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(57)【要約】
　本発明は、マイクロラフなインプラント表面への材料
の塗布を制御する方法及びシステムを提供する。故に、
本発明は、インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗布
して、その表面上に結晶性ナノ粒子層があるインプラン
トを作製する方法であって、その表面上に結晶性ナノ粒
子層があるインプラントを作製するために、インプラン
ト基板本体を用意するステップと、インプラントの表面
に結晶性ナノ粒子を塗布するステップと、インプラント
を回転させるステップとを含む方法を提供する。このナ
ノ粒子塗布の方法は、歯科及び整形外科スクリュー等の
インプラントの生体組織内への統合を促進するように設
計されており、インプラントのマイクロラフネスを同時
に保持しながら、一層又は数層になっているナノ粒子層
の厚み及び均一性を制御する能力を付与する。その表面
上に結晶性ナノ粒子層を有するインプラント（単数又は
複数）の表面に結晶性ナノ粒子を塗布するためのシステ
ムがさらに提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗布して、その表面上に結晶性ナノ粒子層があ
るインプラントを作製する方法であって、
その表面上に結晶性ナノ粒子層があるインプラントを作製するために、
インプラント基板本体を用意するステップと、
インプラント基板本体の表面に結晶性ナノ粒子を塗布するステップと、
インプラント基板本体を回転させるステップと
を含む上記方法。
【請求項２】
　インプラント基板本体が回転している間に、加圧ガス流をインプラントに方向付けるス
テップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　結晶性ナノ粒子層の厚みを制御するステップと、前記塗布するステップ及び回転させる
ステップに応答して、インプラント表面のマイクロトポグラフィーを実質的に保持するス
テップとをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　インプラント基板本体を用意するステップが、その表面上にマイクロトポグラフィーを
備えるインプラント基板本体を用意するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記塗布するステップが、前記回転させるステップの前、最中、又は前及び最中である
、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記方向付けるステップが、インプラントの方への約４０Ｌ／分から約８０Ｌ／分の間
の流速のガス流を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記ガス流が、（ａ）空気、（ｂ）窒素又は（ｃ）アルゴンの少なくとも１つを含む非
反応ガスを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記塗布するステップが、結晶性ナノ粒子の分散液をインプラントの表面に塗布するこ
とによって行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　結晶性ナノ粒子を含有する液体溶液がマイクロエマルションである、請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　インプラントの表面上のナノ粒子層の厚みを制御するステップが、（ａ）インプラント
の回転速度、（ｂ）結晶性ナノ粒子の濃度、又は（ｃ）ガス流の流速の少なくとも１つを
備える、請求項２に記載の方法。
【請求項１１】
　前記塗布するステップ及び回転させるステップの後に、インプラントを気体雰囲気中で
加熱するステップをさらに含み、前記加熱するステップは、任意の残った界面活性剤を実
質的に又は完全に除去するのに十分な温度までであり、それにより、インプラントは結晶
性ナノ粒子の乾燥した外側コーティングを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記加熱するステップの後に、前記塗布するステップ及び回転させるステップを少なく
とも１回繰り返して、結晶性ナノ粒子の少なくとも１つの追加層を塗布する、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　インプラント表面のマイクロトポグラフィーがマイクロラフである、請求項１に記載の
方法。
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【請求項１４】
　結晶性ナノ粒子がリン酸カルシウムナノ粒子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　リン酸カルシウムナノ粒子がナノ結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子を含む、請求
項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　ナノ結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子が、約１５０ｍ２／ｇから約３００ｍ２／
ｇの範囲内の表面積を備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記塗布するステップが、（ａ）結晶性ナノ粒子液体溶液にインプラントを浸漬するス
テップ、（ｂ）インプラント表面に結晶性ナノ粒子液体溶液を噴霧するステップ、（ｃ）
インプラント表面に結晶性ナノ粒子液体溶液を垂らすステップ、又は（ｄ）インプラント
の表面に結晶性ナノ粒子液体溶液を注ぐステップの少なくとも１つを含む、請求項８に記
載の方法。
【請求項１８】
　インプラントが金属又はセラミックを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　インプラントが、下記金属：（ａ）チタン、（ｂ）タンタル、（ｃ）ステンレス鋼、（
ｄ）クロム、（ｅ）コバルト、（ｆ）それらの合金、又はそれらの組合せの少なくとも１
つを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　セラミックが、（ａ）酸化ジルコニウム又は（ｂ）酸化アルミニウムの１つを含む、請
求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　インプラントが、膝インプラント、股関節インプラント又はスクリューインプラントで
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　インプラントが歯科インプラントである、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　請求項１に記載の方法によって作製される、その表面上に結晶性ナノ粒子層があるイン
プラント。
【請求項２４】
　インプラントの表面上の結晶性ナノ粒子層が、約２ｎｍから約５００ｎｍまでの範囲内
の厚みを備える、請求項２３に記載のインプラント。
【請求項２５】
　歯科インプラントである、請求項２３に記載のインプラント。
【請求項２６】
　金属又はセラミックを含む、請求項２３に記載のインプラント。
【請求項２７】
　下記金属：（ａ）チタン、（ｂ）タンタル、（ｃ）ステンレス鋼、（ｄ）クロム、（ｅ
）コバルト、（ｆ）イットリウム、（ｇ）ジルコニウム、（ｈ）アルミニウム、（ｉ）バ
ナジウム又は（ｊ）それらの合金の少なくとも１つを含む、請求項２６に記載のインプラ
ント。
【請求項２８】
　セラミックが、（ａ）酸化ジルコニウム又は（ｂ）酸化アルミニウムの１つを含む、請
求項２６に記載のインプラント。
【請求項２９】
　結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子外層を有するラフチタン表面マイクロトポグラ
フィーを備えるチタン歯科インプラントであって、前記層の厚みは約２ｎｍから約５００
ｎｍまでの範囲内であり、前記層は、マイクロトポグラフィーが実質的に保持されるよう
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にチタンインプラント表面のマイクロトポグラフィーに適合され、さらに、ナノ結晶性ハ
イドロキシアパタイトナノ粒子層が化学量論的且つ結晶形態である上記チタン歯科インプ
ラント。
【請求項３０】
　インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗布して、その表面上に結晶性ナノ粒子層があ
るインプラントを作製するシステムであって、
回転部材と、
標的インプラントを着脱自在に把持するように構成された回転部材に付着しているインプ
ラントホルダーと、
ガス流を加圧ガス供給器からインプラントホルダーによって把持されているインプラント
の方向に方向付けるように構成された前記ガス供給器と
を備える上記システム。
【請求項３１】
　ガス流が、インプラントに対して実質的に直角な方向でインプラントに方向付けられる
、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記ガス供給器が、ガス流をインプラントに方向付けて約０Ｌ／分から約８０Ｌ／分の
間の出口流速で当てるように位置付けられたガスノズルを備える、請求項３０に記載のシ
ステム。
【請求項３３】
　ガスノズルが、約２１ｍｍの長さ及び約６．５ｍｍの幅を有し、相隔たる複数の流開口
を備えている、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　流開口が約２ｍｍから約３ｍｍの間の直径を有する、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　インプラントホルダーが、回転部材に対して垂直に又は水平にインプラントを着脱自在
に把持し、ガス流をインプラントに対して実質的に直角な方向に方向付けるために、ガス
ノズルの位置が相応に調整される、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３６】
　回転部材が約５００ｒｐｍから約１０，０００ｒｐｍの間の速度で回転する、請求項２
９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、マイクロラフなインプラント表面へのナノサイズ材料の塗布を制御し得る方
法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　失われた身体機能を回復させることを目的としたインプラントは、医療及び健康管理に
おいてますます一般的になりつつある。多くの異なる種類のインプラントが存在し、様々
な異なる材料から作製される。外科的に植え込まれて生体骨に統合されるデバイスである
オッセオインテグレーテッドインプラントの場合、最も一般的に見られる材料は、チタン
及びチタン合金等の金属並びに酸化ジルコニウム等のセラミックである。これらの材料は
、置き換えられる骨組織と同様の機械的特性を有する。
【０００３】
　インプラントが円滑に機能するためには、インプラントの良好な固定が必要である。こ
の固定は、機械的連結及び物理化学的結合の組合せであってよく、インプラント表面のマ
イクロ構造（例えば、Ｗｅｎｎｅｒｂｅｒｇら、Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ
．３０（１９９６）２５１～２６０；Ｂｒａｎｅｍａｒｋらによる米国特許第４，３３０
，８９１号；及びＬａｒｓｓｏｎらによる米国特許第６，６８９，１７０号を参照）及び
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表面化学（Ｅｌｌｉｎｇｓｅｎらによる米国特許第５，５７１，１８８号；Ｒ．Ｇ．Ｔ．
Ｇｅｅｓｉｎｋ、Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔｈｏｐ．２６１（１９９０）３９～５８；Ｊａｎｓｅ
ｎら、Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ．、２５（１９９１）９７３～９８９；Ｂａｕｅｒら、Ｊ．Ｂ
ｏｎｅ　Ｊｏｉｎｔ　Ｓｕｒｇ．、７３Ａ（１９９１）１４３９～１４５２；Ｒａｓｈｍ
ｉｒ－Ｒａｖｅｎら、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｂｉｏｍａｔｅｒ．６（１９９５）２３７～２４２
）の両方に依存する。オッセオインテグレーションを向上させるために、強化されたオッ
セオインテグレーション特性を保有するコーティングが開発されてきた。これらのコーテ
ィングは、生体組織とインプラントとの間に界面を作製して、より速く且つより良好なオ
ッセオインテグレーションを可能にする。コーティング材料の１つの一般的なファミリー
はリン酸カルシウムであり、特にハイドロキシアパタイト（ＨＡ）のメンバーである。Ｈ
Ａは、骨及び歯において見られる鉱物に類似しており、化学的に安定であり、且つ生物活
性な（インプラント材料と周囲組織との間の物理化学的結合を開始する特性を有するとい
う意味）数少ない材料の１つであることが知られている。
【０００４】
　基板にリン酸カルシウムを堆積させるための、数種のコーティング法が存在し、これに
は、熱プラズマ溶射、スパッタリング、電気化学堆積、及び粒子分散液中への浸漬による
ナノ粒子堆積が含まれる。熱プラズマ溶射工程の間、電気アークを混合ガス流に通過させ
ることにより、プラズマが生成される。この工程により鉱物原料の部分溶融がもたらされ
、基板、例えばインプラントに比較的強い力で浴びせられる。この方法は、関与する高温
により原料の結晶化度に影響を及ぼし、多形体の混合物及び非晶質材料を作製し得る。伝
統的に、プラズマ溶射法は、基板とコーティングとの間の接着性の問題を創出し得る、比
較的厚い、通常は数マイクロメートルのコーティング層を生成し、これが乏しいオッセオ
インテグレーションにつながり得る（Ｃｈｅａｎｇ，Ｐ及びＫｈｏｒ，Ｋ．Ａ．、Ｂｉｏ
ｍａｔｅｒｉａｌｓ　１９９６、１７、５３７；Ｇｒｏｏｔら、Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ．
Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ．１９８７、２１、１３７５；Ｓｔｏｒｙ，Ｂ．及びＢｕｒｇｅｓｓ
，Ａ．、Ｓ．Ｃａｌｃｉｔｅｋ：ＵＳＡ、１９９８；並びにＺｙｍａｎら、Ｂｉｏｍａｔ
ｅｒｉａｌｓ　１９９３、１４、２２５）。熱プラズマ溶射技術は、およそ１００ナノメ
ートルのより薄い層を生成するために使用できる（米国特許第５，５４３，０１９号）が
、高温による問題は依然として存在している。
【０００５】
　スパッタリングは、通常は非化学量論的且つ非晶質であるスパッタコーティングを塗布
するために使用され、植え込まれる際に接着及び高すぎるコーティング溶解率という深刻
な問題を引き起こし得る。さらに、スパッタリング法は、その低性能及び高コストにより
ほとんど使用されない（Ｍａｓｓａｒｏら、Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｍａｔｅｒｉａ
ｌｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、５８（６）：６５１～６５７、２００１年１２月５日）。電気
化学堆積技術は比較的安価であるが、堆積中のガス産生という問題が存在し、コーティン
グの亀裂及び裂傷という問題をもたらし得る。ナノ粒子堆積法は、粒子分散液中への浸漬
を使用する。この方法は、ナノ粒子をインプラント表面上に堆積させる１ステップ工程（
該方法では、インプラント表面の少なくとも一部を粗面化することによって表面を前処理
して少なくともマイクロスケールで粗面化された表面を生成することが必要である）を使
用して（ＷＯ２００８／０５１５５５）、又はコーティングとしてシランを使用する基板
の前処理を伴う２ステップ工程を使用して（米国特許出願第２００４／０２４９４７２号
）ナノ粒子の離散吸着をもたらすものである。この方法では、インプラント表面の高湿潤
性を保有する溶液中によく分離された、明瞭に画定されたナノ粒子の高品質粒子分散液が
求められる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ナノ粒子堆積法は、オッセオインテグレーションを効果的に向上させることが示されて
いるが、これらの方法には、シリコン化学物質（アミノプロピルトリエトキシシラン）の



(6) JP 2012-509693 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

添加の必要性等の数種の制限、及び特定の厚みを有する層が望まれる場合のように離散し
たナノ粒子よりも多量の堆積を制御する際の制限がある。疑似体液を利用してＨＡコーテ
ィングを形成する生物模倣法（Ｗｅｉ－Ｑｉ　Ｙａｎら、Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　１
９９７（１８）１１８５～１１９０）を含む、文献に記載されている数種の他の技術があ
るが、現在はプラズマ溶射及びナノ粒子堆積技術のみが商業的に使用されていると考えら
れる。上述したこれらの技術及び記載されていない他の技術を利用することの問題は多く
あり、特に、基板との接着の問題及び複雑な形状を有するコーティング物体の問題につな
がる厚い層（数μｍ）しか塗布することができないことによるものである。使用された又
は試験された技術のいくつかは、局所的高温も創出し、所望の結晶性アパタイト形態の代
わりに非晶質ＨＡが得られる。したがって、表面への結晶性ナノ粒子、特にＨＡナノ粒子
の堆積のための新たなコーティング法が必要である。
【０００７】
　本発明の実施形態は、マイクロラフなインプラント表面及び関連するインプラントへの
ナノ粒子層の塗布を制御し得る方法及びシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、下層のマイクロトポグラフィーを保持しながらインプラント表面
への材料の塗布を制御し得る方法及びシステムに関する。加えて、本明細書において、そ
のような方法及びシステムを使用して作製される作製物が開示される。
【０００９】
　したがって、いくつかの実施形態において、インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗
布して、その表面上に結晶性ナノ粒子層があるインプラントを作製する方法が提供される
。該方法は、その表面上に結晶性ナノ粒子層があるインプラントを作製するために、（ａ
）インプラント基板本体を用意するステップと、（ｂ）インプラントの表面に結晶性ナノ
粒子を塗布するステップと、（ｃ）インプラントを回転させるステップとを含む。いくつ
かの実施形態において、インプラントが回転している間に、場合によりガス流をインプラ
ントに方向付けてよい。インプラントの表面上のナノ粒子層は、インプラントのオッセオ
インテグレーションを強化し得る。
【００１０】
　いくつかの態様において、該方法は、ナノ粒子が中で生成された液晶相を希釈すること
により、ナノ粒子を含有するマイクロエマルションを形成するステップを含む。該方法は
、ナノ粒子を含有する液晶を希釈し、それによって望まれるナノ粒子濃度を有する油中水
型マイクロエマルションを形成するステップを含み得る。故に、いくつかの実施形態にお
いて、塗布するステップは、マイクロエマルション中に分散させる際に結晶性ナノ粒子を
塗布するステップを含み得る。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、ナノ粒子はリン酸カルシウムナノ粒子を含む。リン酸カ
ルシウムナノ粒子は、ハイドロキシアパタイトナノ粒子を含み得るがこれに限定されない
。いくつかの実施形態において、塗布するステップは、液堆積技術を使用してナノ粒子が
薄層として塗布されるように行われ得る。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、該方法は、ナノ粒子の塗布後及び／又は最中に回転又は
スピンさせ、それによってナノ粒子の１つ又は複数の層の厚み及び均一性を制御するステ
ップを含み得る。特定の実施形態において、インプラントは、塗布するステップの後であ
るがそれに近接して回転させる。いくつかの実施形態において、インプラントが回転して
いる間に、ガス流をインプラントに方向付けてよい。該方法は、ナノ粒子の１つ又は複数
の層の厚み及び均一性を制御し得る。いくつかの実施形態において、該方法は、結晶性ナ
ノ粒子の厚みを制御するステップと、同時に、塗布するステップ及び回転させるステップ
に応答して、並びに場合により、回転させるステップの最中にガスを方向付けるステップ
に応答して、インプラント表面のマイクロトポグラフィーを実質的に保持するステップと
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を含む。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、該方法を使用して、ナノ粒子の層を金属製のインプラン
トの表面に塗布することができる。金属は、チタン又はチタン合金を含み得るがこれらに
限定されない。他の実施形態において、該方法を使用して、ナノ粒子をセラミックインプ
ラントに塗布することができる。セラミックインプラント材料は、ジルコニアを含み得る
がこれに限定されない。
【００１４】
　該方法は、インプラントの表面のマイクロラフネスが粒子の塗布後に実質的に保持され
るように行われ得る。
【００１５】
　さらに、本発明の実施形態は、ナノ粒子の少なくとも１つの層を有するマイクロラフな
インプラント表面をコーティングすることを対象とする。いくつかの実施形態において、
ナノ粒子は、オッセオインテグレーションを促進するリン酸カルシウム材料、例えばハイ
ドロキシアパタイトを含む。該方法は、表面をシランで前処理することも、マイクロスケ
ール表面を生成するためにインプラント表面を粗面化することもなく行われ得る。いくつ
かの実施形態において、マイクロラフなインプラントの表面上のナノ粒子層は、下層のマ
イクロ構造を実質的に保持し、インプラントのオッセオインテグレーションを促進する。
上記で論じた通り、ナノ粒子コーティング層の厚みは、インプラントをスピン又は回転さ
せることによって、及び場合により、回転させるステップの最中にガス流をインプラント
に方向付けることによっても制御され得る。マイクロラフなインプラント表面に関して、
本発明のマイクロエマルションは、マイクロ粗面化された表面を透過して、ナノ又はマイ
クロサイズの亀裂等、インプラントの表面にある小区画の内側にナノ粒子を入れることが
できることに留意されたい。
【００１６】
　本発明のさらなる実施形態は、その表面上に結晶性ナノ粒子層があるインプラントを作
製するために、インプラント基板本体を用意し、インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を
塗布し、且つインプラントを回転させることによって作製される、その表面上に結晶性ナ
ノ粒子層があるインプラントを提供する。いくつかの実施形態において、該方法は、イン
プラントが回転している間に、ガス流をインプラントに方向付けるステップを場合により
含み得る。
【００１７】
　本発明の他の実施形態によれば、その表面上にハイドロキシアパタイトナノ粒子層があ
るチタンインプラントが開示される。結晶性ナノ粒子を塗布する前にインプラントを前処
理する必要はない。本発明のまた別の態様は、結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子外
層を有し、該層の厚みは約２ｎｍから約５００ｎｍの範囲内であるラフチタン表面マイク
ロトポグラフィーを備えるチタン歯科インプラントを提供する。ナノ粒子層は、マイクロ
トポグラフィーが実質的に保持され得るようにチタンインプラント表面のマイクロトポグ
ラフィーに適合される。チタンインプラントのナノ結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒
子層は、化学量論的且つ結晶形態である。
【００１８】
　本発明の他の実施形態は、インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗布して、その表面
上に少なくとも１つの結晶性ナノ粒子層があるインプラントを作製するためのシステムを
対象とする。該システムは、回転部材と、標的インプラントを着脱自在に把持するように
構成された回転部材に付着しているインプラントホルダーと、場合により、ガス流をガス
供給器からインプラントホルダーによって把持されているインプラントに対して実質的に
直角な方向に方向付けるように構成された加圧ガス供給器とを含む。
【００１９】
　本発明のこれらの及び他の態様を、以下の本発明の実施形態の記述においてより詳細に
説明する。



(8) JP 2012-509693 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１Ａ】本発明の実施形態による、例示的なインプラントスピンコーターシステムの概
略図である。
【図１Ｂ】本発明の実施形態による、インプラントスピンコーターシステムの代替的構成
の概略図である。
【図２】本発明の実施形態による、インプラント表面上の流動するガス流を方向付け及び
制御するために使用される例示的なガスノズルの概略図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態による、その表面上にナノ粒子層があるインプラン
トを調製するために使用され得る例示的な方法の流れ図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態に従って動作するデバイスに含まれ得る、例示的な
データ処理システムである。
【図５】本発明の実施形態による、例示的な歯科インプラントの概略図である。
【図６Ａ】本発明の実施形態による、未変性のブラスト加工した酸エッチングチタンイン
プラント表面の電界放射型走査電子顕微鏡（ＦＥＳＥＭ）像である。
【図６Ｂ】本発明の実施形態による、２２５０回転数／分（ｒｐｍ）の回転速度を使用し
てコーティングされた、二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチタンインプ
ラント表面のＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｃ】本発明の実施形態による、２２５０ｒｐｍの回転速度及び４０Ｌ／分の窒素流
速を使用してコーティングされた、二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチ
タンインプラント表面のＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｄ】本発明の実施形態による、２２５０ｒｐｍの回転速度及び８０Ｌ／分の窒素流
速を使用してコーティングされた、二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチ
タンインプラント表面のＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｅ】本発明の実施形態による、３５００ｒｐｍの回転速度を使用してコーティング
された、二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチタンインプラント表面のＦ
ＥＳＥＭ像である。
【図６Ｆ】本発明の実施形態による、３５００ｒｐｍの回転速度及び窒素流速＝４０Ｌ／
分を使用してコーティングされた、二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチ
タンインプラント表面のＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｇ】本発明の実施形態による、３５００ｒｐｍの回転速度及び８０Ｌ／分の窒素流
速を使用してコーティングされた、二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチ
タンインプラント表面のＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｈ】本発明の実施形態による、４７００ｒｐｍの回転速度を使用してコーティング
された、二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチタンインプラント表面のＦ
ＥＳＥＭ像である。
【図６Ｉ】本発明の実施形態による、４７００ｒｐｍの回転速度及び４０Ｌ／分の窒素流
速を使用してコーティングされた、二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチ
タンインプラント表面のＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｊ】本発明の実施形態による、４７００ｒｐｍの回転速度及び８０Ｌ／分の窒素流
速を使用してコーティングされた、二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチ
タンインプラント表面のＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｋ】本発明の実施形態による、３５００ｒｐｍの回転速度及び４０Ｌ／分の窒素流
速を使用してコーティングされた、一重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチ
タンインプラント表面のＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｌ】本発明の実施形態による、３５００ｒｐｍの回転速度及び４０Ｌ／分の窒素流
速、５０％の粒子濃度を使用してコーティングされた、二重コーティングのブラスト加工
した酸エッチングチタンインプラント表面のＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｍ】本発明の実施形態による、３５００ｒｐｍの回転速度を使用し窒素流を使用せ
ずにコーティングされた、一連の二重コーティングのブラスト加工した酸エッチングチタ
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ンインプラントのＦＥＳＥＭ像である。
【図６Ｎ】本発明の実施形態による、３５００ｒｐｍの回転速度及び窒素流速＝４０Ｌ／
分を使用してコーティングされた、一連の二重コーティングのブラスト加工した酸エッチ
ングチタンインプラントのＦＥＳＥＭ像である。
【図７】インプラントの除去に必要なトルクを用いた動物研究の結果を異なる癒合時間の
関数として示す、コーティングされていないインプラント及びＨＡコーティングされたイ
ンプラントについての除去トルク（Ｎｃｍ）対癒合時間（週間）のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以後、本発明の実施形態を示した添付の図面を参照して本発明をさらに十分に記述する
。しかしながら、本発明は、多くの異なる形態で具現化され得、本明細書において説明さ
れている実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではなく、むしろ、これらの実
施形態は、本開示が徹底的且つ完全なものとなり、当業者に本発明の範囲を十分に伝達す
るように提供されるものである。
【００２２】
　全体を通して、類似の数字は類似の要素を指す。図面において、ある特定の線、層、成
分、要素又は装備の厚みは、明確にするために誇張されている場合がある。破線は、別段
の明記がない限り、任意選択の装備又は動作を図示するものである。
【００２３】
　本明細書において使用される術語は、特定の実施形態を記述することのみを目的とした
ものであり、本発明の限定を意図するものではない。本明細書において使用される場合、
単数形「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は、文脈上明らかに別段の定めがある場合を除き
、複数形も含むことが意図されている。用語「を含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」及び／又
は「を含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、本明細書において使用される場合、挙げられ
た装備、整数、ステップ、動作、要素及び／又は成分の存在を明記するが、１つ又は複数
の他の装備、整数、ステップ、動作、要素、成分及び／又はそれらの群の存在又は追加を
除外するものではないことがさらに理解されよう。本明細書において使用される場合、用
語「及び／又は」は、関連して収載されている項目の１つ又は複数のありとあらゆる考え
られる組合せ、及び二者択一（「又は」）で伝えられる際には組合せの欠如を指し、且つ
包含する。ハイドロキシアパタイトナノ粒子等の量等、測定可能な値に言及する際の用語
「約」は、本明細書において使用される場合、明記された量の±２０％、±１０％、±５
％、±１％、±０．５％又はさらに±０．１％の変動を包含するように意味付けられてい
る。本明細書において使用される場合、「ＸからＹの間」及び「約ＸからＹの間」等の語
句は、Ｘ及びＹを含むと解釈されるべきである。本明細書において使用される場合、「約
ＸからＹの間」等の語句は、「約Ｘから約Ｙの間」を意味する。本明細書において使用さ
れる場合、「約ＸからＹまでの」等の語句は、「約Ｘから約Ｙまでの」を意味する。
【００２４】
　本明細書において使用される場合、移行句「本質的に～からなる」は、請求項の範囲が
、該請求項において列挙されている明記された材料又はステップ、及び特許請求されてい
る発明の基本的且つ新規の特徴（複数可）に著しく影響を及ぼさない材料又はステップを
包含すると解釈されることを意味する。故に、用語「本質的に～からなる」は、本発明の
請求項において使用される場合、「を含む」の相当語句と解釈されることは意図されてい
ない。
【００２５】
　別段の定義がない限り、本明細書において使用されるすべての用語（技術用語及び科学
用語を含む）は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般的に理解されているのと
同じ意味を有する。一般的に使用される辞書で定義されているもの等の用語は、本明細書
及び関連技術の文脈におけるそれらの意味と一致する意味を有するものとして解釈される
べきであり、本明細書においてそうであると明白に定義されてない限り、理想化された又
は過度に正式な意味で解釈されるべきではないことがさらに理解されよう。周知の機能又
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は構成は、簡潔にするため及び／又は明確にするために、詳細に記述されない場合がある
。
【００２６】
　本明細書において列挙されているすべての刊行物、特許出願、特許及び他の参考文献は
、該参考文献が提示されている文及び／又は段落に関する教示について、参照によりその
全体が組み込まれる。
【００２７】
　本明細書において使用される場合、語句「液堆積技術」は、インプラントの表面に液体
ナノ粒子溶液を塗布する任意の方法を指す。液体溶液を塗布する方法の例は、結晶性ナノ
粒子含有マイクロエマルションにインプラントを浸漬すること、インプラント表面に結晶
性ナノ粒子マイクロエマルションを刷毛塗りし、筆塗りし、及び／若しくは噴霧すること
、インプラントの表面に結晶性ナノ粒子溶液を滴下し、注ぎ、垂らすこと；並びに／又は
インプラント表面に結晶性ナノ粒子マイクロエマルションを電気化学的に塗布することを
含むがこれらに限定されない。
【００２８】
　本明細書において使用される場合、用語「マイクロトポグラフィー」は、インプラント
表面のマイクロ構造を指し、該インプラント表面はマイクロスケールの凹凸を有する。「
マイクロスケール」又は「マイクロ長さスケール」は、本明細書において使用される場合
、マイクロメートルで、例えば１から１００マイクロメートルで概して測定される物品又
は装備を指す。本明細書において使用される場合、インプラント表面マイクロトポグラフ
ィーは、ラフ仕上げを有する表面を含み、「ラフ」又は「マイクロラフ」を含み得、且つ
、山、谷、亀裂及び裂溝を含み得るがこれらに限定されない。
【００２９】
　表面ラフネスの概念は、表面の質感の程度であり、全般的な工学の実践において一般的
に使用される。表面ラフネスを計測するための最も一般的な値は、Ｒａ値である。Ｒａは
、評価長さ内で記録された、平均線からのプロフィール高さ偏差の絶対値の算術平均とし
て定義される。これは、平均線の上下で面積が同じとなるような手法で、平均線が表面に
平行に引かれている形態である面積の総和を取ることとして説明できる。次いで、この総
和面積を試料の長さで割る。Ｒａ値はｍというＳＩ単位を有するが、通常は、測定の分解
能に応じてマイクロメートル又はナノメートルで表示される。表面ラフネスを測定するた
めに使用される方法は、側面計（表面を横切って測定スタイラスをドラッグする）、干渉
法（光学法）、並びに共焦点顕微鏡法、電子顕微鏡法及び原子間力顕微鏡法等の様々な種
類の顕微鏡法を含む。
【００３０】
　本明細書において使用される場合、語句「に近接して」は、時間、一連のイベントにお
けるような順序が次であること；次に直接先行する若しくは続く、及び／又は空間的に近
い位置を指す。
【００３１】
　本発明の実施形態は、インプラントのオッセオインテグレーションを向上させるための
医療用インプラントの表面改質に特に適し得る。本発明の実施形態のいくつかの態様は、
インプラントのラフネスをマイクロメートル長さスケールで変化させることなく（例えば
、インプラント基板がその元のラフネス及び／又はマイクロトポグラフィーを保持するよ
うに）、インプラント表面にリン酸カルシウムナノ粒子層を堆積させることを含む。
【００３２】
　本発明のいくつかの実施形態において、インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗布す
るためのインプラントスピンコーターシステム（１０）が提供される。そのようなシステ
ム（１０）の例は、図１Ａ及び１Ｂに示されている。故に、本発明のインプラントスピン
コーターシステム（１０）については、図１Ａ及び１Ｂを参照してさらに詳細に記述する
。したがって、本発明の一実施形態は、インプラント（２）の表面に結晶性ナノ粒子を塗
布して、その表面上に結晶性ナノ粒子層があるインプラント（２）を作製するためのイン
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プラントスピンコーターシステム（１０）である。システム（１０）は、回転部材又はス
ピン部材（１１）と；標的インプラント（２）を着脱自在に把持するように構成された回
転部材（１１）に付着しているインプラントホルダー（３）と；場合により、（加圧）ガ
ス流（７ｓ）をガス供給器（１２）から典型的にはインプラントホルダー（３）によって
把持されているインプラント（２）に対して実質的に直角な方向でインプラント（２）に
方向付けるように構成された加圧ガス供給器（１２）とを備える。故に、インプラント（
２）は、インプラントホルダー（３）に入れられ、スクリュー等の連結機構（４）で固着
される。回転部材（１１）を軸（８）上に置き、スクリュー等の別の連結機構（５）で固
着してよい。回転部材（１１）は、電気（ＤＣ）モーター（６）を有する自動デバイスで
あってよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、ガス供給器（１２）は、ガス流（７ｓ）をインプラント
に方向付けるための少なくとも１つのガスノズル（７）を備える。ガスノズル（７）は、
コーティング手順の回転させるステップ又はスピンさせるステップの最中にインプラント
（２）全体がガス流（７ｓ）を受けるように、インプラント（２）から距離「Ｄ」に置か
れ得る。ノズル（７）内の流開口（７ｐ）のサイズ、間隔及び量、並びにノズルの数も、
インプラントの表面において望まれるガス流の量及び覆われるインプラントのサイズに応
じて異なり得る。図２に示すように、いくつかの実施形態において、ガスノズル（７）は
、約２１ｍｍの長さ及び約６．５ｍｍの幅を有し、相隔たる複数の流開口（７ｐ）を備え
ている。流開口（７ｐ）は、例えば２．８ｍｍの直径等、約２ｍｍから約３ｍｍの間の直
径を有し得る。他の長さ及び幅及び開口サイズを使用してもよい。
【００３４】
　本発明のいくつかの実施形態において、インプラントホルダー（３）は、回転部材（１
１）に対して垂直に又は水平にインプラント（２）を着脱自在に把持し、ガス流（７ｓ）
をインプラント（２）に対して実質的に直角な方向に方向付けるために、ガスノズル（７
）（使用される場合）の位置が相応に調整される。故に、図１Ａは横からそれに方向付け
られたガスノズル（７）と垂直な位置にあるインプラントを示しているのに対し、図１Ｂ
はインプラントが他の角度で位置付けられ得ることを示している。故に、いくつかの実施
形態において、インプラント（２）は、ガス流がインプラント（２）に対して実質的に直
角に方向付けられるように、上又は下に方向付けられたノズル（７）と水平に位置付けら
れ得る。さらに、ノズル（７）を他の角度で置いてよく、インプラント（２）の両面に位
置付けられた１つ又は複数の追加のノズルと結合させてよく、又は、ノズル（７）を、イ
ンプラントの周りに円周方向に伸展するように構成してよい。いくつかの実施形態におい
て、ナノ粒子の層の厚み及び均一性を制御できるように、ガス流をインプラントの回転と
協調する様式で脈動させてよい。
【００３５】
　ノズル（７）とインプラント（２）との間の距離は、インプラントの表面において望ま
れるガス流の量に応じて異なり得る。故に、使用される場合、ガスノズルは、ガス流（７
ｓ）をインプラントに方向付けるのに適した位置に置かれる。いくつかの実施形態におい
て、ガスノズル（７）は、ノズルの先端部（インプラントに最も近いノズルの端部）とイ
ンプラントの中心線との間の距離が約５０ｍｍ以下となるように置かれる。いくつかの実
施形態において、インプラントの中心線からノズルの先端部の間の距離は、約３０ｍｍで
ある。いくつかの実施形態において、システム（１０）は、インプラントの中心線からノ
ズルの先端部の間の距離が約１５ｍｍとなるように構成される。しかしながら、インプラ
ント（２）の中心線からノズル（７）の先端部の間のより遠い又はより近い距離が使用さ
れ得ることが企図されている。ノズル（７）のサイズ及び形状も、インプラントのコーテ
ィングされる部分がガス流内となるように、インプラントのサイズ及び形状に応じて変動
し得る。
【００３６】
　図３は、本発明のいくつかの実施形態による、その表面上にナノ粒子層があるインプラ
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ントを調製するために使用され得る例示的な方法を図示するものである。したがって、本
発明の実施形態は、インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗布して、その表面上に結晶
性ナノ粒子層があるインプラントを作製する方法を対象とする。該方法は、インプラント
基板本体を用意するステップ（ブロック１００）と；インプラント基板本体の表面に結晶
性ナノ粒子を塗布するステップ（ブロック１１０）と；インプラント本体を回転させるス
テップ（ブロック１１５）と；場合により、インプラントが回転している間に、ガス流を
インプラントに方向付けて、その表面上に結晶性ナノ粒子層があるインプラントを作製す
るステップ（ブロック１２０）とを含む。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、本発明の方法は、結晶性ナノ粒子層の厚みを制御するス
テップと、塗布するステップ及び回転させるステップに応答して、インプラント表面のマ
イクロトポグラフィーを実質的に保持するステップと；場合により、方向付けるステップ
とをさらに含む。さらなる実施形態において、インプラント基板本体は、マイクロトポグ
ラフィー構成を有する。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、インプラント表面マイクロトポグラフィーは、約０．１
μｍから約５００μｍの間のサイズを有する山及び谷を含むがこれらに限定されない表面
凹凸があるラフ表面を有する。故に、いくつかの実施形態において、山及び谷は、約０．
１μｍから約４００μｍ、約１．０μｍから約４００μｍ、約１０μｍから約３００μｍ
、約５０μｍから約２５０μｍの間等のサイズを有する。
【００３９】
　様々な種類の幾何形状を有するインプラントは、記載されている技術を用いて修正され
得る。故に、本発明のインプラントは、股関節インプラント、膝インプラント、肩インプ
ラント及び／若しくは肘インプラント等の関節インプラント；インプラントスクリュー；
歯科インプラント；中耳インプラント；並びに／又は脊髄インプラント、切断術後インプ
ラント、補聴器インプラント、顔面インプラントを含むがこれらに限定されない、医療的
使用、典型的にはヒト又は家畜への使用のための任意のインプラントを含むがこれらに限
定されない。本発明の特定の実施形態において、インプラントはインプラントスクリュー
である。いくつかの実施形態において、インプラントは、局所骨に取り付けるための支柱
を有する歯科インプラントであり、該支柱はねじ込み（スクリュー）ヘッドを含み得る。
【００４０】
　インプラントの基板材料及び／又は化学組成も変動し得る。したがって、本発明のいく
つかの実施形態において、インプラント本体は、金属、セラミック及び／又はそれらの組
合せを含むがこれらに限定されない。例示的な金属は、チタン、ステンレス鋼、コバルト
、タンタル、クロム、イットリウム、ジルコニウム、アルミニウム、バナジウム及び／若
しくは合金等の金属、並びに／又はそれらの組合せを含むがこれらに限定されない。本発
明の例示的なセラミックは、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化イットリウム及び／若
しくは酸化アルミニウム等の生体適合性セラミック、並びに／又はそれらの組合せを含む
がこれらに限定されない。上記で論じた通り、インプラントは、金属及びセラミックの組
合せとして形成され得る。そのような金属／セラミック組合せは、チタン及びセラミック
の組合せを含むがこれに限定されない。
【００４１】
　例示的な結晶性ナノ粒子は、リン酸カルシウムナノ粒子、リン酸三カルシウム、リン酸
四カルシウム、リン酸八カルシウム、炭化ＨＡ、フルオロアパタイト、マグネシウムドー
プアパタイト、ストロンチウムアパタイト、酸化チタン、酸化イットリウム、酸化ジルコ
ニウム及び／又はそれらの組合せを含むがこれらに限定されない。特定の実施形態におい
て、リン酸カルシウムナノ粒子は、ＨＡナノ粒子を含むがこれに限定されない。いくつか
の実施形態において、塗布するステップは、結晶性ナノ粒子の液体溶液を使用して行われ
得る（ブロック１１２）。いくつかの実施形態によれば、結晶性ナノ粒子又はナノ結晶は
、マイクロエマルション溶液を使用してナノ結晶のコロイドとして塗布され得る。定義に
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より、マイクロエマルションは、油、水及び界面活性剤（時折共界面活性剤も含む）の熱
力学的に安定な溶液であり、典型的には実質的に透明であり、且つ低表面張力を呈する。
マイクロエマルションの典型的な値は、２０ｍＮ／ｍから３０ｍＮ／ｍの間である。マイ
クロエマルションの例は、油中水型マイクロエマルション、水中油型マイクロエマルショ
ン及び双連続マイクロエマルションを含む。故に、いくつかの特定の実施形態において、
マイクロエマルション溶液は、油中水型マイクロエマルション、水中油型マイクロエマル
ション及び双連続マイクロエマルションの１つ又は複数であってよい。
【００４２】
　特定の実施形態において、マイクロエマルションは、油中水型マイクロエマルションで
あってよい。油中水型マイクロエマルションは、界面活性剤の単層によって安定化され得
る連続油相中の水滴を含む。マイクロエマルションは、低表面張力を有し得、結果として
極めて高い浸透性を有し、これは、マイクロエマルションがインプラント表面マイクロト
ポグラフィー等の固体の小腔を透過し得ることを意味する。さらに、いくつかの実施形態
において、マイクロエマルションは、ナノ結晶ＨＡを含むがこれに限定されないナノ粒子
の安定な分散液を形成し得る。界面活性剤は、本発明において使用される場合、１つ又は
複数の親水性部分及び１つ又は複数の疎水性部分からなる両親媒性分子である。当業者に
既知である任意の適切な界面活性剤を、本発明のマイクロエマルションとともに使用して
よい。例示的な界面活性剤は、ブロック－ポリ（エチレングリコール）－ブロック－ポリ
（プロピレングリコール－ブロック（ポリエチレングリコール）、脂肪アルコールエトキ
シレート、脂肪酸エトキシレート、脂肪アミドエトキシレート、脂肪アミンエトキシレー
ト、アルキルフェノールエトキシレート型の非イオン性界面活性剤、並びにアルキルカル
ボキシレート、アルキルエーテルカルボキシレート、アルキルサルフェート、アルキルエ
ーテルサルフェート、アルキルベンゼンスルホネート、ジアルキルスルホスクシネート、
アルキルホスフェート、アルキルエーテルホスフェート型の陰イオン性界面活性剤、並び
に脂肪アミン塩、脂肪ジアミン塩、アルキル第四級アンモニウム塩、ジアルキル第四級ア
ンモニウム塩及びジアルキルエステル第四級アンモニウム塩型の陽イオン性、又はそれら
の混合物を含むがこれらに限定されない。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、ナノ粒子、ナノ粒子分散液、及び／又はナノ粒子を含む
マイクロエマルションは、乾燥粉末として得られたナノ粒子から調製され得る。他の実施
形態において、ナノ粒子、ナノ粒子分散液、及び／又はナノ粒子を含むマイクロエマルシ
ョンは、非乾燥形態で得られたナノ粒子から調製され得る。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、結晶性リン酸カルシウムナノ粒子は、結晶性ＨＡナノ粒
子を含む。したがって、本発明のいくつかの実施形態において、ナノ結晶性ＨＡナノ粒子
は、液晶相中で生成される。他の実施形態において、本発明の方法は、ＨＡナノ粒子を含
む液晶相を液晶の少なくとも１種の成分で希釈して、マイクロエマルションを生成するス
テップを提供する。
【００４５】
　さらなる実施形態において、液晶の少なくとも１種の成分は、ｐ－キシレン及び／又は
ブチルアセテートを含むがこれらに限定されない。また他の実施形態において、結晶性Ｈ
Ａナノ粒子を含むマイクロエマルションは、油中水型マイクロエマルションを含む。液晶
相中における結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子の濃度の範囲は、０．００１～５０
乾燥重量％である。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、リン酸カルシウムナノ結晶は、ＰＣＴ特許公開第ＷＯ２
００５／１２３５７９号において記載されている方法によって製造され得る。ＷＯ２００
５／１２３５７９の方法において、液晶相が使用され、その中でナノ結晶リン酸カルシウ
ム粒子の成長が液晶の閉じ込め空間によって妨害される。形成されたナノ粒子は、結晶内
で分離されており、液晶の非水溶性成分で希釈すると、ナノ粒子含有液晶相が油中水型マ
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イクロエマルションに変換される。いくつかの実施形態において、液晶の非水溶性成分は
、ｐ－キシレンである。他の実施形態において、本発明の非水溶性成分は、ｐ－キシレン
及び他の芳香族溶媒、ブチルアセテート及び他のアルキルアセテート、脂肪アルカン、脂
肪アルケン、脂肪アルキン、脂肪アルカンアミド、シクロアルカン、脂肪アルキルアミン
、アルカンエステル、脂肪アルカンニトリル、脂肪アルデヒド、脂肪ケトン及び脂肪アル
コール又はそれらの混合物、並びに同様の水溶性を有する他の成分を含むがこれらに限定
されない。
【００４７】
　リン酸カルシウムに加えて、ＷＯ２００５／１２３５７９の方法では、例えば、ストロ
ンチウムアパタイト及び／又はフルオロアパタイトを使用してもよい。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、リン酸カルシウム及び／又はＨＡナノ結晶は、約１５０
ｍ２／ｇから約３００ｍ２／ｇの間の範囲内の比表面積を有し得る。故に、リン酸カルシ
ウム及び／又はＨＡナノ結晶の比表面積は、約１５０ｍ２／ｇから２００ｍ２／ｇまで、
約１５０ｍ２／ｇから２５０ｍ２／ｇまで、約１７５ｍ２／ｇから２００ｍ２／ｇまで、
約１７５ｍ２／ｇから２５０ｍ２／ｇまで、約１７５ｍ２／ｇから２７５ｍ２／ｇまで、
約１７５ｍ２／ｇから３００ｍ２／ｇまで、約２００ｍ２／ｇから２５０ｍ２／ｇまで、
約２００ｍ２／ｇから２７５ｍ２／ｇまで、約２００ｍ２／ｇから３００ｍ２／ｇまで、
約２５０ｍ２／ｇから２７５ｍ２／ｇまで、約２５０ｍ２／ｇから３００ｍ２／ｇまで、
約２７５ｍ２／ｇから３００ｍ２／ｇまで等の範囲内であってよい。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、ＨＡナノ結晶は、約１ｎｍから約２０ｎｍの間（平均サ
イズ）の範囲内の直径を有し得る。いくつかの実施形態において、ＨＡナノ結晶は、約２
ｎｍから約２０ｎｍの間（平均サイズ）の範囲内の直径を有し得る。特定の実施形態にお
いて、ＨＡナノ結晶の直径は、平均直径で約１ｎｍから約５ｎｍの間の範囲内であってよ
い。ＨＡナノ結晶の長さは、約２０ｎｍから約２００ｎｍの間であってよい。いくつかの
実施形態において、ＨＡナノ結晶の長さは、約２０ｎｍから約１００ｎｍまで、約５０ｎ
ｍから約１００ｎｍまで、約５０ｎｍから約２００ｎｍまで、約１００ｎｍから約２００
ｎｍまで、約１５０ｎｍから約２００ｎｍまで等の範囲内であってよい。特定の実施形態
において、結晶性リン酸カルシウムナノ粒子のカルシウム対リン光体の比率は、約１．０
から約２．５までの範囲内であってよい。いくつかの特定の実施形態において、結晶性リ
ン酸カルシウムナノ粒子のカルシウム対リン光体の比率は、約１．６７であってよい。
【００５０】
　上記で論じた通り、本発明の実施形態は、インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗布
して、その表面上に結晶性ナノ粒子層があるインプラントを作製する方法を提供する。し
たがって、本発明のいくつかの態様において、塗布するステップは、インプラント表面に
、液体マイクロエマルション及びナノ粒子が分散され得る他の液体形態として結晶性ナノ
粒子を塗布するステップを含む。
【００５１】
　特定の実施形態において、塗布するステップは、（ａ）結晶性ナノ粒子液体マイクロエ
マルションにインプラントを浸漬するステップ；（ｂ）インプラント表面に結晶性ナノ粒
子マイクロエマルションを噴霧するステップ；（ｃ）インプラント表面に結晶性ナノ粒子
マイクロエマルションを垂らすステップ；又は（ｄ）インプラントの表面に結晶性ナノ粒
子マイクロエマルションを注ぐステップの少なくとも１つを含む。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、塗布するステップの前に、ナノ粒子の強い接着を可能に
するためにインプラント表面の全体を清浄し、乾燥させてよい。この目的のために、当業
者に既知である任意の技術を使用してよい。そのような技術は、ショットピーニング、ブ
ラスティング及び研磨を含むがこれらに限定されない機械的技術、並びに、有機溶媒、酸
、塩基、界面活性剤又は水等の任意の適切な材料による洗浄を含むがこれらに限定されな
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い化学的技術を含むがこれらに限定されない。いくつかの実施形態において、液体ナノ粒
子溶液を塗布する前に必要とされるインプラントの前処理は他にない。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、インプラントは、典型的には約５００回転数／分（ｒｐ
ｍ）から約１０，０００ｒｐｍの間の範囲内の選択された回転速度で回転され得る。故に
、本発明の回転速度は、例えば、約２０００ｒｐｍから約５０００ｒｐｍまで等を含む約
５００ｒｐｍから約７５００ｒｐｍまでの範囲内であってよい。いくつかの実施形態にお
いて、回転速度は約２２５０ｒｐｍである。他の実施形態において、回転速度は約３５０
０ｒｐｍである。また他の実施形態において、回転速度は約４７００ｒｐｍである。本発
明のさらなる態様は、インプラントが回転部材又はマンドレルに装填される前に、液体溶
液をインプラントに塗布し得る方法を提供する。別の実施形態において、塗布するステッ
プは、回転させるステップの最中に行われ得る。他の実施形態において、ナノ粒子の液体
溶液は、インプラントの回転の前及び最中にインプラントに塗布され得る。
【００５４】
　上記で論じた通り、いくつかの実施形態において、インプラントが回転している間に、
ガス流がインプラントの方へ流れるように方向付けてよい。いくつかの実施形態において
、インプラントに方向付けられるガス流は、非反応ガスを含む。非反応ガスは、インプラ
ント表面と反応しない任意のガスを含む。そのような非反応ガスは、空気、窒素及び／又
はアルゴンを含むがこれらに限定されない。故に、いくつかの実施形態において、図１Ａ
及び１Ｂに示すように、ガス流（７ｓ）をインプラントに方向付けてよい。ガス流は、（
ａ）空気、（ｂ）窒素、（ｃ）アルゴン、（ｄ）ヘリウム又は他の希ガスの少なくとも１
つを含む非反応ガスを含む。
【００５５】
　ガスは、加圧ガス供給器（１２）から供給され得る。流路は、流量計、弁、及び任意の
望ましくない不純物（液体等）を濾過するためのフィルターを含み得る。
【００５６】
　ガス流の流速は、約１Ｌ／分から約２００Ｌ／分の間の範囲であってよい。故に、ガス
流流速は、約１Ｌ／分、１０Ｌ／分、２０Ｌ／分、３０Ｌ／分、４０Ｌ／分、５０Ｌ／分
、６０Ｌ／分、７０Ｌ／分、８０Ｌ／分、９０Ｌ／分、１００Ｌ／分、１１０Ｌ／分、１
２０Ｌ／分、１３０Ｌ／分、１４０Ｌ／分、１５０Ｌ／分、１６０Ｌ／分、１８０Ｌ／分
、１９０Ｌ／分、２００Ｌ／分等であってよい。ガス流流速は、約１Ｌ／分から約１００
Ｌ／分、約１０Ｌ／分から約１００Ｌ／分、約１０Ｌ／分から約２００Ｌ／分、約４０Ｌ
／分から約８０Ｌ／分、約５０Ｌ／分から約１００Ｌ／分、約５０Ｌ／分から約１５０Ｌ
／分、約１００Ｌ／分から約２００Ｌ／分の間等の範囲であってよい。いくつかの実施形
態において、ガス流流速は約４０Ｌ／分であり、一方、他の実施形態において、ガス流流
速は約８０Ｌ／分であってよい。いくつかの実施形態において、液体マイクロエマルショ
ンを塗布し、インプラントを望ましい時間にわたって回転させた後で、インプラントを能
動的に又は受動的に乾燥させてよい。いくつかの実施形態において、乾燥の温度は室温で
行われる。他の実施形態において、乾燥は加熱器を使用して行われる。いくつかの実施形
態において、インプラントを加熱する前にインプラントを乾燥させてよい。いくつかの実
施形態において、加熱するステップにおいて乾燥させるステップが行われ、ナノ粒子層を
形成する。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、任意の残った界面活性剤を実質的に又は完全に除去する
のに十分な温度まで、インプラントを加熱してよい。いくつかの実施形態において、加熱
するステップは、オーブン中気体雰囲気を用いて行われる。気体雰囲気の例は、酸素、窒
素、アルゴン、空気及びそれらの任意の組合せを含むがこれらに限定されない。加熱する
ステップの温度は、気体環境の種類、使用される界面活性剤の種類及び加熱するステップ
の時間の長さによって変動し得る。故に、加熱するステップの温度は、約２５０℃から約
７００℃までの範囲内であってよい。いくつかの実施形態において、インプラントを、酸
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素中約５５０℃で約５分間加熱する。適切な温度の決定は、本開示において特定される要
因に基づいて、当技術分野において日常的なものであろう。
【００５８】
　ナノ結晶材料の追加層は、上記のステップを繰り返すことによって形成でき、例えば、
塗布するステップ及び回転させるステップ、並びに場合により方向付けるステップは、乾
燥させる及び／又は加熱するステップの後に少なくとも１回繰り返される。追加の塗布す
るステップ及び回転させるステップ、並びに場合により方向付けるステップは、ナノ粒子
層を増大させ、そのため、インプラントの表面上のナノ粒子層の厚みを制御するための道
具として使用され得る。
【００５９】
　前述した通り、いくつかの実施形態において、結晶性ナノ粒子層の厚みは制御され得、
インプラント表面のマイクロトポグラフィーは、塗布するステップ及び回転させるステッ
プ、並びに場合により方向付けるステップに応答して、実質的に保持され得る。より詳細
には、いくつかの実施形態において、インプラントの表面上のナノ粒子層の厚みを制御す
るステップは、（ａ）インプラントの回転速度、（ｂ）結晶性ナノ粒子溶液の濃度、又は
（ｃ）ガス流の流速及び圧力の少なくとも１つを備える。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、図５に示すように、インプラント（２）の表面上のナノ
粒子層（２１）は、約２ナノメートルから約５００ナノメートルの間の範囲内の厚みを有
する。上記で論じた通り、インプラント表面は、マイクロラフであってよく、故に、マイ
クロメートル長さスケールの凹凸を有し得る。上記で論じた通り、いくつかの実施形態に
おいて、本発明の方法を使用した場合、マイクロメートルサイズの凹凸は実質的に保持さ
れる。
【００６１】
　故に、いくつかの実施形態において、インプラント表面に塗布されるナノ粒子層の厚み
は、塗布するステップにおいて使用されるナノ粒子又は結晶性マイクロエマルションの粒
子濃度によって影響され得る。概して、濃度が高くなるにつれてより多量の堆積する粒子
をもたらし、それ故、インプラント表面上のナノ粒子の層はより厚くなる。逆に、ナノ粒
子濃度が低くなるにつれて接着粒子の量の減少をもたらし、結果として、層はより薄くな
る。いくつかの実施形態において、ナノ粒子層の厚みは、回転数／分（ＲＰＭ）で測定さ
れるスピン又は回転速度によっても影響され得、且つ／又は制御され得る。いくつかの実
施形態において、ナノ粒子層の厚みは、リットル毎分（Ｌ／分）で測定される、画定され
たノズルを介するインプラントへのガスのガス流速によっても影響され得、且つ／又は制
御され得る（例えば、図２を参照）。遠心力は速度とともに増大するため、概して、回転
速度が増大するにつれてナノ粒子層はより薄くなる。しかしながら、ガス流をインプラン
トに方向付けることの効果は、特に得られたナノ粒子の層の均質性（ｈｏｍｏｇｅｎｅｏ
ｕｓｉｔｙ）に関して、インプラントの回転速度にも依存する。結果として、インプラン
ト（２）の方へのガス流（７ｓ）の流速／圧力と組み合わせた回転速度の増大は、いくつ
かの場合において、ナノ粒子層の厚みを増大させ得る。さらに、特定の回転速度では、ナ
ノ粒子層の厚みはガス流速の増大に伴って減少する。故に、ナノ粒子の明瞭に画定された
層がインプラントの表面上に形成され得、ここで、インプラント表面は十分に覆われてお
り、回転又はスピン速度及び吹き付け又はガス流流速に基づいて、マイクロラフネスは実
質的に保持されているか、又は全く変化していない。
【００６２】
　したがって、図５に示すように、本発明のいくつかの実施形態において、インプラント
（２）は、インプラントの表面上に約２ｎｍから約５００ｎｍの間の範囲内であるナノ粒
子層（２Ｌ）を有し得る。故に、ナノ粒子層は、約２ｎｍから約１０ｎｍの間、約２ｎｍ
から約５０ｎｍまで、約２ｎｍから約１００ｎｍまで、約２ｎｍから約２００ｎｍまで、
約２ｎｍから約３００ｎｍまで、約２ｎｍから約４００ｎｍまで、約１０ｎｍから約５０
ｎｍまで、約１０ｎｍから約１００ｎｍまで、約１０ｎｍから約２００ｎｍまで、約１０
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ｎｍから約３００ｎｍまで、約１０ｎｍから約４００ｎｍまで、１０から約５００ｎｍま
で、約５０から約１００ｎｍまで、約５０ｎｍから約２００ｎｍまで、約５０ｎｍから約
３００ｎｍまで、約５０ｎｍから約４００ｎｍまで、約５０から約５００ｎｍまで、約１
００ｎｍから約２００ｎｍまで、約１００ｎｍから約３００ｎｍまで、約１００ｎｍから
約４００ｎｍまで、約１００ｎｍから約５００ｎｍまで、約２００ｎｍから約３００ｎｍ
まで、約２００ｎｍから約４００ｎｍまで、約２００ｎｍから約５００ｎｍまで、約３０
０ｎｍから約４００ｎｍまで、約３００ｎｍから約５００ｎｍまで、約４００ｎｍから約
５００ｎｍ等の範囲内であってよい。
【００６３】
　特定の実施形態において、インプラント（２）は、図５に示すような歯科インプラント
である。いくつかの実施形態において、ナノ粒子はＨＡナノ粒子を含む。歯科インプラン
トは金属又はセラミックを含み得る。またさらなる実施形態において、歯科インプラント
は、下記金属：（ａ）チタン、（ｂ）タンタル、（ｃ）ステンレス鋼、（ｄ）クロム、（
ｅ）コバルト、（ｆ）それらの合金、又はそれらの組合せの１つを含む。他の実施形態に
おいて、インプラントは、（ａ）酸化ジルコニウム又は（ｂ）酸化アルミニウムの１つを
さらに含むセラミックを含む。他の実施形態において、歯科インプラントはチタンを含む
。また他の実施形態において、歯科インプラントは、金属及びセラミックの組合せを含む
。別の態様において、歯科インプラントの表面上の結晶性ナノ粒子層は、約２ｎｍから約
５００ｎｍまでの範囲内の厚みを備える。故に、ナノ粒子層は、上記で説明した通りの範
囲内であってよい。さらに他の実施形態において、その表面上に結晶性ナノ粒子層がある
インプラントのマイクロトポグラフィーは、実質的に保持される。
【００６４】
　特定の実施形態において、歯科インプラント（２）（図５）は、その表面にナノ結晶性
ハイドロキシアパタイトナノ粒子層が塗布されたチタンであり、該層の厚みは、約２ｎｍ
から約５００ｎｍの間の範囲内である。歯科インプラント表面のマイクロトポグラフィー
は実質的に保持されており、ナノ結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子層は化学量論的
（ｓｔｏｉｃｈｉｍｅｔｒｉｃ）且つ結晶形態である。
【００６５】
　本発明の歯科インプラントは、例えば、人工歯置換として使用され得る。いくつかの実
施形態において、歯科インプラント（２）は、チタンであり、且つ、ショットピーニング
、ブラスティング及び／又は酸エッチングによって前処理されたスクリュー部（２ｓ）（
図５）を有し、これにより、マイクロメートル長さスケールの高い表面ラフネスを作製す
る。故に、チタンスクリューのマイクロトポグラフィーはマイクロラフである。上記で論
じた通り、マイクロラフなマイクロトポグラフィーを有することは、オッセオインテグレ
ーションを促進し、それによって骨組織と接着するインプラントの能力を強化することが
できるため、望ましい特性となり得る。
【００６６】
　スピンコーターシステム（１０）は、自動又は半自動であってよく、回転部材の回転速
度及びガス流の流速を制御するように構成された制御装置が設けられていてもよい。故に
、図４は、本発明のいくつかの実施形態に従って動作するデバイスに含まれ得る制御装置
のための例示的なデータ処理システム又はデータベース環境を図示するものである。入力
／出力回路１４６は、メモリ（メモリ及び／又は記憶媒体）１３６と別のコンピュータシ
ステム又はネットワークとの間で、例えば、回転速度及び／若しくはガス流を制御するた
め、並びに／又は、ユーザーがＨＭＩ（ヒューマンマシンインターフェース）若しくは他
のＵＩ（ユーザーインターフェース）を使用してそれらの動作パラメータを調整若しくは
選択できるようにするために多くの慣習的なデータ処理システムにおいて使用されるもの
等、慣習的なコンポーネントを使用するインターネットプロトコル（ＩＰ）接続を使用し
て、情報を伝達するために使用され得る。
【００６７】
　以下で説明する実施例において、本発明をより詳細に記述するが、これらは本発明の実
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施形態の限定を意図するものではない。
【実施例】
【００６８】
　インプラントの表面、ナノ粒子表面被覆率及び堆積したＨＡナノ結晶の量を、電界放射
型走査電子顕微鏡法（ＦＥＳＥＭ）、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）及び原子発光分析法（
ＡＥＳ）を使用して評価した。ＦＥＳＥＭ及びＸＰＳは、検体に何の前処理も施すことな
く試料に対して実施した。ＡＥＳ分析のために、コーティングされたインプラントを硝酸
（０．８ｍｌの６５％ＨＮＯ３及び０．８ｍｌの水で１．６ｍｌ）に２０分間入れて、表
面上のすべてのＨＡを溶解させた。次いで、溶液を２０ｇの水で希釈した。
【００６９】
（例１）
回転速度の影響
　この特定の事例では歯科スクリュー設計を有するインプラント上のハイドロキシアパタ
イトナノ結晶層の厚み／表面被覆率を、種々の回転速度の関数として、ＸＰＳ及びＦＥＳ
ＥＭを使用して概算した。この例において使用したコーティング手順は次の通りであった
：１）インプラント（２）を、図１Ａに描写されているインプラントホルダー（３）内に
立てて（垂直に）置き、２）ハイドロキシアパタイトナノ粒子を含有するマイクロエマル
ションを含むコーティング溶液を、インプラント表面全体が覆われるようにインプラント
に塗布し、３）この例において記載されている通り、種々の速度でインプラントを回転さ
せ、４）室温でインプラントを乾燥させた後、この特定の例では、酸素雰囲気中５５０℃
で５分間熱処理し、５）インプラントを室温に冷却した後、ステップ１～４を１回繰り返
した。
【００７０】
　ＸＰＳを使用して、この例において記載されているコーティング手順を実施した後、イ
ンプラントについて、カルシウムＣａ及びリンＰ、並びにチタンＴｉを合わせた量を決定
した。Ｃａ及びＰの総量を表面上のＴｉの量で割ることにより、層の表面被覆率の指標を
算出できる。インプラントを、２２５０ｒｐｍ、３５００ｒｐｍ及び４７００ｒｐｍの回
転速度で回転させた場合、Ｃａ及びＰの総量をＴｉの表面量で割ったものは、それぞれ４
６．６、４０．９及び１７．９であった。回転速度を増大させた場合の、Ｔｉと比較した
Ｃａ及びＰの減少は、インプラント表面上のハイドロキシアパタイトのより低い表面被覆
率を表す。すべてのＸＰＳ結果を表１にも提示する。
【表１】

【００７１】
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　しかしながら、ＦＥＳＥＭ像と比較すると（図３Ａ、３Ｂ、３Ｅ及び３Ｈを参照）、イ
ンプラント表面マイクロラフネスのほとんどがハイドロキシアパタイト層によって覆われ
てより平滑な外観が生じていること、及び最初の未変性のインプラント表面が完全に覆わ
れていることが分かる。
【００７２】
　インプラント表面上の溶解したＨＡ層をＡＥＳで分析し、コーティング溶液の添加後に
スピンさせていないインプラントと比較した。インプラントをスピンさせていない場合、
又は２２５０ｒｐｍ、３５００ｒｐｍ若しくは４７００ｒｐｍの速度でスピンさせた場合
、Ｃａ及びＰの総量は、それぞれ１．１１ｍｇ／Ｌ、０．５８ｍｇ／Ｌ、０．４９ｍｇ／
Ｌ及び０．５２ｍｇ／Ｌであった。
【００７３】
（例２）
ガス流を方向付けることの影響
　ＸＰＳ及びＦＥＳＥＭを使用して、この特定の事例では歯科スクリュー設計を有するイ
ンプラント上のハイドロキシアパタイトの量又は表面被覆率を、種々の回転速度の関数と
して、且つインプラントに方向付けられたガス流がこのステップの最中に使用されたかに
かかわらず、概算した。この例において使用したコーティング手順は、次の通りであった
：１）インプラント（２）を、図１Ａに描写されているインプラントホルダー（３）内に
立てて（垂直に）置き、２）ハイドロキシアパタイトナノ粒子を含有するマイクロエマル
ションを含むコーティング溶液を、インプラント表面全体が覆われるようにインプラント
に塗布し、３）図１Ａ及び１Ｂに描写されている通りのノズル（７）を介して、この例に
おいて記載されている通りの異なる窒素流速で、窒素ガスを流動させて及び流動させずに
、この例において記載されている通り、種々の速度でインプラントを回転させ、４）室温
でインプラントを乾燥させた後、この特定の例では、酸素雰囲気中５５０℃で５分間熱処
理し、５）インプラントを室温に冷却した後、ステップ１～４を１回繰り返した。
【００７４】
　ＸＰＳを使用して、この例において記載されているコーティング手順を実施した後、イ
ンプラントについて、Ｃａ及びＰを合わせた量並びにＴｉを決定した。Ｃａ及びＰの総量
を表面上のＴｉの量で割ることにより、層の表面被覆率の指標を算出できる。インプラン
トを、この例において記載されている通りのコーティング手順のステップ３の間にインプ
ラント上に窒素ガスを流動させることなく、２２５０ｒｐｍの回転速度で回転させた場合
、Ｔｉと比較したＣａ及びＰの総量は、４６．６であった。ステップ３に４０Ｌ／分及び
８０Ｌ／分の窒素流速でインプラント上に窒素ガスを流動させることを含めたインプラン
トと比較すると、Ｔｉと比較したＣａ及びＰの総量はそれぞれ１２．３及び９．６まで減
少していた。回転している間にインプラント上に窒素ガスを流動させた場合、インプラン
ト表面におけるＴｉと比較したＣａ及びＰの総量が減少するため、これらの結果は、回転
している間に窒素ガスを流動させることにより、インプラント表面上のＨＡの量が減少す
ることを表す。回転速度を増大させた場合、同じ関係が見られる。３５００ｒｐｍでは、
窒素ガスを流動させていない場合、４０Ｌ／分及び８０Ｌ／分の流速で窒素ガスを流動さ
せた場合、Ｔｉと比較したＣａ及びＰの総量は、それぞれ４０．９、１５．２及び１２．
６であった。４７００ｒｐｍでは、窒素ガスを流動させていない場合、４０Ｌ／分及び８
０Ｌ／分の流速で窒素ガスを流動させた場合、Ｔｉと比較したＣａ及びＰの総量は、それ
ぞれ１７．９、１５．０及び８．９であった。すべてのＸＰＳ結果を表１にも提示する。
【００７５】
　ＸＰＳで分析した同じインプラントのＦＥＳＥＭ像を、図６Ａ～６Ｊに示す。これらの
像から、インプラントを回転させている間に流動する窒素ガスを使用した場合、ＨＡナノ
結晶の量が減少することが明らかに分かる。インプラント表面上に窒素ガスを流動させる
ことによってトポグラフィーが強く影響されることも明らかである。窒素ガスを流動させ
ずにインプラントを回転させると、インプラントの表面マイクロラフネスがＨＡナノ結晶
によって覆われ、より平滑な外観を形成する。インプラントの回転もさせ、インプラント
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上に窒素ガスも流動させると、より薄いＨＡナノ結晶層が下層の表面に続き、それによっ
てインプラントの表面マイクロラフネスが維持される。
【００７６】
　回転速度及び窒素流速を最適化することにより、ＨＡナノ結晶層を、インプラント表面
マイクロラフネスに密接して続くように適応させることができる。また、吹き付けをしな
いでスピンさせると、ねじ山等、インプラント上のより大きい構造の周りにＨＡ層のビル
ドアップが形成され得る。これは、図６Ｍ及び６Ｎにおいて見ることができ、ねじ山の両
側にある暗色領域が、下層のマイクロラフネスを完全に覆うより厚い層の指標である。し
かしながら、回転させながら窒素ガスを塗布すると、これらの暗色領域は除去される。
【００７７】
　インプラント表面上の溶解したＨＡ層をＡＥＳで分析した。インプラントを、この例に
おいて記載されている通りのコーティング手順のステップ３の間にインプラント上に窒素
ガスを流動させることなく、２２５０ｒｐｍの回転速度で回転させた場合、Ｃａ及びＰの
量は０．５８ｍｇ／Ｌであった。この例におけるコーティング手順に記載されている通り
の４０Ｌ／分及び８０Ｌ／分の流量で窒素ガスを流動させることを含めたインプラントの
Ｃａ及びＰの量は、それぞれ０．７８及び０．６１ｍｇ／ｌであった。インプラントを、
この例のコーティング手順において記載されている通り、窒素ガスを流動させることなく
、また４０Ｌ／分及び８０Ｌ／分の流速で窒素ガスを流動させて、３５００ｒｐｍの回転
速度で回転させた場合、Ｃａ及びＰの量は、それぞれ０．４９ｍｇ／Ｌ、０．８３ｍｇ／
Ｌ及び０．６６ｍｇ／Ｌであった。インプラントを、この例のコーティング手順において
記載されている通り、窒素ガスを流動させることなく、また４０Ｌ／分及び８０Ｌ／分の
流速で窒素ガスを流動させて、４７００ｒｐｍの速度で回転させた場合、Ｃａ及びＰの量
は、それぞれ０．５２ｍｇ／Ｌ、０．５４ｍｇ／Ｌ及び０．８０ｍｇ／Ｌであった。
【００７８】
（例３）
コーティングの回数の影響
　上記した２つの例によれば、コーティング手順はインプラント１つ当たり２回実施され
て、ハイドロキシアパタイト層を生成する。この特定の例において、コーティング手順は
、第一の熱処理の後で終了する：１）インプラント（２）を、図１Ａに描写されているイ
ンプラントホルダー（３）内に立てて（垂直に）置き、２）ハイドロキシアパタイトナノ
粒子を含有するマイクロエマルションを含むコーティング溶液を、インプラント表面全体
が覆われるようにインプラントに塗布し、３）図２に描写されているノズル（７）を用い
、４０Ｌ／分のガス流を使用して、インプラント表面上に窒素ガスを流動させて、この例
において記載されている通り、種々の速度でインプラントを回転させ、４）室温でインプ
ラントを乾燥させた後、この特定の例では、酸素雰囲気中５５０℃で５分間熱処理した。
【００７９】
　ＸＰＳ及びＦＥＳＥＭを使用した測定から、この例において記載されているコーティン
グ手順によってコーティングしたインプラントを、例２において記載されているコーティ
ング手順によってコーティングしたインプラントと比較した。この例においてインプラン
トに使用した回転速度は３５００ｒｐｍであり、４０Ｌ／分の窒素流速を用いた。
【００８０】
　ＸＰＳを使用して、この例において記載されているコーティング手順を実施した後、イ
ンプラントについて、Ｃａ及びＰを合わせた量並びにＴｉを決定した。Ｃａ及びＰの総量
を表面上のＴｉの量で割ることにより、層の表面被覆率の指標を算出できる。この例にお
いて記載されているコーティング手順に準じたインプラントについて、インプラント表面
上のＴｉと比較したＣａ及びＰの総量は、７．３であった。この例において記載されてい
る通りにコーティングしたインプラントと同じ回転速度及び窒素流速を用いて、例２によ
ってコーティングしたインプラントについて、インプラント表面上のＴｉと比較したＣａ
及びＰの総量は、１５．２であった。この例において記載されている通りに１つの層のみ
でコーティングした場合、Ｔｉと比較したＣａ及びＰの総量が、インプラントを２回コー
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ティングした場合と比較して約５０％減少することは明らかである。これは、より薄い層
の存在を表している。すべてのＸＰＳ結果を表１にも提示する。
【００８１】
　ＦＥＳＥＭ像（図６Ｆ及び６Ｋを参照）から、この例において記載されている通り、１
回コーティングされただけのインプラント表面上により薄い層が存在することが分かる。
【００８２】
　インプラント表面上の溶解したＨＡ層をＡＥＳで分析した。この例において記載されて
いる手順に準じたインプラントについて、Ｃａ及びＰの総量は、０．５７ｍｇ／Ｌであっ
た。インプラントを例２において記載されている通りにコーティングした場合（３５００
ｒｐｍの回転速度及び４０Ｌ／分の窒素流速）、Ｃａ及びＰの総量は、０．８３ｍｇ／Ｌ
であった。この例において記載されている通りに１回のみコーティングすると、Ｃａ及び
Ｐの量は、例２において記載されている通りに２つのコーティングを使用した場合に比べ
て３１％少ない。これは、Ｃａ及びＰ層の厚みが、インプラント表面に実施されるコーテ
ィングの回数によって制御され得ることを示す。
【００８３】
（例４）
粒子濃度の影響
　例２によってコーティングしたインプラント（３５００ｒｐｍの回転速度及び４０Ｌ／
分の窒素流速）を、例２において使用した５０％の濃度のハイドロキシアパタイトナノ結
晶を含有するコーティング溶液を用い、例２において記載されているコーティング手順に
よってコーティングしたインプラントと比較した。
【００８４】
　２つのインプラントは、ＸＰＳ及びＦＥＳＥＭを使用して比較した。すべてのＸＰＳ結
果を表１にも提示する。ＸＰＳを使用して、この例において記載されているコーティング
手順を実施した後、インプラントについて、Ｃａ及びＰを合わせた量並びにＴｉを決定し
た。Ｃａ及びＰの総量を表面上のＴｉの量で割ることにより、層の表面被覆率の指標を算
出できる。例２において記載されている通りにコーティングしたインプラント表面（３５
００ｒｐｍの回転速度及び４０Ｌ／分の窒素流速）上のＴｉの量と比較したＣａ及びＰの
総量は、１５．２であった。例２のコーティング溶液と比較して５０％のＨＡナノ結晶を
含有するコーティング溶液を用いた以外は例２において記載されている通りにコーティン
グしたインプラントについて、表面上のＴｉと比較したＣａ及びＰの総量は、４．６であ
った。ＦＥＳＥＭ像（図６Ｆ及び６Ｌを参照）から、この例において記載されている通り
、５０％のナノ結晶濃度を含有する溶液でコーティングしたインプラント表面上により薄
い層が存在することが分かる。
【００８５】
　インプラント表面上の溶解したＨＡ層をＡＥＳで分析した。例２において記載されてい
る通りにコーティングしたインプラント表面（３５００ｒｐｍの回転速度及び４０Ｌ／分
の窒素流速）上のＣａ及びＰの総量は、０．８３ｍｇ／Ｌであった。例２のコーティング
溶液と比較して５０％のＨＡナノ結晶を含有するコーティング溶液を用いた以外は例２に
おいて記載されている通りにコーティングしたインプラントについて、Ｃａ及びＰの総量
は０．３９ｍｇ／Ｌであったが、これは、マイクロエマルションコーティング溶液の粒子
濃度と直接相関している。故に、より低いナノ粒子濃度を利用して、Ｃａ及びＰ層の厚み
の制御をさらに向上させるために用いることができる。
【００８６】
（例５）
インプラントのマイクロラフネスを保護するハイドロキシアパタイトナノ粒子コーティン
グのインプラント表面を生成するための例示的な方法
　インプラントを作製するための手順は、次の通りであった：１）インプラント（２）を
、図１Ａに描写されているインプラントホルダー（３）内に立てて（垂直に）置き、２）
ハイドロキシアパタイトナノ粒子を含有するマイクロエマルションを含むコーティング溶
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液を、インプラント表面全体が覆われるようにインプラントに塗布し、３）図２に描写さ
れているノズル（７）を介し、４０Ｌ／分の窒素流速で窒素ガスを流動させて、３５００
ｒｐｍでインプラントを回転させ、４）室温でインプラントを乾燥させた後、酸素雰囲気
中５５０℃で５分間熱処理し、５）インプラントを室温に冷却した後、ステップ１～４を
１回繰り返した。
【００８７】
（例６）
動物研究
　ナノ結晶性ハイドロキシアパタイトコーティングの効果を研究するために、動物研究を
実施した。研究において、コーティングしていない及び例５によって２回コーティングし
たチタンインプラントのオッセオインテグレーションを、３つの異なる癒合時間（２、４
及び９週間）で比較した。ヨーテボリ大学の地域倫理委員会によって承認されたこの研究
では、３０匹の成体メスニュージーランドホワイトウサギを使用した。動物はすべて９月
齢であり、各脚の近位脛骨骨幹端に２つのインプラントが挿入されたものであった。動物
に、体重１ｋｇにつき０．５ｍｌの用量でのフェンタニル０．３ｍｇ／ｍｌ及びフルアニ
ソン１０ｍｇ／ｍｌ（Ｈｙｐｎｏｒｍ　Ｖｅｔ、Ｊａｎｓｓｅｎ　Ｐｈａｒｍａｕｃｅｔ
ｉｃａ、Ｂｅｅｒｓｅ、ベルギー）の筋肉内注射、並びに１匹当たり２．５ｍｇの用量で
のジアゼパム（Ｓｔｅｓｏｌｉｄ　Ｎｏｖｕｍ、Ｄｕｍｅｘ　Ａｌｐｈａｒｍａ、デンマ
ーク）の腹腔内注射で麻酔をかけた。必要に応じて、追加用量のフェンタニル及びフルア
ニソンを体重１ｋｇにつき０．１ｍｌの用量で使用して麻酔を維持した。手術前に、１．
０ｍｌのリドカイン（Ｘｙｌｏｃａｉｎ、Ａｓｔｒａ　Ｚｅｎｅｃａ、スウェーデン）を
手術対象部位に皮下投与した。皮膚及び筋膜の切開によって実験部位を開き、エレベータ
ーの助けを借りて骨表面を露出させた。直径２．０及び３．２ｍｍのガイド及びツイスト
ドリルによって準備した後、インプラントを入れた。すべての手術ドリルシーケンスの間
、大量の生理食塩水で冷却しながら低い回転速度を使用した。筋膜及び皮膚を別個に縫合
することによって傷口を閉じた。動物を別個のケージ内で飼育し、手術の直後に自由に走
らせた。経過観察時間は、２、４及び９週間とし、過量のペントバルビタール（６０ｍｇ
／ｍｌ）（ペントバルビタールナトリウム、Ａｐｏｔｅｋｓｂｏｌａｇｅｔ、スウェーデ
ン）によって動物を屠殺した。インプラント－骨界面の生体力学試験は、除去トルク（Ｒ
ＴＱ）試験を用いて実施した。ＲＴＱ計器は、インプラントの安定性（ピーク緩めトルク
、単位Ｎｃｍ）を試験するために使用する歪みゲージ変換器を伴う電子機器（Ｄｅｔｅｋ
ｔｏｒ　ＡＢ、Ｇｏｔｈｅｎｂｕｒｇ、スウェーデン）であった。統合の失敗に到達する
まで、インプラントの同じ軸に線形に増加するトルクを印加し、ピーク値を記録した。結
果が図７に定義され、コーティングされていないインプラントと比較するとＨＡコーティ
ングのインプラントにはより高い除去トルクが必要であることを明らかに示している。値
は、２週間後では２３％高く、４週間後では６％高く、９週間後では２３％高かった。
【００８８】
（例７）
　表面ラフネスＲａは、例６において使用した、図６において提示されているインプラン
ト上の側面計を使用して測定した。ナノ粒子の堆積の前後にインプラントを測定した。Ｒ
ａ値は１±０．１μｍ（変位は異なるインプラント試料間のものであった）であることが
分かり、ナノ粒子の堆積後には変化していなかった。これは、記載されている方法がイン
プラント表面の下層のマイクロラフネスを保持することを明らかに示している。
【００８９】
　前述は、本発明を例証するものであり、その限定として解釈されるべきではない。少数
の例示的な本発明の実施形態を記載してきたが、当業者であれば、本発明の新規の教示及
び利点から著しく逸脱することなく、例示的な実施形態において多くの修正が可能である
ことを容易に理解するであろう。したがって、すべてのそのような修正は、請求項におい
て定義される通りの本発明の範囲内に含まれることが意図されている。そのため、前述は
、本発明を例証するものであり、開示されている特定の実施形態に限定されるものとして
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解釈されるべきではないこと、並びに、開示されている実施形態及び他の実施形態への修
正は、添付の請求項の範囲内に含まれることが意図されていることを理解されたい。本発
明は、下記の請求項によって定義され、請求項の均等物はその中に含まれる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図５】

【図６Ｍ】 【図６Ｎ】
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【図６Ｃ】
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【図６Ｄ】
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【図６Ｇ】
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【図６Ｌ】

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月26日(2011.7.26)
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗布して、その表面上に厚みを制御された結晶
性ナノ粒子層があるインプラントを作製する方法であって、
その表面上に結晶性ナノ粒子層があるインプラントを作製するために、
インプラント基板本体を用意するステップと、
インプラント基板本体の表面に結晶性ナノ粒子を塗布するステップと、
インプラント基板本体を回転させるステップと、
インプラントが回転している間に、加圧ガス流をインプラントに方向付けるステップと
を含む上記方法。
【請求項２】
　結晶性ナノ粒子層の厚みを制御するステップと、方向付けられた加圧ガス流と組み合わ
せた回転速度に応答して、インプラント表面のマイクロトポグラフィーを実質的に保持す
るステップとをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　インプラント基板本体を用意するステップが、その表面上にマイクロトポグラフィーを
備えるインプラント基板本体を用意するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記塗布するステップが、インプラントを回転させる前、最中、又は前及び最中である
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方向付けるステップが、インプラントの方への約４０Ｌ／分から約８０Ｌ／分の間
の流速のガス流を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ガス流が、（ａ）空気、（ｂ）窒素又は（ｃ）アルゴンの少なくとも１つを含む非
反応ガスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記塗布するステップが、結晶性ナノ粒子の分散液をインプラントの表面に塗布するこ
とによって行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　結晶性ナノ粒子を含有する液体溶液がマイクロエマルションである、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　前記塗布するステップ及び回転させるステップの後に、インプラントを気体雰囲気中で
加熱するステップをさらに含み、前記加熱するステップは、任意の残った界面活性剤を実
質的に又は完全に除去するのに十分な温度までであり、それにより、インプラントは結晶
性ナノ粒子の乾燥した外側コーティングを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記加熱するステップの後に、前記塗布するステップ及び回転させるステップを少なく
とも１回繰り返して、結晶性ナノ粒子の少なくとも１つの追加層を塗布する、請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　インプラント表面のマイクロトポグラフィーがマイクロラフである、請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
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　結晶性ナノ粒子がリン酸カルシウムナノ粒子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　リン酸カルシウムナノ粒子がナノ結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子を含む、請求
項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ナノ結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子が、約１２０ｍ２／ｇから約３６０ｍ２／
ｇの範囲内の表面積を備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　インプラントが金属又はセラミックを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の方法によって作製される、その表面上に結晶性ナノ粒子層があるイン
プラント。
【請求項１７】
　インプラントの表面上の結晶性ナノ粒子層が、約２ｎｍから約５００ｎｍまでの範囲内
の厚みを備える、請求項１６に記載のインプラント。
【請求項１８】
　結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子外層を有するラフチタン表面マイクロトポグラ
フィーを備えるチタン歯科インプラントであって、前記結晶性ハイドロキシアパタイトナ
ノ粒子は、マイクロエマルション中に分散した後でラフチタン表面に堆積され、前記層の
厚みは約２ｎｍから約５００ｎｍまでの範囲内で制御されており、前記層は、マイクロト
ポグラフィーが実質的に保持されるようにチタンインプラント表面のマイクロトポグラフ
ィーに適合され、さらに、ナノ結晶性ハイドロキシアパタイトナノ粒子層が化学量論的且
つ結晶形態である上記チタン歯科インプラント。
【請求項１９】
　インプラントの表面に結晶性ナノ粒子を塗布して、その表面上に結晶性ナノ粒子層があ
るインプラントを作製することにより、インプラント表面上の結晶性ナノ粒子層の厚みを
制御するためのシステムであって、
回転部材と、
標的インプラントを着脱自在に把持するように構成された回転部材に付着しているインプ
ラントホルダーと、
ガス流を加圧ガス供給器からインプラントホルダーによって把持されているインプラント
の方向に方向付けるように構成された前記ガス供給器と
を備える上記システム。
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