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(Chief : Prof. Toshio Sumii)

原　　　　著

緒　　　　　害.

アレルギー疾患のうち金属修復物から溶出した金属元素

がその原図となる症例の報吾が増加しつつあり1)司),寛在

までに

などが原因物鴛として報吾されている

原図物質となる溶出金属が口腔内における金属修復物

の電気化学的浸襲いわゆる腐食により生ずることは周知

の通りである｡口腔内における金属修復物の電気化学的

性薯に関しては　　　　】3)や禾14)が口腔内各部や金

属充壊物の起電力や電流について

ら　　　　　ら17'などが口腔内の種々の場所に

おける酸化還元電位について,野元ら18ト

ら22)が口腔内修復物の電極電位について

ら23)が直線分極法による腐食電流の測定について,

ら　　がガルパニック電流について,それ

ぞれ報吾を行っている｡また金属溶出に関しては,

)が全般的な解説を加えている｡ -方

においては,合金全般について様々な角度から数多くの

研究がなされている　　　さらに臨床的には,原因と

*本論文の要旨は第245回東京歯科大学学会例会(平成4
年3月7日,千葉)において発表した｡

なる溶出金属元素を同定するために,パッチテストとの

相関性や金属の董接貼付試験あるいは口腔内合金の除去

による症状の消失の観察が間接的に行われている｡しか

しながら,口腔内での電気化学的測定結果と金属修復物

から溶出し待る金属元素の種幾や室との関係は未だ明ら

かになっておらず,アレルギ-疾患の機序はもちろん金属

修復物が関与する原因物質を解明するには至っていない.

合金の腐食傾向は電気化学的に腐食電位(自然電極電

位)と腐食電流を測定することによって判断され,腐食

量は腐食電流から　　　　別により求めることができ

るo　これらの特性値は一般的に溶液の濃度勾配が一定で

しかも単独浸演の静的な環境下において測定されるo　し

かし,口腔内において金属修復物が単独で装着されてい

ることは稀であり,また口腔内液の濃度やpHは均一で

はないため,前述の静的な環境下における　　　　試

験での電気化学的な測定値と実際の　　　試験におけ

る動的な電気化学的測定値とは一致しない｡　　　試

験における電気化学的試験のうち口腔内金属修復物に生

ずる電流の測定は前述の　　　　　や禾14)によって行

われているo　また腐食電流の測定は　　　　　ら23)に

ょって行われているが,測定された電流が測定電極と金

属修復物の接触電位差による電流であったり,外部経絡

- il　--
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を流れた電流であったりするため,合金内の短絡電流で

ある腐食電流を求めるのは困難である｡従って一般的に

は基準電極との腐食電位を求める方が容易でありしかも

再現性に優れるO　この腐食電位は金属修復物の置かれて

いる環境によって変化し,同I-合金においても他の修復

物と併置されていればいわゆるガルパニックアクション

(異種金属接触)により電位が変化し,また口腔液の濃度

やpHが異なれば単独浸活における静置浸溝の腐食電位

とは異なってくる｡電位が変化すれば溶出する金属元素

の種類や室が変化する｡しかし,たとえ　　　　におい

て金属修復物の甚かれた環境での腐食電位を知り待たと

しても,その金属修復物の組成と溶出金属の電位特性が

解らなければ対象となる金属修復物からの溶出金属元素

を同定することができない｡

現在,口腔内装着金属の組成の同定は,その極く∴部

を採取すれば口腔内から修復物を撤去しなくても

などにより容易に行えるo　また,置かれた環境

における金属修復物の電位の測定も比較的容易である｡

( =控内における金属修復物からの金属元素の溶出の要図

は多岐に亙り,それらの全てを明らかにすることは国東

であるが　　　　　において各種合金から溶出する金属

元素の電位特性が,定性的にも定量的にも予め明らかに

なっていれば　　　　において金属修復物の組成と電

位を測定することにより口腔内金属修復物から溶出する

可能性のある金属元素を予想し待ると考えられる｡

以上の様な観点から小林は　　　　　溶液中におい

て各種歯科用合金に　　　までの電位を印加して溶出

元素を測定した3°｡しかし,この報吾は試験溶液をでき

るだけ単純化した状態での各種合金の金属元素の溶出に

及ぼす電位特性を明らかにすることを目的にしたもので

あった｡　　　　　溶液は体液とは近似しているが,

金属の腐食の主要因となるアニオン種のC上イオン濃度

が口腔内液のそれの7倍程度あり必ずしも口腔内液を臭

現していることにはならない｡　　　における溶出傾

向を　　　のそれに反映させるためには口腔夜と近似

した人工唾液を用いることが必要と考えられる.従って

本研究は,アレルギー疾患の原因物質となり待る溶出金

属の定量的同　の試みとして　　　　準拠の人士唾液32)

における各種歯科用合金から溶出する金属元素の電位特

性を明らかにすることを目的として検討を行った｡

実験材料および実験方法

上　実験材料

使用した合金を　　　　に示すo　これらの合金のう

ち銀スズ合金は市販合金の　磯的な組成の合金に自製し

たものであり,その他の合金は通常臨床で用いられてい

る市販の合金である｡金合金は　　　‖および′

金合金を,ニッケル･クロム合金はクロム含有量の異な

る軟質　　　　および硬質　　　　の2種を用いたo

括狐内はメーカ-による組成表示のない微量成分を

目立　　　　にて定性分析を行い同定された元

素であるo金合金および金銀パラジウム合金には脱酸剤

と恩われるZnが,また強インジウム合金には結晶粒微

細化作用を肯するPdが含有されていた｡また,ニッケ

ル･クロム合金,コバルト･クロム合金には融点低下,

脱酸作用,鋳造性改善,基質強化作用あるいは結晶粒微

細化作用などを目的として添加されていると思われる多

くの種叛の元素が含有されていた(,

Table 1 Composition of dental alloys used in this study

Classification Code Composition (wt %)　　　　　　　　Manufacturer

Type ll gold alloy

Type lV gold alloy

Agl'd alloy

Ag-In alloy

Ag-Sn alloy

N主

Ni-Cralloy (hard)

CoICr alloy

具･ ‖　　　80:1　　　　　日｢u I m O

Type TV　　67Au112Ag12Cu- 4 Pt-I 3 Pd- 2bal (Zu)

A　　　　　　　　＼　　　　　　　01つ2AL

･･＼　　　　　　上Å　　　　　　1　周　　Cl )

AgSn　　　63. 7Ag-21. 6Snl14. 7Zn

NiCrS　　　84. ONi19. OCr当. Obal (Cu, Mn, Si, Fe, Co)

＼　　　　　　:　　　　　'　　Ml1 5.01Io-

(Cu, Si, Co, Nb, Al)

CoCr　　　　59. 4Co130. 5Cr-1. 2Nil8. 9bal

(Fe, Mo, W,Si,Sb, Ca, Mn)

一　2　-

Ishifuku kinzoku

Ishifuku kinzoku

Ishifuku kinzoku

l　　　　　　　°lul

Shofu

Shofu

Nihon shiken

(  ) : detected by EPMA
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2.試料の調製

各々の合金を用いてメーカー指定の方法により1工3

mm¢ × 3mmの鋳造体を作製し,鋳造後は放冷した｡

鋳造体の片面に導電性塗料にてリード線を接着し,反対

面を露出させた状態でエポキシ樹脂に包埋した｡露出商

を通常臨床的に行われているシリコーンポイント

まで研磨し,エタノール脱脂したものを試料とした｡

3.電気化学試験

電気化学試験はポテンショスタットに電解槽,関数発

生器,対数変換器(何れも北斗電工社製)およびレコー

ダー(Ⅹ-　　　　　　を接続した装置を用いて行った｡

電解槽は参照電極に飽和カロメル電極　　　　を用い,

寒天ブリッジを介したルギン管先端を試料と

の距離に設置したo対極には白金極を用いたo試験溶夜に

は　　　　に示す人工唾液　　　　　　)を使用した｡

1)腐食電位　　　　の測定

脱脂後の試料を溶液に浸漬し10分間腐食電位

自然電極電位)を測定した後　　　　にて3

分間カソード分極を行い試料を活性化した｡その後空気

開放下にて,溶液を撹拝しながら　　　を24時間後ま

で測定した｡なお溶液の撹拝は電磁式撹拝若により長さ

3 cmの撹幹子を用いて　　　の速度で行った｡

2)アノード分極における電流の経時的変化の測定

空気開放下にて溶夜を撹拝しながら,脱脂後の試料を

溶液に浸漬した｡ 10分後にアノード側に分極し,電流の

経時的変化を5時間測定した｡アノード側へは小林の実

験31)に準じ,各々の静置浸活における　　　近辺の電

位から　　　ごとに　　　まで分極した｡即ち,金合

金は　　　から,金強パラジウム合金は　　　から,

撮インジウム合金はOmVから,銀スズ合金は

mvから,ニッケル･クロム合金,コバルト･クロム合

金は　　　　から,それぞれ　　　ごとに　　　ま

で分極した｡

4.溶出金属元素の測定

Table 2　Composition of artificial saliva

NaCI

KCI

CaC12･ 2H20

NaH2PO4･ 2H20　　　　　　　0.8g

Na2S･ 5H20

CO(NH2)2

H20

pH of the fresh solution : 5. 0-5. 5

94, No. 6 (1994) 495

で測定した分極後の溶液中の金属元素濃度を

フレーム型原子吸光分光光度計(セイコー電子工業,

およびフレームレス型原子吸光分光光度計

(日立　　　　　を用いて測定した｡測定元素はAg,

以上フレーム塑

以上フレームレス型)とし,人

工唾液で検量線を作製し,各金属元素濃度を測定したo

その後,溶液　　　中に溶出した総量　　　　　に換

算して比較検討した｡溶出室が多く沈澱物の生ずる試料

あるいは検量線が直線域から外れる試料に関しては,過

宜溶液を希釈して測定に供した.さらに,分極後の試料

表面に被膜が金属光沢が失われる程度に観察された場合

は,一上5Vで5分間カソード処理を行った後,洗浄済

みの和筆を用い新液　　　中で試料表面のブラッシン

グを行った｡測定に際しては,少量の希塩酸あるいは希

硝酸を添加すると同時に,超音波洗浄器を使用して可及

的吸着を防ぐとともに,沈澱物の凝集を防いだ｡

以上の測定における繰り返し数は3回とした｡

5.電流密度と溶出量の関係

3および4の実験結果より,電流密度一時間曲線の面

積から得られた電気室(クーロン)と原子吸光法による溶

出室の総量との関係を合金グループ毎に検討したo

別によれば電荷移動量(電気室)と物質移動

義(溶出茎,酸化室など)は以下の関係式で表せるo

w-票封
W :物賛移動室　　　　　原子量　　　　　　　　電流

密度　　　　　　　　時間　　　　:電極面積

n :電荷移動数　　　　　　　定数

で求めた電流一時間曲線のチャートから,そ

の面積を　　　ブラディコン万能形態分析装置)を使用

して測定し, 5時間中に流出した電気室(クーロン)を算

出した｡その後, 4で求めた溶出金属の総量との相関を

合金グループごとに算出したo

実　験　結　果

1.電気化学試験

1)腐食電位

各々の合金の研磨脱脂試料の浸漬10分後(以後研磨直

後と略記)の　　　とカソード処理による活性化処理1

時間後および24時間後の　　　を　　　　に示すo

金合金は,活性化処理1時間後では

以後mVと略記)であったが,徐々に電位は上昇し

24時間後では　　　と研磨　後と同程度の高電位で飽和

-　3　-
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Tab13　The corrosion potential (Ecorr, mV)

at 10 minutes after immersion of as I

polished specimen, and at 1,24 hours

after cathodic treatment (-1 15V, 3min)

alloy aSlP01iShed

10m in

Cath0diC treatm ent

l h 24 h

T yPeII 124( 44) 65( 31) 154( 34)

T yPeⅣ 103( 28) 51

A gP d 52( 15) 153(124) 24( 77)

A gIn 26( 29) + 88十35一 16｢ 62)

A gSn 218( 53) 360( 45) - 203( 16)

N iCrS ｢ 封一 173( 19) "L152( 18)

N iCrfI 十73〕 172( 64) lllll 24( 68)

C 0C r 158( 95) 1〉30T白53一 引〔

(　):S. D.

に達していた　　　　金合金は,全体的に　　　　金

合金より低電位を示したが24時間後でも電位の上昇は続

いており飽和には達しなかった｡金銀パラジウム合金

は,研磨直後は　　　であったが活性化処理1

時間後では　　　　と銀インジウム合金より低電位を示

した｡ 24時間後では　　　と上昇した｡銀インジウム合

金　　　は活性化処理1時間後では　　　であり徐々

に電位は上昇し24時間後では　　　となりほぼ飽和に達

Or
:

(

m

u

°

＼

　

　

　

　

　

　

巴

1

n

U

10-2
1　　　2　　　　3

Hours
4　　　　5

Fig･ 1 Current denslty Of TypeII and AgPd

at fixed potential

したo銀スズ合金　　　は,活性化処理1時間後では

-　　　と使用した合金中最低の値を示した｡その後

は電位が徐々に上昇し, 24時間後は一　　　に研磨直

後とほぼ同電位になったOニッケル･クロム合金軟質

とニッケル･クロム合金硬質　　　　は,活性

化処理1時間後では　　　　　　　　と同程度であった

が, 24時間後では,前者が一　　　を示したのに対し

て後者はより高電位な　　　　を示したo研磨産後は

付近にあった.コバルト･クロム合金

は,研磨直後に　　　　を示した後,活性化処理

1時間後においては　　　　とかなり低電位となり,そ

の後経時的に上昇し24時間後では　　　　となった｡

2 )アノード分極における電流密度の経時的変化

F　　　　にアノード分極における代表的な電流密

皮(単位　積あたりの電流)の経時的変化を示すO縦軸に

電流密度を対数表示で示し,横軸に時間を示す｡

金合金は両合金とも全ての電位で同様の傾向を示したの

で　　　日の　　　と　　　の結果のみを　　　の結果

と同図に示した　　　　　　　　　　　　とも全ての電

位に亙って測定された電流は小さく,電位問の差は僅かで

あり,しかも電流密度は経時的に減少した｡

に示す　　　は,全ての電位において電流密

度が経時的に減少した｡また電位の上昇にともなって,

電流密度が増加する傾向を示した｡

に示す　　　も,全ての電位において電流密

度が経時的に滅少した｡電位閲による差では

巴
L
n
U

10

": tニ㌍ご=一芸500, OmV

--I 400mV

300111V

V

I.＼
ヽ＼

＼t.-i.-l･-　　　　　-､_

1　　　2　　　　3　　　　4　　　　5

Ilours

Fig.2　Current denslty Of AgIn at fixed

potential

4　-
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0

ー

I. Lu･JJV//,.意nI･JO lu;JpHrJ..)

Fig.3　Current density of AgSn at fixed

potential

Fig･5　Current density of NiCrII at fixed

potential

において約　　　　　　　時間後)であった電流密度が

においては約300〃　　　　と60倍に増加した｡

以上では大きな差がみられなかった｡

Fig. 3に示す　　　においても,全ての電位に於て電

流密度が経時的に滅少したが　　　　以上から電流密度

が増加しそれ以上では大きな差が認められなかった｡

に示す　　　は　　　　　では電流密度が経

時的に減少したが,それ以上の電位では分極開始産後に

01

二
盟
に
鋸
L
q
芸
巴
L
q
鍾
窒
r
n
K

10

/
/′　　　　　　--

/　　　　　　　　_---I--------

〕二二5-P5
/

qL-メ-一一一一--〆=5

～-----

500,　　OmV

1-- 400, -100mV

1-Ill 300mV

--- 200mV

lnlV
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1　　　2　　　　3　　　　4　　　　5

Hours

Fig.4　Current density of NiCrS at fixed

potential

Fig.6　Current denslty Of CoCr at fixed

potential

一旦減少した後再び増加するものが殆どであった｡また

電位間による差では,電位の増加とともに電流密度も

徐々に増大し,特に　　　において増加傾向が大き

かった｡

に示す　　　　は　　　　　　　　においては

経時的に電流密度の減少を示したが　　　　以上の電

位においては一旦減少した後再び増加した｡電位間によ

る差では,電位の増加による電流密度の増大を示し,特

5　一
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Table4 - 1 Amounts of various elements released from dental alloys at fixed potentials in 200ml of

artificial saliva for 5 hours (pg/cm2)

a lloy
P 0 ten tia 1

(m V )
A u A g C u P t I)d Z n

T yp e II

2 00

｣

< 1. く く

(0.5) (2. 7)

3 00

4 00

く 1 く く

(5.2) (4.9)

く 1 く く 10 く

(2.0) (5.8)

500 < 1 く く

(2. 0) (4.6)

丁Ⅴ

200 く 1 く くつ 0 く

(2.3 ) (3.5)

300 く くつ

(.3.3 ) (5. 6)

400 く 1 く く 10 く

(2.9 ) (4. 7)

500 く く

(2.7) (2. 4)

A g P d

100 く

(2.3) (0. 8) (3.2)

200

3 00

く 1 く 上

汁

く

(i.4) 0 .0) (0.4 ) (6-8)

400 < 1 7.7 12.5 1l0 8-9

(7.7) (5.9) (0.7) (5.7)

500 < 1 1.5.2 13.4 2.1 7.2

工 3)

に　　　で顕著であったO

に示すCoCrは,金合金同様全ての電位にお

いて小さな電流密度であり　　　　　においても0.5

以下の電流密度であった0

2.溶出元素および溶出室の電位特性

に原子吸光分光分析により測定

された各電位における各元素の溶出室を示すo　また合金

ごとの溶出室を　　　　　に示す｡

金合金　　　　　　　　　　　　　は　　　からCu

およびZnのみが検出されたが,全体的にその量は怪か

- :notmeasured,( ):S.D.

であり,電位間の差は認められなかった

およびPdは検出限界以IFであった｡

一　　　　　　は電位の上昇とともに

溶出室が増加し　　　　以上における溶出室の総量は

金合金のほぼ2倍程度であった｡　　　から

と検出限界程度の僅かなPdの溶出を認め　　　　か

らAgの溶出を認めた　　　　は低電位から比較的多

く溶出し,その室は高電位になっても変わらなかったo

Agは　　　で増加した｡

における結果を　　　　　　　　　　に示す｡

--　6　一
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Table 4　2　Amounts of various elements released from dental alloys at fixed potentials in 200ml of

artificial saliva for 5 hours (pg/cm2)

alloy

P 0ten tia1 A g In

(m V ) S01 fi1m S01

A g-n

0 < 5 く

100 8.1 く 5 く10

(3.2)

200 13.0 5.5 14.0

仕

300 9.5 14-1 < 10

(5.7) ( 6.8)

400 8.8 12.7 15l2

(4.9) ( 1.8) (10.0)

500 13.3 8.5 13.7

(6.6) ( 3.2) ( 7.0)

A g.SIl

200 く 5

"l100 く 5

0 く 5 く 5

100 7.0 15.9

(3.9) (14.2)

200 . 上4

(9.2) ( 6.0)

300 6.6 13.6

上4)

400 6.5 12.7

(3.7) ( 5.8)

500 8.1 13.2

(3.8) ( 8.2)

Sn

film sol fillll

Zn

sol film

16.7　　　　　2.8

( 9.2)　(1.8)

26.2　　　　　3.6

( 9.3)　　(1.4)

390.7　　　　11.3

( 72.8)　( 5.1)

497.8　　　　18.5

( 83.D　　( 8.9)

555. 1　　　　20. 0

(173.8)　( 7.5)

506. 9　　　　25. 2

(264. 9)　(10. 3)

-
･
｡
霊
桐

57.9

( 22.7)

｣上5

( 9.7)

.-
調
L
.
鍋

5
侍
1
8
9

.

.

.

I

-

!

･

-

･

.

4

　

ノ

I

I

I

く

( 30.0)　　( 1.8)

16.0　　　　　74.2　　　　　5.7

(22.5)　　( 151)　( 2.2)

10.5　　　　354.0　　　　　8.2

(ll.0)　(LOB.2)　( 2.6)

10.5　　　　511.4　　　11.8

(21.0)　( 72.6)　( 3.9)

5.2　　　　49.3

(8. 8)　(78. 6)

5.2　　　　22.8

(4. 5)　(26. 0)

sol :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

また,分極後の試料表融こ被膜が観察されたため,被肢

からの溶出室を　　として表示し分極後の溶出量

と区別した｡本合金からの溶出室は　　　　以上の電

位で急増し全体的に　　　の10倍から20倍程度であっ

･た｡ OmVからZnの溶出を認め　　　　からAgが,

からInが検出された　　　　以上からZnの

溶出量が急増した.合金におけるZnの含有量は僅か5

wt%であったが, Znは全体溶出室のほとんどを占め

一一　7

471.9　　　　49.3

(225. 8)　(78. 6)

571.9　　　　22.8

(194. 4)　(26. 0)

notmeasured,( ) '.S.D.

た｡ Agは　　　から認められたが,主成分であるに

も拘らずInやZnの溶出室と比較するとその量は僅か

であったO被膜中には相対的にInの含有量が多かったO

は全体的に　　　と同

程度の溶出室であった｡　　　　からSnおよびZn

が　　　　からAgが検出された｡　　　からZnの

溶出量が増加したo　また　　　から被膜の形成が認め

られ　　　　を除いては, AgとSnにおいては溶液中
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Table4 I 3　Amounts of various elements released from dental alloys at fixed potentials in 200ml of

artificialsalivafor 5 hours (FLg/cm2)

a llo y P 0ten tia 1(m V ) N i C 0 C r C u M n F e M 0 S i

N iC rS

lO0 く10 く く 3 く

( 1.4) ( 0.9) ( 50)

0 く10 く く 3 く 7 1∵70

( 71.1) ( 2.0) ( 68)

100

200

く1.0 く く 3 く

( 4 3.4) ( 1l4) ( 68)

く く

( 727) ( 17.2) ( 8.3 ) ( 4.4) (160)

300 く

( 78 0) ( 96l7) (24.6) ( 5l2) ( 3. 9) (148 )

400 く

( 7 79) (119.6) (38.8) ( 6.8) ( 4-6 ) ( 59)

500 く

｢ 卓2 7一 十6 上申 ｢賂 申 0 0､中 ｢廿 2一 十93 ､

N iC rII

- 100 く10 く く 3 く 7 く2 96

( 5.4) ( 45)

0 く10 く10 く 5 く 3 く 7 く 2 93

十 3つ一 十5申

100 く10 く く 3 く 7 く

( 16.4) ( 4.2) ( 46)

200 く く 3 く 7 く 2 98

( 20.5) ( 4.3) ( 38)

300 く10 く く

上

400 く1() く く

(101.9) ( 6Al) ( 4.5) ( 1.6) ( 60)

500 工 く

(2 68.4) ( 8-4) ( 6.9) ( 3l6) (13.5) ( 2.6) ( 59)

C ()C r

1 100 く10 く10 く10 く 3 く 7 く 2 22

( 16)

0 く10 く10 く10 く 3 く 7 く 2 2 0

( 18)

100 く1〔) く10 く1O く 3 く 7 く2 2 1

( 17)

200 く10 く1() く10 く 3 く 7 く2 33

( 15)

300 く10 く10 く10 く 3 く 7 く 2 46

( 23)

400 く く10 く 3 く 7 く 2 43

( 6.7) ( 31)

500 く く10 く 3 く 7 く 2 40

( 6.2) ( 26)

〔周SLIrL､(上L l :

-　8
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より被膜からの検出量が多かった.

は更に多く溶出L

mV以上では　　　の100倍程度の溶出量を示したO各電

位においてメーカーの組成表示の元素は勿論,表示のない

多くの種類の元素が検出された｡検出量が比較的少なく,

図中にその量を明示できない元素は元素記号を示すにとど

めた　　　　　から　　　　　が　　　　からCr,

Mnが　　　　からFeの溶出が認められた｡全ての元素

は電位の増加と共に溶　　が増加し,抽こNiは　　　で

溶出量が急増した｡

においては

までは　　　の　　　　　程度の溶出量であったが,

で急増した　　　　　から　　　が

からCuが　　　　から　　　　が　　　　ではCr

が検出された｡全ての元素は電位の増加と共に溶出量が

増大したが,特にNiは　　　と　　　で急増したo

からの溶出量は全体的

に少なく　　　　の　　　　　であり, Siを除けば400

mVからCoが怪かに検出された程度であった｡

3.電流密度と溶山室の関係

電流密度一時間曲線の面積から待られた電気量(クーロ

ン)と原子吸光法による溶出室の総量との閑係を合金グ

ループ毎に求めた結果を両対数で　　　　　に示す｡

金合金および銀を主成分とする合金についての電気量

と総溶出量の閲係を　　　に両対数で示す｡また,例

として　　　　別より計算にて求めたAgtおよび

Zn2十の両者の関係を図中に点線および一点鎖線で示

すo　これらの合金の電気量と溶出室の問には有意な相聞

があることをを示したが,それらの関係式における傾き

Fig1.13　Amounts of various elements released

from NiCrH at fixed potential in

artificial saliva

は　　　　別におけるそれより小さかったo

ニッケル･クロム合金,コバルト･クロム合金におけ

る電気量と溶出量の総量との関係を　　　に示すoま

た,例として計算により　　　　別から求めた

の閑係を図中に点線で示す｡電気量と溶出量の問には有

意な相関があることをを示したが,それらの関係式にお

ける傾きは　　　　則におけるそれより小さかったo

fγ　　に,ニッケル･クロム合金,コバルト･クロム

合金におけるSi元素の溶出室を除いた電気室と溶出量

の線量との関係を示す｡電気室と溶出室の問には高度に

有意な相聞を示し,しかもそれらの関係式における傾き

は理論的に　　　別より求めた　　における両者の

傾きとよく一致した｡

考　　　　　察

上　実験条件について

小林帖は　　　　　溶液中における各種射斗用合金

に電位を印加し,溶出挙動を明らかにLたO　しかし口腔

相こおける唾液は,含有される無機質成分は勿論,級生

物やタンパク質の存在量あるいは較素濃度が個体や部位

により,また経時的に変化しているため

溶液とは異なった腐食傾向を示すと推測される｡口腔内

状況と近似した試験溶液を作製することは非常に困難で

あり,人工唾液としての試験溶液も数多く報吾されてい

る33)が,今回は口腔内合金の腐食に大きく関与するC1-

イオン濃度が唾液のそれと近似し,硫化ナトリウムを含

有するI S Oにおいて歯科用合金の腐食試験のために検

討された人工唾液32)を使用した｡

金属の腐食に関しては,現在圭に電位　　　　イオ

Fig.14　Amounts of various elements released

from CoCr at fixed potential in
artificial saliva

10　--
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C肌11°ml=　＼

Fig.15　Total amounts of relreased elements

(pg) versus total amounts of the

charge transferred (coulomb, pC) on

the gold and silver-base alloys
十

Iaw

ン濃度),溶存較素量,アニオン種の濃度　　の影響を

受けるため,電位　　　　　図を示して腐食傾向を判

断している34)ことが多い｡それ故,電位のみから腐食傾

向を一義的に諭ずることは必ずしも適当ではない｡しか

し本実験では口腔内の腐食環境を想定し,口腔液に近い

中性のpHとし,溶液撹拝を行った状態での空気開放F

における溶存酸素室とした｡

本実験では合金に--　　　から最高

までを印加して行った｡その理由は,以前に行われた研

究結果を参考にした｡　　　　　　　　　　　　ら

ら　　などは口腔内の酸化還元電位を測定して

おり,その結果　　　は　　　　　　　　　　であっ

たと報吾している｡野元ら19)は口腔内各種合金の電位を

測定し,鼻高で　　　　　　　であったと報吾してお

り　　　　　　ら22)は金合金で最高　　　であったと

報害しているoまた,好気性微生物の活動に適した環境で

は,酸化還元電位が一　　　　　　嫌気性放生物の場合

は　　　　　　　対水素電極　　　　換算

oc)であるとの報吾35)もある｡更に　　　　　　禾14'は

基準電極を使用していないが粘膜に対する金属修復物の

電位や修復物間の電位を測定し,最高で　　　　あるい

は　　　　であったとしている｡一般的に口腔内で金属

修復物に生ずる電位は,高くても　　　　　　　　　程

度であろうと推察され,今回行った　　　は過酷すぎる

とも考えられる｡しかし以上の報吾における測定電位は

金属修復物全体の平均化された電位すなわちマクロガル

バニ1=より生じた電位であり,孔食や隙間腐食が生ず

L-- ll

〃C)

Fig.16　Total amounts of relreased elements

(pg) versus total amounts of the

charge transferred (coulomb, pC) on

-Clつ　　　　　　･

Ni2+ : calculated by Faraday's law
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Fig.17　Total amounts of relreased elements
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eliminated)

Ni2+ : calculated by Faraday's law

るような環境すなわちミクロガルハニー的な状況では局

部的にかなり大きな電位差を生じていることも推察され

る｡従って,本実験では安全性を考慮するとともに,隻

多の　　　　実験で行われているアノード分極試験や,

それに伴う腐食生成物の同定試験などの結果との対応な

ども考慮して最高　　　に設定した｡

口腔内の金属修復物に生ずる電位の継続時間はそれぞ

れの状況によって異なるo例えば隣り合った歯牙あるい

は同じ歯牙の歯頚部と唆舎面部に同一金属が充壊されて

いる場合などは長時間同じ電位が継続するであろうし,

対金歯の充壊物との接触や口腔内液が常に変化している
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部位では電位が瞬間的に変化すると考えられる｡本実験

では電位の継続時間を5時間とした｡その理由は予備実

験において,溶山室の少ない金合金やコバルト･クロム

合金から溶出した一郭の元素の原子吸光分析測定が,検

出限界を超えて比較的容易に計測できたのが5時間だっ

たためである｡この5時間が口腔内においてどの程度の

期間に相当するかは,前述したように金属修復物に年ず

る電位の継続時間が状況によって異なるため　　義的に

はいえない｡

2.腐食電位の測定結果について

腐食電位　　　　自然電極電位)は金属の表面状態,

溶存酸素室,浸漬溶液の温度などによって大きく

影響を受けるo環境園子を　意として主に金属表面の状

態変化を検討することが目的ならば,金属表面を可及的

清浄にしてから,その後の長期間の測定が必要である

が,本実験ではできるだけ臨床的現実性に近似させるべ

く,研磨後アルコ-ルによる脱脂のみにとどめた試料を

浸漬して電位を測定した後,さらに活性化処理を行い24

時間までの電位の経時的変化により耐食性の良否の　つ

の目安とした｡その結果,口腔内金属修復物の多数例の

実験における野元ら　　坪田ら20)の測定結果とほぼI-致

した結果が得られ,この実験方法ば妥当であると考えら

れた｡

腐食の支配形式が明らかでなければ,腐食電位の経時

的変化のみからは耐食性の評価はできないが,腐食反応

がアノード支配あるいは混合支配であると仮定して電位

の経時的変化を見ると, Crの含有量が少なく,耐食性が

あまり良くないと推察される　　　を除いては経時的

に責な方向に上昇し,なんらかの安定な表面状態に移行

していることが窺われ,耐食性の観点から好ましい傾向

を示した　　　　は1時間後から24時間後の間に殆ど変

化せず単独浸溝でも禾動態化する様相は示さなかった｡

3.アノ-ド分極における電流密度の経時的変化につい

て

アノード分極における電流密度とその経時的変化に

よって,溶解,吸着あるいは本動態化　被膜の成長,孔食

の形成,などが定性的に分類できる36)といわれている｡

金合金,金銀パラジウム合金,敏インジウム合金,也

スズ合金においては電流密度は経時的に減少した曲線が

待られた｡これらの曲線と電流密度の大小,あるいは目

視による被膜の生成状況から判断すると,金合金,金銀

パラジウム合金における低電位での変化は,吸着かある

いはごく僅かな溶解に留まっていると考えられる｡また

金銀パラジウム合金の高電位における変化　銀インジウ

- 12

ム合金,魂スズ合金の低電位における変化は,いずれも

被膜の成長およびその溶解が継続して行われていると判

断できる.さらに魂インジウム合金および鍾スズ合金の

高電位における変化は,急激な被月莫の成長と溶解が行わ

れているものと考えられる｡

耐金機構が主に禾動態化によるものと考えられるニッ

ケル･クロム合金,コバルト･クロム合金は,その組成

によって著しい差を示したo Crの含有量が9%と少な

い　　　は　　　　以上では電流の経時的減少が起こ

らず,目視によっても明かな孔食が認められ, Crの有

効な耐食機能が働いていないと考えられる｡ Crの含有

量が　　の　　fIIは低電位においては本動態化が認

められたが　　　　以ヒでは　　　と同様な傾向を示

した｡ Crの含有量が　　　の　　　は孔食の発4-.は起

こらず電流密度も全体的に小さく極めて安定した様相を

呈した｡

踊∈密度と溶出量との関係について

別によれば腐食速度ぼ電流密度より求めるこ

とができる0本実験結果より,電流密度-時間曲線の面

積から得られた電気量(クーロン)と原子吸光法による溶

出量の総量との関係を合金グループ毎に求め比較検討し

た結果,金合金および銀を主成分とする合金についての

両者の間には有意な相関があることをを示したが,それ

らの関係式における傾きは　　　　則におけるそれよ

り小さかった｡このことは,実験より得られたデータ

が,低電気室域で溶出量が　　　　則におけるそれよ

り大きく,高電気量域では逆に溶出童が小さかったこと

を示す｡この原因は必ずしも明確でないが

溶液中における挙動と同様に　　電流密度測定時

において金舎金などのように電流値が小さい条件では,

レコーダーでは検出できない高周波様の電流変動があっ

たのではないかと思われる｡従ってこの領域では実際に

流出している電気室より小さく計測している可能性が大

きいと思われる0　--万高電気室域では　　　　　　な

どは,試料表面にかなりの被膜形成があり,これらの全

てを溶出量として検出,制定できなかったことが原因で

はないかと推察される｡

ニッケル･クロム合金,コバルト･クロム合金におけ

る電気量と溶出室の線量との関係をみると,高電気蘭域

では金合金,銀を主成分とする合金と比較してよい関係

を示していた｡その理由は,これらの合金は被漠の形成

がなく,反応にあずかった電気室のほとんどが溶出量と

して検出,測定できたためと考えられる｡しかし,低電

気領域では関係が認められず,両者の関係式の傾きも
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別から予想させる傾きより小さいものであっ

た.そこで,同じ実験結果よりSi元素の溶出量を除い

た電気室と溶出量の総量との関係を調べた結果

この場合は低電気領域でも両者の関係は　一

致し,関係式における傾きも理論値より求めた傾きに近

くなった｡以上より, Siは合金中から溶出した室以外

に,電化移動に関与しない状態,例えば研磨時のシリ

コーンポイントからの溶液-の混入などにより検出され

てしまった可能性があり, Siの溶出室としての取扱い

には庄意が必要であり,実際に腐食に関わったSi量は

測定値より遥かに少ないものと考えられられる｡

金属の腐食室は酸化還元反応の総室であるが, -般工

業界においては重量変化の測定により評価されることが

多い｡しかし歯科用合金においては,一般工業界で用い

られている金属,合金と比較してその腐食量が少なく,

特にアレルギー性疾患に関与する金属の腐食室はごく放

量である場合が多いので,重量変化の測定を行わず原子

吸光法などによる溶出室の測定により十分に評価できる

ものと考えられる｡また特定の金属元素を対象にしない

のであれば,電流密度の経時的変化の測定により腐食総

量を算出することが可能であり,耐食性の判断の基準が

得られるものと考えられる｡

5.人工唾液中と　　　　　溶液中との腐食挙動の違

いについて

本実験での人工唾液中における金属元素の溶出傾向と

溶液中における結果とを比較すると以下の

ようになった｡即ち,金合金およびコバルト･クロム合

金においては両者の違いが2倍以内であって新著な違い

は認められなかったが,廉を主成分とする合金および

ニッケル･クロム合金においては　　　　　　溶夜中

における溶出室より人工唾液中における溶出室が少ない

傾向を示した｡特に　　　　　　　　　　　および

は　　　における総溶出室がそれぞれ

と大きな減少を示した｡この原

因は両液におけるCl-イオン濃度の差によるものと考え

られる｡人工唾液中のCl-イオン濃度は　　　　　溶

液中のそれの約1/7である｡金屋合金には塩化物を容易に

生成しやすい金属元素が含有されており,特にInおよ

びSnの溶出室が人工唾波において東署に滅少したこと

は,これらの元素の塩化物生成電位がこの付近のCl‾イ

オン濃度によって大きく影響を受けることを示す証拠で

あろう｡またニッケル･クロム合金においては,イオン

半径の小さいCl-イオンが不動態膜を破壊し易いために

C1-イオン濃度に敏感に影響を受けるものと推察される｡
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6.溶出元素の電位特性について

測定された溶出元素の電位特性は合金によって宴な

り,含有されている各々の元素の溶出量も,合金組成と

は全く異なった傾向を示した｡以下合金ごとに考案を加

える｡

金合金においては, CuとZnのみが僅かに溶出して

いた｡ Her¢ら　　は,金合金の腐食は金の含有量のみ

ならず組織に大きく影響されると報害している｡この実

験に用いた試料は溶体化処理を実施しておらず,組織は

禾均-であると推測され

などの生成の標準電位が何れもO mV

以下である39)ことを考慮しても, Cuの微少溶

出が起こり待るものと考えられる｡ ZnはAuに

程度固溶するものの, Znの酸化標準電位は非常に低

く,少しの偏折でも容易に腐食する可能性がある｡

金銀パラジウム合金は金合金より溶出量が多く観察さ

れ,電位によっても明確な差を認めた　　一Pd系の

合金に関しては特にわが国では変色の観点からの研究が

多く行われているが,溶出あるいは腐食生成物に関して

は,松田ら　　　　　　　ら42)の幸匡吾があるo　また

ら43)は　　　　　　　相　　　　　相を代表する

組成を有する合金の人工唾液中での溶出挙動を詳しく検

討している｡本実験の結果において　　　　からPd,

が,また　　　からAgが溶出するのを認め

た.Agは　　　で　　　に,また　　　　　　　で

になり待　　　　水中における溶解量は

で　　　　　　　で　　　でありAgOは不溶

であるとの報吾がある45'o従って, Agは塩化物や酸化

物を形成し,溶解度に応じて溶出しているものと考えら

れる｡ Cuは酸化物,水酸化物,塩化物ともOmV以下で

生じ　　　　は水に禾潜であるが　　　は　　　水中に

〃g溶解するとされる　従ってCuは合金に僅かな

偏折があれば　　　　でも容易に酸化物や塩化物となり

溶出し得るものと考えられる｡ Pdは　　　までは検出限

界程度の溶出室であったが　　　では明かな溶出量の増

加を認めた｡ Pdの低電位における微少溶出の可能性

は　　　　　生成の標準電位が-　　　　　　　である

こ之と　　　　付近の電流増大が　　　相に関係する44)

ことからも予測される｡　　　の電位における急増

は,松田らの報吾にあるように　　の形成によるもの

か　　　相に関与しているものであろう｡

本実験では,金合金,金強パラジウム合金のアノード

分極開始電位を,研磨,浸漬後の腐食電位を参考にし,

それらより僅かに高い電位である　　　および
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に設定した｡しかしこれらの合金は他の合金と接触して

高電位に移行することは稀であると考えられるので,こ

れらの合金を静置浸漬　　　中, 37℃, 1ヵ月)して溶

出金属の測定を行い,本実験結果と比較した｡その結

果　　　　丁はCuが　　　　　　　　　　　　　　　が

はCuが

が　　　　　　　　上　　　　検

出された　　万　　　はAg･が

が　　　　　　　　　　　　　　　　　　が1.4

〃　　　　　　言　　であり, Pdは検出限界以下で

あった｡この様にこれらの合金は,アノード分極開始電

位より低電位においても微量溶出が起こっていることが

確認されたが, 1カ月間浸童の溶出室は本実験における

5時間の電位印加試験と同量程度かそれ以下であり,電

位印加により腐食が促進されることが確認された｡

故インジウム合金,銀スズ合金は更に溶出量が増加

し,銀インジウム合金でOmVからZnの溶出を認め,

からAg･が　　　　からInが検出された｡ま

た　　　以上では特にZnの溶出室が顔著に増大し

た｡また銀スズ合金では　　　　　からSnおよびZn

が　　　　からAgが検出された｡また　　　と同様

以上では特にZnの溶出量が顕著に増大した｡

これらの系の合金に関しては,わが固独特の合金でもあ

り,特に変色の観点からの研究　　が多く,溶出に関

する報告は少ない　｡　　　　　の酸化物,塩化物

の生成標準電位は低く,容易にこれらの化合物を生成す

る｡これらの化合物が不動態化様相を呈し安定なもので

あるならば,たとえ変色したとしても化学的には大きな

障害とはならない.しかし,本実験結果から判断する

と,これらの合金からは低電位よりかなりの金属元素の

溶出が認められ,変動の激しい口腔内では同様な溶出が

予測される｡これらの合金は低電位から明かな被膜の形

成が認められ　　　においては程度の差こそあれ全電

位に亙って灰色に変色L　　　　においては低電位で淡

い黄色を呈し,高電位では窯色に変色した｡またこれら

の被膜はカソ-ド処理やブラッシングを行っても容易に

は除去できなかった｡これらの変色被膜はInの酸化

物　　　　　　などである　　との報吾があるが,変

色部位にSが存在していたとの報吾もあり4の,未だ議論

の金地のあるところである｡さらに　　　　窯,香

溶　　　白　　〃　　　　水中　　　　黒

(灰自　　　淡黄)何れも不溶　　　窯　　　無)何

れも不溶　　などの酸化物とAgの塩化物　　　無

色　　　　　　　　水中)が生成し,一郭は溶出し一部

は被麓として残存していることも推測される｡また微量

ではあるが　　　　　イオンの存在も無視できず,疏

化物生成電位は酸化物生成電位より低いため

(窯　　　　　　　　水中　　　　赤,黄,不溶),

黒褐色, 4〃　　　　　水中　　　　無色

水中　が生成する可能性もある｡

ニッケル･クロム合金は組成によって溶出傾向が異

なった｡即ち　　　は低電位から比較的多くの溶出が

認められ　　　で特にNiの溶出室が急増したが,

は　　　あるいは　　　から溶出量が急増し

た｡また何れの合金においても組成表示のない元素が検

出された｡この系の合金の耐食性については,古くから

の研究報吾があったが　柚　　　年に鋳造冠用として

健康保険適用材料に指定されて以来,また　　　　など

の金属アレルギー問題が顕在化してから多くの報吾が見

受けられるようになった　　　この合金の耐食性はCr

に依存するところが大であることは周知であるが,

Cr量が　　　　　以上で耐食性が急激に改善されると

の報告が多いo　また添加元素のうち　　　　の少室添

加は耐食性の向上に寄与するが,多過ぎると合金組織を

複雑にし却って耐食性を悪化させるといわれている65)

以上の点も考慮しながら本実験結果を考案すると,

は軟薯化を図ろうとする余り, Cr添加室を9wt

%と少なくし,更にMoを積極的には添加しなかった

ため耐食性の悪化につながったものと考えられる｡

は低電位でも　-定量の溶　くあるとともに300

mVあるいは　　　から溶出量が急増した｡従って

程度のCr量では口腔内環境下において耐倉睦

が完全であるとは言い#.いと考えられるo　また,これら

の合金からは多種薫の金属元素が検出された｡これらの

元素は融点降下,素質強化　鋳造性改善,脱酸作用,紘

粒微細化などの目的で添加されているが,結果として

合金組織が複雑になり｡何らかの介在物が生じて局部電

池すなわちミクロガルハニーを形成することが容易にお

こる｡この介在物の溶解領域にその合金の電極電位が存

在すると孔食が発生して急激な溶解が開始するといわれ

ている　　局部電池を形成する際何がアノードとなり何

がカソ-ドになるかは明らかではないが,何れにしても

組成表示のない元素がかなりの義の溶出を示すという事

実は問題であると考える｡これらの元素の溶出室は合金

中に含まれている元素の含有量とは無関係であった｡特

に　　　　では　　　　aCl溶液中における挙動と同

様, Cr含有量が　　　　より少ないにも拘らず多くの

Crの溶出が認められた｡

14　--
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コバルト･クロム合金については,僅かに　　　が

検出されたが,ニッケル･クロム合金と比較して明らか

に優れた耐金性を示した｡なお前述したようにSiは電

気化学的反応以外の要因で検出されている可能性があ

り,実際の溶出量はこれより遥かに少ないと考えられ

る｡コバルト･クロム合金は古くから床用材料やインプ

ラント用材料として使用されているものであり,経験的

に口腔内環境,生体内においても耐食性に優れた材料で

あると考えられるが,摩耗環境下や応ガFにおいてその

鋳造材は加工材と比較して,疲労腐食や応力腐食割れな

どの危険性が増大するとの報吾もあり　　この点につい

て配慮する必要があると患われる｡

以上述べてきた金属元素溶出総量について,口腔内で

現実的に生ずるであろう考えられる電位の　　　にお

いての合金間の比較をまとめたデータを　　　縦軸は

対数表示)に示す｡この図では同時に　　　　　溶液に

おける小林の結果3°も併記した｡合金の違いによって溶

出総室に差が認められ　　　　からの溶出竃が鼻も多

く金合金からの溶出室の140倍程度であった｡しかもこ

の合金からの溶出元素はNiが全溶出量の85%強を占め

ており,アレルギー性感作を惹起する危険性が推察され

た｡ついで銀インジウム合金,魂スズ合金からの溶出竃

が多く, Znの溶出量が全溶出量のそれぞれ

であった　　　寸からの溶出量は　　　の総溶出量

の　　以下であり,しかもNiの溶出室は　　に減少

した｡この様にニッケル･クロム合金においてはその組

成の違いによって溶出室,溶出元素が変化することがわ

かった｡以上の合金と比較し,金合金,金狼パラジウム

合金,コバルト･クロム合金は溶出室が少なく

の電位では溶出室が急増しなかった｡

Fig.18　Total amounts of released elements

from various alloys at　200mV for　5

hours in artificial saliva (AS) and 0. 9%

NaCI solution (NaCl)
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Fig･19　Amounts of copper released from

various alloys at fixed potentials in

artificial saliva
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NiCrS and NiCrH at fixed potentials in

artificiaf saliva

およびNiの寺容出鼻について

本実験で測定した溶出元素のうち, CuとNiの溶出

室について合金問の比較をしたものを　　　　　縦軸

は対数表示)に示す｡ Cuについては,その含有をメー

カー表示組成に示されてはいないニッケル･クロム合

金,特に　　　からの溶出室がCuを　　　　　含有

する金合金からの溶出室は勿論, Cuを　　　　含有す

る金鐘パラジウム合金からの溶出室より多かった｡両

ニッケル･クロム合金の組成分析に依れば　　　の含

有茎はともに約3%であり　　　　合金の含有量より

遥かに少ない｡それにも拘らず　　　　におけるCu

溶出室を比較すると　　　　は金合金の4-5倍およ

び　　　の2. 5倍の溶出室を示し　　　　は金合金あ

るいは金泉パラジウム合金と同程度であった｡その原因

- 15　-
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は以下のように考察できる｡即ち,河合66)は,ニッケル

･クロム合金にCuを添加するとNiの溶出は抑制され

自然電極電位も責な方向に移行するが了I-旦孔食が発生

すると急激に腐食が進行する,と報害している｡従って

この系の合金は静的環境下における腐食電流は低下し耐

食性は向上する67)が,孔金が関係するような環境下にお

いては耐食性が劣化することが予測される｡また,その

理由は未だ明らかにされていないが　　　　系合金に

ついての研究によれば　　　を含む合金はカソード分

極が小さく耐孔食性が劣るとしており,この点も一因と

考えられる｡

Niについては　　　　は　　　　に比較して

mVではその溶出室は同程度であったが,溶出責が急増

する電位が低く,また増加率も大きかった｡これは前述

したような耐金機構の違いによるものと考えられる｡同

様の現象がCrを始めとする他の元素でも認められた｡

この様に明確な木動態域を持たない合金においては全面

腐食的な様相を呈し　　　　　　　　　した場合はあ

らゆる元素の溶出が同時に起こるものと推察される｡

金属元素のうちでアレルギー源としてよく感作するの

は　　　　　　　　　　であり,まれながら感作を生ず

るものは　　　　　　　　であり,感作の可能性のあ

るものは　　　　　　　　　であるとされている7)0

は歯科材料からの各種金属の溶出について,飲

食物から摂取される各種金属室と対比させて明らかにし

ている.また飲食物からの各種金属の摂取量についても

報吾がなされている　　以上の報吾を参考に感作性が一

番問題となっているNiを例にとり,飲食物からの摂取

量などと対比させながら本実験で測定された溶出室につ

いて考察を加えてみる｡先ず一般的には　　十の飲食

物からの一目の摂取量は　　　　　である72)｡一方

パッチテスト　　　　型)での　　　　　溶液-滴

ml)中の　　量は　　　　と計算されるo　さらに,

による人工唾夜中での実験結果から換算する

と,静的環境下における　　　を含むニッケル･クロ

ム合金からの一日あたりのNi溶出量は　　　　　と

なる｡また吉成らの報吾73)では本実験で使用した合金と

同組成の　　　および　　　からの-日当りのNi溶

出室はそれぞれ　　　　　　　　となっている｡しか

し本実験結果から換算すると,例えばOmVにおいて一

日あたりのNiの溶出室は　　　で

で　　　　　　一方　　　においては前者が

後者が　　　　　　となった｡これら

のことから口腔内環境下において耐食性の劣るニッケル

ー16　-

･クロム合金に,なんらかの原因,たとえば異種金属と

の接触や口腔液の不均一性,などにより口腔内の電位が

上昇した場合には,飲食物からの摂取室や静的環境下に

おける溶出室をはるかに越えて,パッチテストにおける

室に匹敵するNiが溶出する可能性があり,これらの合

金の使用にあったては十分な　意が必要であると考えら

れる｡

結　　　　　論

各種歯科用合金から溶出する金属元素の,人工唾液中

における電位特性を明らかにすることを目的として実験

を行った結果,以下の結論が侍られた｡

上　電流密度の経時的変化により,合金の腐食傾向が知り

待たoまた,電荷移動量(電気量)は溶出総量と比較的一致

した相関を示し,電気量から総溶出量を予測し得た｡

2.最を主成/分とする合金およびニッケル･クロム合金

の人工唾液Lflにおける溶出量は　　　　　溶夜中にお

ける溶出量より少ない傾向を示した0

3.人工唾液中における各合金の金属元素溶出室は以下

のような電位特性を示した｡

1)金合金においては　　　　　　　以下同)から

CuおよびZnが僅かに検出された｡

2)金額パラジウム合金においては　　　からPd,

の　　　　から八gの溶出を認めた｡　　　は

低電位から比較的多く溶出し, Agは　　　で増加した｡

Pdは　　　までは検出限界程度の溶出量であった｡

3)銀インジウム合金においてはOmVからZnの,

からAgの　　　　からInの溶出を認め

mV以上ではZnの溶出竃が急増した.

4)銀スズ合金においては　　　　から　　　の,

からAgの溶出が認められた｡　　　からZn

の溶出量が増加した｡

5)ニッケル･クロム合金は組成によって電位特性,磨

出量が巽なった｡軟質合金　　　　　においては一100

mVからNL　　　　が　　　　から　　　　が

mVからFeが検出され, Niの溶出量はOmVおよび200

mVで増加した｡また総溶出量は試験合金の中で最大を示

し　　　　以上では金銀パラジウム合金の100倍程度で

あった.硬質合金　　　　　　においては　　　　から

が　　　　からCuが　　　　から

が　　　　からFeが検出された｡

6)コバルト･クロム合金においては　　　　から

Siが　　　　からCoが僅かに検出された｡

以上より,人工唾液中における溶出元素の電位特性は
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合金によって異なり,各合金における各元素の溶出室は

合金組成とは-致しないことが明らかとなったO
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棺を終えるにあたり,フレームレス型原子吸光分光分析機を
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- Artificial saliva

｢

released from dental alloys in artificial saliva･ It is intended to serve in investigations of dental

metal eruption (metal allergy)･ In the experiments, anodic potentials were applied electroche-

mically to various dental alloys in artificial saliva･ Thereafter･ degrees of metal component-

dissolution were measured by means of atomic absorptlOn SPeCtrOPhotometry･ In addition･

relati.ns between metal-component dissolution and electrochemical characteristics (anodic

polarization, charge transfer calculated from current density-time transients) were considered･

current denslty-time transients provided good indications of alloy's corrosion tendencies･

correlations between charge transfer and total amounts of metal-elements released from

dental alloys were comparatively high･

Amounts of metal-elements released from dental alloys in the artificial saliva were less

･　　､　　　　　　°　　　　　　　　　､刊つ冊　　　　　　　　　　　つ　　-S L

Metal-elements released from various alloys at fixed anodic potentials were observed as

follows : Cu and Zn were released slightly from gold alloys (Type II, IV) at potentials above

200mV (vs SCE). Pd, Cu and Zn were released from the Ag-Pd-Cu-Au alloy potentials above

lOOmV; Ag was released from the same alloy at potential above 300mVI Comparatively large

amounts of Zn and Cu were released at low potentials･ Amounts of Ag released increased at

500mV. Traces of Pd were detectable at potential less than 400mV･ From the Ag-In-Zn alloy,

zn was released at potentials above OmV, Ag'at potentials above lOOmV, and In at potentials

above 200mV. Amounts of Zn dissolution increased at potentials above 200mVI Sn and Zn were

released from the Ag-Sn-Zn alloy at potentials above -200mV; Ag was released from the
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same alloy at potentials above lOOmV･ Amounts of Zn dissolution increased at potentials above

lOOmV･ Ni･Cu and Si were released from the soft type Ni-Cr alloy (9.0 wt% Cr) at potentials

above -lOOmVI Cr and Mn were released from the same alloy at potentials above 200mV; and

Fe at potentials above 300 mV･ Amounts of Ni dissolution increased at potentials above OmV

and 200mV= Metal-Component dissolution of this alloy (low Cr contents) was greater than

u=l日興　　　　　-当日H Ll-項目｡1 °1ト､=]"L川　　　　　　口･t. ＼日　　出]5∴白汗

Cr) occurred for the followingL metalcomponents at the potential stated : Ni and Si at

potentials above -100mV; Cu at potentials above lOOmV; Mn and Mo at potentials above 300

mV; Fe at potentials above 500mV･ Si and Co were slightly found to dissolve from the CoICr

alloy at potentials above -100mV and 400mV, respectively.

These results indicate that characteristics of metallOmPOnent dissolution differ among

alloys and that there is no correlation between amounts of metal element released and alloy

composition in artificial saliva.
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