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はじめに
口腔インプラント症例において，審美領域にチタ

ンアバットメントを選択した場合,特に歯肉の薄い
歯周バイオタイプの症例においては，歯肉を通して
チタン特有の暗い影が投影してしまう．そのため患
者固有の歯肉色に合わせた，着色したアバットメン
トを考案した．2013年３月アメリカ・フロリダ
州タンパにて開催された世界で最も権威のあるイン
プラント学会「Academy of Osseointegration」
において墨 尚 先生によって世界で始めて臨床研究
成果が発表され，最高賞である「Best Clinical　
Innovation Presentation Award」を受賞された．
又，症例の経過観察によって，辺縁骨と軟組織のレ
ベルの両方が減少ではなくわずかな増加を示したこ
とが報告され，審美的な効果のみならず，口腔イン
プラント治療にとって大きな可能性を見出すことに
なった．本稿では，着色に用いた，チタンへの陽極
酸化処理技術について新たな試みも含め報告するも
のである．

カスタムアバットメントを
CAD/CAM システムで製作する理由

口腔インプラント治療は，まず骨とのオッセオイ
ンテグレーションがいかに速くできるか，というの
が第1目標である．そこにかかわる補綴装置におい
ては，上部構造の設計段階からアバットメントデザ
インへと，歯科技工士の責任は大きい．歯科技工に
かかわる部分で,当初鋳接によるカスタムアバット
メント製作が，患者固有の歯肉貫通部をデザインで
きるということで大勢を占めた．

ところがその後の研究によって，鋳接タイプのカ
スタムアバットメントの合金部分にはプラークを停
滞させインプラント周囲炎の原因のひとつになると

辺縁歯肉の審美性を向上させる
チタンアバットメントの着色について

して多くの症例が報告された．生体の一部分となり
機能する歯科技工物は当然のことながら標準安定化
されているべきであると考える．

ましてや，細胞レベルでの結果を求められるア
バットメントにおいては，標準安定化を考えると，
現在のところCAD/CAMシステムによって作られ
た，インプラントメーカーの純正品が最適であると
いうことになってくる．

我々歯科技工士が日常業務として行っている鋳造
技術には，レントゲン検査レベルで検証すると，鋳
造欠陥の問題がないわけではないことは，実は我々
歯科技工士が一番よく理解しているところでもある．
カスタム鋳造には生体に触れる部分には限界がある
のかもしれない．工業界においては，例えば溶接部
分に対してのレントゲン検査は当然のこととして義
務付けられている．また多くの製品がCAD/CAM
システムで作られている理由は，単に大量生産が可
能という理由だけではなく，製品の標準安定化が重
要であるからである．

fig.1-1

fig.1-1　臨床例13番：一宮市　墨尚先生



fig.3-1

fig.3-1　ガム情報の読み取り

fig.3-2

fig.3-2　対合歯情報の読み取り

fig.3-3

fig.3-3　かみ合わせ位置情報の読み取り

fig.1-2

メーカーの提供する理想的なアバッ
トメント WEB オーダーシステム

fig.2-1

fig.2-1　模型に装着したFLO（Feature Locating object）をス
キャンし，粘膜緑下のインプラントの位置を正確にCAD上に再
現する．

fig.2-2

fig.2-2　スキャンしたFLOとCAD上のFLOをアラインし，イン
プラントの位置を確定する.
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fig.3-4

fig.3-4　メーカーにstl.データをアップロードする．（stl.デー
タ：Standard Triangulated Languageの略，三次元形状を表
現するデータを保存するファイルフォーマット，三角形メッシュ
ソリッド表現ファイルフォーマットとして工業用ミリングマシー
ン等に使用されている．）

fig.4-1

fig.4-1　エマージェンスプロファイルの径，基本状態の選択．

fig.4-2

fig.4-2　歯肉への圧迫量の選択．

fig.4-3

fig.4-3　マージンの位置をどこからの距離にするか選択，およ
びマージンデザイン形態の選択，ベベルをつけるか，セメントの
維持形態の表面処理の選択．

fig.4-4

fig.4-4　ブリッジ連結冠の場合のアバットメントの平行性をと
る部位を指定する．

fig.4-5

fig.4-5　材質の選択

fig.4-6

fig.4-6　ジルコニアの色調の選択



fig.4-7

fig.4-7　スクリューリテインで上部構造とワンピースにする場
合（アトランティスクラウンアバットメント）ジルコニアかチタ
ンの選択．

fig.4-8

fig.4-8　ラインナップ．

マージンの深さなどの基本オーダーを送る．この
時，上部構造にジルコニアクラウンを予定している
時などはコアファイルも注文しておくとアバットメ
ントが納品される前にデザインされたアバットメン
トデータ（stl.File）が先に配信されてくる．その
データから事前にジルコニアコーピングやクラウン
が製作できるのでアバットメントが送付されてきた
時にすぐに上部構造の製作に取り掛かれる．その為
時間のロスが少くできる．又，窒化処理のゴールド
色のアバットメントを指定することもできる．

（fig.4-1~9）

fig.4-9

その後，メーカーからコンピュータ支援のバー
チャルアバットメントデザインが帰ってくる．

（fig.5-1,2）

fig.5-1

fig.5-2

fig.5-2　静止画の情報．

３Ｄエディターによりマージン幅，高さ，支台部，
ショルダー部等を再編集する．この時歯科医師もデ
ザインを共有し検討し最終デザインを決定する．

（fig.6-1～4）
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fig.6-1

fig.6-2

fig.6-3

fig.6-4

その後，純正材料を使用し，インプラントプラッ
トフォームに適合した純正アバットメントが返送さ
れてくる．辺縁骨の損失，軟組織の安定性を考える
とCAD/CAMシステムによって製作されたチタン

アバットメントが現在のところ最良かもしれない．

チタンアバットメントの問題点
しかしながら症例として大変多くあるthin-

scallopのケースにはチタン色や，窒化処理された
ゴールド色のアバットメントでは対処できない場合
もある．そこで，CAD/CAM製作によるチタンア
バットメントにて患者固有の歯肉を透過した場合の，
最適なピンク色，これを目指して研究を始めた．

陽極酸化処理技術について
チタンへの発色処理法としては，窒化処理，陽極

酸化処理，高温酸化法がある．歯科用インプラント
には，既成アバットメントやパーツ，又インプラン
トそのものに陽極酸化処理されたものもすでにある．

（fig.7）

fig.7

ゴールド色からピンク色まで微妙な違いが出せる
陽極酸化処理法が審美領域での口腔インプラント症
例には最適であると考える．（fig.8-1～3）

fig.8-1



fig.8-2

fig.8-2　純チタン，チタン合金の材質や形状，容積，形態によ
る比較検討，およびそれに対する電圧，電流，時間の組み合わせ
の比較検討．

fig.8-3

fig.8-3　ガム色シェードガイドとの比較検討．

原理
まず，陽極酸化処理は色を塗るものではない．又，

金などのメッキでもない．電解液中で一定の電流を
一定の時間流すと表面のイオン交換でわずか数ミク
ロンの干渉性薄膜ができ上がる．その酸化皮膜の厚
さによって特定の色の光だけが強められ，それが黄
色，ゴールド，紫，ピンク等に人の目には見えると
いうことである．

酸化皮膜の表面に入ってきた光が酸化チタンの膜
に入って抜けるまでの振動数は波長と光が進んだ距
離で決まりそれは酸化チタンの皮膜の厚みと光の角
度で決まる．つまり，酸化チタンの皮膜の厚みを調
節する技術が陽極酸化処理技術である．

発色させたいチタンを陽極に固定し，水溶液に浸
し電圧をかけると，陰極から水素，陽極から酸素が
発生しチタンと結びつき表面に酸化チタンの皮膜を
形成する．この電圧と，浸漬時間，チタンの容積

（抵抗），によって皮膜の厚みをコントロールする．
このときチタンの持つ耐腐食性，生体親和性，は
まったく変化しない．しかし微妙な色を安定的に出

すには，電圧などのコントロールが大変微妙な調整
になるためその組み合わせは膨大なものとなる．

加工工程
　　１：アバットメントの調整
　　２：脱脂
　　３：酸洗
　　４：陽極酸化
酸洗には，フッ酸や，フッ酸・硝酸混合液などが

用いられる．電解液には，様々な水溶液，非水溶液，
溶融塩などが用いられる方法がある．今回は，10
～20％燐酸液中で陽極酸化した．（fig.9）

fig.9

色調の決定
ピンクといっても歯肉のピンク色は実に様々なバ

リエーションがある．患者一人ひとりの歯肉を透過
した場合のピンク色でないと臨床的ではないと考え
る．各個人にあったものを選択するにはシェードガ
イドを作るのが歯科においては一般的であり扱いや
すい．今回は５色のピンクシェードガイドを作り，
歯肉貫通部に実際に入れてみて歯肉を透過した最適
なピンクのチタンシェードガイドを選択するシステ
ムを考案した．その選択したシェードガイドの番手
と同じ条件を考慮した処理をチタンアバットメント
に陽極酸化処理する．（fig.10-1～6）
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fig.10-1

fig.10-1　チタンピンクシェードガイド．

臨床例21番：一宮市　墨尚先生（fig.10-2,3）

fig.10-2

fig.10-3

臨床例13，11，21，23番チタンアバットメ
ント．一宮市　墨尚先生．（fig.10-2,3）

fig.10-4

fig.10-5

fig.10-5　ピンク色陽極酸化処理後．

fig.10-6

fig.10-6　セット後18 month 経過．

問題点
陽極酸化処理に使う薬液は，フッ硝酸など劇薬を

使用する．作業には吸引しないように高性能な防護
マスク，拡散防止用のボックス，常時排気システム，
特殊フィルター等安全には充分な対策が必要となる．



使用中の注意は言うまでもないが廃液の処分にも充
分な配慮が必要となる．（fig.11）

fig.11

上部構造への新たな対処
上部構造がオールセラミックスの場合，アバット

メントの色調が強く反映してしまう．そこで歯肉貫
通部はピンク色，支台部分をゴールドにして内面か
ら明るくすることを試みた．（fig.12）

歯冠部はゴールド，歯肉貫通部はピンク色．

fig.12

考察
陽極酸化処理の皮膜は厚みが出ないのが利点では

あるが，逆に大変薄く研磨したり傷つけたりすれば
はがれてしまう．様々な後処理法が考案されている
が，絶対はがれないものはできない．

ラボにて陽極酸化できればはがれた場合もすぐに
着色できる利点がある．

メーカーで純正のアバットメントに窒化処理で
ゴールド色を施したが形態を少しだけ変えたくて
削った場合や，誤ってゴールド色に傷をつけてしま

いチタン色が出てしまった場合などでも，改めて陽
極酸化処理にてゴールド色にすることもできる．

まとめ
前歯部のインプラント補綴で審美を求めるための

選択は，様々な組み合わせが考えられ一概には言え
ないかもしれない．チタンの生体親和性，強度を生
かし，審美的にも満足のいくための一方法として陽
極酸化処理技術の効果が認められた．チタンアバッ
トメントの上部構造にオールセラミクスを選択した
場合，ＰＦＭと違い色調の透過が強くアバットメン
トの色の影響を受けやすい．この点はツートンカ
ラーの陽極酸化処理が有効である．しかし患者固有
の前歯部の色調には実に様々なものがあり，特にア
バットメントの形態によってはオールセラミックス
が透過する部分が大きかったりすると，臨在歯の明
度に合わせるには至難のわざと言える場合がある．
トータルに目的を達成するにはまだまだ研究が必要
である．
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