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歯学の進歩･現状-

チタンエイジ　　　　　　　　　の歯科材料

小　田　　　豊

東京歯科大学歯科理工学講座

1.チタンとは

チタンの言葉のイメージは巨大な大きさ(強

さ,力,影響力,など)を持った人(物)が一般

的であるが,そのイメージは,ギリシア神話の

天)と　　　地)の息子で　　　と戦っ

た　　　巨人)から来ている1)｡その名の通り,

比強度(引張強さ/比重)では表1に示す様

に　　チタンおよびチタン合金は現在用いられ

ている金属材料の中で最も強い部幾に入る｡しか

し,シェークスピアの"真夏の夜の夢''に出てく

る妖精テイク一二アのように,幾っものミステリ

アスな趣力を持ち,インプラントに用いれば

に優れ,酸化チタン(アナクー

ゼチタン)は光を当てると抗菌性や親水性を示す

ことが判明している｡

チタンは化学プラント,航空機,人工衛星,原

子力発電など現代の主要産業のあらゆる分野に利

用されているだけでなく,福岡ドーム球場の屋根

や東京湾アクアラインの橋脚など,優れた耐食性

を生かして建築分野に使用されたり,メガネフ

レームや時計,ゴルフクラブ,カメラ,テニスや

ハトミントンのラケット,自転車など日常生活

の中でも大いに利用され,その用途が急速に拡

がりつつある｡後世の考古学者が,石器曙代,

青銅器時代,鉄器時代に続いて,チタンエイジ

と区分するやもしれない時代と

いえる｡

チタンはチタン酸化物の鉱石であるイルメナイ

トとルチルの精錬によってスポンジ状の金属チタ

ンとされる｡このイルメナイトとルチルの主な産

出圏は,オーストラリア,カナダ,南アフリカ,

ノルウェー,等であり,我が回のチタン原料の輸

入元は,オーストラリアを中心に行われている｡

チタンは実用金属として地球上にあるアルミニウ

ム,秩,マグネシウムに次いで第4番目に豊富に

存在するが,実際に利用できる有効埋蔵量として

は鉄に次いで2番目に多いと推定されている｡

金属スポンジチタンの蕉産能力は　　年の時点

でロシア　　　　　　日本　　　　　　アメリカ

であり,固際的には日本の庄産能力が

高い水準にある4)0

チタンが発見されたのは　　年代で200年も前

になるが,金属として工業界で精錬されるように

なったのは　　年になってからのことであり,秩

年)やアルミニウム　　年)に比べて

50年の歴史しか持たない新しい金属である｡歯科

材料分野におけるチタンの研究は　　年代に開始

されたものの　　　当時の加工技術では有望な材

料としての評価が待られた程度で,実際に歯科臨

床に応用されるまでには至らなかった｡歯科理工

学関連文献にチタンの研究が窒場し始めるのは

年代になってからのことであり,チタンの歯

科鋳造に関する　　　　　　　井田9)らの研究が

開始されたころである｡　　年代はチタンの鋳造

に関する研究が国内で中心的に行われ　　　年代

に至って歯科チタンとしての応用の研究が多角的

に行われるようになってきた(図1)｡
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10 小田:チタンエイジ　　　　　　　　　の歯科材料

表1各種金属材料の比強度(引張強さ/比重)

金属または合金材料　　　　　　　　引張強さ　　　　　　　　比重　　比強度(×

金属　　チタン　　　　　種)

鉄(炭素鋼

アルミニウム

銅

合金　　で主　　　　合金

アルミニウム合金

ステンレス鋼

2.チタン鋳造の現状

チタンは比重が　　と軽く,耐食性,生体親和

性に優れる金属材料である｡従って,より軽量な

金属床,金属アレルギーを持つ患者の治療,イン

プラントの上部構造としての期待が大きく,チタ

ン床やチタンクラウンがトラブルなしで作製でき

る鋳造システム-の要求が高まっている｡

チタンは融点が　｡Cと高いだけでなく,極め

て活性な金属であるところから従来の金合金を対

象とした鋳造用臭では鋳造禾可能であり,高融点

合金用鋳造機や埋没材であっても鋳造困難であっ

た｡　　年代に入り真空装置とアルゴンアーク溶

解方式を組み合わせたチタン専用の鋳造機が開

発され　　それ以後,貢空度を改良した鋳造

機　　アルゴンアーク溶解と遠心鋳造を組み合わ

せた鋳造機,加圧吸引式鋳造機などチタン鋳造機

の改良と開発が行われ,現在9種類以上の鋳造機

が市販されている｡チタンの鋳造システムに関し
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図1　日本歯科理工学会文献データベースより集

計したEg内外の歯科チタンの研究動向
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ては日本で開発されたものが8種板以上も市販さ

れ,国際的にも日本の歯科チタン鋳造技術が先端

にあると言える｡鋳型材となる埋没材について

も,シリカ,マグネシア,ジルコニア,アルミナ

の各耐火材をそれぞれ主成分としたものや混合し

たものが開発市販されている｡しかし,鋳造シス

テムによって_異なる鋳込み方式の違いや鋳型温度

の違いは,鋳造性に大きく影響し,埋没材の違い

はチタンとの反応や鋳造体の性質に大きく影響し

てくる　　時点における歯科チタン鋳造の水準評

価を目的として,表2に示す5種の加圧吸引方

式, 3種の遠心鋳造方式および1種の,加圧吸引

方式と遠心鋳造方式を組み合わせた方式の計9シ

ステムについて,同-形態の鋳造体を作製し,鋳

造性および鋳造体の物性を比較検討した　｡

鋳込み率(図2 )の測定結果では最小で　　　最

大で　　の鋳込み率のシステムが各々1システ

ムずつあり,他は　　　　の範囲にあった｡鋳巣

の発生率(図3 )では全てのシステムで鋳巣が認め

られ　　　　　　の範囲にあった｡比較対照とし

て行った　　　　合金では鋳込み率　　　鋳巣

の発生率　　であり,特定のシステムを除いて

は,どの鋳造システムを用いてもチタンは従来の

歯科用合金の鋳造性より劣り,湯回り不良や鋳巣

が発生しやすいということが言える｡従って,臨

床的形態のチタン鋳造体の作製は-部のシステム

を除いて充分可能と思われるが,複雑な形態の局

部義歯床やクラスプには欠陥や鋳巣が生じ易く,

技工サイドで細心の達意が必要である｡

従来の歯科鋳造では,鋳造方法によって鋳造体

の機械的性質が若干異なることはあったが,チタ

-----I 10 I
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表2 ･A　市販のチタン鋳造機

ll

鋳造機名　　　　　　会社名　　　　　構造　　雰囲気　溶融方式　　ルツボ　　　　　　鋳込み方式

サイクラーク

オートキャスト
HC-Ⅲ

アルバトロン
P C305T

キャストマチック

マイキャスト

タイキャスト
スーパーR

チタニウマー
OAC-2000VF

タイキャスト

ヴァルカンT

モリタ

ヽ ヽヽ

ン′ーン′ー

朝日レントゲン

ヨシダ

友和産業

セレッタ

オハラ

Jeneric & Pentron

松風

2室　　アルゴン　　アーク

1室　　アルゴン　アーク

1室　　アルゴン　高周波

2室　　アルゴン　ア-ク

2室　　アルゴン　アーク

銅　　　吸引加圧

銅　　　吸引加圧7 kgノcm

鋳嵩　　　吸引加圧

銅　　　吸引加圧

鏑　　　吸引加圧

水平遠心　アルゴン　アーク　　　　銅　　　遠心力

垂直遠心　アルゴン　アーク　マグネシウム　遠心力(バネ)

垂　遠心　ヘリウム　アーク　　　　鋼　　　遠心力(バネ)

垂直遠心　アルゴン　アーク　　　戻素　　　遠心　　　　　　吸引加圧

表2 ･B　チタン鋳造用埋没材

埋没材　　会社名‡宇ネて'+Lシリカ雲'7Lコヲ=夢棟和液　-　悪度撃架問盈慧度翠

チタベストMZ　　モリタ　　　　○　　　○

T一インベスト　　　ジーシー　　○　　　○

アサヒベストD 朝日レント
ゲン

チタンモールド　　ヨシダ

スーパーベストD　友和産業

セレベストCB　　セレック

チタニウムベスト
E X

オハラ

‾　崇宗シダ

CDチタンインベ
ストメント

0　0　0　00　0　0　0

松風　　　　○　　○

○
　
　
　
　
　
　
○

○

専用液　スピネル

水　　　　　　　　　　　　　　　　室温

○　　　水　　シリカ

水
　
水
　
水
　
水

8
｡
｡
親
1

5　　　　　　　　5

4　　　9　　　3

0　　　0　　　0

0　　　0　　　5

2
　
　
2
　
　
8

1　　　1
刷師z r

温室530011

115

二
円

0
0

カリシ液用専○

専用液

ンの鋳造体では,引張強さが　　　　　　　図

4),表面の硬さ　　が　　　　図5)の範囲に

あり,鋳造システムによって最小と義大で2倍に

亘る顕著な差異を示している｡この原因として鋳

型材として用いられる耐火材の成分に大きく左右

されることが明らかとされている13)｡チタン鋳造

の場合,鋳造前と鋳造後のチタンの機械的性薯が

大きく変わるのみでなく,鋳造システムによって

も翼なるため,機械的性質のコントロールが難し

い材料と言える｡

次にチタンをクラウン･ブリッジに通用した場

合の鋳造精度について考えてみる｡クラウン･ブ

リッジ材料としてのチタンの利点は,ニッケルな

どの金属アレルギー症状に悩んでいる患者に,ア

レルギーの無い材料として使える点にあると言え

る｡クラウン･ブリッジ鋳造体には高い適合精度

が要求されるところから,従来の歯科鋳造では,

石英やクリストバライトの変態を利用して埋没材

-- ll --



12 小田:チタンエイジ　　　　　　　　　の歯科材料

を膨張させ,その膨張によって金属の鋳造収縮を

補正し,適合の良いクラウンやブリッジを作製し

てきた｡しかし,チタン鋳造用の埋没材の主成分
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図2　メッシュパターンによるチタンの鋳込み率

(Niは　　　　合金を同様なパターンを用い
て高周波遠心鋳造機で鋳造した場合)

1　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　Ni

鋳造システム

図3　直径　　　の円板を鋳造した場合の鋳巣の
発生率(Niは　　　合金を同様なバク-ンを

用いて高周波遠心鋳造機で鋳造した場合)
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図4　チタン鋳造体の引張強さ

とされるアルミナ,マグネシア,ジルコニアには

変態による膨張が無いため,石英やクリストバラ

イトのような鋳造収縮の補正方法が利用できな

い｡従って,金属ジルコニウムを埋没材に添加し

て,埋没材の加熱時に酸化することを利用して鋳

型を膨張させる方法や　　アルミナとマグネシア

を混合した埋没材では　　以上でスピネルを庄

成し膨張を生じることから,この膨張を利用して

鋳型を月封長させる方法15)などが採られているo　こ

の様な方法で鋳型を膨張させているためその取り

扱いは重要で,メーカーの指示した方法に厳密に

従わないと適合の悪い鋳造体しか得られない結果

となる｡例えば,金属ジルコニウムの酸化を利用

した埋没材では鋳型の加熱開始時間が遅れると,

充分な膨張が得られず,収縮の大きい鋳造体にな

り適合不良となる　図6)｡歯科精密鋳造は100

1　　2　　3　　4　　5　　6　　　7　　8　　9

鋳造システム

図5　チタン鋳造体表層(表面から50〃mの部位)

の硬さ

図6　チタン鋳造用埋没材　　　　　　　　　　の
加熱開始時間の違いによる熱膨張室の差
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年の歴史の中で金合金を中心に確立された方法で

あるが,チタン鋳造については未だ改良の余地が

あると言えよう｡

3.新たなチタン補額物の加工方法

鋳造欠陥の心配のない金属床として,チタン合

金である　　　　　　　　合金の超塑性を利用し

た圧印床が開発されている　｡結　粒径を調整

した　　　　　-4V合金を　　　の高温で引っ

張ると元の長さの10倍以上にも伸びる性質を超塑

性と呼んでいるが,この特性を利用して圧印成形

する方法である｡圧印成形のために複雑な部分床

義歯は因襲であるが,チタン合金としての優れた

機械的性質を生かした方法と言える｡

チタンは切削加工が困難な材料であるため,放

電加工19)も考案されている｡放電加工とは電極間

に放電を発生させ,そのエネルギーによって加工

する方法である｡クラウン形態を例に挙げれば,

クラウン外側と内側の形状を持っ電極をあらかじ

め作製しておき,チタンブロックを電極間に置

き,放電電流の熱自勺作用でチタンを局所的に溶解

しながら成形することになる｡電極の消耗や加工

時間など,実用化には課題も多いが,精度の高い

加工が可能である｡

著者の研究室では鋳造過程を伴わない粉末冶金

法による焼結チタン修復物や補綴物の作製方法の

研究を行っている　　　　図　　　　チタンの

粉末冶金は　　年代に歩留まりの向上と経済性の

観点から工業的に発展してきた24)｡工業的な粉末

冶金法では粉末粒径が100 〟 m以上の粗粉末を用

いるが,歯科修復物のように高度な適合性を確保

するためには　　　以下の徴粉末で形状の均質

な粉末が適当と考えられる｡最近,チタンの微細

な球形粉の製造が可能となり,実用化に近づきっ

つある｡粉末冶金法による利点は,チタンの融点

より低い約　　　で焼結できること,成形体を薦

接焼結するので鋳造失敗や欠陥のようなトラブル

が無いことおよび行程が省力化できることなどが

考えられる｡

しかし,多孔質インプラント材としての応用は

図7　焼結チタン合金によるフルクラウン修復

図8　焼結チタン合金による金属床義歯

別として,粉末チタンを歯科補綴物として応用す

るには粉末の粒度分布,成形方法,さらには,成

形されたものの粒子問の空隙をどのように焼結さ

せて,綴密な構造で良好な適合の補綴物を得る

か,あるいはそのときの焼結収縮をどのようにす

るかなど,数多くの問題があった｡

粉体の成形方法として,一般工業界ではプレ

ス法が広く用いられている｡しかし,プレス法で

は加圧方向が特定されるため,歯科補綴物のよう

な複雑な形状を製作することが困難である｡そこ

でプレス法と異なる加圧成形法として

等方加圧成形,ラバープレス)法がある｡

この方法では粉末をゴム型のなかに充壊し,その

まま液中に沈め,液体に圧力を加えて加圧成形す

る｡全表面的に同等なパスカル的な力が作用する

ことを利用した方法である(図9)｡クラウンやイ

ンレーの形態を加圧成形するには,この方法が通

13



14 小田:チタンエイジ　　　　　　　　　の歯科材料

していると考えられた｡

チタン圧粉体を加熱すると　　　付近から焼結

収縮が開始され,粉末粒度が微純なほど焼結収縮

が大きくなる(図10)｡焼結収縮率は粗粒で5 %,

超放粉で15%にも及び,チタン粉のみでは焼結収

縮率が極めて大きく,補綴物の適合性の観点から

何らかの方法で収縮率を小さくする必要があっ

た｡そこで,焼結収縮を抑制する方法としてアル

ミ粉の添加を考案した｡アルミ粉を添加すると,

アルミ粉の融点付近で異常な月別長を示し,焼結体

の収縮率は顕著に抑制される(図　　　しかし,焼

寸
法
変
化
率
(
%
)

図　　　　　　　　　　　ラバープレス)によって
加圧成形される焼結前の焼結チタンクランの

模式図

図10　粒度の異なるチタン粉の焼結時の収縮曲線

結体の強度はアルミ粉の添加量とともに低下する

ため(図　　　　　　混合粉に銅を添加すること

によって強度の向上を図っている｡

これまでに試作された焼結チタン合金の諸性質

を表3に示す｡インレ一,クラウン,メタルフ

レームなどの作製には　　　　　　　　を用いて

等方性の加圧による圧粉体を作製した後に,真空

焼結炉で焼結させる方法を採ってきたが,義歯床

の作製にはシート状の混合粉を加圧成形する方法

の検討など,操作性の改善を図っている｡

機械加工によって金属やセラミックス等の素材

から精密で欠陥のない修復物を得る方法は,コ

ンピュータと三次元形状計測技術の進歩や精密

切削,研削加工技術の向上によって

図11アルミニウム粉の添加室によるチタン粉
( -　　　　　焼結時の異常膨張室

14　-

2.5　　　5.0　　　7.5　　10.0　　12.5　　15.0

Aeの配合率

図12　アルミニウム粉の添加室と焼結チタン合金

の圧縮降伏値
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表3　試作焼結チタン合金の性質

15

用途　　インレー･クラウン用　　　　　　メタルセラミックス用　　　　　金属床用

組成
(mass%)

Ti:　250mesh

粒子径

Cu:～

見掛け密度

(g/cm3)

焼結収縮率
(%)

降伏値　　　300
(MPa)

その他

80. 5Ti-7. 5A1-12. OCu

Ti:

Al: 16118pm

Cu: -

3.01

0.87

421

85.OTi-15.OAl 10.OCu

Ti:

A　　　､　: - 20011し､SllL60LItl 1

.Al:　　　011. 01:　　　11

3.70

上20

5:Tm

熱膨張係数　　　×　　　　　　　曲げ強さ

CAMによる修復物の製作を現実のものとしつつ

あり,チタン修復物を削り出しで作製するシステ

ムも紹介されている25'｡寛在の　　　　　　　法

は,支台や高洞あるいはパターンからの三次元形

状計測にはじまり工作機への出力に至るまでの過

程がほぼ確立されているものの,チタンの様に難

切削材の場合は,補緩物の加工精度,製作コスト

など改善すべき課題も残されており,快削チタン

合金などの開発も必要と考えられる｡

4.インプラント材としてのチタン

チタン鋳造の研究は　　年代に盛んに行われる

ようになったが,それよりも以前の　　年には加

工材としてのチタンを利用した歯科インプラント

が紹介されており(表4),歯科材料としてのチタ

ンはインプラントの分野において最も早く臨床応

用されたことになる｡ステンレス,バイオガラ

ス,金合金,サファイヤなど数多くの歯科インプ

ラント材料が検討されて来たが,最近ではチタン

を用いた歯科インプラントが最も普及している｡

チタンがインプラント材料として定着してきた理

由には,優れた耐食性　　細胞との親和性

Caの吸着　　吸着タンパク質のコンフォメ～

ション変化が少ない　　アパタイト核形成の誘

起　　など骨との結合に有利な特徴が数多く報害

されてきたことが挙げられる｡また,田中ら31)は

チタンと骨の仮想的結合様式について,チタン一

骨芽細胞界面では,無定形構造物層のオステオカ

ルシン　　とオステオポンチン　　が　　　表

面に結合しているCaと結合し,もう一方では骨

芽細胞のインテグリンと結合して,チタンと骨芽

細胞を結合させていると,述べており,次第にそ

の結合機構も明らかになりつつある｡ここで,骨

とチタンの問にカルシウムの介在が大きな役割を

果たしていることが示されているが,チタン表面

表4　チタン製インプラントの開発と種幾

Spiral vent (Chercheve, 196D

Branemark (1965)

Blade vent (Linkow, 1968)

Screwpin (Judy, 1975)

I T I (Schroedereta1, 1976)

U type (Foscarini, 1976)

Wing blade (Heinrich, 1976)

Ti多孔質

Corevent (Niznick, 1982)

純チタン･プラズマスプレー

純チタン･プラズマスプレー

純チタン･アパタイトコート

チタン合金･アパタイトコート

純チタン･放電加工

純チタン･サンドブラスト

純チタン･酸エッチング

チタン合金,陵極酸化

- 15　-
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にアパタイトコーティングを行ったインプラント

も多数市販されている｡チタンを用いたインプラ

ントは大きく分けて,チタンを単独で用いる場合

とチタン表面に-イドロキシアパタイトに似たリ

ン酸カルシウムを被覆させた場合に分けることが

出来るo　チタン表面にリン酸カルシウムを被覆し

たインプラントは骨との結合がチタン単独より早

いとされるものの,現在のアパタイトコーティン

グ技術ではチタン表面からアパタイトの剥離など

が認められ,長期的にはチタン単独の方が予後が

良いとの報害もある｡従って, Caイオン住人

法32)やイオンビームダイナミックミキシング法33)

などカルシウムやリン酸カルシウムによるチタン

表面の改質についての研究も進められている｡

5.逼弾性矯正ワイヤ-

矯正線については,従来ステンレススチール,

Ni-Cr合金　　　　合金などが用いられて来た

が　　年代に入り新しい特性を持ったTirNi合

金線　　　　　が導入され,更に　　年代の末

にβチタニウム線35)が紹介されて,この分野では

チタン合金線が汎用されるようになった

Ni合金は超弾性と形状言己憶特性を有する合金36)

としても脚光を浴びた金属であるが,最初に紹介

された矯正用TirNi合金線は

-　　　　の組成の加工硬化型　　　　合金で,

この合金の低い弾性係数と大きな

値(耐力/弾性係数)を利用したものであった｡矯

正線は歯牙を移動させるために,ヨ飢＼持続的な力

を発現できるような良いバネ特性を備えているこ

とが理想であるが,従来のステンレススチール線

や　　　　線では弾性係数が　　　　　　　であ

るのに対し　　　　　は図13に示すように弾性係

数が　　　　　と極めて小さく,かつ弾性限が

相当大きいという特性を示している｡現在この種

の合金の超弾性を利用したワイヤーも市販されて

いる｡従来のコバルト･クロム線やステンレスス

チール線では歯を移動させる力が直ぐに減少し,

ワイヤーを叔繁に取り替える必要があった｡しか

し,超弾性を持っワイヤーの場合,歯が大きく移

よl神目
=

穐

置HXX鑑
'lLl-1

500

2　　　　4　　　　6　　　　8　　　10

伸び(%)

図13　各種矯正線の引張試験による応力-伸び曲線

動した後でも力が残っているため,ワイヤーを取

り替える回数が減り,治療効果を高めることが可

能となった｡　　　　はNiとTiがほぼ同等の組

成比であるのに対し, βチタニウムはTiを主に

した合金である｡矯正線としてTiの利用がしば

しば考案されながらTiを主にした合金が汎用さ

れなかった理由は　　　　　　　らによれば,初

期のTi線は弾性係数　　　　　耐力　　　　で

矯正線としてのバネ特性を　　　　　　　値(耐

力/弾性係数)で表わすと　　×10 2で,ステン

レススチールや　　　　線の約1 ×　　と比較し

てかなり低い値であったことによると言える｡チ

タン合金の　　　　　　　　でも

値は　　×　　でステンレススチール以下であっ

た｡これに対して　　　　　　と　　　　　　が

紹介した　　　　　　　　　　　　　　　合金は

以上で安定であるTiのβ相を室温で

も安定化させたβ安定型チタニウム合金(βチタ

ン)であり,その弾性係数は　　　　　　耐力は

で　　　　　　　値は1.8×10‾2となり

ステンレススチールやCo-Cr合金と比較してよ

り優れたものであると言える｡

- 16　-
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6.チタンのトピックス

チタンは年休禾活性な材料との評価が一般的で

あったが,本多-藤島効栗といわれるアナクーゼ

チタンの光触媒作用は近年4i体活性な材料として

脚光を浴びている｡その光触楳効果は抗菌,抗力

ビ,異臭分解　　　低戒などの作用があると言

われている｡そのメカニズムは,チタン表面にア

ナターゼタイプの酸化チタン層を作ると紫外線照

射のもとでアナターゼ型酸化チタンの正(十)孔が

生じ,正孔が生じた箇所では吸着水分が酸化さ

れ,水酸ラジカル　　　　に変化する｡水酸ラジ

カル　　　　は極めて強い軟化力を有し,これが

周辺の歯車を死滅させ,悪臭などの有機物は炭酸

ガスと水に分解されることになる38)｡また,この

光触媒効果は超親水性を示す点でもユニークであ

る｡特殊加工された酸化チタン膜に紫外線を当て

ると接触角が減少し,全く水を弾かなくなる(超

親水化)｡さらに,その後数十時間は,紫外線を

照射しなくても,接触角はあまり増大せず,接触

角が増加しても,再び紫外線を照射するだけで趨

親水性を回復する｡この様な超親水性を利用した

曇り防止ガラスや鐘が製品となっているo

金属床義歯,クラウン･ブリッジ,矯正ワイ

ヤー,インプラント材,金属焼付陶材,硬質レジ

ン前装冠,既成ポスト,ボーンプレートなどあら

ゆる方面にチタンおよびチタン合金の利用が広ま

りつつある.しかし,チタンは新しい金属材料で

あり,周辺の技術の進歩によって漸く歯科利用が

可能になった材料である.様々な歯科治療に応用

されるようになったものの,元来は金合金の様な

責金属とは異なる卑金属であり,活性な金属で

あって,その優れた耐食性は表面に形成された強

固な不動態被膜に依存している.しかし,この不

動態皮膜もフッ化水素酸のような錯イオンを形成

する酸の存在下では容易に腐食する特徴を持って

いることから,歯科応用に当たってフッ化物との

接触には留意する必要がある.フッ化物を配合し

た歯面塗布剤や洗口剤および歯磨剤は雨蝕予防剤

として汎用されており,インプラントや矯正患者

のカリエスリスク対策としても推奨されている.

17

17

フッ素を含有する雨触予防剤とチタンおよびチタ

ン合金の補綴物や修復物が接触した場合のチタン

の耐食性を明らかにするために,フッ化物配合窮

地予防剤として歯面塗布剤2種,洗口剤1種,歯

磨剤3種を選択し,これらの溶夜中における純チ

タンおよび　　　　　　　　　合金板の耐金性に

ついて,電気化学的測定および溶出量,変色,

S EMによる表面観察によって調べた｡

その結果,歯面塗布剤ではチタンの不動態化が

得られず(図　　洗口剤では不動態化が認められ

るもののチタンの耐食性は　　　　　中より劣

り,歯磨剤ではチタンおよび　　　　　一4V合

金の耐食性は十分であった｡また, Tiの溶出量

は酸性の歯薗塗布剤で顕著な溶出を認め,中性の

歯面塗布剤および洗口剤から若干の溶出が認め

られるものの, 3種の歯磨剤に浸漬した場合は

1 200

800

5:　400

5　0

也
圃

1800

11200

図14　各歯離虫予防剤中でのチタンの動電位分極曲線

瑚
d
)
欄
玉
麓

ネオ　フルオ-ルミラノ-)レクリ二カ　ラカルト　ジェ
N　　　　　　　　ライオン　マイルド　チン

図15　離蝕予防剤中へのチタンの溶出室(*印は

検出限界以下)
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何れもTiの溶出は検出限界以下であった(図

従って,チタンおよびチタン合金に

よる修復物や補綴物がし｣腔内に装着されている場

合は,歯磨剤(同　　　　　　　　では充分な耐

食性を示すと考えられるが,歯面塗布剤の様な

フッ素濃度の高いフッ化物配合歯離虫予防剤

ppmのF含有)あるいは洗口剤(同　　　　との

接触は避けるべきである｡

7.まとめ

チタンは新しい金属材料であるだけでなく,周

辺の技術の進歩によって漸く歯科利用が可能に

なった材料である｡チタンおよびチタン合金はイ

ンプラントから矯正,歯冠修復まで様々な歯科治

療に応用されるようになったものの元来は金合金

の様な責金属とは異なる卑金属であり,融点が高

く,活性な金属であるところから扱いやすい金属

とは言えない｡従って,チタンおよびチタン合金

の性薯を充分に把握し,従来とは異なった角度か

らその特性を生かした歯科利用が肝要と思われる｡
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