
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title ジルコニアのインプラントへの応用の可能性

Author(s) 吉成, 正雄

Journal 歯科学報, 113(5): 485-494

URL http://hdl.handle.net/10130/3212

Right



はじめに

日本の歯科医療機器の輸出入状況によると，輸
入の割合が著しく多い製品として，歯科用 CAD/
CAM 装置，歯科用インプラント材，顎運動・咬合
力診断装置，歯科用セラミックス（歯科切削加工用
セラミックス）を挙げている１）。特に，歯科用セラ
ミックスのジルコニア粉末は，原材料が殆ど日本製
であり世界シェアを席巻している。しかし，日本
国内で製品化するまでのプロセスに問題があり，
「Made in Japan」製品として使用されている例は
少ない１，２）。

我々は，インプラントボディ（フィクスチャー）ま
で含めた完全メタルフリーインプラントを開発し，
それを歯科臨床へ展開することを目的として研究を
続けている。この概念は，完全メタルフリー修復と
いうパラダイムシフトにつながり，原材料が日本発
であるジルコニア（TZP）を利用した真の意味でも
国産インプラントシステムになり得ると考える。

１．TZPとは？

ジルコニア（Zirconia）は，金属であるジルコニウ
ム（Zirconium，Zr）の酸化物（二酸化ジルコニウム，
ZrO２）である。白くて比重が大きいため“ホワイト
メタル”などと呼ばれたりするが，れっきとした
セラミックスである。ジルコニアは図１に示すよう

に，温度によって結晶形が異なる相変態をおこす。
正方晶は１１００℃以上で安定であり，室温に下げると
単斜晶になってしまう。ちなみに，正方晶（キュー
ビック）ジルコニアは，透明でダイヤモンドに近い
高い屈折率を有することから模造ダイヤとも呼ば
れ，宝飾品としても用いられている。

強い正方晶を室温で安定にするためにはイットリ
ウム（Y）やセリウム（Ce）を添加すればよく，それぞ
れ Y-TZP（イットリア安定型 TZP），Ce-TZP（セリ
ア安定型 TZP）と呼ばれる。その中で，正方晶ジ
ルコニア多結晶体（TZP，Tetragonal Zirconia Poly-
crystal）が最も強いため，歯科用や整形外科用に用
いられている。現在，歯科用として多く応用され
ているのは Y-TZP であるが，Ce-TZP にアルミナ

（Al２O３）を複合させた，Ce-TZP/Al２O３ナノ複合体
（商品名：P-NANOZR）も市販されている。

TZP の強さ（後述，図４参照）は，歯科用陶材の
１０倍以上，純チタンの２倍以上，チタン合金と同等
以上であり，臼歯部ブリッジ用やインプラントボ
ディ用として応用できるため，外国では Y-TZP を
使用し臨床応用が進んでいる。

２．ジルコニアインプラント

TZP の強度，審美性，生体適合性を活かし，イ
ンプラントアバットメントやインプラントボディへ
の応用化が，特にヨーロッパで進んでいる（図２）。
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当初は，１回法インプラントのみであったが，最近
は２回法インプラント，しかも埋入用ドリルまで
TZP を使用したシステムも臨床応用されている。
しかし，TZP のインプラントへの応用に関しての
基礎的な研究は乏しいのが現状である。

TZP をインプラントボディへ利用するためには，
長期臨床応用に耐えうるか，インプラントが接する
全ての組織と親和性があるのか，について明らかに
する必要がある。我々のグループは，TZP の口腔環
境における疲労特性を評価するとともに，骨組織接
触部位のみではなく，軟組織接触部位，および口腔
内露出部位に適合した表面改質法を開発することに
より，長期使用に耐える「生体多機能化ジルコニア
インプラント」を開発するべく研究を展開している。
１）疲労特性３－５）

TZP をインプラントボディに応用するためには，
早期のオッセオインテグレーション獲得のために表
面を粗造化する必要がある。また生体環境下で長時
間機能することが求められる。しかし，一般的な材
料の強度評価は，大気中で一回だけの負荷による静
的な試験法で行っており，これでは口腔内で長時間
機能したときの耐久性を評価できない。しかも，表
面を粗造化した TZP の湿潤下における疲労特性を
検討した報告は見あたらない。

我々は，Y-TZP（イットリア安定型 TZP），Ce-
TZP/Al２O３ナノ複合体（商品名：P-NANOZR）の疲労
特性を評価した（表１）。Y-TZP は一般的に使用さ
れている大気焼結と，アルゴン加圧雰囲気で熱間等
方圧加圧処理（HIP）を施した Y-TZP HIP を使用し

た。HIP 処理は整形体内部の気泡を極端に減らす処
理であり，強度を大幅に向上させることができる。
通常の歯冠修復物はオーダーメードで作製されるこ
とから，加工効率を上げるために，仮焼結体の状態
で修復物の形態に加工し，大気下で本焼結するのが
一般的である。しかし，インプラントボディはオー
ダーメードで作製する必要がないため，HIP 処理を
施したジルコニアを利用することができる。

図３に表面処理法と表面形状，表面粗さを示す。
鏡面（MS）は平滑な表面であるが，１５０μm アルミナ
でブラストした SB１５０に酸エッチングを施した SB
１５０E は，大きな凹凸の上にナノオーダーの微細構
造が認められ，チタンにおける SLA と同様な表面
を呈している。

先ず，２軸曲げ試験法で静的強さと疲労強さを基
礎的に評価した。その結果を図４に示す。静的強さ

（大気，室温）は，鏡面研磨試料（MS）で材料間の差
が大きく，Y-TZP HIP が１８００MPa と圧倒的に強く，
市販の Y-TZP で報告されている最大値の１．５倍以上

図１ ジルコニアの相変態と正方晶ジルコニア多結晶体
（TZP，Tetragonal Zirconia Polycrystal）

図２ ジルコニアインプラント市販品（ヨーロッパ，各社の HP を改編）

吉成：ジルコニアのインプラントへの応用の可能性４８６
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の強度を示している。一方，ブラスト＋エッチング
試料（SB１５０＋HF）は材料間の差が小さくなってい
るものの，Y-TZP HIP は１４００MPa と最大値を示し
ている。

疲労強さ（水中，３７℃，１００万回負荷）は，静的強
さの５０～７０％に減少しており，やはり静的試験だ
けでは耐久性は予測できないことが判る。Y-TZP

HIP のブラスト＋エッチング試料（SB１５０E）の疲労
強さは９００MPa 弱であり，同表面形状の静的強さ
１４００MPa より減少し，鏡面試料（MS）の静的強さ
１８００MPa と比較すると半分程度に減少している。
NanoZR の SB１５０E 試料の疲労強さは６７０MPa 程度
であり，Y-TZP HIP よりは疲労強さは小さいが，
静的強さに対する強度の減少率は小さい。使用した
ジルコニアの全ての表面形状で，ISO１３３５６（外科用
TZP）で規定されている疲労曲げ強さ３２０MPa を
超えている。特に HIP 処理を施した Y-TZP と Ce-
TZP/Al２O３ナノ複合体（NanoZR）は充分な疲労強度
を持ち，臨床的に安心して使用できると考えられ
る。

次に，臨床的なインプラントの耐久性を評価する
ために，直径３mm の棒状インプラントの表面にブ
ラスト＋酸エッチング処理を施し，ISO１４８０１に準
拠した方法（３０度傾斜，３７℃水中，１００万回，図５）
で疲労特性を評価した。その結果，HIP 処理した
Y-TZP の破壊荷重は，静的および疲労条件下で純

表１ Y-TZP と NanoZR の焼成条件

略 号 製造業者 条 件

Y-TZP 東ソー １３５０℃，２時間，大気中
Y-TZP HIP＊ 東ソー 上記＋１３００℃，１時間，Ar 雰囲気（１４７MPa）

NanoZR パナソニック
ヘルスケア １４５０℃，２時間，大気中

＊HIP：熱間等方圧加圧処理（アルゴン雰囲気で等方圧縮して焼結）

略 号 表面処理

MS 最終コロイダルシリカによる鏡面研磨
SB150 150μm アルミナによるサンドブラスト
SB150E SB150 をフッ酸（HF47%）で 15 分エッチング

図３ 表面処理条件（上）と表面形状，表面粗さ（下）

図４ 静的強さ（大気，室温，疲労なし）と疲労強さ（水中，
３７℃，１００万回）

疲労強さは，静的強さの５０～７０％に減少する（点線）
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Ti（２種）の降伏荷重（力）より大きかった（図６）。ま
た，報告されている臼歯部の最大咬合力（４００N）の
２倍以上の疲労破壊荷重を示した。但し，今回使用
した棒状タイプは１回法インプラントには適用でき
るが，臨床で主に使用されている中空の２回法イン
プラントの形状をしておらず，臨床応用が可能かの
結論は出ていない。しかし，実際に臨床応用されて
いる純チタンの１．５倍の破壊荷重を有している事実
は，直径３mm であっても中空の２回法インプラン
トにも適用できると推察される。
２）生体多機能化

TZP は生体不活性材料といわれることから，接
触する生体組織に適合するべく表面改質を施す必要
があると考えられる（図７）。

① 接触部位６－８）

TZP の骨形成能を検討するために，マウス骨芽
細胞様細胞（MC３T３‐E１）を用い，表面形状と表
面性状（物理化学的性質，今回は親水性）の影響を調
査した。細胞の初期接着は，表面形状の影響は少な
かったが，増殖，分化（ALP 活性）は表面形状の影
響を受け，特にブラストと酸エッチングを施した試
料（SB１５０E）は他の表面形状より優れていた（図８，
９）。TZP-B１５０E 表面はブラストのみの表面と比較
して，大きな凹凸の上にナノレベルの微細表面を呈
している（図３参照）。このように，SB１５０E表面はマ
イクロ形状とナノ形状の相乗効果（synergic effect）
が期待でき，骨形成に有利に働くと考えられる。

次に骨芽細胞の動態に及ぼす親水化処理の影響を
検討した。Y-TZP にブラスト＋酸処理を施した試
料（１５０E）に対し，処理後大気中に２週間保存した
条件を対照群（Air，control）とし，ブラスト＋酸処
理後水中保存１０分（DW），酸素プラズマ処理（O２-
Plasma），UV 処理（UV）を施した試料を実験群とし
た。純水に対する接触角は，Air（control）が疎水性
に近い値を示したのに対し，実験群は全て超親水性
を示した（図１０）。また，表面形状を調製後直ちに水
中に保存することで親水性の効果が保たれることも
確認された（図１１）。骨芽細胞の初期接着は実験群で
有意に大きく（図１２－a），また共晶点レーザー顕微
鏡観察では，超親水性表面においては著明なアクチ

図５ 歯科インプラントの疲労試験法（ISO１４８０１，２００７）

図６ 直径３mm の棒状インプラント（表面：ブラスト＋
酸エッチング処理）の静的および疲労破壊荷重（純 Ti
は降伏荷重）
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ン線維の伸展が認められた（図１２－b）。以上より，
TZP に対する親水化処理は骨形成に有効であるこ
とが判ったが，今後はそのメカニズムの解析と，
in vivo試験等による確認試験が必要である。さらに
骨形成能を付与するために，カーボネートアパタイ
トの薄膜コーティング法を検討し，その有効性を確
認している９）。
② 軟組織接触部位１０）

鏡面に仕上げた Y-TZP と Ti を使用して，ヒト
口腔上皮細胞の初期接着特性を調査した。TZP は
Ti と同等の接着特性を示し（図１３），細胞形態，細
胞骨格，細胞接着に関与するタンパク質の発現も顕
著な差が認められなかった（図１４）。Lamininγ２，In-
tegrinβ４は上皮細胞の接着機構であるヘミデスモ
ゾーム構造の構成タンパク質であるが，細胞の付着
から接着，増殖，分化への細胞動態の変化速度に差
がないと考えられた。但し，これらのタンパク質の
培養１時間後のmRNAの発現量はTiに較べてTZP

図８ マウス骨芽細胞様細胞（MC３T３‐E１）の増殖
（表面形状の影響）

図１０ 純水を滴下（WD）した各表面の水に対する接触角（CA）

図７ 生体多機能化の概念：骨組織接触部位のみではな
く，軟組織接触部位，および口腔内露出部位に適合し
た表面改質法が求められる

図９ マウス骨芽細胞様細胞（MC３T３‐E１）の ALP 活性
（表面形状の影響）
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は若干劣っていた（図１５）。このことから，細胞接着
性を高める細胞接着性分子の固定化や表面の物理化
学的性状の改質が必要であると考えられた。
③ 口腔内露出部位１１）

鏡面に仕上げた Y-TZP，NanoZR，Ti 上で歯周病
関連細菌の付着・増殖特性を調査した。初期付着特

性は，唾液をコートすると全ての試料で減少する傾
向にあったが，ジルコニア（Y-TZP，NanoZR）は
Ti と同様な細菌初期付着と増殖傾向を示した（図
１６，１７）。P. intermedia，A. actimomycetemcomitans
も P. gingivalisと同様な傾向が認められた。した
がって，本材料の使用にあたっては Ti と同様に感

図１１ TZP１５０E に各種表面処理を施した試料の保存条件による接触角の経時的変化
（Air：大気，DW：純水，NaCl：生理的食塩水，NaOH：水酸化ナトリウム溶液，Eth：エタノール）

図１２ 親水化処理した TZP 表面での骨芽細胞の初期接着⒜，アクチン線維の伸展（緑，１２h 後）⒝

吉成：ジルコニアのインプラントへの応用の可能性４９０
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染に対する対策が必要であること，また細菌付着を
抑制する表面改質の必要性が示唆された。

以上の表面改質には，各種生理活性物質や抗菌ペ
プチドを TZP に固定する必要があるが，ジルコニ

アに結合する人工ペプチドを介してこれらの物質を
固定する方法が有効であると考えられる１２）。

３．上部構造（歯冠修復）への応用

１）積層陶材の結合力向上１３，１４）

TZP は白色不透明であるため，審美性が要求さ
れる部位へは，半透明性を有する陶材を積層（ベニ
ア）して使用されているが，ベニア陶材のチッピン
グの問題が指摘されている。

TZP に対する前装陶材の結合強さに及ぼす TZP
の表面処理（表面粗さ），熱処理，およびライナー陶
材の使用の有無の影響を調査した結果，何れの条
件においても結合強さに差がなかった（２５MPa～３０
MPa）。陶材が剥離した試料の断面を分析すると，
TZP 表面近傍に前装陶材が一層付着していること

図１３ Ti と TZP 表面上でのヒト口腔上皮細胞の初期接着

図１４ Ti と TZP 表面上でのヒト口腔上皮細胞の動態（SEM 像，共焦点レーザ顕微鏡像）

歯科学報 Vol．１１３，No．５（２０１３） ４９１
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が確認された。このことより，陶材は TZP に接着
しており，破壊は TZP 近傍の陶材内で生ずること
が判明した。したがって，チッピングを減らすため
には，前装陶材と TZP の間に強度の大きな中間層
セラミックスを介在させる必要性あると考えられ
た。強度の大きな中間層セラミックスとして，二ケ
イ酸リチウム含有セラミックス（IPS e.max プレス
など）を粉末化して使用したところ，前装陶材の結
合強さが増加した。
２）半透明性ジルコニア１５）

チッピングの問題を根本的に解決するには前装

図１５ Ti と TZP 表面上でのヒト口腔上皮細胞の mRNA の発現量
（Lamininγ２，Integrinβ４）

図１６ Y-TZP，NanoZR，Ti 上で歯周病関連細菌（P. gin-
givalis ATCC３３２７７）の初期付着（１時間）

図１７ Y-TZP，NanoZR，Ti 上で歯周病関連細菌（P. gin-
givalis ATCC３３２７７）の増殖（４８時間）

図１８ カラージルコニア（上），半透明カラージルコニア
（中，Zpex-Yellow）とシェードガイド（何れも東ソー）

吉成：ジルコニアのインプラントへの応用の可能性４９２
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陶材を使用しないことである。しかし，今までの
TZP は不透明であり，審美性を満足させるには至
らなかった。近年，半透明性 TZP（Zpex-Yellow，
東ソー）が開発され，注目を集めている（図１８）。半
透明性 TZP は硬さが約１２００Hv（ビッカース硬さ）と
陶材の硬さ約６００Hv の２倍であり，対合歯のエナ
メル質をより多く摩耗させるのでないかとの懸念が
ある。半透明性 TZP と陶材の表面粗さを同一にし
て，エナメル質の摩耗に与える影響を検討した結
果，半透明性 TZP は陶材よりエナメル質を摩耗さ
せない傾向を示した。したがって，エナメル質の摩
耗に与える影響は単に硬さだけが原因とならないよ
うである。この半透明性 TZP を使用することによ
り，単層ジルコニアの歯冠修復物の応用範囲が拡大
すると考えられる。

４．ジルコニアの歯科応用（まとめ）

ジルコニア（TZP）の歯科応用，特にインプラント
への可能性についてまとめた（表２）。TZP は強度
が充分に大きく，フレームとして使用するのであれ
ば，臼歯部５本ブリッジまで可能であるが，審美性
を付与するために使用する前装陶材の扱いには注意
が必要である。前装陶材のチッピングを減らすに
は，強度の大きなセラミックスを中間層として使用
することが求められる。根本的な解決は，前装陶材
と使用しない半透明性ジルコニアの単独使用であ
る。ジルコニアは陶材より硬質であるが，対合歯エ
ナメル質に与える摩耗は陶材よりも小さく，この半
透明性ジルコニアの応用が進むとの感触を得た。

インプラントボディ（フィクスチャー）への応用に
関しては，HIP 処理された Y-TZP と NanoZR は充

分な疲労強度を有し，インプラント直径を３mm ま
で細くすることが可能であると考えられた。また，
純チタンの１．５倍の疲労特性を有していることを考
えれば，２回法の中空インプラントも充分に可能で
あろう。

組織適合性に関しては，ジルコニアは生体不活性
との従来の評価に反し，in vitro試験の範囲ではチ
タンと近似していることが判った。表面をブラスト
＋酸処理で粗造化したり親水化処理を行うことによ
り，チタンと同等以上の骨形成能を有することが
判った。但し，上皮細胞や歯周病原細菌の接着特性
はチタンと同程度であり，従来のセラミックスとは
少し異なる傾向を示した。特に歯周病原細菌は付着
しやすく，表面改質の必要性が感じられた。

本論文の要旨は，第２９４回東京歯科大学学会総会（２０１２年１０
月２１日，東京）において特別講演したものである。
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