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1.は じめ に

近年,歯 科医療分野 におけ る技 術革新 は,生 体材料 の

発達,先 端技術 の導入 によ り,急 加速化 されて いる。 ま

た,同 時 に新 しい可能性 を生 みだ して いる。 その一 っが

歯科 インプラ ン トである。金属,高 分子,セ ラ ミックス

な どの生体修復材料 を生体材料 とい い,こ の うち生体 内

に一部 も しくは全体 が埋 め込 まれ る材料を イ ンプ ラン ト

材 と呼んで いる。

現在,歯 科 および整形外科 の分 野で用 い られて いるイ

ンプラ ント材料 は大別 して金属 とセ ラ ミックスが ある。

金属材料 と して はCo-Cr―Mo合 金,Ti等 が よ く使用

されて いる。一方,セ ラ ミックス材料 と して はアル ミナ

系,ア パ タイ ト等が ある。 これ らの材料はそれぞれ長所,

短所が あ り,そ れぞれイ ンプ ラン ト材 と して使 いわけさ

れて いる。

本稿で は,溶 射 イ ンプ ラン トの 目的お よびその臨床例

につ いて述べ ることに したい。

2.イ ンプ ラ ン ト

従来,歯 が抜 けた場合 の治療 は両側を削 って橋 をかけ

るブ リッジ,金 属床 による総義歯 が一般的だ ったが,物

をかむ部分だ けで歯 の機能 を再生 しようとい う技術 であ

るため完全な治療法 ではなか った。

これ に対 して,イ ンプ ラン トは失われ た欠損部分 の機

能 と形態 を回復す る ものであ る。 すなわ ち,歯 科 イ ンプ

ラン トは歯の抜 けたあ とに人工歯 根を植え こみ,そ れを

支台歯 と して補綴処置 を行 い,咀 囑,発 音等 の機能回復

と同時 に,審 美観 の目的 の回復 を計 り,周 囲組織 の健康

保持を追求す るためである。

3.溶 射 イ ン プ ラ ン ト材 の機 能

現在,人 工歯根 と して のイ ンプ ラン ト材 はよ く生体 に

な じみ,安 心 して平常の臨床 に使用 され るよ うにな って

きた。 しか し,天 然歯根 と同様 の構造 と機能 を有 す る人

工 歯根 はな い。満足す る人工歯根 を得 るために,考 えな

ければな らな いの は,人 工歯根 と天然骨 との接合 固定法

であ る。 現在すで に骨 に穴 をあけ,人 工歯根 をその中に

打込 むかあ るいはネジ込む方法 で接合 してい る。 この場

合,接 触 面積が小 さいと応力 の集 中がお こる。 この応力

は物理的,あ るいは生物学的 に解放 されやすい。応 力集

中 とは口腔内で は噛む力が人工歯根 の一方 向,た とえば

根 尖に集中す ることで,そ の力 を受 けた歯槽骨 は大 きい

ダメー ジを受 ける。やがて この人工歯根 はゆ るみ,は ず

れ る。 したが って骨 との接触面積 をでき るだけ広 くす る

ために は,歯 根を多孔性 にす ることであ り,ま た,こ の

穴 に骨組織を生長 させ,直 接強固 に固定 させ ることが一

番 効果的な方法で ある。

現在,多 孔性金属 はほとん ど粉末 などの焼結 によ って

作 られてい る。 この粉末 は,不 定形,球 形,繊 維 な どの

形 態を もっ ものを焼結 した ものである。人工歯根 として

は骨 との結合 に必要な表面層 だけである。

溶 射をイ ンプラン ト材 に適用す る理 由 としての利 点 は

次 の ことがあ げられ る。

歯根 と骨 とは歯根膜 とよばれ るコラーゲ ン繊維 によ っ

て しっか りと結ばれて いる。 ミクロ的 に見 る と歯根表面

と骨面 はポー ラスにな ってお り,セ メ ン ト質 ポー ラスは

骨表面 ポー ラスよ りこまか く1μm以 下 であ り,そ こ

に600Aの 大 きさの コラーゲ ン線維が入 っている。歯根

表面 の コラーゲ ン線維は骨に向 って直角ないし斜めにびっ

しりと並 んで走 ってい る。 この歯根膜 は,応 力 の負荷 に

対 して ショック ・アブソーバ ーの役 目を し,ま た この作

用 で組織 との はく離 を防 ぎ,細 菌感染 を防御 している。

このよ うに して天然健全歯牙 は単独で頚骨 に植立 してい

る。現在,臨 床 に用い られてい る人工歯根 の表面 は平滑
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で あり,デ ザイ ンのみによ る工夫 によ って抵抗 を高 めて

いるの にす ぎない。溶射皮膜 の場 合,10μm以 下の ポ一

ラスで も充分 にコ ラ―ゲ ン線維 を誘導す るた めにポ― ラ

スの大 きさは血球が入 る大 きさ7μmで あれば よい。

その他 に,表 面積 が増大 する,経 済的 に安価 に製作で

きる,形 状 の単純化が はか られ る,簡 単 にイ ンプラ ント

がで きる,な どの利点 がある。

4.臨 床 例

図1に 代表 的なチ タン溶射 したイ ンプラント材 を示す。

ショルダー部 お よび シ リンダ―部 の横穴 によ り良好 な血

液還流 の条件 が得 られ,骨 質の貫通成長 が可能 にな る。

この骨成長 によ り短 期間で内部の骨柱 との結合 が達成 さ

れ るよ うに設計 された ものであ る。 この方法 は植立 のた

めに頚骨 の削除量 を少 な くす るよ うに して いる。 また シ

リンダ―の表面 に純 チタンをプラズマ溶射することによっ

て骨 との接触面積 を6倍 に して保 持力を持 たせて いる。

ま た,イ ンプラ ン ト材 の頭部 がネ ジ式(上 部構造 は取 り

はず しがで きるので便利 であ る)で あ ることな ども利点

であ る。

図2～3に イ ンプラ ン ト臨床 した一例 を示 す。上 部構

造装着後4年 を経過 して いる。

図2は 抜歯後,完 全 に骨が回復 した後,イ ンプ ラン ト

し,上 部構 造を装着 した状態 のパ ノ ラマX線 写真である。

図3は 完成 した上 部構造の状態 を示 した ものである。動

物実験結果Dか ら評 価す るとチタン溶射皮膜 によって骨

細胞 はイ ンプ ラン ト表面 と直接 に接 し,そ の表面 に石灰

質化す ると考 え られ,そ して線 維芽細胞 はコラーゲ ンを

合成 し,そ こか ら細胞外原線維などが発生 し,こ れがポ―

ラス表面 をびっ しりと覆 い表面 に機能 的に融合 して いる

と考え られ る。 イ ンプ ラン ト材料 に穴があいてい るため

に骨 はその穴 を通 って骨柱 と金属 の間に直結 してい るた

め応力が負荷 されて も骨 はぴ った りとイ ンプ ラン ト表面

に適 合 して いる。

イ ンプラン ト臨床 の場合,溶 射皮膜 がポー ラスである

ため,細 胞 感染を受 ける可能性が あるので注意 しなけれ

ばな らない。 しか し,こ れ らにっ いて は,使 用 目的に応

じて封孔処理 を行 えば よいと考え られ る。

5.お わ りに

溶射皮膜 をイ ンプ ラン ト材に適用す る目的 とチタ ン母

材 にチタ ンをプ ラズマ溶射 したイ ンプラン ト材 の臨床例

につ いて簡単 に述 べた。

臨床例 にっ いて は4年 間の結果 であ るが,溶 射皮膜 イ

ンプラ ン ト材 は天然歯芽 に一歩近 づいた人工歯根である。

以上 のように,溶 射技術 も生体材料 に適用 す ることが

可能で ある。今後,医 療分野 に溶射枝術 が応 用 され るこ

とを期待 したい。
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図1チ タンを プラズマ溶射 したイ ンプ ラン ト材

図2完 全 に骨 が回復 した後,イ ンプラ ントし,上 部 構造 を装

着 した状態 のパ ノ ラマX線 写真

図3完 成 した上部構造の状態
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