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原　　　　著--

予後不良により撤去された-イドロキシアパタイトコーティング･

インプラントの表面分析

奥　森　泣　入｡　吉　成　正　雄2)　小　田

1)東京歯科大学･歯科理工学講座

2)東京歯科大学･歯科理工学講座,口腔科学研究センター

(主任:小田　豊教授)

年5月8日受付)

年6月5日受理)

旦1)
l義勇

抄　録:市販-イドロキシアパタイトコーティング･インプラントの予後禾良の原因を明らかにす

るための一助として,撤去したインプラントの表面観察および表面分析を行った｡撤去したインプ

ラントのコーティング麓の残存率は　　　であり,コーティング麓が大部分残存し表面全体が有機

質様物質で覆われていたT型(膜の残存率　　　　　と,コーティング膜が相当量消失し有機薯の存

在が確認できなかったTT型(麓の残存率:　　　　およびそれらの混合形態であるⅢ塑(麓の残存

率　　　　　　に分残された｡表面分析の結果, 1型はコーティング膜の変化が軽敏であり, II型

の表面は局所的にアパタイト様物嚢の付着がみられ,未使用品より鋭利な　　　　　　　　のⅩ

線回折パターンを示した｡ Ⅲ型はI型とII型の混合形態を示したo以上より,撤去された市販アパ

タイトコーティング･インプラントの表面性状には3つのタイプがあり,それぞれ予後不良の原因

が巽なることが示唆された.

キーワード:インプラント,アパタイトコーティング,プラズマ溶射,表面分析

緒　　　　　責

ハイドロキシアパタイト

を始めとしたリン酸カルシウム　　　　セラ

ミックスは,チタン　　と比較して,早期に骨形

成が行われる,骨と直接結合する,など歯科用イ

ンプラント材として優れた特徴を有する

ことから臨床応用が進められている｡しかしこの

系のセラミックスは,本来低強度でありしかも

脆性であるが故にインプラント材として単独で使

用することが困難である｡したがって現状では,

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区貢砂
東京歯科大学歯科歯科理工学講座　吉成正雄

Tiに　　　系セラミックスをコーティングし,

臨床に供されているO従来のコーティング方式に

は,浸漬法　　　電気泳動法　　フレ-ムスプ

レー法　　プラズマスプレー法　　　　　などが

ある｡このうちプラズマスプレー法が鼻も普及

し, -イドロキシアパタイトコーティング･イン

プラントと称して製品化されている｡しかし,

Tiインプラント材と比較し炎症症状の進行が速

い　　コーティング膜がTi界面で剥離する

などの問題点も指摘されており,長期的にはT:i

インプラント材より信頑性が劣っているとの評価

が多い5)o　これらの主な原因として,プラズ々

コーティング法による膜は,比較的厚くポーラス
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である, Ti基板との密着性に劣る,製品によっ

てコーティング膜の表面形状,組成,溶解性に著

しい差がある,同一製品でもコーティング膜自体

が部位的に不均-である,ことなどが指摘されて

いる18)｡

我々は,市販HAコーティング･インプラント

を臨床応用しているなかで,撤去したインプラン

トを目視観察すると,コーティング膜の消失が一

定の形態を示さないことを経験した｡すなわち,

コーティング膜が殆ど消失していない形態,コー

ティング膜全体が消失している形態,あるいは

コーティング膜がインプラント空貢郭や底部で部分

的に消失している形態を有するインプラントが存

在した｡この事実から,市販HAコーティング･

インプラントの予後不良は,必ずしも-定の原因

に依拠していないと考えられた｡

そこで本研究は,撤去した市販プラズマスプ

レー法によるHAコーティングインプラントの表

面観察を行うと同時に,電子線マイクロアナライ

ザによる元素の同定,およびⅩ線回折分析による

結　性と化合物の同定を行うことにより,インプ

ラント埋人中に生じたコーティング膜の性状変化

を材料学的観点から精査し,本インプラントの予

後不良の原因を明らかにするための一助とするこ

とを目的とした｡

材料および方法

1.実験材料

本実験で使用した撤去インプラント症例を表

1に示す｡分析に供したインプラントは,ブレー

ドタイプの　　　　　　　住友化学社製,略号

本,およびシリンダータイプの

(カルシテック社製,略号　　　　本である｡と

もにプラズマ溶射されたコーティング膜であり,

SUMはリン酸カルシウムと　　　　　が層状を

なし　　　はリン酸カルシウムが主体であるが

Ti蓋板とコーティング膜の界面付近に

が存在している｡臨床年数は, 2年6ケ月～6年

7ケ月であるo全てのインプラントは初期固定が

とれていたが,一定期間装着後,口腔内所見で動

揺をきたし, Ⅹ線写貢観察所見で骨吸収がインプ

ラント全体におよび,予後不良と判断され,患者

の了解を待て撤去されたものである｡なお動揺度

は,連結しているインプラントも存在し,計測が

困難であったが,天然歯における蓋準(0度:塗

理的動揺, 1度:唇舌方向にわずかな動揺, 2

度:唇舌方向に中等度に動くほかに,近遠心方向

へも多少の動き, 3度:唇舌方向,近遠心方向に

かなり動揺がみられ,垂直方向にもみられるも

の)を使用して判断した｡

2.光学顕微鐘観察およびコーティング膜

残存率の測定

撤去インプラントを生理食塩水で洗浄し

%ブルタールアルデヒド溶液(リン酸緩衝液, pH

に浸漬固定した後,以後の観察および分析

までエタノール溶液に冷蔵保存した｡デジタル

カメラ　　　　　　　　　を装着した光学顕放鐘

オリンパス)で,インプラント全体を観

察し画像を言己録した｡なお,生理食塩水での洗浄

後も著しく線維状構造物で覆われていた試料につ

いては,蛋白薯分解酵素(タシナーゼ

協和醗酵)1%溶液　　　に4日間浸漬した後も観

察を行った｡言己録した画像データから,コーティ

ング膜が存在している部位の面積を,コーティン

グ膜が本来存在していた面積(インプラント頚部

から下部)で除し,コーティング膜残存率を算

出した｡インプラント全視野から,ブレードタ

イプでは両面の,シリンダータイプでは120度

ずっ回転させて3方向の映像からの平均値を求

めた｡

観察および電子線マイクロアナライザ

分析

光学項数鏡観察後,通常のエタノール系列の脱

水,凍結乾燥を行った後,カーボンコーティング

を施し　　　　　　　　　　　　　本電子)にて,

インプラント撃貢部,中央部,底部を観察した｡同

時に　　　　　　　　　　日立)により加速電圧15

kVで　　　観察部位に存在する元素の定性分

析および元素の分布を知るための面分析を行っ

た｡この時の分析深さは約2 〃mである｡
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表1　分析に使用した撤去インプラントの症例

739

∴　　　　　　　　　=

1 61女　L2_　インプラント周囲か　　　　年6ヶ月嘆威厳舎位にてL2周囲歯肉からの硬質レジン前天然歯　　餌ブリッジ　　2

らの出血が気になる　　　　　　　　出血が認められる　　　　　　装冠

2　55女　51右側にて融､ものが　　　　年1ケ月51周固歯肉の発赤･睦張がありメタル･セラメタル･クラ･⑦65④⑨げリッジ　3

噛めない　　　　　　　　　　　　ダウングロスが顕著である　　　ミックス･ク　ウン　　　*6もインプラント

ラウン

3　51男｢云亙　インプラント周囲か　　　　年6ヶ月｢汀周囲歯肉の劇長が顕著で,噛メタル･クラメタル･クラL@③456ブリッジ　3

らの出血動く　　　　　　　　　　むことで産盾がでている　　　　ウン　　　ウン

天然歯

4　57　女　r61右側で唄噂できない　　　　年4ケ月甘周囲歯肉の発赤･腫脹があり,メタル･クラメタル･クラ師ブリッジ　　3

排膿も少し認める　　　　　　ウン　　　ウン

5　57　女｢すす　左顎に匪癖がある　　　　　年　　甘周囲歯肉からの排漉･出血を認メタル･セラメタル･セラl③456⑦ブリッジ　3

め,上部構造の動揺も認める　　ミックス･ク　ミックス･ク

6　55　女｣』　噛むと癌くて喧嘩で　SUM

きない

7　66　女　　　　噛むと痛くてDE境で　SUM

きない

8　70　男　jJ　歯ブラシすると痛いINT

9　74　女　71　硯曝しづらく歯が動INT

く

男　jJ　インプラント部が化INT

膿している

ラウン　　　ラウン

3年9ケ月_I』周囲歯肉の発赤･酎長がありメタル･クラメタル･クラユ融ブリッジ　　3

ダウングロスが遠JL､吾障認める　　ウン　　　ウン

天然歯

6年7ケ月下部周囲歯肉からの排脆･出血がメタル･セラメタル･クラ欄ブリッジ　　3

認められる　　　　　　　　　ミックス･ク　ウン

ラウン　　天然歯

4年10ケ月互周囲歯肉の発赤･庄張がある　メタル･クラメタル･クラ_壁_4｣連結　　　　3

ウン　　　ウン　　　*64もインプラント

5年11ケ月司周囲歯肉からの排漉･出血があ硬賛レジン前メタル･クラ司連結　　　　3

り上部構造の動揺も認める　　　装冠　　　ウン　　　* 6 5もインプラント

5年4ケ月jJ周闘､らの排膿が敦著に認める　メタル･セラメタル･セラ_録｣連結　　　　　3

ミックス･ク　ミックス･ク　*5もインプラント

ラウン　　　ラウン

SUM :　　　　　　　住友化学社製　　　　　　　　　　　カルシテック社製)　#動揺度:上部構造を撤去後

4. X線回折　　　分析

Ⅹ線回折装置　　　　　　理学)を用いて,撤

去インプラント試料の表面に存在する化合物の同

定および結　性を知るために

の条件にてⅩ線回折分析を行った｡ ¢100

pmのコリメークを使用してコ-ティング膜が存

在している部位と消失した部位の分析を行い代表

的なプロファイルを選択した｡測定は撃曲

方

式にて行い,試料を¢(面内)回転を行い, Ⅹ線入

射角度は15｡とした｡この時の分析深さは, HA

級密体の場合約　　　である｡
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結　　　　　果

1.光学顕微鏡観察およびコーティング膜残存率

撤去インプラント症例　　　以下症例あるい

はインプラント　　　と表す)の光学顕赦鏡像を

図1に示す｡コーティング膜の消失が殆ど認めら

れず表面全体が有機質用物薯(線維状構造物)で覆

われていたため蛋自賛分解酵素を使用したもの

下地の金属面が全面に露出しコ-

ティング膜の消失がインプラント全体に及ぶもの

局部的に金属面が露出しインプラント頚部お

よび先端部にコーティング膜の消失がみられたも

の　　　　　　　　　など形態は様々であった｡

コーティング膜残存率を表2に示す｡コーティ
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図1撤去インプラントの光学顛微鏡像  
こ有機質様物質，☆コーティング膜，△チ  
タン残材  
症例1，2，3，8はほぼ全面が有機質様  
物質で覆われており，症例9はコーティン  
グ膜の存在が肉眼的に認められなかった。  

表2 コーティング膜残存率および分類  
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図2 撤去したインプラントのコーティ ング膿  

残存率（％）  

ング膜の残存率は平均66．2％（SD：34．7％）で  

あった。また表面は，目視および光学即徴鎧観察  

から，表面全体が有機質用物質で覆われており  

コーティング膜が殆ど消失していないもの（l  

型），撤去時に肉眼的な有機質用物質の存在が確  

認できず明らかにコーティング膜の消失が認めら  

れたもの（¶型），および両者の分類の範疇に入ら  

ないもの（m型），に分類された。すなわちⅢ型は  

1型とⅢ刊の混合形態であり，一部が有機質用物   

l型：コ「ティンプ膜は殆ど消失しておらず有機  

質種物質で覆われていた  
】1型ニコーティング膜は相当量消失し有機質様物  

質の存在が確認できなかった  
ul型二【型とIl型の混合型  

22  
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質で覆われていると同時に一定量のコーティング

膜の消失も認められた｡その分車ごとのコーティ

ング膜残存率を図2に示す｡表面全体が有機費用

物質で覆われていた1型はコーティング膜の残存

率が　　　　　　　　　　とコーティング膜の消

失は殆ど認められなかった｡有機質用物質の存在

が確認できなかったⅡ型はコーティング膜の残存

率が　　　　　　　　　　と相当量のコーティン

グ膜の消失が認められた｡またⅢ型のコーティン

グ膜の残存率は　　　　　:　　　であった｡

観察および　　　　分析

以上のインプラントの代表例として,インプラ

ント　　　　　　のSEM観察　　　　分析結果

を図　　　に示す｡

インプラント2(分幾I)のSEM像を図3に示

す｡インプラント空貢部付近　　　は,蛋白質分解

酵素浸漬前　　　　では無定形膜で覆われてい

たが,浸漬後　　　では無定形膜の一部が除去

された｡インプラント上部より1/3左付近

は,蛋白質分解酵素浸演前　　　　では薄い膜

で覆われており,一部に観察時に生じたと思われ

るクラックが認められたO　浸子責後　　　では膜

が消失した像が観察された｡インプラント上部よ

り1/3左付近の　　　面分析を図4に示す｡浸

漬前　　　　　のクラック部はCaリッチであ

りAlの存在も認められた｡浸漬後

は,ほぼ全面がCaリッチでありTiが認められ

ないことから,表面はコーティング膜に覆われて

いることが確認された｡

インプラント8(分類I)のSEM像を図5に示

す｡アバットとの接合部付近のSEM像

は,蛋白質分解酵素浸漬前では間隙部に無定型

構造物がみられ　　　　　　　　　上部:アバッ

ト),無定形構造物の中央部を拡大すると(8A

線維状構造物あるいは梓菌様やら

せん状の細菌像が観察されたo浸漬後では無定形

構造物が消失し　　　　　　　　上部:アバッ

ト),間隙恵下のフィクスチャー部を拡大すると

線維状構造物の変質した像がみ

られた｡インプラント中心部　　　は,蛋白質分

23
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解酵素浸漬前では-面が無定形構造物で覆われ(8

中央部の拡大図

では,線維状構造物が観察された｡アバッ

トとの接合部付近の　　　面分析像を図6に示

す｡図において2次電子像　　　の上部1/5がア

バット部,下部4/5がフィクスチャー部であり,

それぞれの元素の分布はSEIに対応している｡

蛋白分解酵素浸漬前　　　　　　ではアバット部

にTiが,フィクスチャー部に僅かなCaと線稚状

構造物の存在を示すSが認められた｡浸漬後(8A

は,フィクスチャー部のCaの存在はより

明瞭になったが,同時に線維状構造物の存在を示

すSが検出された｡

インプラント5(分楽Ⅱ)のSEM像を図7に示

す｡インプラント頚部　　　は,コーティング膜

が左側に僅かに残存している像　　　　と,その

中央部の拡大像　　　　では前処理として行っ

たブラスト処理によって粗造化した表面および僅

かな付着物が観察された｡空貢部をさらに拡大する

と　　　　　　編菌や血夜由来と恩われる赤血球

などが観察された｡下部中央部　　　は,左上の

光皐貢像でみられた残存コーティング膜である白色

部がSEM像では明瞭に観察されないもののコー

ティング膜の付着が認められた　　　｡その中

央部の拡大像では全体的に原粒状物　　　　が

付着していた｡　　　面分析(図8)では,蟹部

下部中央部　　　とも,インプラント蓋

材のTiJ以外に　　　　　の存在が認められた｡

インプラント9(分幾Ⅱ)のSEM像を図9に示

す｡アバット付近の弱拡大像　　　　ではコー

ティング膜が消失したような像が認められた｡ア

バット付近の拡大像　　　　　ではコーティング

前に行ったブラスト処王酎こ伴う粗造化された像

が,インプラント中央部の拡大像　　　　　では

一部に溶射されたアパタイト様物質が観察され

た｡　　　　面分析(図10)では,基材のTiが大

部分を占めていたが,一部にCaおよびAlが存

在した｡

3. X線回折分析

インプラント　　　　　　の部位BにおけるⅩ
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図3 症例2（1型）のSfミM像  
2A二竺頁部．2B：上部より1／3付近  

蛋白質分解形素使用前berore，  
使用後after  
C有機質様物質，☆コーティング膜  

二1うa】血＼珊〔） 坤m  封hllluxうりり‖  5′＝‖  

2Ba且er  2Bbefbre  50岬l  50トIm  

図4 症例2（1型）のE】〕九1A面分析像（2B：インプラント上郡より1／3付近） 蛋白質分解酵素使用前l）et－ore，  

使用後arter  
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図5 症例8（Ⅰ型）のS下】M像  
8Aこアバット接合部付近．8B：中  
心部  
蛋白質分解酵素使用前berore  
使鞘後d■ter  

C有機質横軸定形構造物  
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岡6 症例B（」型）のHl〕ヽ1A拍F分析像（8A：アバットとの接合部付近） 蛋白質1〉角窄悸素使関前bp「0Ⅰ・e．  
使用後arしer  
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帥（）  5∧＼】j（1  1川レり11  

図7 症例5（［型）のSEM像  
5A：頸弧 5B：下部中央部  
C有機質様物質，☆コーティング膜  
△チタン基材  
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図8 症例5（山型）のEIつ11八両分析像（5Aこ頚取 5B：下郎中火部）  
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囲9 症例9〔‖聖）のS上二九1像  
9A：アバット付近，9t】ニ巾央郭  
☆コーティング膜  
△チタン基材  
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図】0 症例9（［型）のEPMA面分析像  
（9Aアバット付近，9ロインプラント中央部）  

同定された化合物を示す。   

末使FF］のSUMはHydroxyapatite（11A），  

Corundum（A1203），TetracaIcium phosphate  

（TcCP），α一tricalcium phosphate（a－TCP）  

が存在し，回折パターンは焼結HAと比較しプ  

ロ【ドであり，非晶質成分を多く含んでいた。末  

位1冒のINTは．明瞭なA1203が検出されなかっ   

繰何桁プロファイルを図11に示す。線維性被包が  

みられたインプラント2および8は蛋白質分解酵  

素処理後に分析した。同時に，焼結11ydroxy－  

apatite（Sintered HA），およびインプラント  

2，5の未使用品SUM brandneWとインプラ  

ント8，9の未使用品INT brand－neヽVのプロ  

ファイルを阿中に示す。なお二 図中にHA以外に  
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20　　　　　30 20(degree) 40　　　　　50

図11撤去インプラントおよび焼結
未使用インプラントのⅩ線回折プロファイル

た以外は　　　　と同様であった｡

インプラント2は蛋白質分解酵素処理により線

維性被包が除去された表面であるが,未使用品と

比較してピ-クが先鋭化し,焼結

と同様なプロファイルを示した｡インプ

ラント5はコーティング膜が残存している部位

と,コーティング膜が消失した部位

の結果を示すO　コーティング膜が残

存している部位ではインプラント2とほぼ同様な

回折プロファイルが得られたが,コーティング腰

が消失した部位ではTiの回折プロファイルが主

であった｡インプラント8は,蛋白質分解酵素処

理により線碓性被包が除去されなかった表面であ

るが,未使用　　　　　　　　　よりブロードな

回折パターンを示した｡インプラント9は,コー

ティング成分のHAの主ピークが検出されず,

Tiおよび　　　が検出された｡

4.表面分析のまとめ

28

表面分析結果のまとめを表3に示す｡

I塾では,コーティング膜は殆ど消失しておら

ず,表面は細菌あるいは線維状構造物で覆われて

いた｡線維状構造物を蛋白質分解酵素で除去する

と　　　　リッチなリン酸カルシウム膜が現れ

た｡ X線回折の結果,線稚状構造物が除去しきれ

なかった部位では比較的ブロードで有機質の存在

を反映した回折パターンであったが,線稚状構造

物が除去された部位では未使用品より鋭利なHA

の回折パターンが現れ,未使用品に含有されてい

た　　　や　　　　などの溶解しやすい成分が

消失した｡

II型では,コーティング膜の消失傾向が大き

く,表面はブラスト後のTi表面,あるいは覇粒

状物質や溶射されたアパタイト様物宴の付着がみ

られ,頚部では細菌様物質の付着物も認められ

た｡コーティング膜の消失部位は,インプラント

頚部あるいは底部隅角部に多発したが,必ずしも

-定の傾向は示さなかった｡また

がインプラントの任意の部位に存在し,残

存しているコーティング膜は未使用品より鋭利な

HAの回折パターンを示し,未使用品に含有され

ていた　　　やα-TCPなどの溶解しやすい成分

は消失した｡

1u型では, I型とH型の中間的な形態を示し

た｡すなわち,コーティング膜の消失部位は必ず

しも-定でなく,線維状構造物も認められた｡線

維状構造物を除去すると　　　　　　　　　　の

存在が認められ,残存しているコーティング膜は

H型と同様HAの鋭利な回折パターンを示したo

Lかし,線維状構造物が除去しきれなかった部位

ではブロードな回折パターンを示した｡

考　　　　　察

1. -イドロキシアパタイトコーティング･イン

プラント材の特徴

本実験で使用したインプラント材

は,両者とも-イドロキシアパタイトコーティン

グ･インプラントと称して製品化されており,プ

ラズマ溶射法により作製されている｡未使用試料
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表3　表面分析のまとめ
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EI〕　　　〃m)

以外
観察部位　(コ-テイング濃の残　　　　SEM　　　　〔 I,ニ　　　∴　　両　　　　　　　　　　　　　　　　類

存,有機質付着)

全面有機質

ネック　　　　　　有機質

ボディ中央　　　　　有機質

有機質付着

部残存

野郎　　　　　　　消失

5　　ボディ中央　　　　　消失

ボディ中央　　　　　部残存

亀裂,亀明夫付着物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロード

亀明大

亀甲状,一部亀裂

亀用犬

不定形

消失,細菌様

消失,廉粒状

願粒状

S, Si (Ca, P)　　　　　　IIA, Alumina

亀裂部

ブロード　　　　　　I

Ti, Ca, P, AI Ti, HA, Alumlna I

Ti, Al, S Ti, Alumlna

Ti, AI Ti, Alumlna, (IIA)

Tl, Al, Ca, P HA, Alumina, Tl

6　　　　　　　　　　部残存,有機賓付着　　コーティング亀裂

7　　　　　　　　　頭部消失,有機質付着　　亀甲状,部亀裂

アバット接合部　　　　有機質

8　　ボディ中央　　　　　有機質

ボディ下部　　　　　有機質

顧私　細菌横

線維状構造物

線維状構造物

顧粒状,アパタイト様

コ-ティング亀裂

線稚状構造物

消失

野郎　　　　　　　部残存
ボディド部　　　　有機質付着

Tl, Ca, P, AI Ti, HA, Alumlna nl

亀裂部

一
J

P

 

P

 

P

a
 
c
d
 
a

C

 

C

 

C

･
.
､
　
　
　
　
　
　
.
＼
　
　
　
　
　
.
I

S

 

S

 

S

ブロード

ブロート

Ti, (Ca, P)　　　　Ti, Ti20, CaC12, Alumina II

Ti, Ca, P, AI Ti, IIA, Alumina

ブロード

のⅩRD分析から,両製品とも非　質化した

HA以外に　　　　　　　　が認められた｡ま

た,コーティング膜は両者ともプラズマ溶射法特

有のポーラスな層状を皇L　　　　は上記リン酸

カルシウムと　　　　　が混在しており　　　は

Ti基板とコーティング膜の界面付近に

が存在していることが確認されている19)｡

の高温分解

プラズマ溶射法で作製されたコーティング膜

は,コーティング時にHAを　　　　以上の高温

に晒すため, HAの高温分解が指摘されている｡

HAの高温分解に関して土井ら20)は,化学室論比

のHAは　　　　近くまで分解反応が生じない

が,非化学量論的なものは　　でβ　　　を生

成し　　　oC以上では高温安定型のα　　　に

変化し　　　OC付近で　　　が生じ

近くで溶解するといわれる｡

同様に　　　ら2°は,乾燥した高温でHAは,

どll.･I..tIJH .. ()ll. I

Ca3(PO4)2+Ca4P209+H20

あるいは

軍票qI言魔荒の武鑑の-

3Ca3(PO4)2+CaO+H20

の反応が生じ,非品寛

に分解するとしている｡したがって,本実験で使

用したインプラント材のコーティング膜は高温分

解が生じており,結果として非　質化したHA,

が認められたと考えられる｡

2)コーティング月英の溶解性

口腔内に装着されたインプラントは,そのコー

ティング膜が体液と接することにより溶解や析出

などの反応が庄ずると考えられるo

HAの溶解性22)に関して,弱酸性領域では,

Caっ

-　　　十

の反応が起こるo結　化した安定なHAの溶解性

は,水中で　　　　　　　.2十)であり

で　　　　　　　　　で　　　　とされる23)

が,合成　　　は,その形態,結晶化度,結晶粒

の大きさ,不純物の含有量によって溶解性が左右

される｡一般的に,熱処理により結　性が増せば

溶解度は減少し,不純物特に　　　の含有により

29　一
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溶解性が増加する　　　｡他の　　　塩の溶解

度はさらに大きく,中性付近での溶解度(25℃)は

HA<βTCP≦　　　　　　　　α

の服に大きくなるとされる28)｡

本実験で用いたインプラントのコーティング

月美は,溶解度の大きな非晶質様

を含むことから,これらの成分が容易に溶

解することが考えられる｡このことに関して今西

らは,歯周ポケット内が酸性に傾いた時に想定

される　　　　という比較的酸性度の小さな溶液

中での　　　　溶解実験を行い,市販の

コーティング膜は,比較的容易にコーティング膜

が消失が塗ずることを報害している

3)コーティング膜の剥離

本コーティング膜は一様に溶解して消失したの

ではなく,コーティング膜の一部が剰離して消失

したと認められる例が殆どであった｡ Ti蓋板と

膜の密着性を阻害する因子に,両者の熱膨

張係数の差による応力発生と,コーティング時の

あるいは熱処理による脆弱なTi酸化物の存在,

界面での　　化合物の成長,結晶化によるコー

ティング膜自身の密度変化が考えられる｡熱膨張

係数に関しては, Tiは8-9×

は　　　×　　　　との報吾が多く,高塩から冷

却すると脆弱なHAに引張応力が生じる危険性が

あるO　しかし, HAコーティング膜の熱膨張係数

が7-8 ×　　　　との報菖29)もありこの場合は

大きな障害とはならないと考えられる｡酸化膜に

関しては, Tiは加熱により安定なルチル酸化物

を形成するが　　｡Cで生ずるα-β変態点以

上で酸化速度が急激に増加するといわれる｡800℃

加熱では変態点に近く上述のα-β変態による影

響が考えられる｡界面での　　化合物の成長に

関しては　　　　膜中のPはTiと金属問化合物

を作りやすく,界面で　　化合物が成長しすぎ

ると密着性に悪影響を及ぼすことが報吾されてい

る

また,体液中におかれたコーティング膜は,リ

ン酸カルシウム膜自体の水和による溶解,および

界面のTi酸化物あるいは界面複合体への水分混

人による性質の劣化が考えられる｡リン酸カルシ

ウム膜の水和は月美の溶解性と深く関連し,膜の溶

解性の大きな条件では水和による劣化も大きくな

る｡界面のTi酸化物あるいは界面複合体の劣化

に関しては, Ti酸化物の性状(反応性の大きなア

ナクーゼの存在,あるいは酸化Ti水和物

の4成状況)および界面複合体の性状に

より影響されると考えられる｡

本実験で使用した試料にはコーティング膜内あ

るいはコーティング膜とTi基板界面に　　　が

存在した｡伊藤ら14)は　　と　　　をコ-ティ

ング膜の下地として用いることにより熱膨張係数

の連続性をもたせコーティング膜とTi蓋板の密

着性が向上すると述べている｡しかし常に体液と

接触している本コーティング･インプラントは,

何らかの形で体液中の水分がTi/コーティング

界面に達したとき,界面の結合力の低下をもたら

し,コーティング膜内あるいは界面で保たれてい

た応力にコーティング膜の密着力が抗しきれず

コーティング膜の脱落が生じることが考えられ

る｡

したがって,本コーティング膜は非　寛HAや

溶解性の大きな成分を含んでいることから,コー

ティング月英が均一に溶解して消失するのではな

く,コーティング膜が不均一に剰離して消失する

現象は避けられないと考えられる｡

2.コーティング膜の生体内での消失の原因

本イプラント材を生体に埋大したときにコー

ティング膜が消失する原因には,インプラント周

囲のpHの低下によるコーティング膜の溶解,あ

るいは応力の局部集中によるコーティング膜の剥

離が考えられるo pHの低下は,インプラント肇

部-のプラーク付着によりポケット内が酸性条件

下に傾いたときや,顎骨内で炎症が4じたときに

惹起されると推察される｡ HAは体液に対して過

飽和であり若干のpHの低下では溶解しないが,

プラズマ溶射によるリン酸カルシウム･コーティ

ング膜は,上述したようにHAをコアとし溶解度

の大きな非　質相あるいは　　　　　　　　など

に取り囲まれた構造をなし9),溶解あるいは崩壊

30　一
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が4じ易いと考えられる.

一方,応力の局部集中によるコーティング膜の

剥離は,インプラント埋入位置,インプラントデ

ザイン,上部構造の不適合,そしてオーバーロー

ディングなど,インプラント埋入時の設計時の問

題以外にも,コーティング膜の消失によるインプ

ラント頚部のゆるみが原画となって生ずることも

考えられる｡

3.表面分析結果の考察

本実験結果をまとめると,表面全体が有機質用

物質で覆われていたI型と,撤去時に肉眼的な有

機質用物質の存在が確認できずコーティング膜の

消失が確認されたⅡ型,およびI型とⅡ型の混合

型であるⅢ型に分残され,明らかに表面形状,義

面の組成,同定された化合物が異なっていた｡す

なわちI型では,線維性被包によりコ-テイング

膜が残存し,コーティング膜の溶解は軽微でしか

も比較的均I--･な変化が生じていた｡ II型ではコー

ティング膜の消失傾向が大きく線維性被包は認め

られなかった｡ Ⅲ型ではコーティング膜の消失は

中程度であり局部的であるが線維性被包も認めら

症例2 (分類I)

1:平成4年5月

症例5 (分類Ⅱ)

1:平成7年6月

749

れた｡

上記分類の原因を考案する一助として, X線写

貢観察の経過の記録が比較的良好に残っている代

表的2症例(I型とII型)について, Ⅹ線写貢観察

所見(図12)と臨床所見を以下に示す｡

1)インプラント2(分類1)

1 :平成4年5月7日;下顎右側5番根尖性歯周

組織炎,抜歯

2 :平成4年9月8日;インプラント埋入,初期

固定はとれている

3 :平成6年5月23日;ネック部の骨吸収

4 :平成8年10月29日;ボディー部周囲半分に骨

吸収が生ずる

平成10年10月13日;岨噛障害を主訴としイン

プラント撤去,容易に撤去

5 :平成10年11月17日;補綴処置

2)インプラント5(分類II)

1 :平成7年6月16日;下顎左側56番皮質骨の残

存部にチャンネリング形成が可能と診断

2 :平成7年6月25日;左下セラミックインプラ

ント撤去,皮質骨上にチャンネリングを形成し

2:4ケ月後　　　　3:2年後　　　　4:4年6ケ月後　　5:6年5ケ月後

日後　　　　　3: 1年6ケ月後　　　　　4:3年後

図12　Ⅹ線写真の経過観察所見
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インプラントを埋入,下顎左側4番に根尖性歯

周組織炎あり

3 :平成8年12月11日;下顎左側4番の板尖性歯

周組織炎インプラント近心郭に波及

4 :平成10年6月26日;インプラント周囲全体に

骨吸収が生じ,インプラント撤去

以上の表面分析およびⅩ線写真観察所見から,

本アパタイトコーティング･インプラントの撤去

に至った原因を分類別に考察する｡

分類I :有機質用物質を取り除いたコーティング

膜は,未使用品に含有されていた　　　やa-

TCPなどの溶解しやすい成分が溶出したもの

の,コ-テイング膜の消失はなくコーティング膜

の変化は軽徴であった｡したがって,これらのイ

ンプラントは顎骨肉塊入貢後の触診では初期固定

はあったが,その後の比較的早い初期に線維性被

包が庄じたために,コーティング膜の皮襲が軽徴

であったことが推察される｡このことは線維性被

包によりコーティング膜が保護されていることを

意味する｡線維性被包が昼じた原因としては,イ

ンプラント埋入当初よりインプラントと骨(特に

敏密骨)が緊密に密着せず上皮の寝入を許したこ

と,あるいは一旦骨結合を獲得した後に骨密度･

骨董などの変化により撤密骨との結合が失われ上

皮寝入がおこったことが考えられる｡これらのこ

とはインプラント2のⅩ線写真観察3でネック部

が膏吸収を生じていたことからも美這われるO　この

タイプでは骨結合が得られていないことから,イ

ンプラント体への応力の局部集中もなく剥離も生

じなかったことが推察される｡

分類H :コーティング月莫の消失傾向が大きく,潤

失部位はI-一定ではなかった｡表面にはブラスト後

のTi表面,あるいは額粒状物質や溶射されたア

パタイト様物質の付着がみられた｡インプラント

表面には　　　　　　　が任意に存在し,残存

しているコーティング膜は少なかった｡残存コー

ティング膜は未使用品より鋭利なHAの回折パ

ターンを示し,未使用品に含有されていた

や　　　　などの溶解しやすい成分は消失してい

た｡このことより,コーティング膜は相当量の侵

嚢を受けたと考えられ,原因として以下の事象が

推察される｡すなわち,埋入時にインプラントと

骨が比較的緊密に密着していたが,ネック部の

コーティング膜の一部が骨中より露出していたた

めに,その部位にプラークが付着してポケット内

が酸性に傾きコーティング膜の溶解がおこった｡

さらに感染がコーティング膜のポーラス部やコー

ティング膜/チタン界面を介して全体に広がり,

コーティング膜が消失したo　あるいは何らかの感

染によりインプラント頚部に炎症が起こり,骨の

1一部が吸収しコーティング膜の上部が露出し,蛋

出したコーティング膜が溶解･消失した後,感染

が上述した経過をたどって広がり,コーティング

膜の消失が生じた｡さらに他の原因として,隣在

歯に櫨尖性歯周組織炎がある場合は,病巣がイン

プラント周囲までおよびコーティング層が消失し

た｡コーティング膜の剥離はまたマクロファージ

の責金により炎症を助長し,消失をさらに進行さ

せたことが考えられる｡

分歎Ⅲ :この分幾はI型とⅡ型の混合形態であ

り,原因は上言己I型とⅡ型の何れかに属すべきも

のである｡ただし線維性被包がインプラント下部

に比較的多く認められたことから,初期固定後何

らかの原因でコーティング膜の-部に剰離が生じ

たため,マクロファージの責食による炎症を惹起

し,その部位に線維性被包が起こったことも考え

られる｡コーティング月英の剥離の原因には,イン

プラントを埋入する際の打ち込み時の局部的な応

力集中や,分類IIで述べたようにネック部にゆる

みが生じ底部隅角部に応力集中をきたしたことが

推察される｡

以上を総括して,本アパタイトコーティング･

インプラントの取り扱い上の達意点について若干

の考案を加える｡

アパタイトコーティング･インプラントは,ア

パタイトによる早期の骨形成が親待できるとさ

れ,チャンネルドリル形成での精密性は重視され

なかった｡しかし,特に敏密骨部において骨とイ

ンプラントが緊密に接していないと,骨形成が行

われる前に上皮侵入が生じ,結果として線維性被
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包による脱落の危険性が増すことが推察される｡

したがって,アパタイトコーティング･インプラ

ントにおいても精密な形成,埋人が必要と考えら

れる｡しかし,インプラントの徹密骨との密着性

と上皮寝入の関係に関しては精査が必要であろ

う｡

コーティング膜が溶解する原因として,インプ

ラント周囲のpH低下が考えられる｡インプラン

トを厘入する際にネック部のコーティング膜を完

全に骨中に埋大した状態で手術を終えなかった場

合は,コーティング膜表面に細菌が付着してpH

が低下し,コーティング膜が溶解する可能性があ

る｡また,椴尖病巣などの炎症部位が近接してい

る場合は, pH低下によるコーティング膜の溶解

が生じやすいと考えられる｡これらのことから,

本インプラントの手術野における取り扱いには上

記の点に細心の往意が要求されよう｡

結　　　　　論

市販-イドロキシアパタイトコーティング･イ

ンプラントの予後不良の原因を明らかにするため

の-助として,撤去したインプラントの表面観察

および表面分析を行った結果,以下の結論が得ら

れた｡

1.撤去したインプラントのコーティング膜の残

存率は　　　　　　　　　　であった｡

2.撤去したインプラントは目視および光学顕微

鏡観察から,コーティング膜が残存し表面全体が

有機薯用物質で覆われていたもの(I型,コー

ティング膜の残存率　　　　　と,コーティング

膜が相当量消失し有機質用物質の存在が確認でき

なかったもの(II型,コーティング膜の残存率:2

およびI型とH型の混合型(Ⅲ型,コー

ティング膜の残存率　　　　　　に分残された｡

による表面分析の

結果, I型の表面は細菌様あるいは線維状構造物

で覆われており, f:層に存在するコーティング膜

は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や

などの溶解が認め

られたもののコーティング膜の変化は軽微であっ
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た｡ II型の表面は局所的に果貢粒状物質やアパタイ

ト様物質の付着がみられ　　　　　　　　　の存

在が確認された｡また　　　　やα　　　などの

溶解により未使用品より鋭利なHAの回折パター

ンを示した｡甘l型の表面は線維状構造物で覆われ

ており,下層に存在するコーティング膜が残存し

ている部位ではII型と同様なHAが固定され,

コーティング膜が消失している部位ではTi蓋材

の露出が確認された｡

本論文の要旨は,第268回東京歯科大学学会縁会(平成

11年11月6日,千葉)にて発表した｡
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Clinical application

This study aimed to evaluate the surface characterization of commercially available failed

hydroxyapatitcICOated implants that were retrieved from humans after 2･5 to 616 years of clinical

applications. The surfaces of 7 blade-type implants (SUMICIKON) and 3 cylinder-type implants

(Integral) were observed with an optical microscope, and the survival rate of the coatings was

calculated･ The surfaces were analyzed with a scanning electron micoscope, electron-probe

microanalyzer, and X-ray diffractometer･

The survival rate of the coatings was 66.2% (SD : 34.7%) on ten implants in total･ From visual

and optical microsconic observation, implants were classified into three types : type 1 (96･0%

coating survival rate) in which most coatings survived, and implants were covered with organic

compounds ; type 2 (28.0% coating survival rate) in whieh large amounts of coatings were

absent, and implants were not covered with organic compounds ; and type 3 (64･8% coating

survival rate), which was a mixture of types 1 and 2･

The surfaces of the typel case were covered with bacteria-like or fibrous substances, and a

slight change in the coatings was recognized on the underlying layer from fibrous substances

even though tetracalcium phosphate (TeCP) and a-tricalcium phosphate (a-TCP) were

dissolved from the coatingLSI Granular-shaped particles or apatitellike coatings with the

elementary composition of Ti, Ca, P, or AI were attached locally to the surfaces of the type 2

case, and sharp X-ray diffraction spectra were observed on the survived coatings due to the

dissolution of soluble components such as TeCP and a-TCP.

(The Shihwa Gahuho, 100 : 737-753, 2000)
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