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

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

Title
インプラント材料とその表面 : その３．インプラント表

面と生体

Author(s) 吉成, 正雄

Journal 歯科学報, 103(7): 565-572

URL http://hdl.handle.net/10130/764

Right



１．はじめに

前回までに，チタンインプラントおよびアパタ

イトコーティング・インプラントの基礎的な性質

について述べてきたが，今回はインプラント表面

と生体反応について，市販インプラントも含めて

概説する。

２つの相（固－気，固－液，固－固など）の境界

面を界面（interface）という。表面（surface）は，

界面と同義語であるが，一般に界面を外側から眺

めた場合をいう。生体／材料の界面現象が生体反

応であり，生体が材料と接したときの生体反応は

材料の表面の性質に影響される（図１）。表面の性

質は，「表面形状（粗さ）surface topography」と

「表面性状 surface chemistry」に分類される。イ

ンプラント表面の生体反応を理解するためには，

この２つの性質を知る必要がある。

２．表面の性質―表面形状と表面性状―

１）表面形状（surface topography）

表面形状は細胞の接着，伸展，配列，集簇に大

きく影響するばかりではなく，細胞の分化・発現

形態に重要な役割を与える。一般に鏡面よりは粗

面のほうが細胞の付着力が大きいが，その影響は

個々の細胞によって異なる。細胞が基材の溝に

沿って配列するといういわゆる contact guidance

の付与は，表面形状の制御の一形態である（図

２）。粗面にすると，親水性表面ではますます水

の濡れがよくなり，疎水性表面（接触角が９０°以

上）ではますます水の濡れが悪くなることは知ら
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図２ 微細溝上での細胞伸展
（Contact guidance：細胞が溝に沿って配列）図１ 生体／材料の界面でおこる生体反応
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れているが，表面形状はまた表面エネルギーなど

の表面性状（後述）にも影響を与える。このように

表面の形状を制御して，目的とする細胞を伸展，

配列，分化させ，術者の希望通りに組織を誘導さ

せようとする研究が行われている。（表面形状と

骨形成の関係については後に詳述する。）

２）表面性状（surface chemistry）

表面性状は，生体反応に重要な材料とタンパ

ク，細菌あるいは細胞の吸着や接着に影響を与え

る。表面の性状を決定する物理化学的な性質は，

表面エネルギーや表面の帯電状態をさし，表面に

存在する化合物が関与する。この吸着力は，�共
有結合（化学反応を伴う吸着）＞�静電引力（界面
電位，ゼータ電位）＞�水素結合（親水基）－
OH，－COOH，－NH２など＞�疎水性相互作用
（水中の疎水性物質の吸着，極性溶媒である水に

起因）＞�van der Waals 力，の順に大きい。

表面エネルギーの説明を図３に示す。図で内部

の原子や分子は互いに３次元方向から引力を受け

バランスがとれている。一方，表面の原子や分子

は表面の外側からの引力が断ち切られているため

高いエネルギー状態にあり，結果として表面エネ

ルギーが生ずる。固体の表面エネルギーが大きい

ほど接した液体の濡れ性は大きくなって接触角は

小さくなる（図４）。固体表面をイオンクリ－ニン

グすると水がよく濡れるようになるのは，イオン

クリーニングにより表面の汚染物質が除去され，

表面の原子がより強く内側へ向かって引き込まれ

る力が生じ，表面エネルギーが大きくなるためで

ある。

表面の帯電状態は図５に示すように，主に金属

酸化物が水と接触したときに形成した水酸基の解

離によって引き起こされ，溶液の pHによって大

きく変化する。これらは界面動電位（zeta 電位）

図３ 表面エネルギー（濡れ性に関与） 図４ 濡れと接触角

図５ 表面の帯電状態（zeta 電位で表せる）

吉成：インプラント材料とその表面５６６
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で評価され，表面の帯電がゼロとなる溶液の pH

は等電点と呼ばれる。通常，タンパクや細菌は生

体環境の pH＝７付近では負に帯電しており，材

料の表面の帯電状態や誘電率の違いによりタンパ

クや細菌の吸着状態は大きく異なる。また，材料

の耐食性，溶解性は細胞の変性や壊死（necrosis）

に関与する重要な性質である。さらに，摩擦係

数，表面硬さは材料の摩耗に影響する。

３．市販インプラントの表面

今まで述べてきたような「表面の性質（表面形

状と表面性状）」を念頭に置き，市販インプラン

トを眺めてみよう１）。日本では，表１に示す一回

法のインプラント，および二回法のインプラント

表１ 市販されている代表的インプラントシステム（文献１）を改変）

インプラント名称 基 材 表 面 形状デザイン 埋入形式

ブローネマルク 純チタン 機械加工 スクリュー ２回法
インプラメッド 純チタン 機械加工 スクリュー ２回法
JIAD（KOM） 純チタン 機械加工 スクリュー １回法
オラトロニクス 純チタン 機械加工 ブレード １回法，２回法
ADS 純チタン 機械加工 シリンダー １回法
OGA 純チタン 機械加工 スパイラル １回法
シェルシェブ 純チタン 機械加工 スパイラル，シンクレスト １回法，２回法
インターポアー 純チタン 機械加工，TPS スクリュー，シリンダー ２回法
レストアー 純チタン 機械加工，TPS スクリュー ２回法
３i 純チタン 機械加工，エッチング，TPS スクリュー，シリンダー ２回法
IMZ 純チタン TPS シリンダー ２回法
ツインプラス 純チタン TPS スクリュー ２回法
GCインプラント 純チタン TPS スクリュー，シリンダー ２回法
フリアット２ 純チタン TPS スクリュー，シリンダー ２回法
ITI 純チタン TPS，SLA スクリュー，シリンダー １回法，２回法
アストラテック 純チタン ブラスティング スクリュー ２回法
プラトン 純チタン ブラスティング，HA薄膜 スクリュー １回法
アンキロス 純チタン ブラスティング スクリュー ２回法
IAT FIT Ⅱ 純チタン ワイヤー放電加工 シリンダー ２回法
タイルート 純チタン 陽極酸化 ブレード １回法
スミシコン 純チタン HA溶射 ブレード １回法
AQB 純チタン HA溶射 シリンダー １回法
アパセラム 純チタン HA溶射 シリンダー ２回法
Mytis 純チタン HAブラスティング シリンダー １回法
POI 純チタン 陽極酸化，HA溶射 スクリュー １回法，２回法
イムテック 純チタン，チタン合金 TPS，ブラスティング スクリュー，シリンダー ２回法
アートシステム 純チタン，チタンニッケル 陽極酸化，機械加工 準シリンダー １回法
スクリューベント チタン合金 TPS スクリュー １回法
バイコン チタン合金 機械加工，TPS スクリュー ２回法
ステリオス チタン合金 TPS，HA溶射 スクリュー ２回法
エンドポアー チタン合金 球状被覆 円錐シリンダー ２回法
カルシテック チタン合金 HA溶射 シリンダー ２回法
バイオベント チタン合金 ブラスティング，HA溶射 シリンダー ２回法
SMI チタンニッケル 機械加工 シリンダー １回法，２回法
バイオセラム 人工サファイア アルミナ スクリュー １回法
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を購入することができる。その一つ一つはデザイ

ンも，基材も，そして表面形状・性状も多種多様

に異なっている。また，ここで挙げたものの中に

も製造中止になっているものもあるし，表１の報

告後に新しく市場に出たものもある。インプラン

トのデザインは，スクリュー，シリンダー，円錐

シリンダー，ブレード，スパイラル，ディンプ

ル，ルートフォーム，シンクレストなど様々であ

るがスクリューとシリンダーがその大勢を占めて

いる。

１）インプラント基材

インプラントの基材は，現在では純チタン，チ

タン合金（Ni－Ti 合金を含む，第１報を参照）が

殆どである。人工サファイアも使用された例があ

るが現在は淘汰された。

ａ．純チタン

JIS では純チタン丸棒を不純物の種類と量によ

り１種～４種に分類している（第１報を参照）。１

種は不純物が少なく，軟らかく弱い。４種は不純

物が多く，硬く強い。市販インプラントは殆どが

２種である。

ｂ．チタン合金

インプラント（生体材料）で使用されるチタン合

金は，ASTMに則ったTi－６Al－４V合金をさ

す。引張強さは約１０００MPa と非常に強い。生体

中での安全性は，バナジウム（V）イオンが溶出し

為害作用を及ぼすという報告と問題ないと報告が

あり結論が出ていない。最近，バナジウムを含ま

ない合金が開発され，一部は市販されている（第

１報を参照）。

ｃ．ニッケルチタン

Ni－Ti 合金は５０at％ Ti－５０at％ Ni の組成を持

ち，形状記憶，超弾性，振動吸収性など特異な機

能性をもつ。超弾性を利用した矯正用ワイヤ－は

有名である。インプラントには形状記憶，振動吸

収性の特徴を生かして使用される。生体内の耐食

性は詳しく検討されていないが，in vitro では特

にエッジがある場合孔食を起こしやすい。

ｄ．人工サファイア

化学名は酸化アルミニウム（アルミナAl２O３）で

あり，一般鉱物名をコランダムと呼ぶ。不純物に

より色調が変化し微量のクロムを含むものは赤く

図６ 市販インプラントの表面 SEM象
（ａ：機械加工，ｂ：TPS，ｃ：ブラスティング，d：エッチング，ｅ：SLA，ｆ：球状被覆，倍率任意）

吉成：インプラント材料とその表面５６８
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ルビーといわれ，微量のチタンを含むものは青く

サファイアと呼ばれる。生物学的にはBio－inert

セラミックスに分類される。

２）インプラント表面

インプラントの表面は，表面形状が異なる，無

処理（機械加工），プラズマ溶射（TPS），サンドブ

ラスト，エッチング，サンドブラストとエッチン

グの併用（SLA），球状被覆がある（図６）。ま

た，表面形状と性状の両者が異なる，ワイヤー放

電加工，陽極酸化，ハイドロキシアパタイトなど

がある。

ａ．機械加工（Lath－machined surface）

チタン丸棒を旋盤加工した面であり，微細な線

状痕を持つ。

ｂ．TPS（Titanium plasma－sprayed surface）

チタン粉をプラズマ溶射により基材にコーティ

ングして作られる。表面積は無処理と比較し５００％

～６００％程度大きくなる。

ｃ．ブラスティング（Blasted surface）

アルミナ粉，チタン粉，酸化チタン粉，あるい

はHAを空気圧によりブラスト処理して形成さ

れる。表面粗さ，形状は粉体の種類，粒度，空気

圧により異なる。アルミナ粉は超硬質であるため

ブラスト効果が大きく，表面を容易に粗面にする

が，アルミナ粉がチタン基材に突き刺さって残留

し，骨形成に悪影響を及ぼすといわれている。チ

タン粉，酸化チタン粉はこのような心配はないが

ブラスト効果が小さく，大きな粗面を形成しにく

い。HAブラスティングは，粗面を形成するとい

う従来のブラスト効果を期待するのではなく，HA

粒を基材にブラストして（吹きつけ）HAを基材に

圧着することを目的としている。

ｄ．エッチング（Etched surface）

フッ酸もしくはフッ酸と硫酸などの混酸を用い

て酸エッチングすることにより形成される。表面

積は無処理と比較し３００％程度大きくなる。他の

処理が比較的大きな粗面を形成するのに対し，本

処理は微細な凹凸を形成し，細胞の集簇，分化，

石灰化に影響すると言われる。

ｅ．SLA（Sand－blasted with large－grit and acid

－etched surface）

粒径２５０～５００μmの研磨材によるサンドブラ

スト処理後，酸によるエッチングを行った処理。

サンドブラストで粗面を形成し，さらにエッチン

グで微細構造を付与することから，骨芽細胞の骨

形成に有効な微細環境を与えると言われる。

ｆ．球状被覆（Sintered porous－structured sur-

face）

チタンもしくはチタン合金の球状粉をチタン表

面に焼結して作られる。多数の空孔を持ち，その

大きさは球状粉の粒度により調節可能である。球

状粉間に細胞が入り込み骨基質を形成する。

ｇ．ワイヤー放電加工

放電加工により処理され，表面は規則正しい凹

凸が形成される。表面は比較的厚い酸化被膜が形

成される。

ｈ．陽極酸化

電気分解の際のアノード（陽極）でおこる酸化反

応であり，通常より厚い１００nm以上の酸化チタ

ン被膜を形成する。表面はいわゆるニュートン環

による色がつき厚さにより色調が変化する。酸化

膜の厚さが３００nm程度では金色を呈する。

ｉ．HA

上記は全て，チタン（酸化チタン）表面に関係し

ているが，本処理はBio－active な表面を期待し

て，リン酸カルシウム特にHydroxyapatite（HA）

を被覆したものである。HA溶射は主にプラズマ

溶射法で３０～１５０μmの厚さにコーティングした

もの，HAブラスティングはｃの方法で，HA薄

膜は塗布熱分解法で作られたものである。HA溶

射が最も普及しているが膜剥離などの問題から，

現在はさらに，様々な手法で緻密な薄膜（３μm

以下）をコーティング法が検討されている２）（次報

参照）。

４．表面形状（粗さ）と骨形成

表面形状（粗さ）が骨形成に大きく影響すること

は多くの研究報告で明らかとなっている。表面形

状は創傷の治癒過程やリモデリング時において，

細胞接着，伸展，配列，集簇，分化に影響を与え
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る。

１）細胞接着

細胞と細胞外基質（ここではインプラント表面）

との接着は，細胞膜を架橋する接着性蛋白（イン

テグリン）が関与している。In vitro による検索で

は，粗面のインプラントに骨芽細胞様細胞が高い

レベルで接着することを確認されており３），粗さ

の程度が異なる表面形状を持つチタンディスクに

対する骨芽細胞の接着数を検索した実験では，骨

芽細胞様細胞の接着は粒径５０μmのA１２O３粒を

ブラスティングした表面で有意に多いことが報告

されている。

２）細胞の伸展，配列

細胞の伸展方向は，表面の粗さの程度のみなら

ず，表面構造の配列方向に影響される４）。幅１～

１０μm，深さ０．５～１．５μm程度のmicrogroove（細

かい溝）上で，細胞の伸展を調べたところ５），ラッ

ト大腿骨骨髄細胞はその溝に沿って伸展した（図

７－ａ）。また，細胞骨格を共晶点レーザー顕微

鏡像にて観察すると，細胞内の actin filament と

vinculin（基質に接する部に現れるタンパク質）は

溝に沿って規則正しく走行することがわかった

（図７－ｂ）。これはコンタクトガイダンス（contact

guidance）と云われ，これにより組織の形成方向

を制御できる。

３）細胞分化

表面粗さは細胞の分化発現形態に重要な役割を

果たす。すなわち，骨芽細胞は，滑面上に比べて

粗面上でより多くのコラーゲンの新生と石灰化を

示すとの報告がある６）。また，表面形状の規則正

しさと表面粗さの両方が細胞分化と石灰化に影響

し，基質形成と高度のコラーゲン新生が粗面のイ

ンプラントにおいて有意に見られる。溝（micro-

groove）を持つ表面上では，細胞が溝に沿って配

列し骨原性細胞を骨芽細胞に分化させ，石灰化細

胞外基質が広範囲になり，溝に沿って沈着するこ

とが分かっている７）。

４）in vivo

In vivo においても，滑面に比べると，プラズマ

溶射，ブラスティング処理，エッチング処理，陽

極酸化などの表面処理を行い粗面にすることで骨

結合がよくなることが知られており，粗面であれ

ばあるほど実験的に剪断強さが増加するとの報告

が多い。また，この強さは経時的に増していくと

も言われている。また，粗面のインプラントは骨

と結合し，滑面インプラントでは線維性の被包が

増加するといわれている。関連して，引張試験と

組織学評価の結果から，インプラントを通して伝

わる力はインプラントが粗面でのみ受け止めるこ

とが可能であり，滑面では荷重を伝達できずイン

プラントの周りに骨欠損を助長することになると

の報告がある。また，表面の粗さは血管と新生骨

の侵入を許し，骨沈着に重要な意義を持つと云わ

れている。さらに，２５μmと２５０μmの大きさの

A１２O３を用いたブラストインプラントでは，２５

図７ Microgroove 上での細胞伸展方向（松坂賢一先
生ご提供）
（溝の幅５μｍ，深さ０．５μｍ，ａ：SEM像，ｂ：共
焦点レーザー顕微鏡像，抗 actin 抗体：灰色の
線，抗 vinculin 抗体：白点）
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μm砥粒で作られたインプラントに多くの骨結

合が見られ，ブラスト表面は１．１～１．５μmの平

均的粗さを持つものが強固な骨結合を与えること

が報告されている。

［TPS と SLAの比較］

Cochran, et al８）はイヌ下顎骨でのTPS表面とSLA

表面を持つインプラントを比較し，SLAは初期

の骨接触率および負荷後のリモデリング時の骨接

触率に優れていたことを報告している。この結果

の妥当性は，多くの研究報告を待ってから結論が

下せるだろうが，今まで述べてきた表面形状と骨

形成能の関係の結果からも頷けるところがある。

すなわち，TPS は大きな「うねり」を持つ粗面

であるのに対し，SLAは大きな「うねり」の上

にさらに小さな粗面が形成されている。大きなう

ねりは細胞の伸展，配列には影響を与え，小さな

粗面は細胞を固着し石灰化への分化を促すことが

考えられるからである。

５．表面性状と骨形成

表面に存在する化合物は表面性状に関与し，骨

性タンパク質や骨芽細胞の吸着・接着，あるいは

増殖・分化に大きく影響する。

１）チタン酸化膜の厚さ

第１報でも述べたように，チタン表面のチタン

酸化膜はチタンの osseointegration に大きく関

わっていることから，チタン酸化膜が厚いほうが

骨形成能に優れるとの報告が多い。しかしよく見

てみると，これらの報告には表面の形状を一定に

して，酸化膜の厚さに言及していないことが多

い。酸化膜を厚くしようとすると必然的に表面は

粗面になるからである。Larsson, et al９）は，電解

研磨やアノード処理により表面粗さを同一にして

酸化膜の厚さを約３nmと約２００nmにして比較，

検討した。その結果，骨接触率は表面粗さに影響

されるが，酸化膜の厚さには影響されなかった。

この結果には妥当性があると考えられる。なぜな

ら，組織液や細胞がインプラント表面に接した

時，細胞の吸着や分化に影響を与えるのは表面の

数原子層（数 nmレベル）であり，それ以上の厚さ

は細胞動態に影響を与えることは考えにくい。チ

タンは大気中にさらされると瞬時に数 nmの酸化

層を形成する。したがって，細胞に影響する酸化

膜は通常のチタン表面で既に形成されており，特

別な処理を施して酸化膜を厚くすることには大き

な意味が考えられない。むしろそれらの処理によ

り表面形状を粗面にすることは有効であろう。但

し，金属チタン中の自由電子が表面性状ひいては

細胞動態に与える影響については未だ調べられて

おらず，酸化膜の厚さによってこの性状が異なる

可能性もある。

２）チタンとアパタイト（リン酸カルシウム）

チタン（正確には酸化チタン）表面と，アパタイ

ト（正確にはリン酸カルシウム）表面を比較した場

合，アパタイト表面のほうが，骨形成が早く骨と

の結合力も大きいことは事実である（第２報参

照）。リン酸カルシムのなかで，Hydroxyapatite

（HA），β－TCP，α－TCPを比較した研究報告

はあるが，骨形成能の差に確固とした結論が出て

いない。骨形成能には，リン酸カルシムの溶解度

のみならず結晶構造も関係すると云われている。

したがって骨形成能を比較するとき，両者がコン

トロールされていなければならない。我々は in vi-

tro で，溶解度を同一にしてHAとβ－TCPの石

灰化に及ぼす影響を検討したが，差を見いだすこ

とが出来なかった。したがって，骨形成能に大き

く影響するのは溶解度であると考えられる。イン

プラント周囲環境でα－TCPが良好な結果を収

めていないのは，溶解度が大きすぎるためであろ

う。

また前報でも述べたように，現在のアパタイト

コーティング・インプラントは膜の厚さ，均一

性，チタン基材との密着性において問題点が指摘

されている。現在，アパタイト薄膜への志向は必

至である。この件に関しては次報で詳しく述べ

る。
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