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(57)【要約】
【課題】ジルコニアを主体とする歯科用インプラント材
料であって、優れた生体活性を有するものを提供するこ
と。
【解決手段】ｉ）ジルコニアからなる基材の表面に対す
る硼砂水溶液の付着、焼成による非晶質層形成工程、ii
）非晶質層にフッ化水素酸を接触させることによる微細
な凹凸の形成工程、iii ）微細な凹凸へのカルシウムイ
オン含有溶液の付着、焼成による改質層の形成工程、及
び、iv）改質層のリン酸イオン含有溶液への接触による
炭酸アパタイトからなる表層の形成工程を経て、目的と
する歯科用インプラント材料を作製した。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジルコニアからなる基材の表面の少なくとも一部に、炭酸アパタイトからなる表層を有
することを特徴とする歯科用インプラント材料。
【請求項２】
　請求項１に記載の歯科用インプラント材料の製造方法にして、
　ジルコニアからなる基材の表面の少なくとも一部に硼砂水溶液を付着させ、焼成せしめ
ることにより、該基材の表面の少なくとも一部に、ＺｒＯ2 とＢ2Ｏ3とからなる、分相し
た非晶質層を形成する工程と、
　前記非晶質層にフッ化水素酸を接触させ、該非晶質層を腐食せしめることにより、前記
基材の表面の少なくとも一部に、微細な凹凸を形成する工程と、
　前記微細な凹凸にカルシウムイオン含有溶液を付着させ、焼成せしめることにより、前
記基材の表面の少なくとも一部に、ＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体からなる改質層を形成す
る工程と、
　前記改質層にリン酸イオン含有溶液を接触させ、該リン酸イオン含有溶液と、該改質層
を構成するＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体とを反応せしめることにより、炭酸アパタイトか
らなる表層を形成する工程と、
を有する歯科用インプラント材料の製造方法。
【請求項３】
　前記硼砂水溶液を付着せしめる前に、前記ジルコニアからなる基材の表面の少なくとも
一部に粗面化処理を施す工程を有する請求項２に記載の歯科用インプラント材料の製造方
法。
【請求項４】
　前記カルシウムイオン含有溶液が酢酸カルシウム水溶液である請求項２又は請求項３に
記載の歯科用インプラント材料の製造方法。
【請求項５】
　前記リン酸イオン含有溶液がリン酸水素二ナトリウム水溶液である請求項２乃至請求項
４の何れか１項に記載の歯科用インプラント材料の製造方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、歯科用インプラント材料及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　老齢、疾病等によって失われた歯牙を再建するために用いられる人工歯根等の歯科用イ
ンプラント材料としては、従来より、チタン（Ｔｉ）を始めとする様々な金属材料が使用
されている。
【０００３】
　しかしながら、そのような種々の金属材料からなる歯科用インプラント材料は、日本国
内で健康保険が適用されないものが多いことから、患者に対する経済負担が大きいとの問
題が指摘されている。また、近年、金属材料からなる歯科用インプラント材料に対してア
レルギー症状を訴える患者が増加傾向にあることから、従来のインプラント材料を使用し
難いケースが増えてきている。このような状況下、従来の金属材料からなるインプラント
材料に代わる、新規な歯科用インプラント材料の開発が望まれている。
【０００４】
　一方、ジルコニアは、化学的安定性、寸法安定性、機械的強さや靭性等に優れたセラミ
ックス材料として、従来より広く知られている。このように、ジルコニアは、優れた特性
を有するものであるものの、生体活性（生体との親和性）に乏しいものであるため、例え
ばジルコニアを歯科用インプラント材料として用いる場合には、表面の粗造化等の処理が
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必要である。
【０００５】
　また、ジルコニアの表面に化学的に親水性を付与することにより、生体活性を発現する
材料についても、種々、提案されている。例えば、特許文献１（特開２００２－１８６６
６３号公報）においては、定形の基材と、この基材の表面に形成され、Ｚｒ－ＯＨ基を有
するジルコニア結晶相を含む被膜とを備えることを特徴とする硬組織修復材料が提案され
ており、また、特許文献２（特表２００３－５１２８９５号公報）においては、ジルコニ
アを含む基材からなる硬組織修復材であって、前記硬組織修復材は、前記基材の表面に、
前記基材に含まれている前記ジルコニアを構成するジルコニウム原子と直接結合している
親水基を有していることを特徴とする硬組織修復材が、提案されている。
【０００６】
　しかしながら、これまでに提案等されている、ジルコニアを基材とする歯科用インプラ
ント材料にあっては、何れも、生体活性等の点において十分なものではなく、実用化まで
には至っていないのが現状であり、ジルコニアを基材とする新規な歯科用インプラント材
料の開発が、切望されているのである。
【０００７】
　かかる状況の下、本発明者は、先に特許文献３（国際公開第２０１４／０７３３４３号
）において、ジルコニアからなる基材の表面の少なくとも一部に、ＣａＯとＺｒＯ2 との
固溶体からなる表層を有することを特徴とする歯科用インプラント材料、及び、かかる歯
科用インプラント材料を有利に製造することが出来る方法を、提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－１８６６６３号公報
【特許文献２】特表２００３－５１２８９５号公報
【特許文献３】国際公開第２０１４／０７３３４３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決す
べき課題とするところは、ジルコニアを主体とする歯科用インプラント材料であって優れ
た生体活性を有するものを、提供することにある。また、そのような歯科用インプラント
材料を有利に製造することが出来る方法を提供することについても、本発明の解決課題と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そして、本発明は、かかる課題を解決するために、ジルコニアからなる基材の表面の少
なくとも一部に、炭酸アパタイトからなる表層を有することを特徴とする歯科用インプラ
ント材料を、その要旨とするものである。
【００１１】
　また、本発明は、上述の如き歯科用インプラント材料の製造方法にして、ｉ）ジルコニ
アからなる基材の表面の少なくとも一部に硼砂水溶液を付着させ、焼成せしめることによ
り、該基材の表面の少なくとも一部に、ＺｒＯ2 とＢ2Ｏ3とからなる、分相した非晶質層
を形成する工程と、ii）前記非晶質層にフッ化水素酸を接触させ、該非晶質層を腐食せし
めることにより、前記基材の表面の少なくとも一部に、微細な凹凸を形成する工程と、ii
i ）前記微細な凹凸にカルシウムイオン含有溶液を付着させ、焼成せしめることにより、
前記基材の表面の少なくとも一部に、ＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体からなる改質層を形成
する工程と、iv）前記改質層にリン酸イオン含有溶液を接触させ、該リン酸イオン含有溶
液と、該改質層を構成するＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体とを反応せしめることにより、炭
酸アパタイトからなる表層を形成する工程と、を有する歯科用インプラント材料の製造方
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法をも、その要旨とするものである。
【００１２】
　なお、そのような本発明に係る歯科用インプラント材料の製造方法においては、有利に
は、前記硼砂水溶液を付着せしめる前に、前記ジルコニアからなる基材の表面の少なくと
も一部に粗面化処理を施す工程を有する。
【００１３】
　また、本発明に係る歯科用インプラント材料の製造方法においては、好ましくは、前記
カルシウムイオン含有溶液が酢酸カルシウム水溶液である。
【００１４】
　さらに、本発明に係る歯科用インプラント材料の製造方法においては、望ましくは、前
記リン酸イオン含有溶液がリン酸水素二ナトリウム水溶液である。
【発明の効果】
【００１５】
　このように、本発明に係る歯科用インプラント材料にあっては、ジルコニアからなる基
材の表面の少なくとも一部に、炭酸アパタイトからなる表層を有するものであるところか
ら、優れた生体活性を発現することとなるのである。
【００１６】
　また、本発明に係る歯科用インプラント材料の製造方法によれば、上述の如き構成を有
する歯科用インプラント材料を、簡易な手法にて製造することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例における赤外分光法による表面分析の結果を示すグラフである。
【図２】実施例における接触角の測定結果を示すグラフである。
【図３】実施例におけるＡＬＰ活性評価の結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　ところで、本発明に係る歯科用インプラント材料は、ジルコニアを基材とするものであ
る。この基材たるジルコニアとしては、従来より、歯科用途に使用されている各種のジル
コニアの何れをも使用することが出来る。具体的には、純粋ジルコニア、安定化ジルコニ
ア（キュービックジルコニア）、イットリア系部分安定化ジルコニア（Ｙ－ＰＳＺ及びＹ
－ＴＺＰ）、セリア系部分安定化ジルコニア（Ｃｅ－ＰＳＺ及びＣｅ－ＴＺＰ）、ジルコ
ニア・アルミナ複合体等の何れであっても使用可能であり、これら公知のジルコニアの中
から、目的とする歯科用インプラント材料に応じたものが適宜に選択されて、使用される
。
【００１９】
　そして、本発明に係る歯科用インプラント材料にあっては、ジルコニアからなる基材の
表面の少なくとも一部に、炭酸アパタイトからなる表層が設けられているところに、大き
な技術的特徴が存在するのである。
【００２０】
　ここで、炭酸アパタイトとは、ヒドロキシアパタイト（ＨＡＰ、化学式：Ｃａ10（ＰＯ

4）6（ＯＨ）2 ）の一部が炭酸基（ＣＯ3
2- ）にて置換されてなるものであり、ＨＡＰに

おける水酸基（ＯＨ- ）の一部が置換されたもの（Ａタイプ）と、ＨＡＰにおけるリン酸
基（ＰＯ4

3- ）の一部が置換されたもの（Ｂタイプ）が知られている。なお、溶液中で生
成する炭酸アパタイトは、通常はＢタイプである。
【００２１】
　上述のように、炭酸アパタイトは、炭酸基を含有しており、ヒドロキシアパタイト（Ｈ
ＡＰ）と比較して、人体を構成する骨や歯等により近い（より生体活性が高い）ものであ
るところから、そのような炭酸アパタイトからなる表層を有する本発明の歯科用インプラ
ント材料にあっては、優れた生体活性を発現することとなるのである。
【００２２】
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　なお、そのような炭酸アパタイトからなる表層の厚さは、最終的な歯科用インプラント
材料の用途等に応じて適宜に決定されることとなるが、その厚さが薄すぎると、材料が十
分な生体活性を発現しない恐れがあり、一方、表層の厚さが厚すぎると、ジルコニアが本
来的に有する特性（優れた機械強度、靭性等）を損なう恐れや、必要以上にコストがかか
る恐れがある。従って、本発明に係る歯科用インプラント材料において、炭酸アパタイト
からなる表層の厚さは、一般に、１～２０μｍ程度とされる。
【００２３】
　ところで、本発明の歯科用インプラント材料を製造するに際しては、先ず、基材となる
ジルコニアが準備される。本発明の歯科用インプラント材料においては、前述したように
、従来より歯科用途に使用されている各種のジルコニアを基材として使用することが可能
である。なお、一般に市販されているジルコニアを基材として使用する場合、かかる市販
品が予備焼結されたもの等である場合には、必要に応じて、焼成作業が施される。
【００２４】
　本発明の歯科用インプラント材料を製造するに際しては、後述する硼砂水溶液を基材に
付着せしめる前に、基材の表面、特に、基材表面における硼砂水溶液を付着せしめる部位
（炭酸アパタイトからなる表層を形成せしめる部位）に対して、粗面化処理を施しておく
ことが好ましい。かかる粗面化処理によって、最終的に得られる歯科用インプラント材料
において、より効果的に、炭酸アパタイトからなる表層を形成せしめることが可能となる
。なお、粗面化処理としては、ジルコニアからなる基材の表面に対して実施可能な処理方
法であれば、従来より公知の如何なる方法であっても採用可能であるが、好ましくは、サ
ンドブラスト処理が採用される。また、粗面化処理は、処理後の基材表面の表面粗さ（算
術平均粗さ：Ｒａ）が０．５～１０．０μｍ程度となるように、実施されることが好まし
い。
【００２５】
　本発明においては、先ず、準備されたジルコニアからなる基材の表面の少なくとも一部
に、硼砂水溶液を付着させ、その後、硼砂水溶液が付着した基材が焼成される。このよう
な操作によって、基材表面における硼砂水溶液が付着した部位に、硼砂（化学式：Ｎａ2

［Ｂ4Ｏ5（ＯＨ）4］・８Ｈ2Ｏ ）の分解によって生成されるＢ2Ｏ3と、基材に由来する
ＺｒＯ2 とからなる、分相した非晶質層が形成されることとなる。
【００２６】
　ここで、基材表面に付着せしめる硼砂水溶液は、その濃度が低すぎると、後述する焼成
によっても、基材表面に、Ｂ2Ｏ3とＺｒＯ2 とからなる、分相した非晶質層が十分に形成
されない恐れがある。このため、硼砂水溶液の濃度は高い方が好ましく、より好ましくは
飽和硼砂水溶液が用いられる。なお、ジルコニアからなる基材は、一般に撥水性が高いた
め、基材表面への硼砂水溶液の付着性を向上させるべく、硼砂水溶液に、エタノールやプ
ロパノール等のアルコール類を添加しても良い。
【００２７】
　また、基材表面に対する硼砂水溶液の付着手法としては、基材表面の目的とする部位に
硼砂水溶液を付着せしめることが可能なものであれば、従来より公知の各種手法の何れを
も採用することが可能であり、具体的には、塗布や、溶液中への基材の浸漬（ディッピン
グ）等を例示することが出来る。なお、後述する、基材とフッ化水素酸との接触、基材へ
のカルシウムイオン含有溶液の付着、及び、基材とリン酸イオン含有溶液との接触にあっ
ても、同様の手法を採用可能である。
【００２８】
　そのようにして硼砂水溶液を付着せしめた基材の焼成にあっては、その焼成温度が低す
ぎると、硼砂の熱分解が効果的に進行せず、その結果、Ｂ2Ｏ3とＺｒＯ2 とからなる、分
相した非晶質層が十分に形成されない恐れがある。このため、硼砂水溶液が付着せしめら
れた基材の焼成は、７００～１２００℃、有利には８００～１１００℃の焼成温度にて、
実施することが好ましい。また、焼成時間としては、一般に、１分～２時間程度が採用さ
れる。なお、焼成に際しては、従来より公知の各種の焼成炉（電気炉等）を使用すること
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が可能である。後述する各焼成処理においても、同様の焼成炉を使用することが出来る。
【００２９】
　次いで、基材表面の少なくとも一部に形成された非晶質層に、フッ化水素酸（フッ化水
素の水溶液）を接触させ、かかる非晶質層を腐食せしめる（エッチングする）ことにより
、微細な凹凸を形成する。即ち、Ｂ2Ｏ3とＺｒＯ2 とからなる、分相した非晶質層が、フ
ッ化水素酸と接触すると、かかる非晶質層における、フッ化水素酸に対して高い溶解度を
有する相は、溶解し、その結果、基材表面の少なくとも一部に微細な凹凸が形成されるこ
ととなるのである。
【００３０】
　ここで、フッ化水素酸を用いた非晶質層の腐食（エッチング）により形成される微細な
凹凸は、その表面粗さ：Ｒａが、４０～８００ｎｍ程度、好ましくは８０～３００ｎｍ程
度である。このような表面粗さを有する微細な凹凸を形成することにより、後述する操作
によって、炭酸アパタイトからなる表層が有利に形成せしめられるのである。従って、そ
のような微細な凹凸が形成されるように、フッ化水素酸の濃度や、フッ化水素酸の接触時
間、温度環境等は適宜に決定されることとなる。一般には、濃度が１～３０％程度のフッ
化水素酸が使用され、室温環境下において、１０秒～１時間程度、非晶質層にフッ化水素
酸が接触せしめられる。
【００３１】
　以上の如くして基材表面の少なくとも一部に形成された微細な凹凸に対して、カルシウ
ムイオン含有溶液が付着せしめられる。本発明において用いられるカルシウムイオン含有
溶液としては、上述した基材表面の微細な凹凸に均一に付着せしめることが可能なもので
あれば、如何なる溶液であっても使用することが出来る。具体的には、溶媒としては、水
や種々の有機溶媒等を、また、溶質としては各種カルシウム塩等を例示することが出来る
。特に、酢酸カルシウムは、水に対する溶解性が高く、一般的な塗布方法を用いて均一に
、且つ容易に、基材の表面に付着せしめることが可能であることから、本発明においては
、酢酸カルシウム水溶液が有利に用いられる。なお、酢酸カルシウム水溶液を使用する場
合、その濃度は、０．１～２．０ｍｏｌ／Ｌ程度であることが好ましい。また、カルシウ
ムイオン含有溶液を付着させ、焼成することによって生成される、ＣａＯとＺｒＯ2 との
固溶体からなる改質層の厚さが、最終的に得られる炭酸アパタイトからなる表層の厚さに
影響を及ぼすことから、目的とする炭酸アパタイトからなる表層の厚さに応じて、カルシ
ウムイオン含有溶液の付着量は適宜に決定されることとなる。
【００３２】
　カルシウムイオン含有溶液を、基材表面の少なくとも一部に形成された微細な凹凸に付
着せしめた後、かかる基材を焼成せしめることにより、基材表面の少なくとも一部に、Ｃ
ａＯとＺｒＯ2 との固溶体からなる改質層が形成される。
【００３３】
　具体的には、カルシウムイオン含有溶液として酢酸カルシウム水溶液を用いた場合、約
１５０～１６０℃で、酢酸カルシウムは炭酸カルシウム及びアセトンに分解する。また、
約８５０℃で、炭酸カルシウムは酸化カルシウムと二酸化炭素に分解する。更に、約１１
００℃で、酸化カルシウムとジルコニアが反応してジルコン酸カルシウム（ＣａＺｒＯ3 
）となる。そして、約１３５０℃で、ジルコン酸カルシウムは分解し、立方晶ジルコニア
の形成のためにカルシウムが安定化元素として消費され、材料全体の機械的強度（曲げ強
度）の低下を引き起こす。従って、ＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体からなる改質層（Ｃａが
固溶した正方晶ＺｒＯ2 からなる層）が効果的に形成されるべく、カルシウムイオン含有
溶液が付着せしめられた基材を焼成する際の焼成温度は、１０５０～１３００℃、好まし
くは１１００～１２００℃に設定されることとなる。
【００３４】
　なお、本明細書及び請求の範囲で言うところの「ＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体からなる
」とは、「ＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体を主たる成分とする」ことを意味するものであり
、本発明の目的を阻害しない限りにおいて、改質層中に他の成分が含まれることを許容す
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るものである。ジルコニアからなる基材の表面に酢酸カルシウム水溶液等のカルシウムイ
オン含有溶液を塗布し、焼成すると、約１１００℃付近において、ＣａＯとＺｒＯ2 との
固溶体と、ＣａＺｒＯ3 とが共存する改質層が形成せしめられることを、本発明者は確認
している。即ち、本発明の歯科用インプラント材料における炭酸アパタイトからなる表層
は、後述するように、ＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体からなる改質層（ＣａＯとＺｒＯ2 と
の固溶体を主たる成分とする改質層）と、リン酸イオン含有溶液との接触によって形成さ
れるものであり、炭酸アパタイトが効果的に形成される限りにおいて、改質中に他の成分
（例えばＡｌ2Ｏ3、Ｙ2Ｏ3、ＣｅＯ2 、ＳｉＯ2 等）が含まれることを妨げる、乃至は排
除するものではない。
【００３５】
　そして、以上の如くして形成された、ＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体からなる改質層に、
リン酸イオン含有溶液を接触せしめ、かかる固溶体とリン酸イオン含有溶液とを反応せし
めることにより、ジルコニアからなる基材の表面に少なくとも一部に、炭酸アパタイトか
らなる表層が形成されることとなるのである。
【００３６】
　本発明において使用されるリン酸イオン含有溶液としては、リン酸水溶液、リン酸三ナ
トリウム水溶液、リン酸水素二ナトリウム水溶液、リン酸二水素ナトリウム水溶液、リン
酸三カリウム水溶液、リン酸水素二カリウム水溶液、リン酸二水素カリウム水溶液等を、
例示することが出来る。これらの中でも、リン酸水素二ナトリウム水溶液が、特に有利に
用いられる。また、それらリン酸イオン含有溶液にあっては、リン酸イオン濃度が高いも
のの方が、炭酸アパタイトを有利に生成することが出来る。リン酸イオン含有溶液中に、
ＣａＯとＺｒＯ2 との固溶体からなる改質層が形成された基材を、１日～１ヶ月程度、浸
漬せしめることにより、炭酸アパタイトが効果的に生成するのである。
【００３７】
　以上の如くして得られた歯科用インプラント材料にあっては、基材たるジルコニアの表
面の少なくとも一部に、ヒドロキシアパタイトよりも優れた生体活性を有する炭酸アパタ
イトからなる表層が設けられているところから、非常に優れた生体活性を発揮することと
なるのである。
【実施例】
【００３８】
　以下に、本発明の実施例を幾つか示し、本発明を更に具体的に明らかにすることとする
が、本発明が、そのような実施例の記載によって、何等の制約をも受けるものでないこと
は、言うまでもないところである。また、本発明には、以下の実施例の他にも、更には上
記した具体的記述以外にも、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基
づいて、種々なる変更、修正、改良等が加え得るものであることが、理解されるべきであ
る。
【００３９】
　先ず、以下の手順に従って、歯科用インプラント材料を作成した。
【００４０】
－基材の準備－
　予備焼結されたＹ－ＴＺＰ（商品名：ZENOSTAR、Wieland Dental社製、独国）のブロッ
ク体より、ダイヤモンドカッターにて所定の大きさの円板状体を切り出し、切り出した円
板状体を、大気雰囲気下、１３５０℃で２時間、高温電気炉（光洋リンドバーグ株式会社
製）にて焼成した。なお、焼成による収縮率は２０％であり、焼成後の円板状体の大きさ
は、直径：１８～２０ｍｍ、厚さ：１．５～２．０ｍｍであった。
【００４１】
－歯科用インプラント材料の作製－
　得られた円板状体の基材の表面に対して、アルミナ粉末（粒径：約７０μｍ）を用いて
、サンドブラスト処理を施した。かかる処理後の基材を蒸留水中にて超音波洗浄し、空気
中で乾燥させた。サンドブラスト処理後の基材表面の表面粗さ：Ｒａは、１．０１±０．
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基材）を試料ａとする。一方で、飽和硼砂水溶液及びエタノールを２：１（体積比）の割
合で混合してなる溶液（以下、単に硼砂水溶液という。）を調製した。基材におけるサン
ドブラスト処理を施した側の面に、硼砂水溶液を塗布し、その後、１１００℃で５分間、
基材を高温電気炉にて焼成した。
【００４２】
　焼成後の基材におけるサンドブラスト処理を施した側の面（硼砂水溶液を塗布した側の
面）に、５％フッ化水素酸を塗布し、２分間、室温下で放置した。その結果、基材におけ
るフッ化水素酸を塗布した側の面には、表面粗さ：Ｒａが９０±４ｎｍである微細な凹凸
が形成されていることが、確認された。
【００４３】
　基材における微細な凹凸が形成されている側の面に、濃度が０．５ｍｏｌ／Ｌの酢酸カ
ルシウム水溶液を塗布し、大気中で乾燥させた後、大気雰囲気下、１１００℃で５分間、
高温電気炉にて焼成した。そして、かかる焼成後の基材を、室温下、リン酸水素二ナトリ
ウムの飽和水溶液中に２４時間、浸漬せしめることにより、歯科用インプラント材料（試
料Ａ）を得た。
【００４４】
－試料Ａの表面分析－
　試料Ａの表面について、フーリエ変換赤外分光光度計（商品名：FT/IR-6600、日本分光
株式会社製）を用いて、分析した。その測定結果を、図１にグラフとして示す。かかる図
１のグラフより明らかなように、本発明の製造手法に従って作製された試料Ａにおいては
、その表面に、炭酸アパタイトからなる表層が形成されていることが認められる。
【００４５】
－接触角の測定－
　マイクロピペットで計量した５μＬの球状粒子を、各試料表面に水滴として静置し、そ
の状態を試料の真横からデジタルカメラで撮影した。得られたデジタル画像を用いて、パ
ソコン上で接触角を測定した。その測定結果を、図２にグラフとして示す。
【００４６】
－ＡＬＰ活性評価－
　ポリスチレン製培養シャーレ（Thermo Fisher Scientific社製）の底に円板状体の試料
を静置した後、シャーレ内に、アスコルビン酸とグリセロリン酸ナトリウムとを含む分化
誘導培地を入れ、かかるシャーレにてMC3T3-E1（マウス骨芽細胞様細胞）を３日間、培養
した。培養後の細胞を、ｐ－ニトロフェニルリン酸を用いて染色した。染色された細胞に
ついて、蛋白質定量キット（商品名：TRAP/ALP Stain kit、和光純薬工業株式会社製）を
用いて吸光度（測定波長：４０５ｎｍ）を測定し、検量線法によってアルカリフォスフォ
ターゼ（ＡＬＰ）量を測定した。一方、control として、試料を含まないポリスチレン製
培養シャーレについても同様の実験を行なった。各試料及びcontrol において測定された
ＡＬＰ量を、図３にグラフとして示す。
【００４７】
　図２のグラフから明らかなように、サンドブラスト処理のみが施された試料ａと比較し
て、本発明の歯科用インプラント材料たる試料Ａは、接触角が劇的に小さくなっており、
極めて優れた親水性を有することが確認された。また、図３のグラフから明らかなように
、試料ａと比較して、本発明の歯科用インプラント材料たる試料Ａにあっては、骨芽細胞
の分化マーカーであるＡＬＰ活性が優れていることが認められ、生体活性に優れるもので
あることが確認された。
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