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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属インプラント表面をフッ化水素酸の濃度が０.５Ｍより低いフッ化水素酸の水溶液
で処理することによりインプラント表面の少なくとも一部分上にフッ素および／またはフ
ッ化物を付与し、そして≦１μｍの細孔直径および≦５００ｎｍの細孔深さを有する細孔
、およびその細孔深さの半分におけるピーク幅がその細孔直径の１５～１５０％であるピ
ーク幅を有するピークを含むミクロ粗さを与えることを包含することを特徴とする、骨組
織中へのインプラント化を意図したインプラント表面が金属インプラント表面であるイン
プラント表面を処理する方法。
【請求項２】
　細孔直径が５０ｎｍ～１μｍの範囲にありまた細孔深さが５０～５００ｎｍの範囲にあ
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　二乗平均平方根粗さ（Ｒqおよび／またはＳq）≦２５０ｎｍが与えられる請求項１また
は２に記載の方法。
【請求項４】
　フッ素および／またはフッ化物の平均原子濃度少なくとも０.２ａｔ％が与えられる請
求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　フッ素および／またはフッ化物の平均原子濃度が０.４～７ａｔ％の範囲にある請求項
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４に記載の方法。
【請求項６】
　金属インプラント表面が室温で１８０秒までのエッチング時間にわたって処理される請
求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　フッ化水素酸の濃度が０.１Ｍでありそして室温でのエッチング時間が６０秒までであ
る請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　フッ素および／またはフッ化物を付与する前そしてミクロ粗さを与える前にインプラン
ト表面上にマクロ粗さを与えることをさらに包含する請求項１～７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項９】
　マクロ粗さがインプラント表面をブラスチングすることにより与えられる請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　金属インプラント表面が商業的純度のチタンまたはチタン合金からできている請求項１
～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法によって少なくとも一部分が処理されてい
るインプラント表面を有する、骨組織内へのインプラント化のためのインプラント。
【請求項１２】
　インプラント表面の少なくとも一部分が、フッ素および／またはフッ化物を含み、また
≦１μｍの細孔直径および≦５００ｎｍの細孔深さをもつ細孔、およびその細孔深さの半
分におけるピーク幅がその細孔直径の１５～１５０％であるピーク幅を有するピークを含
むミクロ粗さであることを特徴とするインプラント表面が金属インプラント表面であるイ
ンプラント表面を有する、骨組織内にインプラント化するためのインプラント。
【請求項１３】
　細孔直径が５０ｎｍ～１μｍの範囲にありそして細孔深さが５０～５００ｎｍの範囲に
ある請求項１２に記載のインプラント。
【請求項１４】
　ミクロ粗さが二乗平均平方根粗さ（Ｒqおよび／またはＳq）≦２５０ｎｍを有する請求
項１２または１３に記載のインプラント。
【請求項１５】
　インプラント表面の少なくとも一部分がフッ素および／またはフッ化物少なくとも０．
２ａｔ％の平均原子濃度を有する請求項１２～１４のいずれか１項に記載のインプラント
。
【請求項１６】
　フッ素および／またはフッ化物の平均原子濃度が０.４～７ａｔ％の範囲にある請求項
１５に記載のインプラント。
【請求項１７】
　インプラント表面がマクロ粗さをさらに有する請求項１２～１６のいずれか１項に記載
のインプラント。
【請求項１８】
　インプラントが金属インプラントである請求項１２～１７のいずれか１項に記載のイン
プラント。
【請求項１９】
　金属インプラントが商業的純度のチタンまたはチタン合金からできている請求項１８に
記載のインプラント。
【請求項２０】
　インプラントが歯科インプラントである請求項１２～１９のいずれか１項に記載のイン
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プラント。
【請求項２１】
　インプラントが整形外科インプラントである請求項１２～１９のいずれか１項に記載の
インプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は骨組織内へのインプラント化のためのインプラントに関し、またインプラント
表面を有するインプラントの生体適合性を改善するために、骨組織内へのインプラント化
が意図されるインプラント表面を処理する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に金属である整形外科または歯科のインプラントを骨組織内にインプラントするた
めに、今日ほとんどの場合、１段階方式が採用されている。
【０００３】
　１段階方式では、第１のインプラント部品例えば歯科固定具が骨組織内に外科的に入れ
られ、また治療キャップまたは第２のインプラント部品例えば支台が、外科手術の直後に
第１のインプラント部品に続いて取り付けられる。その後、治療キャップまたは第２のイ
ンプラント部品のまわりに柔軟な組織が回復することが可能になる。治療キャップが使用
されるとき、なんらの外科的手順なしに僅かな週または月の後にキャップが取り外され、
そして第２のインプラント部品例えば支台および仮歯冠が第１のインプラント部品に取り
付けられる。この１段階方式は例えばＬ　Ｃｏｏｐｅｒらの“Ａ　ｍｕｌｔｉｃｅｎｔｅ
ｒ　１２－ｍｏｎｔｈ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｉｎｇｌｅ－ｔｏｏｔｈ　ｉｍ
ｐｌａｎｔｓ　ｒｅｓｔｏｒｅｄ　３　ｗｅｅｋｓ　ａｆｔｅｒ　１－ｓｔａｇｅ ｓｕ
ｒｇｅｒｙ”，Ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒａｌ
 ＆ Ｍａｘｉｌｌｏｆａｃｉａｌ Ｉｍｐｌａｎｔｓ，Ｖｏｌ １６，Ｎｏ ２（２００１
）中に記載されている。
【０００４】
　いくつかの歯科症例での使用が未だに必要である２段階方式は、第１の段階で第１のイ
ンプラント部品例えば歯科固定具を骨組織内に外科的に入れることを包含し、インプラン
トが骨組織に良好に取り付けられうるように、この骨組織内で固定具が数カ月またはそれ
以上の治癒期間にわたって未装着そして不動のままにされることができ、インプラントを
覆う柔軟な組織中の切り傷がインプラント上で治癒することができ、また第２の段階でイ
ンプラントを覆う柔軟な組織を切開しそして第２のインプラント部品例えば歯科支台およ
び／または修復歯を第１のインプラント部品例えば上記の固定具を取り付け、最終的なイ
ンプラント構造物を形成することを包含する。この方式は例えばＢｒａｅｎｅｍａｒｋら
によって“Ｏｓｓｅｏｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｉｍｐｌａｎｔｓ　ｉｎ ｔｈｅ　Ｔｒｅ
ａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｄｅｎｔｕｌｏｕｓ　Ｊａｗ，Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　
ｆｒｏｍ　ａ　１０－ｙｅａｒ　ｐｅｒｉｏｄ”，Ａｌｍｑｕｉｓｔ　＆　Ｗｉｋｓｅｌ
ｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｓｔｏｃｋｈｏｌｍ，Ｓｗｅｄｅｎ に記載されてい
る。
【０００５】
　しかしながら、治癒期間に際してインプラントが装着されるべきでないということは、
第２のインプラント部品が第１のインプラント部品に取り付けられることができずそして
／または３カ月またはそれ以上の治癒期間の際に使用されることができないことを意味す
る。このことに関連する不快に鑑みて、上記した第１段階のために必要な期間を最小にす
るか、インプラント化手順全体を単一の操作で実施さえする、つまり１段階方式を用いる
ことが望ましい。
【０００６】
　ある患者にとっては、１段階方式および２段階方式の双方について、インプラントを機
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能的に装着する前に少なくとも３カ月待つほうが良いと考えられるであろう。しかしなが
ら、１段階方式を用いる別法はインプラント化の直後に（即時装着）またはインプラント
化後の僅かな週で（早期装着）プラントを機能させることである。これらの方式は例えば
、Ｄ　Ｍ　ＥｓｐｏｓｉｔｏによってＴｉｔａｎｉｕｍ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ, Ｍａ
ｔｅｒｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｓｕｒｆａｃｅ Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉ
ｎｇ, Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ（２００１）の８３６～８３７ページ
に記載されている。
【０００７】
　インプラントが十分な安定性およびインプラントと骨組織との間の結合を達成して上記
に開示したインプラントの即時または早期の装着を可能にすることが必須的である。
【０００８】
　インプラントの即時または早期の装着は骨の形成に好都合であることにも留意すべきで
ある。
【０００９】
　骨インプラントのために使用されるチタン、ジルコニウム、ハフニウム、タンタル、ニ
オブ、またはこれらの合金のような金属または合金のいくつかは、骨組織と比較的強い結
合を形成することができ、この結合は骨組織そのものと同様に強力であり、ときにはより
強いであろう。この種の金属インプラント材料の最も注目すべき例はチタンおよびその合
金であり、これらのこの点での特性は大体１９５０年以来知られている。金属と骨組織と
の間のこの結合はＢｒａｅｎｅｍａｒｋらによって『ｏｓｓｅｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ
（オセオインテグレーション）』と称されている。
【００１０】
　金属例えばチタンと骨組織との間の結合は比較的強力であろうが、この結合を強化する
のが好ましい。
【００１１】
　インプラントの取り付けをより良くし、従って、オセオインテグレーションをするため
に、今日金属インプラントを処理するためのいくつかの方法がある。これらのいくつかに
は、例えば、未処理の表面と比較して表面の粗さを大きくするためにインプラント表面上
に比較的大きな不規則性を生じることによりインプラントの形態を変更することが関与す
る。表面粗さの増大はより大きな接触およびインプラントと骨組織との間の接触部域を与
え、これによってより良好な機械的保持および強度を得ることができる。表面粗さは例え
ばプラズマ噴霧、ブラスチングまたはエッチングことにより得られるであろう。
【００１２】
　インプラント表面の粗いエッチングは、フッ化水素酸（ＨＦ）または塩化水素酸（ＨＣ
ｌ）と硫酸（Ｈ2ＳＯ4）との混合物のような還元性の酸によって実施されることができる
。このような粗いエッチング工程の目的は、２～１０μｍの範囲内の細孔直径および１～
５μｍの範囲内の細孔深さのようなやや大きい不規則性を有するインプラント表面を得る
ことである。
【００１３】
　骨組織へのインプラントの取り付けをより良くするための他の方法には、インプラント
表面の化学的特性の変更が関与する。例えばこのような方法の１つは、特に、骨組織の再
生を刺激するためにヒドロキシアパタイトのようなセラミック物質の層をインプラント表
面に施すことを包含する。しかしながら、セラミックコーティングは脆弱であり得、また
インプラント表面から剥がれ落ちまたは外れることがあり、このことはインプラントの最
終的な破損につながるであろう。
【００１４】
　インプラント表面の改変に関して上記に開示した方法のほかに、酸素との接触で、チタ
ン、ジルコニウム、ハフニウム、タンタル、ニオブおよびこれらの合金は薄い酸化物層に
よって瞬時に覆われることに留意すべきである。チタンインプラントの酸化物層は、少量



(5) JP 4457006 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

のＴｉ2Ｏ3およびＴｉＯを伴うチタン（ＩＶ）ジオキサイド（ＴｉＯ2）から主としてな
る。酸化チタンは約４～８ｎｍの厚さを一般に有する。しかしながら、約２０μｍまでの
酸化物層厚さを有するチタンインプラントは陽極酸化を用いて製造されることができる。
さらにまた、酸化チタンの結晶性は酸化物の層の厚さが増大するにつれ大きくなる。従っ
て、酸化物層をより厚くすることによりインプラント表面を粗くすることができる。
【００１５】
　本発明者の先行する出願ＷＯ　９５／１７２１７には、金属インプラント（ブラスチン
グされたまたはブラスチングされていない）が少なくとも１０秒、例えば１０秒から６時
間、０.２％ＨＦのためには好ましくは３０秒の処理期間にわたってフッ化水素酸の３％
までの、最も好ましくは約０.２％の濃度の水溶液で室温で処理されるプロセスが記載さ
れている。ＷＯ　９５／１７２１７によるとインプラント表面の形態はこの処理によって
影響されない。つまり表面の顕著なエッチングは起きない。
【００１６】
　本発明者の先行する出願ＷＯ　９４／１３３３４には、約０.１～４％の濃度、２.５～
６のｐＨを有するフッ化ナトリウムを含有する水溶液で金属インプラントが少なくとも１
０秒から約５分室温で処理されるプロセスが記載されている。
【００１７】
　これらの先行出願はともに、改善された生体適合性を有する金属インプラント、および
これを製造する方法を記載している。特に、骨組織への付着の速さが増大されまたインプ
ラントと骨組織との間のより強い結合が得られる。これらのインプラントの改善された生
体適合性はインプラント表面上のフッ素および／またはフッ化物の保持によると考えられ
る。
【００１８】
　フッ素および／またはフッ化物は、Ｊ　Ｅ　Ｅｌｉｎｇｅｎの“Ｐｒｅ－ｔｒｅａｔｍ
ｅｎｔ　ｏｆ　ｔｉｔａｎｉｕｍ　ｉｍｐｌａｎｔｓ　ｗｉｔｈ　ｆｌｕｏｒｉｄｅ　ｉ
ｍｐｒｏｖｅｓ　ｔｈｅｉｒ　ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ　ｉｎ　ｂｏｎｅ”，Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ： Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃ
ｉｎｅ，６（１９９５）, ｐｐ ７４９－７５３ によると、表面の酸化チタン層を反応し
そして酸素に結合したチタンと置き換わりフッ化チタン化合物を生成すると想定される。
生体において、組織液体中の燐酸塩の酸素は酸化物層中のフッ化物と置換され、次いで燐
酸塩はチタン表面に共有結合的に結合されていくであろう。これによって、骨中の燐酸塩
がチタンインプラントに結合される骨形成が誘発されるであろう。さらにまた、放出され
たフッ化物はこの反応を触媒しそしてフッ化物化されたヒドロキシアパタイトおよびフル
オロアパタイトの周囲の骨における生成を誘発する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明の目的は、上記した手術後の治癒期間（１段階方式または２段階方式のいずれか
を用いる）を短縮しそして／またはインプラントの即時または早期の装着を可能にするよ
うに、インプラントと骨組織との間への付着の速さが改善されている、骨組織内へのイン
プラント化のためのインプラントを提供することである。
【００２０】
　本発明の他の目的は、骨組織との機械的により大きい結合を生じるインプラントを提供
することである。従って、骨組織内へのインプラント化のために企図される生体適合性が
改善されたインプラントが提供されるべきである。
【００２１】
　本発明のさらに別な目的は、骨組織内へのインプラント化のために企図されるインプラ
ント表面例えば整形外科または歯科のインプラント表面を処理することにより本発明のイ
ンプラントを得る方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【００２２】
　本発明の第１の局面によると、これらのおよび他の目的は、インプラント表面の少なく
とも一部分、例えば１～９９％の面積、好ましくは＞１０％の面積、一層好ましくは＞４
０％の面積上にフッ素および／またはフッ化物を好ましくは少なくとも０.２ａｔ％の平
均原子濃度で付与し、そしてインプラント表面上に≦２５０ｎｍ例えば１～２５０ｎｍの
粗さ（Ｒqおよび／またはＳq）を有するミクロ粗さを与えることからなる、骨組織内にイ
ンプラントするために企図されるインプラント表面を処理するための方法によって達成さ
れる。
【００２３】
　ミクロ粗さは、細孔、そして場合によってはピークの形の表面の不規則性からなり、従
って細孔寸法によって表されることもできる。
【００２４】
　以上から、本発明の第２の局面によるとき、上記の目的および他の目的は、骨組織内に
インプラントするために企図されるインプラント表面を処理する方法によって達成され、
この方法は、インプラント表面の少なくとも一部分、例えば１～９９％の面積、好ましく
は＞１０％の面積、一層好ましくは＞４０％の面積上にフッ素および／またはフッ化物を
好ましくは少なくとも０.２ａｔ％の平均原子濃度で付与し、そして≦１μｍ、例えば１
ｎｍ～１μｍ、好ましくは５０ｎｍ～１μｍの範囲内の細孔直径、および≦５００ｎｍ、
例えば１ｎｍ～５００ｎｍ、好ましくは５０～５００ｎｍの範囲内の細孔深さからなるミ
クロ粗さをインプラント表面上に与えることからなる。
【００２５】
　本発明の方法の上記の手順は任意の順序でまたは同時に実施されることができる。
【００２６】
　本発明の方法の１つの態様は、金属インプラント表面を好ましくは０.５Ｍ、一層好ま
しくは０.１Ｍの濃度を有するフッ化水素酸の水溶液で処理する結果、１８０秒までの、
一層好ましくは６０秒までのエッチング時間にわたって室温（２４±１℃）でエッチング
することからなる。この態様では、フッ素および／またはフッ化物、そしてミクロ粗さが
同時に付与される。
【００２７】
　骨組織内にインプラントされ、フッ素および／またはフッ化物を含みまた上記に規定し
た微小なミクロ粗さがあるインプラント表面を有するインプラントについて驚くべきほど
良好な生体適合性が得られることが示されている。付着の速さの改善、およびインプラン
ト表面と骨組織との間のより強い結合がともに得られる。従って、フッ素および／または
フッ化物と組み合わされた微小なミクロ粗さはオセオインテグレーション過程を改善する
。
【００２８】
　本発明の第３の局面によると、上記の目的および他の目的は、インプラント表面の少な
くとも一部分、例えば１～９９％の面積、好ましくは＞１０％の面積、一層好ましくは＞
４０％の面積が上記に記載した本発明の方法によって処理されている、骨組織内にインプ
ラントするためのインプラントを用いて達成される。
【００２９】
　本発明の第４の局面によると、上記の目的および他の目的は、あるインプラント表面を
有する、骨組織内にインプラントするためのインプラントを用いて達成され、この場合、
インプラント表面の少なくとも一部分、例えば１～９９％の面積、好ましくは＞１０％の
面積、一層好ましくは＞４０％の面積が、フッ素および／またはフッ化物を含み、そして
≦２５０ｎｍ例えば１ｎｍ～２５０ｎｍの粗さ（Ｒqおよび／またはＳq）を有するミクロ
粗さを含む。
【００３０】
　本発明の第５の局面によると、上記の目的および他の目的は、あるインプラント表面を
有する、骨組織内にインプラントするためのインプラントを用いて達成され、この場合、
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インプラント表面の少なくとも一部分、例えば１～９９％の面積、好ましくは＞１０％の
面積、一層好ましくは＞４０％の面積が、フッ素および／またはフッ化物を含み、≦１μ
ｍ、例えば１ｎｍ～１μｍ、好ましくは５０ｎｍ～１μｍの範囲内の細孔直径、および＜
５００ｎｍ、例えば１ｎｍ～５００ｎｍ、好ましくは５０～５００ｎｍの範囲内の細孔深
さを有する細孔からなるミクロ粗さを含む。
【００３１】
　本発明の他の特質および有利性は以下に記載する態様および付属する特許請求の範囲か
ら明白になるであろう。
【００３２】
　本発明に関連して用いる場合、用語『エッチング』は、それに際してＨ2（ｇ）がイン
プラント表面で生成される処理期間中に生起する過程をさす。エッチング期間はインプラ
ント表面にＨ2（ｇ）の最初の気泡の生成から測定される。本発明の脈絡でのエッチング
は、ここに述べた所望のミクロ粗さを付与する、インプラント表面の極めて穏和なエッチ
ングに関する。　
【００３３】
　本記載で用いる場合、用語『ミクロ粗さ』は、１μｍまたはそれ以下の細孔直径および
１μｍまたはそれ以下の細孔深さを有する細孔からなる表面粗さをさす。　　　
【００３４】
　本記載で用いる場合、用語『マクロ粗さ』は、１μｍより大きい寸法を有する表面の不
規則性からなる表面粗さをさす。
【００３５】
　本記載で用いる場合、用語『インプラント』は、その範囲に脊椎動物、特にヒトのよう
な哺乳動物の身体内にインプラントされるべく企図された任意の手段を包含する。インプ
ラントは人体組織に置き換わりそして／または身体の任意の機能を回復するために使用す
ることができる。
【００３６】
　一般にインプラントは１つまたはいくつかのインプラント部品からなる。例えば歯科イ
ンプラントは通常、第２のインプラント部品例えば支台および／または修復歯に結合され
た歯科固定具からなる。しかしながら、インプラント化のために企図される歯科固定具の
ような任意の手段は、他の部品がそれに連結されるべきであるにせよ単独でインプラント
と称される。
【００３７】
　本記載で用いる場合、用語『骨組織内にインプラントするために（企図される）インプ
ラント』は、歯科インプラント、整形外科インプラントなどのように、骨組織内に少なく
とも部分的にインプラントするために企図されるインプラントをさす。骨組織内にインプ
ラントするためにインプラントは骨組織インプラントとも称される。
【００３８】
　　本記載で用いる場合、用語『インプラント表面』はインプラントの規定された少なく
とも１つの表面領域をさす。従って、規定された表面領域にはインプラントの全表面積ま
たはその一部分が含まれる。
【００３９】
　骨組織内にインプラントするために企図されるインプラント表面の例は、患者の顎骨内
にインプラントするために企図されそして骨組織と接触されるべき歯科固定具の表面であ
る。
【００４０】
　骨組織内にインプラントするために企図されるインプラント表面の他の例は、患者の大
腿骨の首部内にインプラントするために企図される股関節の表面である。
【００４１】
　用語『細孔直径』（Ｄ）、『細孔深さ』（ｈ）および『細孔深さの１／２でのピーク幅
』（ｘ）は図１に定義されている。これらの用語はミクロ粗さとの関連で用いられる。図
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１においてミクロ粗さはマクロ粗さに重畳される。しかし、このマクロ粗さを欠く表面上
に与えられているミクロ粗さに対して同じ用語が用いられる。
【００４２】
　細孔直径（Ｄ）は図１に定義されるように隣接する２つのピークの最高点の間の距離で
ある。最高であるとされうるいくつかの点が同一水準にあるなら、細孔に最も近接する点
を選定すべきである。『ピーク』の幅が極めて広いなら（つまり表面が明確なピークを欠
くように思われるなら）、表面は、その上に散らばる細孔（上記のミクロ粗さを形成する
）間に本質的に平坦な表面プロフィールを有するということができる。この場合、細孔直
径は、表面プロフィールが、本質的に平坦な表面プロフィールから外れ始め、この細孔を
形作る点の間の距離である。これは図１に示す上記の定義と合致する。
【００４３】
　細孔深さ（ｈ）は、隣り合う２つのピークの最高点と、細孔の底部（最低点）との間に
引かれる想像上の直線間の距離として定義される（図１参照）。この距離は細孔のこの最
低点の接線に対して垂直な方向で測定される。最低水準にいくつかの点があるなら、これ
らの点から想像上の直線までの距離の平均値が細孔深さとして算出される。明確なピーク
が存在しないなら想像上の直線は、表面プロフィールが、本質的に平坦な表面プロフィー
ルから外れ始め、そうしてこの細孔を形作る点の間で引かれる。
【００４４】
　細孔深さ（ｈ）の１／２でのピーク幅（ｘ）は図１に示すように定義される。
【００４５】
　本発明は、骨組織内にインプラントするために企図されるインプラント表面を処理する
方法に関し、この方法は、インプラント表面の少なくとも一部分にフッ素および／または
フッ化物を付与し、そして≦２５０ｎｍの二乗平均平方根粗さ（Ｒqおよび／またはＳq）
を有するミクロ粗さをインプラント表面上に与えることからなる。二乗平均平方根粗さは
、１つの試料採取長さにわたっての平均的な直線からのプロフィルの二乗平均平方根偏差
に相当する。Ｒqは２次元で測定された二乗平均平方根粗さであり、またＳqは３次元で測
定された二乗平均平方根粗さである。
【００４６】
　二乗平均平方根（Ｒqおよび／またはＳq）は５×５μｍの表面積について原子間力顕微
鏡（ＡＦＭ）で測定することができる。ＡＦＭは表面の特性把握に関して極めて敏感な方
法である。しかしながら、ミクロ粗さが分析されそして下にある表面構造例えばブラスチ
ングされたまたは機械加工された表面は分析されないように慎重に分析を実施せねばなら
ない。
【００４７】
　二乗平均平方根粗さは、インプラント表面のＳＥＭ図上に示される表面形態に基づき算
出されまたは表面の特性把握に関する他の任意の方法によって得られる結果から推定する
こともできる。
【００４８】
　このようにして、≦１μｍの細孔直径および≦５００ｎｍの細孔深さを用いる計算によ
って、当業者に知られた二乗平均平方根粗さ（Ｒq）の定義に基づき≦２５０ｎｍの二乗
平均平方根粗さ（Ｒq）が与えられる。
【００４９】
　細孔、そして場合によってはピークの形の表面の不規則性からなるミクロ粗さは、細孔
寸法によって表すこともできる。
【００５０】
　従って、骨組織内にインプラントするように企図されるインプラント表面を処理するた
めの本発明の方法は、インプラント表面の少なくとも一部分上にフッ素および／またはフ
ッ化物を付与し、そして≦１μｍ、好ましくは５０ｎｍ～１μｍの範囲内の細孔直径、お
よび≦５００ｎｍ、好ましくは５０～５００ｎｍの範囲内の細孔深さからなるミクロ粗さ
をインプラント表面上に与えることからなる。
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【００５１】
　さらにまた、ミクロ粗さは細孔深さの１／２での細孔直径の１５～１５０％のピーク幅
を有するピークからなる（図１参照）のも好ましい。従って、ピーク幅は７.５ｎｍ～１.
５μｍの範囲にあるのが好ましい。さらに一層好ましいのは、細孔深さの１／２での細孔
直径の３０～１５０％のピーク幅を有するピークである。最も好ましいのは、細孔深さの
１／２での細孔直径の６０～１５０％のピーク幅を有するピークである。
【００５２】
　この特定の表面形態は抵抗力が極めて大きい成長下の骨を与える。この特定の形態をも
つと、インプラント表面の表面不規則性内へと成長する新規に形成された骨は古い骨から
容易には破断しない。加えて、インプラント表面のピークはインプラントから容易には破
断しない。
【００５３】
　さらにまた、インプラント表面のほんの一部分または相当な部分はここに規定した表面
不規則性を有してよいことに留意すべきであり、このことは細孔および場合によってはピ
ークもまた表面にわたっていくつかの領域にグループ化されてよいことを意味する。従っ
て、細孔および／またはピークの間の距離は表面にわたって変化するであろう。インプラ
ント表面の好ましくは＞１０％の面積、一層好ましくは＞４０％の面積、さらに一層好ま
しくは＞７０％の面積が上記の表面不規則性を有するのがよい。インプラント表面の全体
が、表面にわたって均一に分散した上記の表面不規則性を有するのが最も好ましい。
【００５４】
　フッ素および／またはフッ化物を含むインプラント表面の少なくとも一部分は、表面不
規則性のあるこのまたはいくつかの部分と重なり合うことは必要でない。表面不規則性だ
けを含む、部位をふくめての表面部域、およびフッ素および／またはフッ化物だけを含む
部域があってよい。しかしながら、表面不規則性およびフッ素および／またはフッ化物の
少なくとも部分的な重なりが好ましい。
【００５５】
　上記した細孔寸法を有するミクロ粗さの、上記に開示したように推定された二乗平均平
方根（Ｒqおよび／またはＳq）は、≦２５０ｎｍであるのが好ましい。
【００５６】
　従って、本発明の上記の第１および第２の局面に従う骨組織内にインプラントするため
に企図されるインプラント表面を処理する方法は、
　インプラント表面少なくとも一部分上にフッ素および／またはフッ化物を付与すること
、そして
　≦２５０の二乗平均平方根（Ｒqおよび／またはＳq）を有するそして／または≦１μｍ
の細孔直径および≦５００ｎｍの細孔深さを有する細孔を含むミクロ粗さをインプラント
表面上に与えること
を包含するものと表現することもできる。
【００５７】
　インプラント表面は、１００×１００μｍの表面積についてＸ線光電子分光法（ＸＰＳ
）によって測定されたフッ素および／またはフッ化物の少なくとも０.２ａｔ％の平均原
子濃度を有するのが好ましい。
【００５８】
　フッ素および／またはフッ化物の平均原子濃度はＸＰＳで測定して≦２０ａｔ％である
のが有利である。 
【００５９】
　フッ素および／またはフッ化物の平均原子濃度は、上記に従って測定して０.４～７ａ
ｔ％の範囲にあるのが最も好ましい。しかしながら、フッ素および／またはフッ化物の最
初に付与される量は、インプラントの保管に際しての減少の可能性のためより多い必要が
あるであろう。
【００６０】
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　インプラント表面は金属のインプラント表面例えばチタンインプラント表面であるのが
好ましい。
【００６１】
　金属インプラント表面は金属インプラントの一部分であってよく、または非金属のイン
プラント例えばセラミック、プラスチック、または複合材料に施された金属表面であって
よいであろう。さらにまた、金属インプラント表面は、部分的に金属のインプラントの一
部分であってもよく、これによって部分的に金属のインプラント表面が与えられる。　
【００６２】
　フッ素および／またはフッ化物は、金属インプラント表面上の酸化物層内に含められる
のが好ましく、フッ素および／またはフッ化物がない酸化物層（実施例参照）より反応性
がより大きい酸化物層が与えられる。フッ素および／またはフッ化物が含められた酸化チ
タンは、通常の純粋な酸化チタン構造と比較して乱れのある酸化物構造を有する。何らか
の理論によって束縛されることなく、乱れのある酸化物構造は反応性がより大きい酸化物
層を与え、このことは生体内の酸化物は純粋な酸化チタン構造と比較して分子例えば燐酸
塩イオンとおそらくより大きな程度に相互作用し、またおそらくより大きい速さでやはり
生長し、このことは改善された生体適合性が得られることを意味する。
【００６３】
　フッ素および／またはフッ化物は任意の好適な方法、例えば
　－フッ素および／またはフッ化物を含むプラズマ例えばＣＨＦ3－プラズマを使用する
プラズマ付着、
　－フッ素および／またはフッ化物が関与する電気化学処理、例えばフッ素および／また
はフッ化物を含む電解質中での陽極酸化、
　－フッ素および／またはフッ化物を含む水性のおよび／または非水性の溶液、例えばＮ
ａＦのようなフッ化物塩を溶解して含む溶液またはＨＦ（ａｑ）での処理、
　－イオンインプラント化、または
　－これらの方法の任意の組み合わせなど
を用いてインプラント表面上に付与することができる。
【００６４】
　フッ素および／またはフッ化物の付与の前、後またはそれと同時に、穏和なエッチング
、マイクロファブリケーション（ｍｉｃｒｏ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ）、陽極酸化、溶
射、電気化学処理、レーザー、放電加工、または表面変性に好適な他の任意の方法を用い
て付与されることができる。
【００６５】
　フッ素および／またはフッ化物およびミクロ粗さは金属インプラント表面をフッ化水素
酸（ＨＦ）の水溶液で処理することにより付与されるのが好ましく、これがエッチング過
程になる。
【００６６】
　フッ化水素酸の濃度は０.５Ｍより小さいのが好ましく、０.１Ｍであるのが一層好まし
い。
【００６７】
　金属インプラント表面は１８０秒まで、一層好ましくは６０秒までの時間にわたって室
温（２４±１℃）で処理されるのが望ましい。エッチングが開始する前に、自然のままの
酸化物層は酸によって除去され、また酸がインプラント表面と接触する時、エッチング過
程が開始する。フッ素および／またはフッ化物が中に含められまた全体にわたって分散さ
れている新規な酸化物層がこのとき形成される。さらにまた、上記に開示したミクロ粗さ
がインプラント表面のエッチング過程によって与えられる。
【００６８】
　フッ素および／またはフッ化物とミクロ粗さとをともにインプラント表面上に付与する
ためにフッ化水素酸での処理が用いられるとはいえ、これらの手順は別個にまた逆な順序
で実施されうることに留意すべきである。
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【００６９】
　ＨＦ（ａｑ）による処理は、室温つまり約２０～３０℃（通常の大気圧）、好ましくは
２４±１℃で実施するのが好ましい。２４±１℃より高い温度を用いるなら、当業者に知
られるようにエッチング過程はより早く開始しまたエッチング過程は一層急速である。つ
まり所望の結果を得るためには、２４±１℃でエッチングするためにここに示す時間より
短いエッチング期間が必要である。従って、２４±１℃より低い温度を用いるなら、所望
の結果を得るためには２４±１℃でのエッチングのためにより長い期間が必要である。
【００７０】
　エッチング期間、ＨＦ（ａｑ）の温度および濃度はエッチングされた部分、つまりエッ
チングされた部域つまりミクロ粗さを有する部域と、エッチングされていない部域との間
の比率を決定する。
【００７１】
　ゆるく接着したフッ素および／またはフッ化物および不純物はすべてインプラント表面
からリンスによって除去される。こうして、保管寿命がより良いインプラントが得られる
。従って、インプラント表面はその上にフッ素および／またはフッ化物を付与した後にリ
ンスされるのが好ましい。
【００７２】
　本方法は、フッ素および／またはフッ化物を付与する前そしてミクロ粗さを付与する前
にインプラント表面上にマクロ粗さを付与することをさらに包含するのが好ましい。従っ
て、マクロ粗さの上に重畳したミクロ粗さを有するインプラントが得られる。マクロ粗さ
は、二酸化チタン粒子によってブラスチングする、一層好ましくはチタンインプラント表
面をブラスチングするこれによって与えるのが好ましい。
【００７３】
　マクロ粗さはエッチング、マイクロファブリケーション、陽極酸化、溶射、任意の電気
化学処理、レーザー、放電加工、機械加工、きざみ付け、または表面変性に好適な他の任
意の方法によって付与されることもできる。
【００７４】
　さらにまた、マクロ粗さを有するまたは有さないインプラント表面はねじ切りされてよ
くまたはねじ切りされなくてよい。
【００７５】
　この金属インプラント表面は商業的純度のチタンまたはチタン合金からつくられてよい
が、インプラント表面はジルコニウムもしくはその合金、ハフニウムもしくはその合金、
ニオブもしくはその合金、タンタルもしくはその合金、クロム－バナジウム合金、または
これらの材料の任意の組み合わせのような生体適合性の他の任意の金属材料からつくられ
てもよい。
【００７６】
　本発明の骨組織内にインプラントするためのインプラントは、歯科インプラントまたは
整形外科インプラントであるのが好ましい。
【００７７】
　本発明は、その少なくとも一部分が上記した本発明に従う方法によって処理されている
インプラント表面を有する、骨組織内にインプラントするためのインプラントにも関する
。
【００７８】
　このようにして、上記した特性を有するインプラント表面を有する、骨組織内にインプ
ラントするためのインプラントもまた本発明の一部をなす。
【００７９】
　以下の非限定的な例によってここに本発明を説明する。
【００８０】
実施例
試料の調製
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　商業的純度（ｃ.ｐ.）のチタンの外科用インプラントを使用した。
　各々のインプラントをＥｃｏｓｏｌｖｅ（登録商標）（７０～１００％のエチル－２－
ヒドロキシプロピオネート）中で５分、その後エタノール（７０％）中で５分超音波で脱
気した。
　その後、インプラントのいくつかを二酸化チタン粒子によってブラスチングした。二酸
化チタンの２つの異なる粒子寸法範囲つまり６.８～９０μｍ（細かい＝Ｆ）および１０
６～１８０μｍ（粗い＝Ｃ）を用いた。しかしながら、１８０～３００μｍのようなさら
に粗い粒子寸法もまた使用できる。
　次いで、ブラスチングされたインプラントを脱イオン水中で超音波によって２×５分、
そしてエタノール中で２×５分リンスして、残留するすべてのブラスチング粒子を除去し
た。
【００８１】
　次に以下の方法に従ってインプラントを処理した：
ａ）対照インプラント
　上記に従ってクリーニングされたブラスチングされていないおよびブラスチングされた
インプラント（ＦおよびＣ）を以下に述べる検討のための対照物として用意した。
【００８２】
ｂ）先行技術での方法（ＷＯ　９５／１７２１７）
　上記に従ってクリーニングされたブラスチングされていないおよびブラスチングされた
インプラント（ＦおよびＣ）を室温（約２４±１℃）で９０秒０.１ＭのＨＦ（ａｑ）中
に浸漬した。この処理期間に際してＨ2（ｇ）は生成せず、従って、エッチングは起きな
かった。
　その後、インプラントを脱イオン水中に２０秒浸漬し、その後に乾燥した。
【００８３】
ｃ）方法Ｉ
　上記に従ってクリーニングされたブラスチングされていないおよびブラスチングされた
インプラント（ＦおよびＣ）をエタノール（９９.５％）中に２秒そして脱イオン水中に
５秒浸漬した。
　その後、本発明に従ってインプラントを室温（約２４±１℃）で４０±５秒のエッチン
グ期間にわたって０.１ＭのＨＦ（ａｑ）の撹拌された溶液中に浸漬した。次に表面の面
積の約８０～９０％をエッチングすることによりミクロ粗さを付与した。しかしながら、
ブラスチングされていないインプラントの場合、エッチング過程はブラスチングされたイ
ンプラントより緩慢であることが示されているので、これらのインプラントは似た程度の
エッチングを行うのに、６０±５秒のようにより長い時間にわたってエッチングされるの
が好ましい。エッチング期間は、インプラント表面でのＨ2（ｇ）の最初の気泡の形成か
ら測った。インプラント表面のエッチングは、酸が純粋なチタンと直接接触する時、つま
りチタン表面を覆う酸化チタンが除去される時に開始する。
　その後インプラントを撹拌された脱イオン水中に２０秒浸漬した。
　インプラントをエタノール（２０％）中で３分、そして脱イオン水中で４分超音波によ
ってリンスした。
　次いでインプラントをエタノール（９９.５％）中で５秒リンスし、拭き、そして乾燥
した。
　この方法によって処理したインプラントは実施例１と称する。
【００８４】
ｃ）方法ＩＩ
　上記に従ってクリーニングされたブラスチングされていないおよびブラスチングされた
インプラント（ＦおよびＣ）をエタノール（９９.５％）中に２秒そして脱イオン水中に
５秒浸漬した。
　その後、本発明に従ってインプラントを室温（約２４±１℃）で４０±５秒のエッチン
グ期間にわたって０.１ＭのＨＦ（ａｑ）の溶液中に撹拌しつつ浸漬した。次に表面の面
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積の約８０～９０％をエッチングすることによりミクロ粗さを付与した。上記に説明した
理由から、ブラスチングされていないインプラントのいくつかを６０±５秒にわたってエ
ッチングした（これらの試料はＡＦＭ測定のためのみに使用した）。エッチング期間は、
インプラント表面でのＨ2（ｇ）の最初の気泡の形成から測った。
　次にインプラントを拭きそして乾燥した。
　この方法に従って処理するインプラントは実施例２と称する。
【００８５】
生体内評価　
　上記の方法に従って処理されるインプラント表面を、Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　２３
　（２００２）の２２０１～２２０９ページにＨ　Ｊ，Ｒｏｎａｌｄ、およびＪ　Ｅ　Ｅ
ｌｌｉｎｇｓｅｎによって記載されている引っ張り試験を用いて生体内で評価した。
【００８６】
　インプラントは直径が６.２５ｍｍそして高さが１.９５ｍｍの硬貨状であった。インプ
ラント硬貨状物の片面をこの方法によって処理した。ロードセルに取り付けるためのネジ
付きの孔を硬貨状物の他の面の中心に設けた。
【００８７】
　試験動物としてニュージーランド白ウサギを使用した。標準化されまた正確な位置決め
を確実にするためにドリルガイドを用い、直径１.０ｍｍのツイストドリル（Ｍｅｄｉｃ
ｏｎ（登録商標）、ドイツ）を使用して、各々のウサギの脛骨の１つに案内孔を鑽孔した
。次に、生理食塩水がふんだんに潅注される低速歯科インプラントドリルに取り付けられ
た特注製の直径７.０５ｍｍのステンレス鋼のバーを使用して、各々のインプラントのコ
インについて空所を用意した。
【００８８】
　表１に従って処理したおよび処理してないインプラント表面を空所内にいれそしてこれ
を、二個の１.２×３ｍｍ2のチタン螺子（Ｍｅｄｉｃｏｎ（登録商標ＣＭＳ、ドイツ）に
よって皮質性骨内に保持されている、予め成型された０.２ｍｍのチタン製上顎顔面板（
登録商標ＣＭＳ、ドイツ）によって安定化した。これによって、治療期間にわたってイン
プラントの受動固定が確実になる。インプラントの垂直面に向かう骨の成長および骨の過
大な成長に対抗するようにポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）キャップを導入した
。皮下の柔軟な組織および表面層を再度位置決めしそして縫合した。
【００８９】
　処理した表面は骨組織と接触したが、垂直面およびコインの裏面は骨組織と直接接触し
なかった。
　次いでインプラントコインを７週間試験１の下におき、そして試験２の下に８週間おい
た。
　試験１では１８頭のウサギをそして試験２では２０頭のウサギを使用した。
【００９０】
　この期間の終了時に、ウサギを殺し、そしてインプラントの固定化物およびＰＴＦＥキ
ャップを除去した。次いで、試験手順に際して骨を安定化するために、脛骨を特別に設計
したリグに固定した。予め作成したネジ付きの孔を用いることにより、ボール頭のあるネ
ジ付きのピンをインプラントコインに取り付け、そしてレベルチューブを使用して組み立
て物をロードセルに対して垂直となるように調整した。次に、較正された１００Ｎのロー
ドセルを装備したＬｌｏｙｄｓ　ＬＲＸ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ試験機を使用して引っ張り
試験を実施した。クロスヘッドの速度範囲は１.０ｍｍ／分に設定した。インプラントが
骨から引き離されるまで負荷を加えそして加えた力を負荷対変位のプロット上に記録した
。このプロットでインプラントコインの引き離しは、負荷の垂直な低下を伴う明確な折れ
点として示された。処理の異なるコインを抜き出すのに必要な力の平均値を表１に示す。
記録された力はインプラントコインと骨との間の連結強度の直接的評価を与える。記録さ
れた力が大きいほど連結がより強い。
【００９１】
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　第１の試験には、細かい（Ｆ）二酸化チタン粒子でブラスチングされた対照用コイン、
ならびに上記に概説した方法Ｉおよび方法ＩＩに従って処理されたブラスチングされた（
Ｆ）コインが含まれる。
【００９２】
　第２の試験には、細かい（Ｆ）二酸化チタン粒子でブラスチングされた対照用コイン、
粗い（Ｃ）二酸化チタン粒子でブラスチングされた対照用コイン、および上記に概説した
方法Ｉ、および方法ＩＩに従って処理されたブラスチングされた（Ｃ）コインが含まれる
。　
【００９３】
【表１】

【００９４】
　表１から分かるように、方法ＩおよびＩＩに従って処理したインプラントコインは、対
照用コインと比較して改善された骨への取り付けがなされた。
【００９５】
　さらにまた、粗い（Ｃ）二酸化チタン粒子でブラスチングされたコインインプラントは
、細かい（Ｆ）二酸化チタン粒子でブラスチングされたコインインプラントより良好な骨
への取り付けがなされたことに留意すべきである。
【００９６】
表面の特性把握
　上記に開示した本発明の方法によって処理されたインプラントの表面の特性を、Ｘ線光
電子分光法（ＸＰＳ）、原子間力顕微鏡法（ＡＦＭ）、走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）、お
よび飛行時間型２次イオン質量分析法（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）を用いて評価した。表面粗さ
、フッ素および／またはフッ化物の平均原子濃度、およびインプラント表面上のおよび酸
化物層を通じてのフッ素および／またはフッ化物の分布を評価した。
【００９７】
　１００×１００μｍの面積にわたるフッ素および／またはフッ化物の平均原子濃度を測
定するために、ＸＰＳ（Ｑｕａｎｔｕｍ　２０００　ＥＳＣＡ走査電子顕微鏡、Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ、米国）を使用した。Ｘ線源として単色化されたＡｌ
Ｋαを使用しそしてパスエネルギー（ｐａｓｓ　ｅｎｅｒｇｙ）１８７.８ｅＶを用いた
。
【００９８】
　２５０×２５０μｍの面積にわたるフッ素および／またはフッ化物の表面分布（ｘ－方
向およびｙ－方向）を評価するために、ＴＯＦ－ＳＩＭＳ（ＴＲＩＦＴ　ＩＩ　Ｔｉｍｅ
－ｏｆ－Ｆｌｉｇｈｔ　ＳＩＭＳ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ、米国）
を使用した（図１１および図１２参照）。１次イオンビームエネルギーは２５ｋＶであり
また１次イオンビームとして69Ｇａ+を使用した。
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【００９９】
　酸化物層内のフッ素および／またはフッ化物の深さの分布（ｚ－方向の）を評価するた
めに角度ＸＰＳ（Ｑｕａｎｔｕｍ　２０００　ＥＳＣＡ走査電子顕微鏡、Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ、米国）およびアルゴンスパッタリングを使用した。
【０１００】
　インプラント表面の形態を測定するためにＡＦＭ（ＡＦＭ　ＤｕａｌＳｃｏｐｅ、ＤＭ
Ｅ　ＡＳ、デンマーク）を使用した。２つの寸法の試料部域、５×５μｍ（ｘ－方向およ
びｙ－方向における２５６点の試料採取）および１０×１０μｍ（ｘ－方向およびｙ－方
向における２５６点の試料採取）をそれぞれ測定した（図８～１０参照）。図８～１０に
示す３次元図（５×５μｍ）のｚ－方向の倍率は４倍に増大されている。
【０１０１】
　表面形態を視覚的に調べるためにＳＥＭ（Ｐｈｉｌｌｉｐｓ　ＸＬ－３０　ＥＳＥＭ、
Ｐｈｉｌｌｉｐｓ、オランダ）を使用した（図２～７参照）。
【０１０２】
　生体内での検討で用いるインプラントコインに関するフッ素および／またはフッ化物の
平均原子濃度および表面分布を表２に示す。
【０１０４】
　本発明に従って、それぞれ方法ＩおよびＩＩによって処理したインプラントは、それぞ
れフッ素および／またはフッ化物約０.８および５～６ａｔ％の平均原子濃度を有した。
付与されるハロゲン原子は最もおそらく、そして好ましくは、主としてフッ化物である。
【０１０５】
　超音波リンスによって、ゆるく接着したフッ素および／またはフッ化物がインプラント
表面から除去され、またフッ素および／またはフッ化物の平均原子濃度が減少する。さら
にまた、フッ素および／またはフッ化物の不均一な分布が得られる。実施例１および２の
粗くブラスチングされた（Ｃ）表面のＴＯＦ－ＳＩＭＳ図を図１１および図１２にそれぞ
れ示す。これらの図で、赤はＦ-を、青はＯ-を示し、またＦ-およびＯ-が等量で重なると
ころはマジェンタ色になる。尺度マークは１００μｍに相当する。図１１においてＦ-の
表面分布は実施例１については幾分不均一であることを示す。実施例２について図１２は
Ｆ-のむしろ均一な分布を示す。
【０１０６】
【表２】

【０１０７】
　方法ＩおよびＩＩ（エッチング時間４０±５秒）に従って処理したブラスチングされて
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いないインプラントを、フッ素および／またはフッ化物の酸化チタン層にわたる分布につ
いて評価した。
【０１０８】
　この分析で用いた実施例１および２のフッ素および／またはフッ化物の平均原子濃度は
それぞれ０.５および５ａｔ％であった。
【０１０９】
　方法ＩＩに従って処理したブラスチングされていないインプラント（実施例２）をアル
ゴンでのスパッタリングを用いて調べた。
【０１１０】
　これらの結果を表３に示す。フッ素および／またはフッ化物の濃度が表面から下方に向
かって減少する濃度を酸化物層が有することが表３からみてとれる。
【０１１１】
【表３】

【０１１２】
　しかしながら、このような分析にとって原子濃度が低すぎるので、実施例の分析に対し
てアルゴンスパッタリングは適当でなかった。従って、このインプラント表面はテークオ
フ角度（１０～９０°）がいろいろであるＸＰＳを使用して分析した。これらの結果を表
４に示す。フッ素および／またはフッ化物は少なくとも約７ｎｍの深さまで酸化物層中に
均一に分布していることが表４からみてとれる。
【０１１３】
【表４】

【０１１４】
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　さらにまた上記に開示した方法に従って処理したインプラントについてその特徴を評価
した。ブラスチングされたインプラントおよび粗い（Ｃ）二酸化チタン粒子でブラスチン
グされたインプラントを調べた。
【０１１５】
　インプラント表面をＳＥＭおよびＡＦＭによって調べた。
　処理されていず、粗くブラスチングされた（Ｃ）対照用インプラント表面を図２（倍率
、×５００および×１００００）に示す。
【０１１６】
　上記に記載した先行技術方法に従って処理されたブラスチングされていないインプラン
ト表面のＳＥＭ図を図３（倍率、×２５００および×１００００）に示す。この表面のＡ
ＦＭグラフを図８に示す。
【０１１７】
　方法Ｉに従って処理された、ブラスチングされていないおよび粗くブラスチングされた
（Ｃ）インプラント表面のＳＥＭ図を図４（倍率、×２５００および×１００００）およ
び図５（倍率、×６００００および×１２００００）にそれぞれ示す。図４に示すブラス
チングされていない表面のＡＦＭグラフを図９に示す。　
【０１１８】
　方法ＩＩに従って処理された、ブラスチングされていないおよび粗くブラスチングされ
た（Ｃ）インプラント表面のＳＥＭ図を図６（倍率、×２５００および×１００００）お
よび図７（倍率、×５００および×１００００）にそれぞれ示す。図６に示すブラスチン
グされていない表面のＡＦＭグラフを図１０に示す。　
【０１１９】
　これらの結果は、方法ＩおよびＩＩに従って処理されたブラスチングされたおよびブラ
スチングされていないインプラントは、細孔直径が１００～６００ｎｍ、より厳密には主
として２５０～３００ｎｍ近辺にあり、細孔深さが５０～３００ｎｍ、より厳密には主と
して６０～１５０ｎｍ近辺にあり、そして細孔深さの１／２でのピーク幅が１５０～６７
０ｎｍである細孔を有することを示した。
【０１２０】
　ブラスチングされていない表面についてＡＦＭを使用して得たミクロ粗さのパラメータ
を表５に示す。インプラント表面の２つの領域に関するパラメータ値を記録しそしてこれ
らの値を表５に示す。
【０１２１】
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【表５】

【０１２２】
　本発明の態様である実施例１および２のインプラントについて、ＳaおよびＳqは表５に
見てとれるように、それぞれ約０.０７～０.１３μｍおよび０.０８～０.１６μｍである
。
【０１２３】
　さらにまた、表面の増大比（Ｓdr）つまり平滑な部域と比べた表面積の増加は、対照イ
ンプラントおよび先行技術のインプラントと比較して実施例１および実施例２のインプラ
ントについて増加する。　　　　　　　　　
【０１２４】
　さらに、先行技術の方法に従って処理されたインプラント表面の表面形態は、対照イン
プラント表面と似ている、つまり表面には影響しないことが表５から見てとれ、このこと
はＳＥＭ図（図３）によっても確認される。得られた値（表５に示される）は機械痕跡に
よる蓋然性が最も大きい。
【０１２５】
　精度を改善しそしてブラスチングされた表面に関するＡＦＭ測定のより大きな解像度を
得るために、ＡＦＭスキャナーを制御試料台内に入れた。方法Ｉに従ってブラスチングさ
れた（Ｃ）表面を、この改変された計測装置で分析した。これらの値を表６に示す。
【０１２６】
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【表６】

【０１２７】
　表６に見てとれるように、実施例１の粗くブラスチングされたインプラントについて、
ＳaおよびＳqはそれぞれ約０.１１～０.１９μｍおよび０.１３～０.２２μｍである。
【０１２８】
　ＳＥＭ図（図４～７）およびＡＦＭの結果（図９および図１０参照）は、本発明の方法
、つまり本例では方法Ｉおよび方法ＩＩに従って処理した、ブラスチングされたおよびブ
ラスチングされていない表面のミクロ粗さはほとんど同じであることを示す。さらにまた
、、先行技術の方法で処理されたインプラントは影響されない、つまり表面は未処理の対
照インプラントとほとんど同じであることが見てとれる。
【０１２９】
酸化チタン層の反応性
　フッ素および／またはフッ化物が含められている酸化チタンの反応性を示すために、以
下の実験を実施した。
【０１３０】
　異なる酸化物層の酸化物反応性は、希釈されたＨＦ（ａｑ）へのインプラントの浸漬か
ら、インプラント表面でのＨ2（ｇ）の最初の気泡の生成までの時間を測定することから
推定することができる。この実験では、ＨＦ（ａｑ）濃度０.１Ｍを用いた。　　 
【０１３１】
　上記に開示した方法ＩＩに従ってブラスチングされた（Ｃ）インプラントをブラスチン
グされた（Ｃ）対照インプラントと比較した。
【０１３２】
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【表７】

【０１３３】
　表７は、方法ＩＩによって処理したインプラント表面（実施例２）のエッチング過程は
、処理されていない対照インプラントの表面より早く始まることを示す。
【０１３４】
　Ｈ2（ｇ）の最初の気泡が形成するまでの時間は保管時間とともに増大する。このこと
は、おそらくは、保管に際しての酸化物層の厚さの増大による。
【０１３５】
　しかしながら、方法ＩＩによって処理したインプラント表面のエッチング過程は、約６
.５ヶ月の保管期間の後でさえ、処理されていない対照インプラントの表面より早く始ま
ることを示す。
【０１３６】
　これらの結果は、方法ＩＩによって処理されたインプラント表面の、処理されていない
対照インプラント表面と比較してより薄い最初の酸化物層を示すと解されるか、または方
法ＩＩによって処理されたインプラント表面の乱れた、従って、反応性がより大きい酸化
物層を示すと解されてよい。
【０１３７】
　方法ＩＩによって処理されたインプラント表面の酸化物層の厚さは、アルゴンイオンで
のスパッタリングを使用して、正常な厚さ範囲に入っていると測定されたので、方法ＩＩ
によって処理されたインプラント表面の酸化物層が乱れた酸化物構造のため、反応性がよ
り大きい蓋然性が一層高い。
【０１３８】
　本発明をその特定の態様に関して詳細に説明したが、本発明の趣意および範囲から逸脱
することなく様々な変化および変更を行うことができることは当業者にとって明らかであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
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【０１３９】
【図１】用語『細孔直径』（Ｄ）、『細孔深さ』（ｈ）および『細孔深さの１／２でのピ
ーク幅』（ｘ）を定義する。
【図２】粗くブラスチングされた対照インプラント表面のＳＥＭ図を示す。
【図３】ここに記載しそして分析したＷＯ　９５／１７２１７に従う先行技術のインプラ
ント表面のＳＥＭ図を示す。
【図４】本発明によるインプラント表面の１態様のＳＥＭ図を示す。インプラント表面は
ブラスチングされていずまた方法Ｉに従って処理されている（実施例１、ブラスチングさ
れていない）。
【図５】本発明によるインプラント表面の１態様のＳＥＭ図を示す。インプラント表面は
粗くブラスチングされておりまた方法Ｉに従って処理されている（実施例１、粗くブラス
チングされている）。
【図６】本発明によるインプラント表面の１態様のＳＥＭ図を示す。インプラント表面は
ブラスチングされておらずまた方法ＩＩに従って処理されている（実施例２、ブラスチン
グされていない）。
【図７】本発明によるインプラント表面の１態様のＳＥＭ図を示す。インプラント表面は
粗くブラスチングされておりまた方法ＩＩに従って処理されている（実施例２、粗くブラ
スチングされている）。
【図８】図３に示す表面（先行技術のインプラント）のＡＦＭプロフィルを例示する。
【図９】図４に示す表面（実施例１、ブラスチングされていない）のＡＦＭプロフィルを
例示する。
【図１０】図６に示す表面（実施例２、ブラスチングされていない）のＡＦＭプロフィル
を例示する。
【図１１】図５に示す表面（実施例１、粗くブラスチングされている）のインプラント表
面上のフッ素および／またはフッ化物の分布（ＴＯＦ－ＳＩＭＳを用いて測定）を例示す
る。
【図１２】図７に示す表面（実施例２、粗くブラスチングされている）のインプラント表
面上のフッ素および／またはフッ化物の分布（ＴＯＦ－ＳＩＭＳを用いて測定）を例示す
る。
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