑似体液中に静置したCo-Cr-Mo合金は,コバル ト

が溶解 してその表面にクロムとモリブデンの表面酸化物

層が形成されることが報告されている4,5).っまり,コ

バル トクロム合金表面に生成するクロムとモリブデンの

酸化物層が耐食性を向上させていると考えられる.

一方では,クロムを合有しているステンレス鋼がクロ

ルヘキシジン溶液 (本研究ではコンクールF)中で腐食

生成物 を生成 し,腐食が認め られると報告 されてい

る21).これらは,溶液中の塩化物イオン濃度およびpH

が腐食に関連することも示唆されており,今後 pHとの

関連も検討する必要があると考えられる.

3. 純 チ タ ン

チタンは一般に水と反応して,アモルファスもしくは

低結晶性の酸化チタン層を形成する2･3).この酸化物層

が生体適合性やその他の化学反応に重要な役割を担って

いることが知られている.イソジン溶液中における動電
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位分極曲線が他の含欣剤溶液中とはことなる挙動を示し

ているが,コバル トクロム合金の場合と同様にヨウ素イ

オン (Ⅰ~)の還元反応が関与 していると考えられる.

したがって,本研究で用いた4種類の市販の含轍剤溶液

中では,純チタンは高い耐食性を保持していることが示

されるものと考えられる.一方,フッ化ナ トリウムを含

む生理食塩水中では,自然電極電位は最も卑な電位,分

極抵抗値は最も小さく,また,動電位分極曲線から得ら

れた十0.3Vの電流密度は9〟A/Cm2となり,純チタン

はフッ化ナ トリウムを含む生理食塩水中で耐食性が低下

することが明らかである.

これらの結果は,チタンがフッ化物を含む水溶液中で

特異的に変色お よび腐食 される報告 と一致 してい

る22-28).その腐食反応は,フッ化物を含む水溶液中で

プロトンとフッ化物イオンが反応して,フッ化水素が生

成し,これがチタン表面の酸化物層を破壊するために起

こるとされている.また,フッ化物の濃度やpH,溶存

酸素濃度などの周囲の環境によって,この反応の速度は

影響されることが報告されている24-28).本研究の結果

は,これらの報告とも一致しており,0.1%のNaF (450

ppm)であっても,チタンの腐食は進行すると考えられ

る.

結 論

予防歯科や郎蝕予防への関心が高まり,多種多様な含

軟剤やフッ化物を含有する洗口液が販売されている.本

研究では,これら含欺剤溶液中での歯科用合金の耐食性

-の影響を明らかにするために,電気化学的手法によっ

て検討し,以下のことが明らかになった.

1. 市販の含欺剤溶液の中で,薬用リステリン,ネオ

ステリングリーンおよびコンクールF中では,いずれ

の歯科用合金の耐食性も優れていた.

2. ポビドンヨー ドを含有するイソジン中では,コバ

ル トクロム合金およびチタンの耐食性が優れていた.一

方で,同溶液中では,タイプ4金合金および金銀パラジ

ウム合金の耐食性は劣っていた.

3. フッ化物を含む生理食塩水中では,純チタンは明

らかに耐食性の低下を示し,タイプ4金合金および金銀

パラジウム合金は優れた耐食性を保持し,コバル トクロ

ム合金は若干耐食性が低下していた.

以上のことから,薬用リステリン,ネオステリング

リーンおよびコンクールFはいずれの歯科用合金で

あってもその耐食性に影響しないと考えられた.また,

含倣剤の中でヨウ素 (ポビドンヨー ド)を含むイソジン

液中ではタイプ4金合金と金銀パラジウム合金が,ま

た,フッ化物を含む離蝕予防剤溶液中では純チタンの耐

食性が低下することが明らかになった.
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