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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リン酸カルシウムまたは酸化チタンと高分子基材とが化学結合してなる複合体の表面の
少なくとも一部が、さらに自家細胞および／またはＥＳ細胞で被覆されてなるハイブリッ
ト複合体を表面に備える体内留置型医療用デバイスの製造方法であって、以下の（３）ま
たは（４）であることを特徴とする体内留置型医療用デバイスの製造方法：
（３）前記自家細胞および／またはＥＳ細胞を、前記複合体を含む液体培地が入った培
養容器中で、当該培養容器を回転させつつ培養してハイブリット複合体を取得し、当該ハ
イブリッド複合体を用いて体内留置型医療用デバイスを製造する工程を含む体内留置型医
療用デバイスの製造方法；
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（４）前記複合体を表面に備える体内留置型医療用デバイスを含む液体培地が入った培
養容器中で、前記自家細胞および／またはＥＳ細胞を培養する際に、当該体内留置型医療
用デバイスを回転させつつ培養する工程を含むことを特徴とする体内留置型医療用デバイ
スの製造方法。
【請求項２】
上記（３）において自家細胞および／またはＥＳ細胞と複合体とが接触しやすいような
角度で培養容器を回転させ、
上記（４）において自家細胞および／またはＥＳ細胞と体内留置型医療用デバイスとが
接触しやすいような角度で体内留置型医療用デバイスを回転させることを特徴とする請求
項１に記載の体内留置型医療用デバイスの製造方法。
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【請求項３】
上記（３）において５分から２時間間隔で培養容器を回転させつつ培養し、
上記（４）において５分から２時間間隔で体内留置型医療用デバイスを回転させつつ培
養することを特徴とする請求項１または２に記載の体内留置型医療用デバイスの製造方法
。
【請求項４】
上記体内留置型医療用デバイスが、経皮デバイス、腹膜透析用カテーテル、人工肛門、
人工膀胱、ステント、ステントグラフト、人工血管、シャント、人工心臓、ペースメーカ
ー、または人工靭帯である、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の体内留置型医療用
デバイスの製造方法。
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【請求項５】
上記自家細胞が、歯根膜細胞、骨髄細胞、線維芽細胞、血管内皮細胞、およびＥＳ細胞
からなる群より選ばれる物質、またはこれらの組み合わせであることを特徴とする請求項
１ないし４のいずれか１項に記載の体内留置型医療用デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、体内留置型医療用デバイス用の医療材料として利用可能な複合体であって、
迅速な細胞親和性および長期間細胞接着安定性を両立するハイブリット複合体、およびそ
の製造方法、並びにそれを用いた医療用材料に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
シリコーンゴムや、ポリウレタン等の高分子基材は、生体不活性、長期安定性、強度お
よび柔軟性等の特性を有しており、例えば経皮カテーテル用の医療用材料として広く用い
られている。しかし、上記例示の高分子基材は生体不活性であるために、上記例示の高分
子基材を医療用材料として用いる場合には、経皮部において生体組織との接着が起こらず
、皮膚のダウングロース（上皮組織がカテーテル表面に沿って内部へ陥入していく現象）
、および陥入部位における細菌感染の危険性が常に問題となっている。
【０００３】
一方、例えばハイドロキシアパタイト等のリン酸カルシウムは、生体活性材料として医
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療分野において広く用いられている。当該リン酸カルシウムは、単独、または無機材料や
有機材料と複合化させて医療分野に利用されている。上記リン酸カルシウムは、例えば、
経皮カテーテル等の部材として使用されている。
【０００４】
しかし、上記リン酸カルシウムは、脆く、成形性が悪く、および金属部材との結合性が
ない。従って、例えば、上記リン酸カルシウムを経皮カテーテルとして用いた場合には、
金属性部材とリン酸カルシウム端子との間隙から細菌感染が起こる可能性がある等の問題
があった。
【０００５】
そこで、このような問題を解消する手法の一つとして、例えば、上記高分子基材の表面
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にハイドロキシアパタイト等のリン酸カルシウムを修飾したリン酸カルシウム複合体を用
いることが提案されている。
【０００６】
そして、上記高分子基材の表面に、リン酸カルシウムを修飾する方法としては、具体的
には、例えば、ガラスとの複合化により修飾する方法（特許文献１参照）、生体模倣反応
を利用して修飾する方法（特許文献２参照）、交互浸漬法を利用して修飾する方法（特許
文献３参照）などが行われている。これらのリン酸カルシウムは、結晶構造がアモスファ
ス（非晶質）であり、生体内で溶解しやすく生体活性の持続が十分でないという問題点が
ある。
【０００７】
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また、高結晶性リン酸カルシウムラミックスを、高分子基材表面へ修飾する方法として
は、接着剤もしくは高分子基材を溶融することにより複合化する製造方法（特許文献４参
照）や、スパッタリングイオンビームを用いて修飾する方法（特許文献５参照）や、プラ
ズマ処理を用いて修飾する方法（特許文献６，７参照）、レーザーアブレーションを用い
て修飾する方法（特許文献５参照）などがあるが、これは高分子基材の物性を損なう恐れ
があり、スパッタリングイオンビーム法、プラズマ処理法、レーザーアブレーション法で
行われたものはリン酸カルシウム粒子が均一でなく、また単に吸着しているだけであるた
め基材と粒子との間の結合力は十分でなく、高分子基材からリン酸カルシウム粒子が剥離
する恐れがある。
【０００８】
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一方、酸化チタンは、白色顔料としての特性を利用して塗料、合成樹脂、インキ、製紙
、化学繊維等に混合・複合化されている。また、酸化チタンは、光触媒として脱臭材、防
汚材、抗菌・抗ウィルス・防カビ材、防曇材、水処理材、抗癌剤（材）等に用いられてい
る。また、上記酸化チタンは、化学的に極めて安定で毒性がない物質として知られている
。具体的には、例えば、１６ヶ月間飼料中に酸化チタンを添加して与えた動物試験（非特
許文献１参照）、皮下注射、粉末吸入を行なった動物試験（非特許文献２参照）において
も中毒症状が認められないことが報告されている。さらに、経口投与しても発癌性がない
ことが報告されている（非特許文献３参照）。
【０００９】
このような酸化チタンを医療用材料として使用したのものとしては、高い隠ぺい力によ

20

る歯科用レジンコンポジット充填剤（非特許文献４参照）や、光触媒効果による抗癌剤（
非特許文献５参照）、液体含有物非付着性カテーテルが提案されている。
【００１０】
そして、医療用材料として好適な、これら酸化チタンと上記高分子基材とを複合化させ
た酸化チタン複合体が提案されている。
【００１１】
上記酸化チタン複合体の製造方法としては、具体的には、例えば、すき込み、または、
溶融による混合がある。また、高分子基材の表面に酸化チタンをコーティングする方法と
しては、例えば、ディップ法、スピンコート法、スプレー法、スクリーン印刷法等がある
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。
【００１２】
しかしながら、上記製造方法によって製造された酸化チタン複合体では、高分子基材お
よび酸化チタンが本来有する性質が変化する、または、酸化チタンが高分子基材から剥離
するという問題点がある。
【００１３】
具体的には、すき込み、または、溶融によって製造された酸化チタン複合体の場合には
、製造過程において、本来酸化チタンまたは高分子基材が本来有する物性を損なう、また
は、物性が変化してしまう。
【００１４】
また、例えば、高分子基材の表面に、酸化チタンを上記コーティングする方法によって
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製造された酸化チタン複合体は、高分子基材の表面に酸化チタンを塗布しただけである、
つまり、酸化チタンを物理的に接着または吸着させている。従って、酸化チタンが高分子
基材の表面から簡単に剥離することとなる。このように、高分子基材から酸化チタンが簡
単に剥離してしまうと、酸化チタン複合体としての機能を発揮することができない。
【００１５】
従って、酸化チタンおよび高分子基材の本来有する物性を損なわせることなく、簡単、
かつ、高分子基材の表面に酸化チタンが強固に結合された、酸化チタン複合体およびその
製造方法が求められている。
【００１６】
以上の問題点を解決するために、本発明者らが開発した方法が、例えば特許文献８〜特
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許文献１０に開示されている。これらの技術は、リン酸カルシウムもしくは酸化チタンと
化学的に結合する活性基を有する低分子もしくは高分子鎖を高分子基材表面に化学修飾す
ることによって、化学結合を介してリン酸カルシウムもしくは酸化チタンと高分子基材と
の複合体形成させるという方法である。これらの方法により、上記問題点は解決された。
【特許文献１】特開昭６３−２７００６１号公報（公開日；１９８８年１１月８日）
【特許文献２】特開平７−３０３６９１号公報（公開日；１９９５年１１月２１日）
【特許文献３】特開２０００−３４２６７６号公報（公開日；２０００年１２月１２日）
【特許文献４】特開平１０−１５０６１号公報（公開日；１９９８年１月１０日）
【特許文献５】特開２００３−５２８０５号公報（公開日；２００３年２月２５日）
【特許文献６】特開平８−５６９６３号公報（公開日；１９９６年３月５日）
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【特許文献７】特開２００１−１９０６５３号公報（公開日；２００１年７月１７日）
【特許文献８】特開２００１−１７２５１１号公報（公開日；２００１年６月２６日）
【特許文献９】特開２００４−５１９５４号公報（公開日；２００４年２月１９日）
【特許文献１０】特開２００４−１４３４１７号公報（公開日；２００４年５月２０日）
【非特許文献１】L.Herget,Chem.Ztg.,82,793（1929）
【非特許文献２】L.Vernettiblinate,Riforma.Med.Naples,44,15,16（1928）
【非特許文献３】清野

学著、「酸化チタン−物性と応用技術」、技術堂出版株式会社、

ｐ８０
【非特許文献４】K.Yoshida,et al.,J.Biomed.Mater.Res.Appl.Biomater.,58,525（2001
20

）
【非特許文献５】R.Cai,et al.,Cancer Res.,52,2346(1992)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
ところで、経皮カテーテル等の体内留置型医療用デバイス、特に皮下組織、筋肉、血管
等の生体軟組織に用いられる医療用デバイスにおいては、当該医療用デバイスの埋植時に
おける親和性が迅速に行なわれることが特に重要である。なぜなら、医療用デバイスの埋
植から軟組織との接着までの期間に、細菌等による感染や医療用デバイスのズレが生じる
からである。よって、医療用デバイスの医療用材料に用いられる上記リン酸カルシウムと
高分子基材との複合体、および酸化チタンと基材との複合体としては、軟組織と迅速に接
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着する性質を有するものが好ましいといえる。
【００１８】
それゆえ本発明は、生体組織、特に軟組織と迅速に接着する性質を有するリン酸カルシ
ウムと基材との複合体、および酸化チタンと基材との複合体、並びに前記複合体の製造方
法、前記複合体を用いた医療用材料を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討を行なった結果、本発明を完成するに至
った。
【００２０】
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すなわち本発明にかかるハイブリット複合体は、上記課題を解決するために、リン酸カ
ルシウムまたは酸化チタンと基材とが化学結合してなる複合体の表面の少なくとも一部が
、さらに軟組織に対して親和性を有する軟組織親和性向上物質で被覆されていることを特
徴としている。
【００２１】
上記軟組織親和性向上物質は、軟組織に対して親和性を有するものであり、軟組織と迅
速に接着する物質である。よって、生体適合性が高いリン酸カルシウムまたは酸化チタン
と基材が化学結合してなる複合体の表面に、さらに当該軟組織親和性向上物質を被覆する
ことによって、さらに生体組織、特に軟組織との親和性が向上し、迅速に軟組織と接着す
ることができる。それゆえ、医療用デバイスの埋植初期に起こる細菌等による感染や、医
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療用デバイスのズレを予防することができるという効果を奏する。また本発明にかかるハ
イブリット複合体において、リン酸カルシウムまたは酸化チタンと基材が化学結合によっ
て複合体を形成しているため、埋植後の安定性はきわめて高いといえる。
【００２２】
また本発明にかかるハイブリット複合体は、上記課題を解決するために、上記軟組織親
和性向上物質が、自家細胞、ＥＳ細胞、細胞増殖因子、接着性タンパク質、および接着性
多糖類からなる群より選ばれる物質、またはこれらの組み合わせであってもよい。
【００２３】
自家細胞は、医療用材料が埋植される生体から採取した細胞であり、その生体組織（軟
組織）との親和性は特に高い。ＥＳ細胞は、生態に移植した環境に適合した細胞に形質転
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換する性質を示すため自家細胞と同様移植した場に対して親和性を示すので、軟組織に埋
殖した場合は、その細胞が軟組織と良好な親和性を示す。また、細胞増殖因子は、細胞の
接着・増殖を促進する効果があるためより効果的な親和性促進効果を発現するので、軟組
織に埋殖した場合は、その増殖因子が軟組織と良好な親和性を示す。さらに、接着性タン
パクおよび接着性多糖類は、細胞と直接接着する効果のあるため、より効果的な細胞親和
性促進効果を発現する。それゆえ本発明にかかるハイブリット複合体からなる医療用デバ
イスは、生体組織、特に軟組織との親和性が向上し、迅速に軟組織と接着することができ
る。それゆえ、医療用デバイスの埋植初期に起こる細菌等による感染や、医療用デバイス
のズレを予防することができるという効果を奏する。
【００２４】
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また本発明にかかるハイブリット複合体は、上記課題を解決するために、上記自家細胞
が、歯根膜細胞、骨髄細胞、線維芽細胞、血管内皮細胞、およびＥＳ細胞からなる群より
選ばれる物質、またはこれらの組み合わせであってもよい。
【００２５】
上記歯根膜細胞または、線維芽細胞、または血管内皮細胞は、軟組織を形成する細胞で
あり、また骨髄細胞、またはＥＳ細胞は、生体に移植した環境に適合する細胞に形質転換
するので軟組織に埋殖した場合軟組織と親和性を示す細胞である。それゆえ軟組織との親
和性が高い。以上の理由より本発明にかかるハイブリット複合体からなる医療用デバイス
は、生体組織、特に軟組織との親和性が向上し、迅速に軟組織と接着することができる。
それゆえ、医療用デバイスの埋植初期に起こる細菌等による感染や、医療用デバイスのズ
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レを予防することができるという効果を奏する。
【００２６】
また本発明にかかるハイブリット複合体は、上記課題を解決するために、上記細胞増殖
因子が、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）、肝細胞増
殖因子（ＨＧＦ）、および表皮成長因子（ＥＧＦ）からなる群より選ばれる物質、または
これらの組み合わせであってもよい。
【００２７】
上記線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、または血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）、また
は肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）、または表皮成長因子（ＥＧＦ）は、細胞の接着・増殖を促
進する効果があるためより効果的な親和性促進効果を発現する物質であるので、軟組織に
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埋殖することにより、特に軟組織との親和性が高くなる。それゆえ本発明にかかるハイブ
リット複合体からなる医療用デバイスは、生体組織、特に軟組織との親和性が向上し、迅
速に軟組織と親和することができる。それゆえ、医療用デバイスの埋植初期に起こる細菌
等による感染や、医療用デバイスのズレを予防することができるという効果を奏する。
【００２８】
また本発明にかかるハイブリット複合体は、上記課題を解決するために、上記接着性タ
ンパク質が、コラーゲン、ゼラチン、フィブリン、およびフィブロインからなる群より選
ばれる物質、またはこれらの組み合わせであってもよい。
【００２９】
上記コラーゲン、またはゼラチンまたはフィブリン、またはフィブロイン、またはグリ
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コサミノグリカン、もしくはペクチン、またはヒアルロン酸、またはコンドロイチン、ま
たはヒアルロン酸、またはコンドロイチン、またはキチン、またはキトサン、またはアル
ギン酸は、細胞と直接接着する効果のあるため、より効果的な細胞親和性促進効果を発現
する。それゆえ特に軟組織に埋殖した場合、軟組織と親和性が高くなるといえる。それゆ
え本発明にかかるハイブリット複合体からなる医療用デバイスは、生体組織、特に軟組織
との親和性が向上し、迅速に軟組織と接着することができる。それゆえ、医療用デバイス
の埋植初期に起こる細菌等による感染や、医療用デバイスのズレを予防することができる
という効果を奏する。
【００３０】
一方、本発明にかかるハイブリット複合体の製造方法は、リン酸カルシウムまたは酸化
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チタンと基材とが化学結合してなる複合体の表面の少なくとも一部が、さらに軟組織に対
して親和性を有する軟組織親和性向上物質で被覆させてなるハイブリット複合体の製造方
法であって、前記複合体に、前記軟組織親和性向上物質を被覆する被覆工程を含むことを
特徴としている。
【００３１】
上記被覆工程としては、例えば、軟組織親和性向上物質（自家細胞、ＥＳ細胞、細胞増
殖因子、接着性タンパク質、接着性多糖類）の溶液中に、上記ハイブリット複合体を添加
して撹拌し、複合体を回収すれば、リン酸カルシウムまたは酸化チタンと、基材が化学結
合してなる複合体の表面に、さらに軟組織親和性向上物質（自家細胞、ＥＳ細胞、細胞増
殖因子、接着性タンパク質、接着性多糖類）を被覆させてなるハイブリット複合体を製造
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することができる。また上記被覆工程としては、上記複合体の表面に、軟組織親和性向上
物質（自家細胞、ＥＳ細胞、細胞増殖因子、接着性タンパク質、接着性多糖類）を含む溶
液を噴霧してもよい。
【００３２】
また、本発明にかかるハイブリット複合体の製造方法は、リン酸カルシウム、または酸
化チタンと基材とが化学結合してなる複合体の表面の少なくとも一部が、さらに自家細胞
、および／またはＥＳ細胞で被覆させてなるハイブリット複合体の製造方法であって、前
記複合体を含む液体培地に、前記自家細胞、および／またはＥＳ細胞を接種し、培養する
培養工程を含むことを特徴としている。
【００３３】
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複合体を含む倍地中で、自家細胞等を培養することにより、複合体の表面に増殖した自
家細胞等が複合体の表面に吸着することとなる。それゆえリン酸カルシウムまたは酸化チ
タンと、基材が化学結合してなる複合体の表面に、さらに自家細胞、および／またはＥＳ
細胞を被覆させてなるハイブリット複合体を製造することができる。
【００３４】
一方、本発明にかかる医療用材料は、上記いずれかのハイブリット複合体を用いた医療
用材料である。
【００３５】
それゆえ、医療用材料を用いて医療用デバイスを製造すれば、医療用デバイスの埋植初
期に起こる細菌等による感染や、埋植部からのズレを予防することができるという効果を
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奏する。また本発明にかかる医療用材料を構成するハイブリット複合体において、リン酸
カルシウムまたは酸化チタンと基材が化学結合によって複合体を形成しているため、医療
用デバイス埋植後の安定性はきわめて高いといえる。
【発明の効果】
【００３６】
以上のごとく本発明によれば、生体内で安定性が高く、かつ生体組織、特に軟組織と迅
速に接着する性質を有するリン酸カルシウムと基材との複合体、および酸化チタンと基材
との複合体、並びに前記複合体の製造方法、前記複合体を用いた医療用材料を提供するこ
とができる。
【００３７】
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それゆえ、経皮デバイス等の医療用材料として用いることによって体細胞親和性が向上
することにより、短期間で経皮デバイス等と生体とが密着するため、細菌等の感染の可能
性を低減することができる。また人工血管において、本発明にかかるハイブリット複合体
を用いることにより、体細胞親和性が向上し、短期間で人工血管が接着するため、人工血
管留置部分からのズレる確率を低減することができる。さらには歯根膜細胞および骨髄細
胞等の自家細胞を医療用デバイスに被覆することにより、インプラント早期より医療用デ
バイスのズレ防止や創傷治癒効果を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
本発明の実施の形態について説明すれば、以下のとおりである。なお、本発明はこれに
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限定されるものではない。
【００３９】
〔本発明にかかるハイブリット複合体〕
本発明にかかるハイブリット複合体は、リン酸カルシウムまたは酸化チタンと基材とが
化学結合してなる複合体の表面の少なくとも一部が、さらに軟組織親和性向上物質で被覆
されていることを特徴としている。以下の説明では、「１．軟組織親和性向上物質」、「
２．リン酸カルシウムと基材が化学結合してなる複合体」、「３．酸化チタンと基材が化
学結合してなる複合体」、「４．本発明にかかるハイブリット複合体の製造方法」、「５
．本発明にかかるハイブリット複合体の利用」の項に分けて説明する。
【００４０】

20

なお、本発明の説明において「ハイブリット複合体」とは、リン酸カルシウムまたは酸
化チタンと基材とが化学結合してなる複合体の表面の少なくとも一部が、さらに軟組織親
和性向上物質で被覆されている物質のことを意味する。
【００４１】
＜１．軟組織親和性向上物質＞
ここで「軟組織親和性向上物質」とは、生体組織、特に軟組織に親和性を有する物質か
らなるものである。また「軟組織」とは、骨、歯、および各部臓器を除く体組織をさし、
支持組織や運動器などがこれに含まれ、皮下組織、筋肉、筋膜、腱、滑膜、真皮、漿膜な
どの間葉系組織からなる。骨髄、リンパ節、血球などの造血臓器は除外されるが、外肺葉
組織のうち末梢神経、交感神経や傍神経節などは含まれる。軟組織を形成する細胞として
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は、線維芽細胞、組織球、脂肪細胞、血管およびリンパ管内皮細胞、血管外皮細胞平滑筋
細胞、黄紋筋細胞、滑膜細胞、未分化間葉細胞、抹消神経細胞、Schwann細胞などである
。
【００４２】
上記「軟組織親和性向上物質」としては、特に限定されるものではないが、例えば自家
細胞、またはＥＳ細胞、または細胞増殖因子、または接着性タンパク質、または接着性多
糖類等が挙げられる。
【００４３】
ここで「自家細胞」とは、医療用デバイスが埋植される生体から採取した細胞のことを
意味する。例えば、本発明にかかるハイブリット複合体に用いる場合には、当該細胞を対
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象体(動物でもよい)から採取し、生体外で培養した細胞を対象体に戻すようなその細胞を
さす。培養条件等については特に限定されるものではなく、当該細胞に好適な条件を適宜
選択の上、採用すればよい。当該細胞が表面に被覆された医療用デバイスは、その生体組
織（軟組織）との親和性は高く、また免疫反応等が起こらないために好ましいといえる。
かかる自家細胞として利用可能な細胞としては、例えば、歯根膜細胞、骨髄細胞、線維芽
細胞、血管内皮細胞、ＥＳ細胞（embryonic stem cell line；胚性幹細胞）等が挙げられ
る。上記の細胞は、軟組織を形成する細胞もしくは軟組織に埋殖されたときその軟組織に
分化する細胞であるため、軟組織との親和性が特に高い。それゆえ、当該細胞が表面に被
覆された医療用材料は、その生体組織（軟組織）と迅速に接着することとなる。
【００４４】
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また、自家細胞でないＥＳ細胞（クローン胚：クローン胚とは、患者自身の体細胞の核
を取り出し、卵子の核と入れ替えたものことを意味する。 HYPERLINK "http://www.trc‑n
et.ne.jp/basics/i‑02.html" http://www.trc‑net.ne.jp/basics/i‑02.html参照。）も「
軟組織親和性向上物質」として利用可能である。ＥＳ細胞は、種々の細胞に分化すること
ができる未分化の細胞であり、当該細胞を埋植すればその軟組織二分化する。それゆえ、
軟組織との親和性は特に高いといえる。また増殖能力が高く、生体外において細胞を調製
することが容易であるために本発明にかかるハイブリット複合体を構成する「軟組織親和
性向上物質」として特に好ましいといえる。かかるＥＳ細胞の由来は、医療デバイスを埋
植する生体由来のもの用いる必要がある。すなわち、最終的に製造した医療デバイスをヒ
トの埋植する際は、ヒト由来のＥＳ細胞を用いる。なお、ＥＳ細胞は、米国ワイセル（Wi
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Cell）社等から入手可能である（読売新聞２００１年１１月３０日記事参照）。
【００４５】
また上記「軟組織親和性向上物質」として利用可能な「細胞増殖因子」としては、例え
ば、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、または血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）、または
肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）、または表皮成長因子（ＥＧＦ）等が挙げられる。例えば、血
管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）は、血管内皮が損傷すると、当該組織に付着して損傷箇
所を修復するという性質を有している。よって、上記細胞増殖因子は、軟組織細胞の接着
・増殖を促進する効果があるためより効果的な親和性促進効果を発現する物質であり、軟
組織との親和性が特に高い。それゆえ、「軟組織親和性向上物質」として好適である。
【００４６】

20

また上記「軟組織親和性向上物質」として利用可能な「接着性タンパク質」としては、
例えば、コラーゲン、またはゼラチン、またはフィブリン、またはフィブロイン等が挙げ
られ、「接着性多糖類」として、グリコサミノグリカン、またはペクチン、またはヒアル
ロン酸、またはコンドロイチン、またはキチン、またはキトサン、またはアルギン酸等が
挙げられる。また上記物質の部分分解物、酸化物、アルキレンオキシド付加物、カルボキ
シメチル化物および架橋体であってもよい。上記接着性タンパク質および接着性多糖類は
、細胞が生体と接着する際に分泌するタンパクおよび多糖類である。それゆえ、当該接着
性タンパクおよび多糖類は、生体組織、特に軟組織との親和性が高いために「軟組織親和
性向上物質」として好適である。上記「接着性タンパク質」および「接着性多糖類」は、
市販品を入手して使用すればよい。また必要に応じて、分解、化学修飾等を行って使用し
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てもよい。
【００４７】
なお本発明にかかるハイブリット複合体は、リン酸カルシウムまたは酸化チタンと基材
とが化学結合してなる複合体の表面の少なくとも一部が、さらに上記「軟組織親和性向上
物質」で被覆されているものであるが、複合体の表面に被覆する「軟組織親和性向上物質
物質」は、上記例示した種々の物質の１つに限られるものではなく、種々組み合わせて被
覆した態様であってもよい。軟組織親和性向上物質を、リン酸カルシウムまたは酸化チタ
ンと、基材が化学結合してなる複合体の表面に被覆する方法については後述する。
【００４８】
＜２．リン酸カルシウムと基材が化学結合してなる複合体＞
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以下に、リン酸カルシウムと基材が化学結合してなる複合体（以下リン酸カルシウム複
合体という）について説明する。なお以下の説明においては、リン酸カルシウムのうち特
にリン酸カルシウム焼結体と基材とが化学結合した場合について説明するが、本発明にお
いてリン酸カルシウムは、焼結体であっても、アモルファス（非晶質）であってもよい。
ただし、生体内での安定性が高いという理由からは焼結体の方が好ましいといえる。
【００４９】
まず、基材と複合体を形成するリン酸カルシウム焼結体について説明する。上記リン酸
カルシウム焼結体（リン酸カルシウムセラミックスとも呼ばれる）とは、アモルファス（
非晶質）のリン酸カルシウムと比べた場合に結晶性が高いリン酸カルシウムを示している
。具体的には、リン酸カルシウム焼結体は、アモルファス（非晶質）のリン酸カルシウム
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を焼結させることにより得られる。そして、上記リン酸カルシウム焼結体は、該リン酸カ
ルシウム焼結体自体の表面に、カルシウムイオン（Ｃａ2+）、リン酸イオン（ＰＯ42‑）
および水酸化物イオン（ＯＨ‑）の少なくとも何れか１つのイオンを有している。
【００５０】
また、リン酸カルシウム焼結体の１つの結晶面には、少なくともリン酸イオンまたはカ
ルシウムイオンが存在する。具体的には、リン酸カルシウムの結晶面によって存在するイ
オンは異なり、互いに異なる結晶面に、カルシウムイオンおよびリン酸イオンが存在して
いる。また、上記リン酸カルシウム焼結体に水酸化物イオンが含まれている場合には、該
水酸化物イオンは、上記カルシウムイオンまたはリン酸イオンが存在している結晶面の少
なくとも１つの結晶面に存在することとなる。
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【００５１】
上記リン酸カルシウム焼結体としては、具体的には、例えば、ハイドロキシアパタイト
焼結体（Ｃａ10（ＰＯ4）6（ＯＨ）2）、トリリン酸カルシウム（β（α）−トリリン酸
カルシウム（Ｃａ3（ＰＯ4）2））、メタリン酸カルシウム（Ｃａ（ＰＯ3）2）、Ｃａ10
（ＰＯ4）6Ｆ2、Ｃａ10（ＰＯ4）6Ｃｌ2等が挙げられる。なお、上記リン酸カルシウムは
、湿式法や、乾式法、加水分解法、水熱法等の公知の製造方法によって、人工的に製造さ
れたものであってもよく、また、骨、歯等から得られる天然由来のものであってもよい。
また、上記リン酸カルシウム焼結体には、リン酸カルシウム水酸イオンおよび／またはリ
ン酸イオンの一部が炭酸イオン、塩化物イオン、フッ化物イオン等で置換された化合物等
が含まれていてもよい。
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【００５２】
ここで、上記リン酸カルシウム焼結体の製造方法について説明する。本実施の形態にか
かるリン酸カルシウム焼結体は、アモルファスのリン酸カルシウムを焼結させることによ
り得ることができる。具体的には、上記例示のリン酸カルシウムを８００℃〜１３００℃
の温度範囲内で所定時間焼結させることにより、リン酸カルシウム焼結体を得ることがで
きる。上記リン酸カルシウムを焼結させることによって、結晶性を高めることができ、例
えば、生体内に導入した場合における溶解性を小さくすることができる。このリン酸カル
シウム焼結体の結晶化の度合いは、Ｘ線回折法（ＸＲＤ）により、測定することができる
。具体的には、リン酸カルシウム複合体の各結晶面を示すピークの半値幅が狭ければ狭い
ほど結晶性が高い。
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【００５３】
上記リン酸カルシウムを焼結させる焼結温度の下限値としては、６５０℃以上がより好
ましく、８００℃以上がさらに好ましく、１０００℃以上が特に好ましい。焼結温度が６
５０℃よりも低いと、焼結が十分でない場合がある。一方、焼結温度の上限値としては、
１３００℃以下がより好ましく、１２５０℃以下がさらに好ましく、１２００℃以下が特
に好ましい。焼結温度が１３００℃よりも高いと、後述する基材が有する官能基と直接化
学結合することが困難になる場合がある。従って、焼結温度を、上記範囲内とすることに
より、生体内で溶解し難く（結晶性が高く）、かつ、基材が有する官能基と直接化学結合
することができるリン酸カルシウム焼結体を製造することができる。また、焼結時間とし
ては、特に限定されるものではなく、適宜設定すればよい。
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【００５４】
また、例えば、リン酸カルシウム焼結体を構成する材料として、ハイドロキシアパタイ
ト焼結体またはβ−トリリン酸カルシウムを用いる場合、該ハイドロキシアパタイト焼結
体またはβ−トリリン酸カルシウムは、生体組織との親和性および生体環境における安定
性が優れているために、医療用材料として好適である。また、ハイドロキシアパタイト焼
結体は、生体内で溶解し難い。従って、例えば、上記ハイドロキシアパタイト焼結体を用
いてリン酸カルシウム複合体を製造した場合には、生体内で長期間、生体活性を維持する
ことができる。
【００５５】
本実施の形態にかかるリン酸カルシウム焼結体は、粒子状であることがより好ましい。
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より詳細には、上記リン酸カルシウムの粒子径の下限値としては、０．００１μｍ以上が
より好ましく、０．０１μｍ以上がさらに好ましい。上記粒子径が０．００１μｍよりも
小さいと、リン酸カルシウムと基材との複合体を生体に埋入した場合に、基材の表面に結
合されているリン酸カルシウムが溶出してしまい、生体適合性が損なわれる恐れがある。
【００５６】
一方、上記リン酸カルシウムの粒子径の上限値としては、１０００μｍ以下であること
がより好ましく、１００μｍ以下であることがさらに好ましい。上記粒子径が１０００μ
ｍよりも大きいと、リン酸カルシウムと基材との結合が相対的に弱くなり、リン酸カルシ
ウムと基材との複合体を生体に埋入した場合に破損する恐れがある。
【００５７】

10

また、リン酸カルシウム焼結体は、上記リン酸カルシウムの焼結温度およびリン酸カル
シウム焼結体の粒子径を制御することにより、例えば、得られたリン酸カルシウム複合体
を生体内に埋入させたとき、リン酸カルシウム焼結体の溶出速度を制御することができる
。つまり、上記焼結温度および上記粒子径を制御することにより、用途に応じた、リン酸
カルシウムと基材との複合体の物性を設計することができる。
【００５８】
（基材）
本実施の形態にかかる基材としては、高分子基材が好ましく、医療用高分子がさらに好
ましく、有機高分子が特に好ましい。上記基材としては、具体的には、例えば、シリコー
ンポリマー（シリコーンゴムであっても良い）、ポリエチレングリコール、ポリアルキレ
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ングリコール、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、ポリアミド、ポリウレタン、ポリスルフォ
ン、ポリエーテル、ポリエーテルケトン、ポリアミン、ポリウレア、ポリイミド、ポリエ
ステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリアクリル酸
、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリロニトリル、ポリスチレン、
ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル等の合成高分子；セルロース、アミロース、アミ
ロペクチン、キチン、キトサン等の多糖類、コラーゲン等のポリペプチド、ヒアルロン酸
、コンドロイチン等のムコ多糖類等、シルクフィブロイン等の天然高分子等が挙げられる
。上記例示の基材のうち、長期安定性、強度および柔軟性等の特性が優れている点で、シ
リコーンポリマー、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレン、または、シルクフィブ
ロインが好適に使用される。
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【００５９】
また、上記例示の基材の代わりに、具体的には、例えば、医療用材料として好適に使用
することができる、酸化チタン等の無機材料の基材を使用することもできる。従って、本
発明における基材とは、上記酸化チタン等の無機材料からなる基材も含むものとする。
【００６０】
また、例えば、上記有機高分子と上記無機材料とを組み合わせて基材としてもよい。
【００６１】
本実施の形態にかかる基材の表面には、リン酸カルシウムと化学結合することができる
官能基を有している。
【００６２】

40

ハイドロキシアパタイトまたはその焼結体の場合、これらハイドロキシアパタイトまた
はその焼結体は、イソシアネート基およびアルコキシシリル基からなる群より選ばれる少
なくとも１つの官能基と化学結合することが可能である。つまり、基材が有する官能基と
して、イソシアネート基およびアルコキシシリル基からなる群より選ばれる少なくとも１
つの官能基を有している場合には、この基材とハイドロキシアパタイト焼結体とを化学結
合させることができる。なお、上記アルコキシシリル基とは、Ｓｉ−ＯＲを含む基を示し
ている。つまり、本実施の形態において、アルコキシシリル基には、≡Ｓｉ−ＯＲ，＝Ｓ
ｉ−（ＯＲ）2，−Ｓｉ−（ＯＲ）3等が含まれる。なお、上記≡および＝は、三重結合、
二重結合のみを示すものではなく、それぞれの結合の手が、異なる基と結合していてもよ
い。従って、例えば、−ＳｉＨ−（ＯＲ）2や−ＳｉＨ2−（ＯＲ）等もアルコキシシリル
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基に含まれる。また、上記Ｓｉ−ＯＲのＲとは、アルキル基または水素を示している。
【００６３】
上記基材表面の官能基は、基材自体が有する官能基であってもよく、また、基材表面を
、例えば、酸・アルカリ処理、コロナ放電、プラズマ照射、表面グラフト重合等の公知の
手段によって、上記基材を改質することにより導入されたものであってもよい。
【００６４】
また、上記官能基を導入するために、基材に活性基を導入し、この活性基を用いて官能
基を導入してもよい。
【００６５】
そして、上記官能基を有する基材と、リン酸カルシウム焼結体とを反応させることによ

10

りリン酸カルシウム複合体を得ることができる。なお、リン酸カルシウム複合体の製造方
法については後述する。
【００６６】
そして、本実施の形態にかかるリン酸カルシウム複合体が例えば、ハイドロキシアパタ
イト複合体である場合、基材の表面に、ハイドロキシアパタイト焼結体が化学結合されて
いる。具体的には、ハイドロキシアパタイト焼結体に存在する水酸基（−ＯＨ）と、上記
基材または表面修飾したリンカーが有するイソシアネート基（―ＮＣＯ）またはアルコキ
シシリル基とが、直接、化学結合している。上記基材のアルコキシシリル基が−Ｓｉ≡（
ＯＲ）3である場合、ハイドロキシアパタイト焼結体と基材との間には、化学式（１）に
示すような結合が存在することとなる。

20

【００６７】
【化１】

【００６８】
（ただし、上記Ｘは基材を示し、Ｙはハイドロキシアパタイト焼結体を示す）
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上記の場合、基材が備えている１つの（−Ｓｉ≡（ＯＲ）3）に対して、ハイドロキシ
アパタイト焼結体の３個の水酸基が反応していることとなる。従って、例えば、アルコキ
シシリル基の数が少ない基材であっても、ハイドロキシアパタイト焼結体を多く結合させ
ることができる。従って、基材にアルコキシシリル基を導入する場合には、この導入する
アルコキシシリル基の数を、従来と比べて、減らすことができる。なお、上記化学式（１
）のケイ素原子（Ｓｉ）は、基材が有するアルコキシシリル基の一部である。具体的には
、上記ケイ素原子は、表面修飾したグラフト鎖の一部でもよく、高分子鎖が有するアルコ
キシシリル基の一部でもよい。また、上記化学式（１）の酸素原子（Ｏ）は、基材が有す
るアルコキシシリル基の一部、または、ハイドロキシアパタイト焼結体が有する水酸基の
一部である。また、上記化学式（１）のＸとＳｉとの間は、高分子鎖で結合されていても
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よく、低分子鎖で結合されていてもよく、直接結合していてもよい。
【００６９】
また、上記官能基がイソシアネート基の場合には、ハイドロキシアパタイト焼結体と基
材とは、ウレタン結合で化学結合されている。
【００７０】
リン酸カルシウム複合体においては、基材におけるリン酸カルシウムの結合量（吸着率
）が５重量％以上であることが好ましい。さらには上記結合量としては、７重量％以上が
より好ましく、１０重量％以上がさらに好ましく、１２重量％以上が特に好ましい。上記
結合量が５重量％以上とすることにより、上記リン酸カルシウム複合体を、例えば、経皮
端子等の医療用材料に用いた場合に、高い生体適合性を示すことができる。
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【００７１】
（リン酸カルシウム複合体の製造方法）
ここで、本実施の形態にかかるリン酸カルシウム複合体の製造方法について説明する。
本実施の形態にかかるリン酸カルシウム複合体の製造方法は、リン酸カルシウムが、基材
粒子が有する官能基と化学結合してなるリン酸カルシウム複合体の製造方法であって、上
記リン酸カルシウムと化学結合可能な官能基を有し、かつ、基材粒子と反応可能な官能基
含有化合物を、基材粒子と反応させることにより、上記基材粒子に、上記官能基を導入す
る導入工程と、上記導入工程にて官能基が導入された基材粒子と未反応の官能基化合物と
を分離する分離工程と、上記基材粒子に導入された官能基と、上記リン酸カルシウムとを
反応させる反応工程とを含む方法である。また、上記製造方法において、上記導入工程の
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前に、基材を粒子状に形成する形成工程を行ってもよい。これについて以下に説明する。
なお、以下の説明では、リン酸カルシウムがハイドロキシアパタイト焼結体であり、基材
がシルクフィブロインであり、上記基材にイソシアネート基および／またはアルコキシシ
リル基を導入する場合について説明する。
【００７２】
（形成工程）
形成工程では、基材を粒子状に形成する。具体的には、基材を長軸方向の長さが１ｃｍ
〜１μｍの範囲内であり、短軸方向の長さが１ｍｍ〜１ｎｍの範囲内である柱状または球
状の粒子形状にする。上記基材を粒子状にする形成する方法としては、例えば、基材がシ
ルクフィブロイン繊維の場合には、上記範囲内となるように上記繊維を切断すればよい。
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【００７３】
（導入工程）
導入工程では、リン酸カルシウムと反応可能な官能基（化学結合可能な官能基）を基材
粒子（以下、単に基材と称する場合がある）に導入する。この導入工程では、リン酸カル
シウムの種類および、リン酸カルシウムと基材との間に生成される化学結合の種類によっ
て、反応条件等が異なる。
【００７４】
上記基材に、イソシアネート基および／またはアルコキシシリル基（官能基）を導入す
る方法としては、公知の方法により行なえばよく、特に限定されるものではないが、例え
ば、分子末端に、反応性官能基を有するシランカップリング剤等を用いることにより、基
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材に上記官能基を導入することができる。
【００７５】
ここで、基材にアルコキシシリル基を導入する方法の１つとして、シランカップッリン
グ剤を用いて導入する方法について説明する。なお、基材にアルコキシシリル基を導入す
る方法は、この方法に限定されるものではなく、種々の方法を採用することができる。
【００７６】
シランカップリング剤は、化学式〔２〕に示すような化学構造をしている。
〔化２〕
Ｚ−Ｓｉ≡（ＯＲ）3

・・・（２）

上記Ｚは、各種合成樹脂等の有機材料（基材）と化学結合することができる反応性官能
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基であればよく、具体的には、例えば、ビニル基、エポキシ基、アミノ基、（メタ）アク
リロキシ基、メルカプト基等が挙げられる。また、上記ＯＲは、ハイドロキシアパタイト
焼結体と化学結合することができるものであればよく、具体的には、例えば、メトキシ基
、エトキシ基等が挙げられる。また、上記化学式（２）中の反応性官能基であるＺとＳｉ
とは、高分子鎖で結合されていてもよく、低分子鎖で結合されていてもよく、直接結合さ
れていてもよい。
【００７７】
すなわち、上記シランカップリング剤としては、具体的には、例えば、ビニルトリクロ
ルシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン等のビニル系シランカ
ップリング剤；β−（３，４エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ−
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グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ−グリシドキシプロピルメチルジエトキシ
シラン、γ−グリシドキシプロピルトリエトキシシラン等のエポキシ系シランカップリン
グ剤；ｐ−スチリルトリメトキシシラン等のスチリル系シランカップリング剤；γ−メタ
クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシ
シラン、γ−メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ−メタクリロキシプロ
ピルトリエトキシシラン等のメタクリロキシ系シランカップリング剤；γ−アクリロキシ
プロピルトリメトキシシラン等のアクリロキシ系シランカップリング剤；Ｎ−β（アミノ
エチル）γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ−β（アミノエチル）γ−アミノプ
ロピルメチルジメトキシメトキシシラン、Ｎ−β（アミノエチル）γ−アミノプロピルト
リエトキシシラン、γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、γ−アミノプロピルトリエ
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トキシシラン、γ−トリエトキシ−Ｎ−（１，３−ジメチル−ブチリデン）プロピルアミ
ン、Ｎ−フェニル−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ−（ビニルベンジル）−
β−アミノエチル−γ−アミノプロピルトリメトキシシランの塩酸塩、特殊アミノシラン
等のアミノ系シランカップリング剤；γ−ウレイドプロピルトリエトキシシラン等のウレ
イド系シランカップリング剤；γ−クロロプロピルトリメトキシシラン等のクロロプロピ
ル系シランカップリング剤；γ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ−メルカプ
トプロピルメチルジメトキシシラン等のメルカプト系シランカップリング剤；ビス（トリ
エトキシプロピル）テトラスルフィド等のスルフィド系シランカップリング剤；γ−イソ
シアネートプロピルトリエトキシシラン等のイソシアネート系シランカップリング剤等が
挙げられる。上記例示のシランカップリング剤のうち、重合性モノマーであるという点で
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、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシランがより好ましい。上記シランカップリ
ング剤は、基材の種類、および、基材表面に活性基（後述する）が導入されている場合に
は、この活性基の種類等によって適宜選択すればよい。
【００７８】
上記シランカップリング剤を用いて、基材にアルコキシシリル基を導入する方法として
は、具体的には、例えば、コロナ処理を施した基材に、末端に反応性官能基を有するシラ
ンカップリング剤を直接導入してもよい。また、界面活性剤と過酸化系開始剤とを用いて
基材からプロトン（水素原子）を引き抜いてラジカルを発生させることにより、上記官能
基を有する非水溶性モノマーを基材に、直接、グラフト重合させることができる。この方
法を用いることにより、基材に上記官能基を、直接、導入することができる。
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【００７９】
また、基材にアルコキシシリル基を導入する方法としては、例えば、基材に予め、上記
シランカップリング剤が有する反応性官能基と反応することができる活性基を導入してお
き、この活性基とシランカップリング剤の反応性官能基とを反応させることにより、基材
にアルコキシシリル基を導入してもよい。なお、上記活性基とは、具体的には、例えば、
ビニル基、アミノ基等が挙げられるが、特に限定されるものではなく、上記シランカップ
リング剤の反応性官能基（上記化学式（２）のＺ）の種類に応じて適宜設定すればよい。
【００８０】
ここで、基材としてシルクフィブロイン（繊維）を用い、このシルクフィブロインに活
性基であるビニル基を導入しておき、このビニル基とシランカップリング剤の反応性官能
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基とを反応させることにより、基材にアルコキシシリル基を導入する方法の具体的条件に
ついて説明する。
【００８１】
まず、基材に活性基を導入する工程（活性基導入工程）について説明する。基材にビニ
ル基を導入するには、例えば、基材と、活性基含有化合物とを、触媒、重合禁止剤および
溶媒の混合溶液中で反応させればよい。
【００８２】
上記活性基含有化合物としては、具体的には、例えば、２−メタクリロイルオキシエチ
ルイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート等が挙げられる。上記溶媒としては
、極性溶媒が好ましく、例えば、脱水ジメチルスルホキシド、脱水ジメチルホルムアミド
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等が好適に使用される。重合禁止剤は、基材に導入された活性基同士、および、活性基含
有化合物同士が重合しないために添加する。上記重合禁止剤としては、例えば、ヒドロキ
ノン等が挙げられる。触媒としては、例えば、ジブチルチン（IV）ジラウレート等が挙げ
られる。
【００８３】
上記活性基含有化合物の添加量の下限値としては、基材に対して、１０重量％以上がよ
り好ましく、５０重量％以上がさらに好ましく、１００重量％以上が特に好ましい。上記
添加量が１０重量％よりも少ないと、基材に、十分な量の活性基が導入されない場合があ
る。一方、上記添加量の上限値としては、基材に対して、５００重量％以下がより好まし
く、４００重量％以下がさらに好ましく、３００重量％以下が特に好ましい。上記添加量
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が５００重量％よりも多いと経済的でない。
【００８４】
そして、反応温度の下限値としては、３０℃以上がより好ましく、４０℃以上がさらに
好ましく、４５℃以上が特に好ましい。上記反応温度が３０℃よりも低ければ、反応が十
分に起こらず、基材に活性基が導入されない場合がある。一方、反応温度の上限値として
は、１００℃以下がより好ましく、８０℃以下がさらに好ましく、６０℃以下が特に好ま
しい。反応温度が１００℃よりも高いと、基材に導入された活性基同士が反応する恐れが
ある。また、基材が劣化する場合もある。なお、反応時間は、反応温度等により適宜設定
すればよい。以上のような条件で反応させることにより、基材に活性基を簡単に導入する
ことができる。
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【００８５】
基材に対する活性基の導入率（重量％）の下限値としては、０．１重量％以上がより好
ましく、１．０重量％以上がさらに好ましく、２．０重量％以上が特に好ましい。導入率
が０．１重量％よりも少ないと、基材に導入されるアルコキシシリル基の数が少なくなり
、ハイドロキシアパタイト複合体を製造することができなくなる恐れがある。一方、導入
率の上限値としては、３０重量％以下がより好ましく、２５重量％以下がさらに好ましく
、２０重量％以下が特に好ましい。上記導入率が３０重量％よりも多いと、基材に導入さ
れた活性基の数が多くなり、この活性基同士が反応する場合がある。
【００８６】
次に、基材の活性基と、末端に反応性官能基を有するシランカップリング剤とを重合す
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ることにより、基材にアルコキシシリル基を導入する。
【００８７】
上記シランカップリング剤としては、末端の反応性官能基が、基材に導入された活性基
と重合することができるものであればよく、特に限定されるものではないが、活性基とし
てビニル基を導入した場合には、上記メタクリロキシ系シランカップリング剤である例え
ば、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン等を好適に使用することができる。
【００８８】
そして、上記シランカップリング剤と活性基が導入された基材とを、重合開始剤、溶媒
の存在下で重合させることにより、基材にアルコキシシリル基を導入することができる。
【００８９】

40

上記溶媒としては、トルエン、ヘキサン等の炭化水素系溶媒等の無極性の有機溶媒が好
適に使用される。
【００９０】
また、重合開始剤としては、例えば、アゾビスイソブチロニトリル、過酸化ベンゾイル
等を用いればよい。
【００９１】
上記シランカップリング剤の使用量（添加量）の下限値としては、上記活性基が導入さ
れた基材に対して、１０重量％以上がより好ましく、５０重量％以上がさらに好ましく、
１００重量％以上が特に好ましい。上記使用量が１０重量％よりも少ないと、十分なハイ
ドロキシアパタイト焼結体と反応するだけのアルコキシシリル基を導入することができな
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い場合がある。一方、上記使用量の上限値としては、５００重量％以下がより好ましく、
４００重量％以下がさらに好ましく、３００重量％以下が特に好ましい。上記使用量が５
００重量％よりも多いと、経済的でない。
【００９２】
また、重合は、窒素雰囲気下で行なうことがより好ましい。重合温度の下限値としては
、４０℃以上がより好ましく、４５℃以上がさらに好ましく、５０℃以上が特に好ましい
。重合温度が４０℃よりも低いと、重合が十分に起こらず、基材に官能基が導入されない
場合がある。一方、重合温度の上限値としては、８０℃以下がより好ましく、７５℃以下
がさらに好ましく、７０℃以下が特に好ましい。重合温度が８０℃よりも高いと、基材が
劣化する場合がある。なお、重合時間としては、所望の導入率（基材に官能基が導入され
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る割合）となるように適宜設定すればよい。
【００９３】
また、基材に対する上記官能基の導入率（重量％）の下限値としては、０．１重量％以
上がより好ましく、１重量％以上がさらに好ましい。ここで、導入率とは、基材の単位重
量あたりに導入されたシランカップリング剤の重量の割合である。上記導入率が０．１重
量％以上であれば、上記基材に、生体適合性を発現することができる十分な量の、ハイド
ロキシアパタイト焼結体を結合させることができる。一方、上記導入率の上限値としては
、特に限定されるものではないが、上記導入率が１００重量％よりも高いと、基材に結合
するハイドロキシアパタイト焼結体の量が多くなりすぎ、経済的でない場合がある。
【００９４】
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なお、基材に、アルコキシシリル基を導入する方法としては、上記説明の方法に限定さ
れるものではなく、種々の方法を用いることができる。また、上記反応条件については、
基材、活性基含有化合物およびシランカップリング剤の種類等によって、適宜設定される
ものであり、特に限定されるものではない。このようにして、基材の表面に官能基を導入
することができる。
【００９５】
ここで、上記アルコキシシリル基を導入する別の方法について説明する。具体的には、
アルコキシシリル基を有するシランカップリング剤と、基材とを反応させることにより、
基材に、アルコキシシリル基を直接導入する方法である。
【００９６】
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まず、上記シランカップリング剤と界面活性剤とを混合しておく。そして、この混合物
を基材と開始剤とが含まれている水溶液中に加えて反応させる。これにより、基材にアル
コキシシリル基を直接導入することができる。上記方法により、基材にアルコキシル基を
導入する場合には、水溶液中で反応させることができるので、アルコキシシリル基が導入
された基材の生体に対する安全性をより向上させることができる。
【００９７】
上記アルコキシシリル基を基材に直接導入する方法において用いられる界面活性剤とし
ては、具体的には、例えば、ペンタエチレングリコールドデシルエーテル、ヘキサエチレ
ングリコールモノドデシルエーテル、ノニルフェニルポリオキシエチレン、ポリオキシエ
チレン（１０）オクチルフェニルエーテル、ドデシル−β−グルコシド等の非イオン性界
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面活性剤等が挙げられる。また、上記開始剤としては、具体的には、例えば、過硫酸アン
モニウム、過硫酸カリウム（ペルオキソ二酸カリウム）等が挙げられる。また、反応溶媒
としては、水、アルコール等が好適に用いられる。
【００９８】
また、上記アルコキシシリル基を直接導入する方法において、使用する界面活性剤の量
としては、シランカップリング剤に対して、１．０〜５０．０重量％の範囲内がより好ま
しく、１０．０〜２５．０重量％の範囲内がさらに好ましい。界面活性剤を上記の範囲内
で使用することにより、シランカップリング剤が有するアルコキシシリル基を水やアルコ
ール等から保護することができる。
【００９９】
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つまり、上記アルコキシシリル基を直接導入する方法においては、アルコキシシリル基
を一時的に界面活性剤で保護しておき、この保護されたアルコキシシリル基と基材とを反
応させることにより、基材にアルコキシシリル基を直接導入することができる。
【０１００】
なお、上記アルコキシシリル基を直接導入する方法における、その他の反応条件（例え
ば、基材に対する添加量）等については、上記官能基がアルコキシシリル基の場合と同様
であり、詳細な説明は省略する。
【０１０１】
次に、上記官能基がイソシアネート基である場合について説明する。イソシアネート基
を末端に有するモノマーと基材と重合させて、基材にイソシアネート基を導入する場合に

10

は、イソシアネート基が反応溶媒中の活性水素と反応して失活する恐れがあるために、脱
水ジメチルスルホキシド、脱水ジメチルホルムアミド等の脱水溶媒中で反応させることが
好ましい。
【０１０２】
また、活性水素を有する、水またはアルコール中で、末端にイソシアネート基有するモ
ノマーを基材と反応させる場合には、上記イソシアネート基が上記活性水素と反応するた
め、イソシアネート基を保護する必要がある。具体的には、例えば、上記イソシアネート
基を、フェノール、イミダゾール、オキシム、Ｎ−ヒドロキシイミド、アルコール、ラク
タム、活性メチレン複合体等のブロック剤を用いて、保護することにより重合を行なうこ
とができる。イソシアネート基を保護している上記ブロック剤は、加熱することにより脱
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離させることができる。従って、イソシアネート基を有するモノマーをブロック剤で保護
して、基材と重合させた後に、加熱することにより、基材にイソシアネート基を導入する
ことができる。
【０１０３】
上記ブロック剤として、例えば、フェノールを用いた場合、１１０〜１２０℃の範囲内
で加熱することにより、イソシアネート基を保護しているブロック剤を脱離させることが
できる。また、ブロック剤として、例えば、イミダゾールを用いた場合には１１０〜１３
０℃の範囲内、オキシムを用いた場合には１３０〜１５０℃の範囲内で加熱することによ
り、上記ブロック剤を脱離させることができる。上記ブロック剤としては、具体的には、
例えば、メチルサリチレート、メチル−ｐ−ヒドロキシベンゾエート等のフェノール含有
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化合物；イミダゾール；メチルエチルケトキシム、アセトンオキシム等のオキシム含有化
合物等が挙げられる。また、基材の種類によっては、例えば、Ｎ−ヒドロキシフタルイミ
ド、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミド等のＮ−ヒドロキシイミド含有化合物；メトキシプロ
パノール、エチルヘキサノール、ペントール、エチルラクテート等のアルコール含有化合
物；カプロラクタム、ピロリジノン等のラクタム含有化合物；エチルアセトアセテート等
の活性メチレン化合物等を使用してもよい。
【０１０４】
なお、上記官能基としてイソシアネートを用いた場合における、その他の反応条件（例
えば、基材に対する添加量）等については、上記アルコキシシリル基を基材に直接導入す
る方法の場合と同様であり、詳細な説明は省略する。
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【０１０５】
また、上記無機化合物が酸化チタンであり、基材にアルコキシシリル基および／または
イソシアネート基を導入する場合には、上記反応条件によって官能基を導入すればよく、
詳細な説明は省略する。
【０１０６】
（分離工程）
分離工程では、上記導入工程にて官能基が導入された基材粒子と未反応の官能基含有化
合物とを分離する。官能基含有化合物は、反応性の高い官能基および基材と反応すること
ができる反応基を有しているので、例えば、官能基同士または反応基同士が反応すること
がある。つまり、上記導入工程にて使用された官能基含有化合物のうち、一部は、基材粒
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子に導入されることになり、残りは、反応しないで残ったり、官能基含有化合物同士が反
応することがある。つまり、上記導入工程の後、反応溶液（導入工程後の分散液）には、
副生成物が存在している。そこで、分離工程では、これら副生生物を分離する。
【０１０７】
具体的には、まず、上記反応溶液をフィルター（濾紙）を用いて濾過する。このとき、
使用するフィルター（濾紙）の目開きとしては、上記基材粒子よりも小さいことが好まし
い。また、目開きが一定である定性濾紙を用いることがより好ましい。これにより、濾紙
上には、官能基が導入された基材が残ることとなる。そして、基材と未反応である官能基
含有化合物は、濾液となる。
【０１０８】
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そして、上記定性濾紙を用いて濾過する場合、濾紙の目開きについて、例えば、基材粒
子が長軸方向の長さが１ｃｍ〜１μｍの範囲内であり、短軸方向の長さが１ｍｍ〜１ｎｍ
の範囲内である柱状または球状の粒子形状である場合には、その基材粒子の大きさに応じ
て設定すればよく、１００ｎｍ〜１０μｍ程度であればよい。
【０１０９】
その後、濾紙上に残った基材に超音波を照射することにより、高分子化した官能基含有
化合物を分離することができる。
【０１１０】
なお、上記分離工程は、導入工程にて官能基が導入された基材粒子と未反応の官能基含
有化合物とを分離することができればよく、他の方法によって両者を分離することができ
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れば、詳細な方法については特に限定されるものではない。
【０１１１】
（反応工程）
反応工程では、上記導入工程および分離工程により、基材に導入された官能基（イソシ
アネート基および／またはアルコキシシリル基）とハイドロキシアパタイト焼結体とを反
応させる。具体的には、ハイドロキシアパタイト焼結体を分散させた分散液に、上記基材
を浸漬することにより、基材の表面にハイドロキシアパタイト焼結体を吸着させる。そし
て、上記表面に吸着したハイドロキシアパタイト焼結体の水酸基と上記官能基とを反応さ
せる。
【０１１２】
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上記ハイドロキシアパタイト焼結体を分散させる分散媒としては、具体的には、例えば
、水；トルエン、ヘキサン等の炭化水素系溶媒；アルコール類；テトラヒドロフラン、ジ
エチルエーテル等のエーテル系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒；
等の有機溶媒が挙げられる。上記例示の溶媒のうち、ハイドロキシアパタイト焼結体を良
好に分散させる点で、アルコール類が好適に使用される。また、例えば、ヘキサンやトル
エン等の炭化水素系溶媒を用いる場合、ハイドロキシアパタイト焼結体を良好に分散させ
るためには、例えば、（１）スターラー等の攪拌装置で強力に攪拌する、（２）超音波装
置を用いて分散させる、（３）上記攪拌装置および超音波装置を併用する、等の方法を用
いればよい。
【０１１３】
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上記分散液の調製において、ハイドロキシアパタイト焼結体の添加量の下限値としては
、上記分散媒に対して、０．０１重量％以上がより好ましく、０．０２重量％以上がさら
に好ましく、０．０５重量％以上が特に好ましい。上記ハイドロキシアパタイト焼結体の
添加量が０．０１重量％よりも少ないと、基材の表面に均一にハイドロキシアパタイト焼
結体が吸着せず、均一な被覆表面を形成できなくなる場合がある。一方、上記ハイドロキ
シアパタイト焼結体の添加量の上限値としては、上記分散媒に対して、５．０重量％以下
がより好ましく、４．０重量％以下がさらに好ましく、３．０重量％以下が特に好ましい
。上記添加量が５．０重量％よりも多い場合には、基材の表面に吸着するハイドロキシア
パタイト焼結体の量よりも、分散液に残存するハイドロキシアパタイト焼結体の量が著し
く多くなり、経済的でない。
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【０１１４】
そして、上記ハイドロキシアパタイト焼結体が分散している分散液に、官能基を有する
基材を投入する際には、静かに投入することが好ましい。また、基材を投入した後は、分
散液を静かに攪拌することがより好ましい。強く攪拌する場合には、ハイドロキシアパタ
イト焼結体粒子同士が凝集する場合がある。
【０１１５】
さらに、基材にハイドロキシアパタイト焼結体を吸着させた後、基材を分散液から分離
する。このとき、定性濾紙を用いて分離することがより好ましい。この定性濾紙は、上記
分離工程で用いた定性濾紙と同じ目開きであることがさらに好ましい。また、具体的には
分離方法としては、まず、分散液の上澄みハイドロキシアパタイト焼結体を一旦、濾過し
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た後、沈殿した基材を回収することが効率的である。
【０１１６】
上記基材の表面に吸着したハイドロキシアパタイト焼結体の水酸基と上記官能基とを反
応させる反応温度の下限値としては、２５℃以上がより好ましく、５０℃以上がさらに好
ましく、８０℃以上が特に好ましい。上記反応温度が２５℃よりも低いと、ハイドロキシ
アパタイト焼結体と上記官能基とが反応しない場合がある。一方、上記反応温度の上限値
としては、２００℃以下がより好ましく、１７５℃以下がさらに好ましく、１５０℃以下
が特に好ましい。上記反応温度が２００℃よりも高い場合には、基材が分解する場合があ
る。
【０１１７】
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また、基材表面にハイドロキシアパタイト焼結体を吸着させた後で、必要に応じて、真
空条件下で反応させてもよい。真空条件下でハイドロキシアパタイト焼結体と官能基とを
反応させることにより、より早くハイドロキシアパタイト複合体を製造することができる
。なお、真空条件下で反応させる場合、反応を行なう圧力としては、０．０１ｍｍＨｇ（
１．３３ｋＰａ）〜１０ｍｍＨｇ（１３．３ｋＰａ）の範囲内が好ましい。官能基がアル
コキシシリル基である場合、圧力を上記範囲内とすることにより、ハイドロキシアパタイ
ト焼結体の水酸基と官能基であるアルコキシシリル基とを反応させる際に発生するメタノ
ール（エタノール）を除去することができる。また、上記官能基がブロックドイソシアネ
ート基（保護されたイソシアネート基）である場合、圧力を上記範囲内とすることにより
、ハイドロキシアパタイト焼結体の水酸基と官能基であるイソシアネート基とを反応させ
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るときに発生するブロック剤（例えば、フェノール、イミダゾール、オキシム等）を効率
よく除去することができる。
【０１１８】
なお、基材の種類、および、官能基の種類によって、上記導入工程および反応工程の反
応条件や溶媒の種類等は適宜変更すればよい。
【０１１９】
また、本実施の形態にかかるリン酸カルシウム複合体の製造方法は、ハイドロキシアパ
タイト焼結体と基材とが化学結合を介して結合しているハイドロキシアパタイト複合体の
製造方法であって、長軸１ｃｍ〜１μｍ、短軸１ｍｍ〜１ｎｍに裁断された基材表面にイ
ソシアネート基、アルコキシシリル基、および ４‐メタクリロキシエチルトリメルリテ
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ートアンハイドライド（４ＭＥＴＡ）基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基
を導入する導入工程と、上記導入工程にて合成される、副生成物である上記基材表面と結
合していない官能基含有ポリマーと上記基材とを分離する分離工程と、上記基材の官能基
と、上記ハイドロキシアパタイト焼結体とを反応させることにより化学結合を形成する反
応工程とを含む構成であってもよい。
【０１２０】
また、本実施の形態にかかるリン酸カルシウム複合体は、上記リン酸カルシウムがハイ
ドロキシアパタイト焼結体であり、上記基材が、シルクフィブロインであることがより好
ましい。ハイドロキシアパタイト焼結体は、非晶質のハイドロキシアパタイトと比べて、
結晶性が高く、例えば、生体内に長期間に渡って埋植することができる。また、ハイドロ
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キシアパタイト焼結体およびシルクフィブロインは、共に生体活性が高いので、これらの
複合体であるハイドロキシアパタイト複合体（無機化合物複合体）は、生体適合性が高い
。
【０１２１】
次に、リン酸カルシウムと基材とが、イオン的相互作用によって化学結合しているリン
酸カルシウム複合体について説明する。
【０１２２】
本実施の形態におけるリン酸カルシウム複合体において、リン酸カルシウムがリン酸カ
ルシウム焼結体であり、当該リン酸カルシウム焼結体と基材とがイオン的相互作用によっ
て化学結合する場合、上記基材の表面には、上記官能基がイオン化されたイオン性官能基
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が存在している。そして、基材の表面にイオン性官能基が存在している場合には、イオン
性官能基とリン酸カルシウム焼結体自体のイオンとがイオン的な相互作用によって化学結
合することにより、リン酸カルシウム複合体を形成することとなる。
【０１２３】
上記イオン性官能基は、酸性官能基または塩基性官能基に分類される。
【０１２４】
上記酸性官能基としては、具体的には、例えば、−ＣＯＯ‑，−ＳＯ32‑，−ＳＯ3‑，−
Ｏ‑、Ｒ2ＮＣ（Ｓ）2‑等が挙げられる。また、上記塩基性官能基としては、具体的には、
例えば、−ＮＨ3+、エチレンジアミン、ピリジン等が挙げられる。つまり、上記基材の表
面には、上記例示の、酸性官能基または塩基性官能基が存在している。なお、上記Ｒ2Ｎ
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‑

Ｃ（Ｓ）2 のＲは、アルキル基を示している。
【０１２５】
また、上記イオン性官能基としては、酸処理またはアルカリ処理等の化学的処理により
イオン化するものであればよく、具体的には、例えば、カルボキシル基、ジカルボキシル
基、ジチオカルバミン酸イオン、アミン、エチレンジアミン、ピリジン等が挙げられる。
【０１２６】
なお、上記官能基としては、例えば、該官能基とリン酸カルシウム焼結体自体とが配位
結合によって結合することができる、非イオン性官能基（中性官能基）等であってもよい
。
【０１２７】

30

上記基材の表面にイオン性官能基を導入する方法としては、例えば、末端にカルボキシ
ル基、ジカルボキシル基または塩基性官能基を有するビニル系重合性単量体を基材にグラ
フト重合させる方法等が挙げられる。詳細については後述する。
【０１２８】
上記イオン的相互作用による結合とは、基材の表面に存在するイオンと、リン酸カルシ
ウム焼結体の表面に存在するイオンとの間で化学的に結合することである。従って、上記
イオン的相互作用による結合としては、例えば、イオン結合、配位結合等が挙げられる。
また、本実施の形態におけるイオン結合には、イオン結合性と共有結合性との両方が含ま
れる結合も含むものとする。また、同様に、本実施の形態における配位結合には、配位結
合性と共有結合性との両方が含まれる結合も含むものとする。なお、上記イオン結合性ま
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たは配位結合性と共有結合性との両方が含まれる結合の場合には、イオン結合性または配
位結合性が５０％以上含まれているものとする。
【０１２９】
また、上記イオン的相互作用による結合には、上記に加えて、さらに、水素結合、双極
子相互作用、ファン・デル・ワールス力等による結合が含まれていてもよい。
【０１３０】
つまり、本実施の形態にかかるリン酸カルシウム複合体の場合には、リン酸カルシウム
焼結体と、基材のイオン性官能基との大部分が、イオン結合または配位結合によって結合
されている。
【０１３１】
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ここで、リン酸カルシウムの表面に存在するイオンと、基材の表面に存在するイオン性
官能基との関係について説明する。
【０１３２】
上記基材の表面に存在するイオン性官能基が塩基性官能基（＋の電荷を有する官能基）
である場合には、該塩基性官能基と、リン酸カルシウムの表面に存在するリン酸イオンお
よび／または水酸化物イオンとが直接化学結合することによりリン酸カルシウム複合体を
構成することとなる。
【０１３３】
一方、上記基材の表面に存在するイオン性官能基が酸性官能基（−の電荷を有する官能
基）である場合には、該酸性官能基と、リン酸カルシウムの表面に存在するカルシウムイ
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オンとが直接化学結合することによりリン酸カルシウム複合体を構成することとなる。
【０１３４】
ここで、本実施の形態にかかるリン酸カルシウム複合体の製造方法について説明する。
なお、上記形成工程、分離工程については、上述の方法と同様であり詳細な説明は省略す
る。
【０１３５】
（導入工程）
リン酸カルシウム焼結体と基材とがイオン的相互作用によって結合したリン酸カルシウ
ム複合体の場合、官能基は、後述するイオン化工程により、該官能基自体をイオン化する
ことができるものである。
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【０１３６】
ここで、基材に官能基を導入する方法の１つとして、官能基を有する官能基含有化合物
と基材とを反応させる方法について説明する。なお、基材に官能基を導入する方法は、こ
の方法に限定されるものではなく、種々の方法を採用することができる。なお、以下の説
明では、基材としてシルクフィブロインを用い、官能基（イオン性官能基）がカルボキシ
ル基（ジカルボキシル基も含む）である場合について具体的に説明する。
【０１３７】
官能基を有する官能基含有化合物としては、末端にカルボキシル基を有する化合物であ
れば特に限定されるものではないが、カルボキシル基と基材と反応することができる反応
基とを有する化合物が好適に使用される。上記官能基含有化合物としては、具体的には、
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例えば、４−メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド（4‑Methacryloxy
ethyl trimellitate anhydride（以下、４−ＭＥＴＡと称する））、コハク酸、無水コハ
ク酸、アクリル酸等が挙げられる。
【０１３８】
上記例示の官能基含有化合物のうち、既に歯科用材料として一般的に使用されており、
医療用材料として好適に使用することができる点で、４−ＭＥＴＡを使用することがより
好ましい。
【０１３９】
そして、これら、官能基含有化合物と基材とを反応させることにより、基材の表面に官
能基を導入する。具体的には、界面活性剤と過酸化系開始剤とを用いて基材からプロトン
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（水素原子）を引き抜いてラジカルを発生させることにより、上記官能基含有化合物を基
材に、直接、グラフト重合させることができる。この方法を用いることにより、基材に上
記官能基を、直接、導入することができる。この反応について以下に説明する。
【０１４０】
上記界面活性剤としては、具体的には、例えば、ペンタエチレングリコールドデシルエ
ーテル、ヘキサエチレングリコールモノドデシルエーテル、ノニルフェニルポリエチレン
、ポリオキシエチレン（１０）オクチルフェニルエーテル、ドデシル−β−グルコシド等
が挙げられる。
【０１４１】
また、過酸化系開始剤としては、具体的には、例えば、ペルオキソ二硫酸アンモニウム
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、過硫酸カリウム（ペルオキソ二硫酸カリウム）等が挙げられる。
【０１４２】
そして、上記基材と、界面活性剤と、過酸化系開始剤と、官能基含有化合物とを、重合
溶媒に添加して重合させることにより、基材に官能基を導入することができる。
【０１４３】
上記重合溶媒としては、具体的には、例えば、水、メタノール、ジメチルホルムアミド
、ジメチルスルホキシド等が挙げられる。上記例示の重合溶媒のうち、経済的および医療
用材料として使用する場合の安全性の点から、水がより好ましい。
【０１４４】
上記反応系における官能基含有化合物の添加量の下限値としては、基材に対して、１０
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重量％以上がより好ましく、５０重量％以上がさらに好ましく、１００重量％以上が特に
好ましい。上記添加量が１０重量％よりも少ないと、基材に、十分な量の官能基が導入さ
れない場合がある。一方、上記添加量の上限値としては、基材に対して、５００重量％以
下がより好ましく、４００重量％以下がさらに好ましく、３００重量％以下が特に好まし
い。上記添加量が５００重量％よりも多いと経済的でない。
【０１４５】
また、重合温度の下限値としては、３０℃以上がより好ましく、３５℃以上がさらに好
ましく、４０℃以上が特に好ましい。上記重合温度が３０℃よりも低ければ、重合が十分
に起こらず、基材に官能基が導入されない場合がある。一方、重合温度の上限値としては
、８０℃以下がより好ましく、７５℃以下がさらに好ましく、７０℃以下が特に好ましい
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。重合温度が８０℃よりも高いと、官能基の導入が進みすぎ、基材が変質する場合がある
。また、基材が劣化する場合もある。なお、重合時間は、重合温度等によって変化するが
、所望の導入率（基材に官能基が導入される割合）となるように適宜設定すればよい。以
上のような条件で重合させることにより、基材に官能基を簡単に導入することができる。
【０１４６】
また、基材に対する上記官能基の導入率（重量％）の下限値としては、０．１重量％以
上がより好ましく、１．０重量％以上がさらに好ましい。ここで、導入率とは、基材の単
位重量あたりに導入された官能基含有化合物の重量の割合である。上記導入率が０．１重
量％以上であれば、上記基材に、生体適合性を発現することができる十分な量の、リン酸
カルシウム焼結体を結合させることができる。一方、上記導入率の上限値としては、特に
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限定されるものではないが、上記導入率が１００重量％よりも高いと、基材に結合するリ
ン酸カルシウム焼結体の量が多くなりすぎ、経済的でない場合がある。
【０１４７】
また、上記重合は、窒素雰囲気下で行なうことがより好ましい。このようにして、基材
の表面に官能基を導入することができる。
【０１４８】
また、例えば、上記官能基含有化合物として、コハク酸を用いる場合には、例えば、基
材とコハク酸とを還流溶媒中にて還流することにより、基材の表面にカルボキシル基を導
入することができる。このとき、還流溶媒としては、具体的には、例えば、脱水ジメチル
ホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の極性溶媒が挙げられる。また、この場合におけ
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る、基材に対するコハク酸の使用割合は、上記と同様である。
【０１４９】
そして、リン酸カルシウム焼結体と基材とをイオン的相互作用によって結合する場合、
導入した官能基をイオン化するイオン化工程を行なう必要がある。なお、このイオン化工
程については、後述する分離工程を行なった後に行ってもよく、また、上記導入工程の後
（分離工程の前）に行ってもよい。以下にイオン化工程について説明する。
【０１５０】
イオン化工程では、基材に導入した官能基をイオン化する。具体的には、例えば、官能
基を導入した基材をアルカリ処理または酸処理することにより、官能基をイオン化するこ
とができる。
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【０１５１】
上記官能基がカルボキシル基である場合には、このカルボキシル基を有する基材を、例
えば、水酸化カリウム等のアルカリ溶液に浸漬することにより、カルボキシル基をイオン
化することができる。
【０１５２】
つまり、官能基をアルカリ処理することにより、酸性官能基とすることができる。一方
、官能基を酸処理することにより、塩基性官能基とすることができる。
【０１５３】
上記アルカリ処理を行なう場合には、例えば、水酸化カリウム、水酸化リチウム等の強
塩基性の水溶液を用いることがより好ましい。一方、酸処理を行なう場合には、例えば、
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塩酸、硫酸、過塩素酸等の強酸性の水溶液を用いることがより好ましい。このように、イ
オン化工程を行なうことにより、基材の官能基をイオン化することができる。つまり、基
材の表面にイオン性官能基を存在させることができる。
【０１５４】
（反応工程）
反応工程では、上記イオン化工程により、イオン化されたイオン性官能基とハイドロキ
シアパタイト焼結体の表面に存在するイオンとを反応させる。具体的には、ハイドロキシ
アパタイト焼結体を分散させた分散液に、上記基材を浸漬することにより、基材の表面に
ハイドロキシアパタイト焼結体を吸着させる。そして、上記表面に吸着したハイドロキシ
アパタイト焼結体の表面に存在するイオン（カルシウムイオン）と上記イオン性官能基（
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‑

−ＣＯＯ ）とを反応させる。
【０１５５】
上記ハイドロキシアパタイト焼結体を分散させる分散媒としては、具体的には、例えば
、水、または、トルエン、ヘキサン等の炭化水素系溶媒；アルコール類；テトラヒドロフ
ラン、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン
系溶媒；等の有機溶媒が挙げられる。上記例示の溶媒のうち、ハイドロキシアパタイト焼
結体を良好に分散させる点で、アルコール類が好適に使用される。上記例示の分散媒のう
ち、得られるリン酸カルシウム複合体を医療用材料として使用する場合には、より高い分
散性を得るために、アルコール類がより好ましく、アルコール類とトルエンとの混合溶媒
が特に好ましい。また、分散液の調製における、ハイドロキシアパタイト焼結体の添加量
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等については、上述と同様であり、詳細な説明は省略する。
【０１５６】
この反応工程において、イオン性官能基とハイドロキシアパタイト焼結体とを結合させ
る反応温度としては、特に限定されるものではなく、常温で行なうことができる。つまり
、本実施の形態では、イオン的な相互作用によって両者を結合させており、従来と比べて
より簡単に両者を結合させることができる。
【０１５７】
また、基材の種類、および、官能基の種類によって、上記導入工程、イオン化工程およ
び反応工程の反応条件や溶媒の種類等は適宜変更すればよい。
【０１５８】
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なお、上記の説明では、リン酸カルシウム焼結体としてハイドロキシアパタイト焼結体
を用いている例について説明しているが、上記に限定されるものではなく、例えば、リン
酸カルシウム焼結体としてβ−トリリン酸カルシウム等を用いた場合でも上記製造方法を
用いることにより、好適にリン酸カルシウム複合体を製造することができる。
【０１５９】
また、上記の説明では、官能基含有化合物として、カルボキシル基含有化合物について
説明しているが、官能基としてはカルボキシル基に限定されるものではない。他の官能基
を有する官能基含有化合物としては、具体的には、例えば、−ＳＯ3‑、−ＳＯ2‑、−Ｏ‑
、等の官能基を有する化合物等が挙げられ、より具体的には、Ｒ2ＮＣ（Ｓ）2‑、ＮＨ3+
、ピリジン、+Ｈ3Ｎ−ＣＨ2−ＣＨ2−ＮＨ3+等が挙げられる。そして、官能基含有化合物
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は、基材の種類によって適宜選択すればよい。なお、上記Ｒ2ＮＣ（Ｓ）2‑のＲは、アル
キル基を示している。
【０１６０】
＜３．酸化チタンと、高分子基材が化学結合してなる複合体＞
以下に、酸化チタンと基材が化学結合してなる複合体（以下酸化チタン複合体という）
について説明する。
【０１６１】
本実施の形態にかかる酸化チタン複合体は、酸化チタンが、基材と化学結合してなる構
成である。より詳細には、活性基を有する基材と、該活性基と反応可能な反応性官能基を
有する酸化チタンとからなる酸化チタン複合体であって、上記活性基と反応性官能基とが
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化学結合してなる構成である。
【０１６２】
（酸化チタン）
本実施の形態にかかる酸化チタンは、例えば、化学式；ＴｉＯ2等で表される化合物で
あるとともに、この化合物の表面に水酸基を有するものである。すなわち、本実施の形態
にかかる酸化チタンとは、表面に水酸基を有している酸化チタンを示す。
【０１６３】
具体的に説明すると、上記ＴｉＯ2の場合、酸化チタンの表面を最も多く占めている結
晶面、すなわち、アナターゼ型の（００１）面とルチル型の（１１０）面とには、２種類
の水酸基が存在している。その１つは、Ｔｉ4+と結合しているターミナルＯＨ基であり、
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4+

もう１つは、２個のＴｉ

と結合しているブリッジＯＨ基である（清野学著、酸化チタン

物性と応用、技法堂出版、２０００参照）。
【０１６４】
そして、本実施の形態にかかる酸化チタンは、生体組織との親和性および生体環境にお
ける安定性が優れているために、医療用材料として好適である。
【０１６５】
上記酸化チタンは、粒子状であることがより好ましい。粒子状である場合、酸化チタン
粒子の形状および粒子径としては、上記酸化チタンと後述する基材とが化学結合すること
により、基材の表面に固定できる程度の粒子の形状および粒子径であればよい。具体的に
は、上記粒子径の下限値としては、０．００１μｍ以上がより好ましく、０．０１μｍ以
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上がさらに好ましい。一方、上記粒子径の上限値としては、１０００μｍ以下であること
がより好ましく、１００μｍ以下であることがさらに好ましい。上記粒子径が１０００μ
ｍよりも大きいと、または、０．００１μｍよりも小さいと、酸化チタンと後述する高分
子基材との結合が相対的に弱くなり、生体に埋入した場合に、酸化チタン複合体が破損す
る場合がある。
【０１６６】
（基材）
本実施の形態にかかる基材としては、高分子基材が好ましく、医療用高分子材料がより
好ましく、有機高分子がさらに好ましい。上記基材としては、具体的には、例えば、シリ
コーンポリマー（シリコーンゴムであっても良い）、ポリエチレングリコール、ポリアル
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キレングリコール、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、ポリアミド、ポリウレタン、ポリスル
フォン、ポリエーテル、ポリエーテルケトン、ポリアミン、ポリウレア、ポリイミド、ポ
リエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリアクリ
ル酸、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリロニトリル、ポリスチレ
ン、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル等の合成高分子；セルロース、アミロース、
アミロペクチン、キチン、キトサン等の多糖類、コラーゲン等のポリペプチド、ヒアルロ
ン酸、コンドロイチン等のムコ多糖類等、シルクフィブロイン等の天然高分子等が挙げら
れる。上記例示の基材のうち、長期安定性、強度および柔軟性等の特性が優れている点で
、シリコーンポリマー、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレン、または、シルクフ
ィブロインが好適に使用される。
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【０１６７】
また、上記例示の基材の代わりに、具体的には、例えば、医療用材料として好適に使用
することができる、チタン合金等の無機材料の基材を使用することもできる。従って、本
実施の形態にかかる基材とは、上記チタン合金等の無機材料からなる基材も含むものとす
る。
【０１６８】
また、上記高分子基材の形状としては、例えば、シート状、繊維状、チューブ状または
、多孔体でもよく、用途に応じて適宜選択すればよい。
【０１６９】
（酸化チタン複合体の製造方法）

10

ここで、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体の製造方法について説明する。
【０１７０】
本実施の形態にかかる酸化チタン複合体の製造方法は、大別すると２つの方法がある。
すなわち、（１）基材および／または酸化チタンの表面を修飾した後に両者を化学結合さ
せる、（２）酸化チタンと基材との両方共、表面処理せずに化学結合させる方法である。
【０１７１】
本実施の形態では、上記（１）の方法のうち、酸化チタンが、基材に化学結合してなる
酸化チタン複合体の製造方法であって、上記基材に活性基を導入する活性基導入工程と、
酸化チタンに該活性基と反応可能な反応性官能基を導入する反応性官能基導入工程と、上
記活性基と反応性官能基とを反応させる反応工程とを含む方法について説明する。
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【０１７２】
より具体的には、例えば、活性基を有する基材として、表面にカルボキシル基を有する
ビニル系重合性単量体をグラフト重合させたシリコーンゴムと、表面に反応性官能基を導
入した酸化チタンの粒子として、アミノ基を導入した酸化チタンとを用い、両者を反応さ
せることにより、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体を製造する例について説明する
。
【０１７３】
つまり、活性基と反応性官能基とを反応させることにより、上記酸化チタンと基材とを
結合する化学結合が形成されることとなる。
【０１７４】
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本実施の形態にかかる酸化チタン複合体が有する化学結合、すなわち、上記酸化チタン
と基材とを結合する化学結合としては、酸化チタン・基材間の結合強度が十分に得られる
ものであれば、特に限定されるものではないが、以下に示す化学結合を一例として挙げる
ことができる。
【０１７５】
【化３】

40
【０１７６】
【化４】

【０１７７】
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【化５】

【０１７８】
【化６】
10

【０１７９】
【化７】

20

【０１８０】
【化８】

【０１８１】
【化９】
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【０１８２】
【化１０】
40

【０１８３】
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【化１１】

【０１８４】
【化１２】
10

【０１８５】
【化１３】
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【０１８６】
【化１４】

【０１８７】
【化１５】
30
【０１８８】
【化１６】

【０１８９】
【化１７】
40

【０１９０】
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【化１８】

【０１９１】
これらの化学結合は、酸化チタンに導入された反応性官能基と基材に導入された活性基
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との間の反応によって得られる。
【０１９２】
以下に、上記例示の化学結合のうち、化学式（３）で示されるアミド基について具体的
に説明する。アミド結合は、アミノ基と、カルボキシル基、アジドカルボニル基、クロロ
カルボニル基、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミドカルボン酸エステルおよび／または酸無水
物との反応；カルボキシル基と、Ｎ−アセチルアミノ基および／またはＮ−トリメチルシ
リルアミノ基との反応；イソシアナート基とカルボキシル基との反応；等により得られる
。適切な反応条件は、それぞれの組み合わせによって異なり、反応が進むのであれば、反
応条件は特に限定されるものではない。
【０１９３】
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例えば、アミノ基とカルボキシル基との組み合わせの場合、まず、溶媒中に酸化チタン
を加え、攪拌して、この酸化チタンを分散させた後、この中に、基材を浸漬する。そして
、上記基材を溶媒から引き上げた後に、洗浄して、特定の反応条件にて基材が有する活性
基と酸化チタンが有する反応性官能基とを反応（縮合反応）させる。
【０１９４】
このとき、酸化チタンの使用量の下限値は、活性基を有する基材１重量部に対して、０
．００１重量部以上がより好ましく、０．０１重量部以上がさらに好ましい。一方、酸化
チタンの使用量の上限値は、活性基を有する基材１重量部に対して、１００重量部以下が
より好ましく、５０重量部以下がさらに好ましい。上記下限値が０．００１重量部よりも
少ないと、基材の表面に均一に酸化チタンの粒子が吸着せず、均一な被膜表面を形成する
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ことができなくなる場合がある。一方、上記上限値が１００重量部よりも多い場合には、
経済的でない。
【０１９５】
また、酸化チタンを分散させる溶媒としては、具体的には、例えば、水；トルエン、ヘ
キサン等の炭化水素系溶媒；アルコール類；テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル等の
エーテル系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒；等が挙げられる。上
記溶媒の使用量の下限値としては、上記基材１重量部に対して、０．１重量部以上がより
好ましく、１．０重量部以上がさらに好ましい。上記下限値が０．１重量部よりも少ない
場合、基材の表面に均一に酸化チタンの粒子が吸着せず、均一な被膜表面を形成すること
ができなくなる場合がある。一方、上記溶媒の使用量の上限値としては、上記基材１重量
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部に対して、１０００重量部以下がより好ましく、５００重量部以下がさらに好ましい。
上記上限値が１０００重量部よりも多い場合には、経済的でない。
【０１９６】
そして、基材を溶媒から引き上げた後、基材が有する活性基と酸化チタンが有する反応
性官能基と反応させる反応温度の下限値としては、１２０℃以上がより好ましく、１４０
℃以上がさらに好ましく、１６０℃以上が特に好ましい。上記反応温度が１２０℃よりも
低い場合には、縮合反応が十分に進行しない恐れがある。一方、上記反応温度の上限値と
しは、２００℃以下がより好ましく、１８０℃以下がさらに好ましい。上記反応温度が２
００℃よりも高いと、基材が劣化する場合がある。
【０１９７】

50

(28)

JP 4570445 B2 2010.10.27

また、上記縮合反応は、減圧下で行なうことがより好ましい。上記減圧度の下限値とし
ては、０．０１ｍｍＨｇ（１．３３Ｐａ）以上がより好ましく、０．１ｍｍＨｇ以上がさ
らに好ましい。上記減圧度の下限値が０．０１ｍｍＨｇよりも低い場合には、装置等の設
備面において、経済的でない。一方、上記減圧度の上限値としては、１０ｍｍＨｇ（１．
３３ｋＰａ）以下がより好ましく、５．０ｍｍＨｇ以下がさらに好ましい。上記減圧度の
上限値が１０ｍｍＨｇよりも高い場合には、縮合反応が起こり難くなり、反応時間が長時
間となる。また、アミノ基とカルボキシル基とでアミド結合を形成する場合には、縮合剤
、例えば、カルボジイミド等を用いることで低温にて合成することができる。具体的には
、例えば、４℃〜室温（２５℃）にて、１〜６時間反応させることで上記アミド結合が形
成される。
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【０１９８】
また、上記化学式（４）で示されるエステル結合は、カルボキシル基とヒドロキシル基
、ジアゾカルボニル基および／またはジアゾアルキル基の反応等により得られる。適切な
反応条件は、それぞれの組み合わせによって異なり、特に限定されるものではない。具体
的に、例えば、カルボキシル基とヒドロキシル基との組み合わせの場合、有機溶媒中で、
カルボキシル基とヒドロキシル基とを反応させる方法等が挙げられる。
【０１９９】
上記化学式（５）で示される尿素結合は、アミノ基とイソシアナート基とを反応させる
ことにより得られる。反応条件としては、特に限定されるものではないが、例えば、有機
溶媒中、室温でアミノ基とイソシアナート基とを反応させる方法等が挙げられる。
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【０２００】
上記化学式（６）で示されるチオ尿素結合は、アミノ基とイソチオシアナート基とを反
応させることにより得られる。反応条件としては、特に限定されるものではないが、例え
ば、ｐＨ９の炭酸ナトリウム緩衝溶液中で、０℃〜室温の温度範囲内でアミノ基とイソチ
オシアナート基とを１〜２４時間反応させる方法等が挙げられる。
【０２０１】
上記化学式（７）で示されるβ−ケトチオエーテル結合は、メルカプト基とα−ハロア
セチル基の反応等により得られる。反応条件としては、特に限定されるものではないが、
例えば、水中、室温、ｐＨ７〜８の弱アルカリの条件でメルカプト基とα−ハロアセチル
基とを反応させる方法等が挙げられる。
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【０２０２】
上記化学式（８）で示されるシッフ塩基構造は、アミノ基と、アルデヒドまたはケトン
として機能しうる部分との反応等により得られる。反応条件としては、例えば、アルカリ
水溶液中、室温で両者を反応させる方法等がある。また、上記のシッフ塩基構造を、例え
ば、水素化ホウ素ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトリウム等の公知の還元剤を用いて
還元することにより、化学式（９）で示される２級、３級アミン構造を得ることができる
。
【０２０３】
上記化学式（１０）で示されるスルファミド結合は、アミノ基と、塩化スルフォニル基
および／またはスルフォン基との反応等により得られる。適切な反応条件は、それぞれの
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組み合わせによって異なり、特に限定されるものではないが、具体的に、例えば、アミノ
基とスルフォニル基との組み合わせの場合、(1)有機溶媒中、室温で、アミノ基とスルフ
ォニル基とを反応させる方法、(2)水中、ｐＨ９〜１０のアルカリの条件で反応させる方
法等がある。
【０２０４】
上記化学式（１１）で示されるヒドロキシ−２級アミン構造は、アミノ基とエポキシ基
との反応により得られる。反応条件については特に限定されるものではないが、例えば、
水中、室温下、ｐＨ８〜１０の条件で反応させる方法等がある。
【０２０５】
上記化学式（１２）で示されるカルバメート結合は、ヒドロキシル基とイソシアナート
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基および／または炭酸ジエステルとの反応等により得られる。適切な反応条件については
、組み合わせによって異なり、特に限定されるものではない。例えば、ヒドロキシル基と
イソシアナート基との組み合わせの場合、トルエン溶媒中、還流下でヒドロキシル基とイ
ソシアナート基とを反応させる方法等がある。
【０２０６】
上記化学式（１３）で示されるアリールアミン構造は、アミノ基とハロゲン化アリール
基および／またはスルフォン化アリール基との反応等によって得られる。適切な反応条件
については、それぞれの組み合わせによって異なり、特に限定されるものではないが、具
体的には、例えば、アミノ基とハロゲン化アリール基の場合、アルカリ条件下、水溶液中
で、アミノ基とハロゲン化アリール基とを反応させる方法等がある。なお、上記化学式（
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１３）中のＡｒ1は、アリール基を示している。
【０２０７】
上記化学式（１４）で示されるアリールチオエーテル結合は、メルカプト基と、ハロゲ
ン化アリール基および／またはスルフォン化アリール基との反応等により得られる。適切
な反応条件については、それぞれの組み合わせによって異なり、特に限定されるものでは
ないが、具体的には、例えば、メルカプト基とハロゲン化アリール基との場合、メタノー
ル溶媒中、０℃でピペリジンを触媒として用いて、メルカプト基とハロゲン化アリール基
を反応させる方法等がある。なお、上記化学式（１４）中のＡｒ2は、アリール基を示し
ている。
【０２０８】
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上記化学式（１５）で示されるスルフィド結合は、メルカプト基と、スルフィド結合と
の交換反応によって得られる。適切な反応条件は、特に限定されるものではなく、例えば
、ｐＨ７〜８の水溶液中、室温でメルカプト基とスルフィド結合とを反応させる方法等が
ある。
【０２０９】
上記化学式（１６）で示されるチオエーテル結合は、メルカプト基と、アクリロイル基
および／またはマレイン酸イミドとの反応等により得られる。適切な反応条件については
、それぞれの組み合わせによって異なり、特に限定されるものではないが、具体的には、
例えば、メルカプト基とアクリロイル基との場合、中性〜アルカリ性溶液中で、メルカプ
ト基とアクリロイル基とを反応させる方法等がある。
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【０２１０】
上記化学式（１７）で示されるβ−アミノチオエーテル結合は、メルカプト基とアジリ
ジンおよび／またはイミンとの反応等により得られる。適切な反応条件については、それ
ぞれの組み合わせによって異なり、特に限定されるものではないが、具体的には、例えば
、メルカプト基とアジリジン基との場合、水溶液中、弱アルカリ条件下で反応させる方法
等がある。
【０２１１】
上記化学式（１８）で示されるビニル結合は、ビニル重合反応等により得られる。適切
な反応条件については、それぞれの組み合わせによって異なり、特に限定されるものでは
ないが、具体的には、例えば、ビニル基を導入したＴｉＯ2粒子（酸化チタン粒子）に対
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して、基材からビニル基化合物をグラフト重合させることにより、両者を結合させる方法
等がある。
【０２１２】
これらの化学結合は、酸化チタンの粒子表面の反応性官能基と基材表面の活性基との間
の反応によって得られる。従って、上記例示の組み合わせのうち、一方が反応性官能基で
あり、他方が活性基であればよい。具体的には、例えば、アミノ基と、カルボキシル基と
の反応により、化学式（３）に示すようなアミド結合を得る場合、アミノ基は上記活性基
であってもよく、また、反応性官能基であってもよい。同様に、カルボキシル基が反応性
官能基であってもよく、また、活性基であってもよい。
【０２１３】
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（活性基導入工程）
ここで、基材に活性基を導入する工程（活性基導入工程）について説明する。
【０２１４】
基材に活性基を導入する方法としては、例えば、基材の表面に、例えば、酸・アルカリ
処理、コロナ放電および／またはプラズマ照射を施した後、表面グラフト重合法等を行な
うことにより導入する等の方法が挙げられる。
【０２１５】
ここで、表面グラフト重合法を用い、基材としてポリジメチルシクロヘキサン系シリコ
ーンゴムを用いる場合における、活性基の導入方法の例について説明する。
【０２１６】

10

基材であるポリジメチルシロキサン系シリコーンゴムに、グラフト重合により、活性基
を導入する場合、まず、基材の表面をコロナ処理またはプラズマ照射により処理した後、
この処理された基材と重合性単量体とを溶媒に投入し、不活性ガス雰囲気下、かつ、減圧
下で重合する。
【０２１７】
上記溶媒としては、例えば、水；トルエン、ヘキサン等の炭化水素系溶媒；アルコール
類；テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；アセトン、メチルエチ
ルケトン等のケトン系溶媒；等が挙げられる。上記溶媒の使用量の下限値としては、上記
処理された基材１重量部に対して、０．１重量部以上がより好ましく、１．０重量部以上
がさらに好ましい。上記溶媒の使用量が０．１重量部よりも少ない場合には、基材の表面

20

に、活性基を均一に導入することが難しくなる。一方、上記溶媒の使用量の上限値として
は、上記処理された基材１重量部に対して、１０００重量部以下がより好ましく、５００
重量部以下がさらに好ましい。上記溶媒の使用量が１０００重量部よりも多い場合には、
経済的でない。
【０２１８】
また、上記グラフト重合に用いる重合性単量体としては、酸化チタン粒子の表面の反応
性官能基と反応して化学結合を形成する活性基を末端（または側鎖）に有していれば特に
限定されるものではない。換言すると、重合性単量体は、例えば、上記化学式（３）〜（
１８）に示される化学結合を形成するための活性基を有している。上記重合性単量体とし
ては、具体的には、例えば、（メタ）アクリル酸、アコニット酸、イタコン酸、メサコン
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酸、シトラコン酸、フマル酸、マレイン酸、ビニルスルホン酸、アクリルアミド−２−メ
チルプロパンスルホン酸、ビニルスルホン酸、および、これらの各種金属塩またはハロゲ
ン化物；（メタ）アクリルアミド、２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、（メタ
）アクリル酸モノグリセロール、Ｎ−〔トリス（ヒドロキシメチル）メチル〕アクリルア
ミド、Ｎ−ビニルピロリドン、Ｎ−（メタ）アクリロイルピロリドン、アクリロイルモル
ホリン、マレイン酸イミド、無水マレイン酸；アミノスチレン、カルボキシスチレン等の
スチレン系単量体；グリシジル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリロイルオキシエチ
ルトリメトキシシラン、ビニルベンジルアミン等が挙げられる。
【０２１９】
上記重合性単量体の添加量の下限値としては、酸化チタン粒子１重量部に対して、０．
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００１重量部以上がより好ましく、０．０１重量部以上がさらに好ましい。上記重合性単
量体の添加量が０．００１重量部よりも少ない場合には、基材の表面に十分な量の活性基
を導入することが困難になる。一方、上記重合性単量体の添加量の上限値としては、酸化
チタン粒子１重量部に対して、１００重量部以下がより好ましく、５０重量部以下がさら
に好ましい。上記重合性単量体の添加量が１００重量部よりも多い場合には経済的でない
。
【０２２０】
また、上記基材と重合性単量体とを重合させる重合温度の下限値としては、４０℃以上
がより好ましく、５０℃以上がさらに好ましい。上記重合温度が４０℃よりも低い場合に
は、グラフト重合が十分に行われない場合がある。一方、重合温度の上限値としては、１
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００℃以下がより好ましく、８０℃以下がさらに好ましい。上記重合温度が１００℃より
も高い場合には、グラフト効率が減少する場合がある。
【０２２１】
また、基材に活性基として、例えば、ビニル基を導入するには、基材と、活性基含有化
合物とを、触媒、重合禁止剤および溶媒の混合溶液中で反応させればよい。
【０２２２】
上記活性基含有化合物としては、具体的には、例えば、２−メタクリロイルオキシエチ
ルイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート等が挙げられる。上記溶媒としては
、極性溶媒が好ましく、例えば、脱水ジメチルスルホキシド、脱水ジメチルホルムアミド
等が好適に使用される。重合禁止剤は、基材に導入された活性基同士、および、活性基含
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有化合物同士が重合しないために添加する。上記重合禁止剤としては、例えば、ヒドロキ
ノン等が挙げられる。触媒としては、例えば、ジブチルチン（IV）ジラウレート等が挙げ
られる。
【０２２３】
上記活性基含有化合物の添加量の下限値としては、基材に対して、１０重量％以上がよ
り好ましく、５０重量％以上がさらに好ましく、１００重量％以上が特に好ましい。上記
添加量が１０重量％よりも少ないと、基材に、十分な量の活性基が導入されない場合があ
る。一方、上記添加量の上限値としては、基材に対して、５００重量％以下がより好まし
く、４００重量％以下がさらに好ましく、３００重量％以下が特に好ましい。上記添加量
が５００重量％よりも多いと経済的でない。

20

【０２２４】
そして、反応温度の下限値としては、３０℃以上がより好ましく、４０℃以上がさらに
好ましく、４５℃以上が特に好ましい。上記反応温度が３０℃よりも低ければ、反応が十
分に起こらず、基材に活性基が導入されない場合がある。一方、反応温度の上限値として
は、１００℃以下がより好ましく、８０℃以下がさらに好ましく、６０℃以下が特に好ま
しい。反応温度が１００℃よりも高いと、基材に導入された活性基同士が反応する恐れが
ある。また、基材が劣化する場合もある。なお、反応時間は、反応温度等により適宜設定
すればよい。以上のような条件で反応させることにより、基材に活性基を簡単に導入する
ことができる。
30

【０２２５】
基材に対する活性基の導入率（重量％）の下限値としては、０．１重量％以上がより好
ましく、１．０重量％以上がさらに好ましく、２．０重量％以上が特に好ましい。導入率
が０．１重量％よりも少ないと、基材に導入されるアルコキシシリル基の数が少なくなり
、酸化チタン複合体を製造することができなくなる恐れがある。一方、導入率の上限値と
しては、３０重量％以下がより好ましく、２５重量％以下がさらに好ましく、２０重量％
以下が特に好ましい。上記導入率が３０重量％よりも多いと、基材に導入された活性基の
数が多くなり、この活性基同士が反応する場合がある。
【０２２６】
なお、上記活性基は、基材の表面の高分子が有する活性基であってもよい。

40

【０２２７】
（反応性官能基導入工程）
上記酸化チタンに反応性官能基を導入する工程（反応性官能基導入工程）について以下
に説明する。酸化チタンに反応性官能基を導入する方法としては、具体的には、例えば、
反応性官能基を有するシランカップリング剤と酸化チタンとを反応させればよい。
【０２２８】
ここで、上記シランカップリング剤について説明する。シランカップリング剤は、化学
式（１９）に示すような化学構造をしている。
【０２２９】
Ｚ−Ｓｉ−（ＯＲ）3

・・・（１９）

上記Ｚは、各種合成樹脂等の有機材料（基材または基材が有する活性基）と化学結合す
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ることができる反応性官能基であればよく、具体的には、例えば、ビニル基、エポキシ基
、アミノ基、（メタ）アクリロキシ基、メルカプト基等の上記化学式（３）〜化学式（１
８）に示される化学結合を形成することができる基が挙げられる。すなわち、本実施の形
態で使用されるシランカップリング剤は、少なくとも反応性官能基を有している。また、
上記Ｓｉ−（ＯＲ）3は、酸化チタンと化学結合することができる官能基であればよく、
具体的には、ＯＲとしては、例えば、メトキシ基、エトキシ基等が挙げられる。また、上
記化学式（１９）中の反応性官能基Ｚと、Ｓｉとは、高分子鎖で結合されていてもよく、
低分子鎖で結合されていてもよく、直接結合されていてもよい。
【０２３０】
すなわち、上記シランカップリング剤としては、具体的には、例えば、ビニルトリクロ
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ルシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン等のビニル系シランカ
ップリング剤；β−（３，４エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ−
グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ−グリシドキシプロピルメチルジエトキシ
シラン、γ−グリシドキシプロピルトリエトキシシラン等のエポキシ系シランカップリン
グ剤；ｐ−スチリルトリメトキシシラン等のスチリル系シランカップリング剤；γ−メタ
クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシ
シラン、γ−メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ−メタクリロキシプロ
ピルトリエトキシシラン等のメタクリロキシ系シランカップリング剤；γ−アクリロキシ
プロピルトリメトキシシラン等のアクリロキシ系シランカップリング剤；Ｎ−β（アミノ
エチル）γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ−β（アミノエチル）γ−アミノプ
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ロピルメチルジメトキシメトキシシラン、Ｎ−β（アミノエチル）γ−アミノプロピルト
リエトキシシラン、γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、γ−アミノプロピルトリエ
トキシシラン、γ−トリエトキシ−Ｎ−（１，３−ジメチル−ブチリデン）プロピルアミ
ン、Ｎ−フェニル−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ−（ビニルベンジル）−
β−アミノエチル−γ−アミノプロピルトリメトキシシランの塩酸塩、特殊アミノシラン
等のアミノ系シランカップリング剤；γ−ウレイドプロピルトリエトキシシラン等のウレ
イド系シランカップリング剤；γ−クロロプロピルトリメトキシシラン等のクロロプロピ
ル系シランカップリング剤；γ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ−メルカプ
トプロピルメチルジメトキシシラン等のメルカプト系シランカップリング剤；ビス（トリ
エトキシプロピル）テトラスルフィド等のスルフィド系シランカップリング剤；γ−イソ
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シアネートプロピルトリエトキシシラン等のイソシアネート系シランカップリング剤等が
挙げられる。上記例示のシランカップリング剤のうち、重合性モノマーであるという点で
、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシランがより好ましい。上記シランカップリ
ング剤は、基材の種類、および、基材が有する活性基の種類等によって適宜選択すればよ
い。
【０２３１】
上述したように、シランカップリング剤は、一方の端に反応性官能基を有しており、他
方の端に官能基を有しているので好適に使用することができる。なお、上記反応性官能基
とは、活性基と反応することができるものである。また、官能基とは、酸化チタンと反応
することができるものである。また、以下の説明では、シランカップリング剤を用いて酸
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化チタンに活性基を導入する例について説明する。
【０２３２】
上記反応性官能基を有するシランカップリング剤と酸化チタンとを反応させる際の反応
条件としては、反応の種類、用いるシランカップリング剤の種類等によって異なり、特に
限定されるものではない。また、上記反応の種類としては、例えば、乾式法や湿式法等が
好適である。
【０２３３】
乾式法の場合には、高速攪拌機中に酸化チタンの粒子を投入して、そこに、一端に官能
基、他端に反応性官能基を有するシランカップリング剤を滴下、または、スプレーにより
添加し均一に攪拌した後に乾燥させるようになっている。このとき、シランカップリング
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剤の添加量としては、酸化チタン粒子１重量部に対して０．０００１〜１０重量部の範囲
内がより好ましい。
【０２３４】
一方、湿式法の場合には、有機溶媒中に、酸化チタンの粒子とシランカップリング剤と
を添加して、攪拌しながら、室温〜１５０℃の温度範囲内で、１０分〜１０日間反応させ
た後、溶媒および未反応のシランカップリング剤を除去して、乾燥させるようになってい
る。
【０２３５】
このとき、用いる有機溶媒としては、例えば、トルエン、ヘキサン等の炭化水素系溶媒
；テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；アセトン、メチルエチル
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ケトン等のケトン系溶媒；等が挙げられる。上記有機溶媒の使用量の下限値としては、酸
化チタン粒子（酸化チタンの粒子）１重量部に対して、０．１重量部以上がより好ましく
、０．５重量部以上がさらに好ましい。上記有機溶媒の使用量が０．１重量部よりも少な
い場合には、反応系が均一になり難く、酸化チタン粒子の表面が均一に修飾されない場合
がある。一方、上記有機溶媒の使用量の上限値としては、酸化チタン粒子１重量部に対し
て、１０００重量部以下がより好ましく、５０重量部以下がさらに好ましい。上記有機溶
媒の使用量が１０００重量部よりも多い場合には、経済的でない。
【０２３６】
シランカップリング剤の添加量の下限値としては、酸化チタン粒子１重量部に対して、
０．０００１重量部以上がより好ましく、０．００１重量部以上がさらに好ましい。シラ
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ンカップリング剤の添加量が０．０００１重量部よりも少ない場合には、酸化チタン粒子
の表面に導入される反応性官能基の量が十分でなくなる恐れがある。一方、シランカップ
リング剤の添加量の上限値としては、酸化チタン粒子１重量部に対して、１０重量部以下
がより好ましく、５重量部以下がさらに好ましい。シランカップリング剤の添加量が１０
重量部よりも多い場合には、経済的でない。なお、この理由については、上記乾式法の場
合も同様である。
【０２３７】
また、反応温度の下限値としては、室温（２５℃）以上がより好ましい。反応温度が室
温よりも低い場合には、反応に長時間を要する場合がある。一方、反応温度の上限値とし
ては、１５０℃以下がより好ましく、１００℃以下がさらに好ましい。反応温度が１５０
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℃よりも高い場合には、シランカップリング剤の末端の、反応性官能基および／または官
能基が好ましくない副反応を起こす場合がある。
【０２３８】
また、反応性官能基導入工程によって、反応性官能基が導入された酸化チタンの光触媒
活性を長時間持続させるためには、上記反応温度は、８０℃程度が好ましい。
【０２３９】
（反応工程）
反応工程では、上記活性基導入工程により基材に導入された活性基と、反応性官能基導
入工程により酸化チタンに導入された反応性官能基とを反応させる。具体的には、上記酸
化チタンを分散させた分散液に、上記基材を浸漬することにより、基材の表面に酸化チタ
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ンを吸着させる。そして、上記反応性官能基と上記活性基とを反応させる。なお、以下の
説明では、基材にシリコーンゴムを用い、上記基材と酸化チタンとをアミド結合により結
合させる例について説明する。
【０２４０】
上記酸化チタンを分散させる分散媒としては、具体的には、例えば、水；トルエン、ヘ
キサン等の炭化水素系溶媒；アルコール類；テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル等の
エーテル系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒；等の有機溶媒が挙げ
られる。上記例示の溶媒のうち、酸化チタンを良好に分散させる点で、水、アルコール類
が好適に使用される。また、例えば、ヘキサンやトルエン等の炭化水素系溶媒を用いる場
合、酸化チタンを良好に分散させるためには、例えば、(1)スターラー等の攪拌装置で強
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力に攪拌する、(2)超音波装置を用いて分散させる、(3)上記攪拌装置および超音波装置を
併用する、等の方法を用いればよい。
【０２４１】
上記分散液の調製において、酸化チタンの添加量の下限値としては、上記分散媒に対し
て、０．１重量％以上がより好ましく、０．２重量％以上がさらに好ましく、０．５重量
％以上が特に好ましい。上記酸化チタンの添加量が０．１重量％よりも少ないと、基材の
表面に均一に酸化チタンが吸着せず、均一な被覆表面を形成できなくなる場合がある。一
方、上記酸化チタンの添加量の上限値としては、上記分散媒に対して、５．０重量％以下
がより好ましく、４．０重量％以下がさらに好ましく、３．０重量％以下が特に好ましい
。上記添加量が５．０重量％よりも多い場合には、基材の表面に吸着する酸化チタンの量
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よりも、分散液に残存する酸化チタンの量が著しく多くなり、経済的でない。
【０２４２】
上記基材の表面に吸着した酸化チタンの反応性官能基と上記活性基とを反応させる反応
温度の下限値としては、２５℃以上がより好ましく、５０℃以上がさらに好ましく、８０
℃以上が特に好ましい。上記反応温度が２５℃よりも低いと、反応性官能基と上記活性基
とが反応しない場合がある。一方、上記反応温度の上限値としては、２００℃以下がより
好ましく、１７５℃以下がさらに好ましく、１５０℃以下が特に好ましい。上記反応温度
が２００℃よりも高い場合には、基材が分解する場合がある。
【０２４３】
なお、上記分散液に基材を浸漬した後、反応させる前に、上記分散媒と同じ溶媒で、基
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材を洗浄することがより好ましい。上記基材を浸漬した後の基材の表面には、酸化チタン
が積層されており、洗浄しないで反応させると、酸化チタンが積層された状態のまま、複
合化するため、基材の物性を損なわせたり、強度が不十分になる場合がある。
【０２４４】
また、必要に応じて、真空条件下で反応させてもよい。真空条件下で酸化チタンの反応
性官能基と基材の活性基とを反応させることにより、より早く酸化チタン複合体を製造す
ることができる。なお、真空条件下で反応させる場合、反応を行なう圧力としては、０．
０１ｍｍＨｇ（１．３３Ｐａ）〜１０ｍｍＨｇ（１．３３ｋＰａ）の範囲内が好ましい。
【０２４５】
なお、基材の種類、反応性官能基および／または活性基の種類によって、上記反応工程
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の反応条件や溶媒の種類等は適宜変更すればよい。
【０２４６】
（酸化チタン複合体）
以上の製造方法により得られた本実施の形態にかかる酸化チタン複合体は、基材の表面
に、酸化チタンが化学結合されている。具体的には、酸化チタンに導入された反応性官能
基と、上記基材が有する活性基とが、化学結合している。これにより、従来の酸化チタン
複合体に比べて、酸化チタンが基材から剥離し難くなっている。言い換えると、長期間、
基材の表面に酸化チタンを定着させておくことが可能となる。従って、酸化チタンの機能
を長期間持続することができる酸化チタン複合体を提供することができる。
【０２４７】
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また、得られた酸化チタン複合体の酸化チタン層の厚さとしては、基材の厚さ、および
、使用する用途により異なるが、例えば、経皮カテーテル用途の場合には、基材の厚さを
１００％としたとき、０．０００１％〜１００％の範囲内がより好ましく、０．００１％
〜１０％の範囲内がさらに好ましい。上記酸化チタン層の厚さを上記範囲とすることによ
り、基材の特性を損なわせることなく、生体適合性の優れた酸化チタン複合体を得ること
ができる。また、得られた酸化チタン複合体は、基材の表面に酸化チタンが結合されてお
り、柔軟性に優れている。
【０２４８】
このように、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体は、柔軟性、強度、生体に対する
密着性および生体適合性に優れるため、経皮カテーテル、経皮端子等の経皮医療器具；人
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工血管、人工器官等の人工臓器等の医療用材料として好適に使用することができる。また
、本実施の形態にかかる製造方法では、従来と比べて、より一層簡単、かつ、複雑な形状
の酸化チタン複合体を製造することが可能である。
【０２４９】
また、酸化チタンは、殺菌性に優れている。具体的には、紫外線型光触媒酸化チタンに
紫外線、もしくは可視型光触媒酸化チタンの場合には可視光を照射することにより、殺菌
効果を発現することができる。従って、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体を、例え
ば、経皮デバイス（例えば、カテーテル）として生体内に埋植した場合、経皮デバイスの
接合部付近に繁殖した様々な生体に害をなす菌等を殺菌、および上記菌による感染を防止
することが簡単にできる。具体的には、生体外から、酸化チタン複合体に対して紫外線を
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照射することにより、殺菌することが容易に可能となる。これにより、感染を防止するこ
とが可能となる。従って、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体は、例えば、人工臓器
に付随した経皮デバイスの創製や、生体内に長期間に渡り埋植する場合に、生体内排除を
抑制可能とする生体内インプラント材料の創製、在宅治療における輸液、栄養補給に伴う
生体装着デバイスの創製等の医療用高分子に特に好適である。
【０２５０】
また、光触媒としての活性を制御するために、有機物または無機物で被覆した酸化チタ
ン粒子も複合化に用いることができる。表面被覆に用いることができる無機物としては、
例えば、ハイドロキシアパタイトが挙げられ、有機物としては、例えば、メタクリレート
化合物が挙げられるが、上記これらに限定されるものではない。
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【０２５１】
また、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体は、光により細胞の吸着・脱着を制御す
ることが可能であるので、再生医療用細胞シート作製培養シャーレ等にも応用することが
できる。
【０２５２】
また、酸化チタンを基材の表面により長時間、固着（定着）させておくことが可能とな
るので、脱臭剤、抗菌・抗カビ材、水処理材、防曇材、防汚材として、好適に使用するこ
とができる。
【０２５３】
また、酸化チタンによる基材の新規な表面修飾法を提供することができる。
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【０２５４】
また、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体の上に、必要に応じて、例えば、上述の
リン酸カルシウムを積層させることもできる。リン酸カルシウムは、既述の通り生体安定
性に優れているため、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体に積層させることにより、
生体材料として好適に使用することができる。
【０２５５】
上記酸化チタンの上に、さらにリン酸カルシウムを積層させる方法としては、具体的に
は、例えば、（１）重合性単量体とリン酸カルシウムからなる混合物の粒子を、この酸化
チタン複合体、すなわち、基材の酸化チタンが修飾された面の上に塗布して、その後、熱
、光、または放射線等により重合性単量体を重合させて固化させる方法、（２）上記酸化
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チタン複合体をカルシウムイオンとリン酸イオンとを含む溶液に浸漬して、リン酸カルシ
ウムを析出させる方法、（３）上記酸化チタン複合体を、カルシウムイオンを含む溶液と
リン酸イオンを含む溶液とに交互に浸漬して、リン酸カルシウムを析出させる方法等が挙
げられる。また、上記（１）の方法の場合には、適当な形状の型を用いることで、リン酸
カルシウムを所望の形状に積層させることができる。
【０２５６】
次に酸化チタンが、酸化チタンと化学結合可能な官能基を有する基材に化学結合してな
る酸化チタン複合体であって、上記酸化チタンと、上記官能基とが、直接、化学結合して
なる態様について説明する。
【０２５７】
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本実施の形態にかかる基材の表面には、上記酸化チタンと化学結合可能な官能基を有し
ている。上記「酸化チタンと、上記基材が有する酸化チタンと反応可能な官能基とが、直
接、化学結合してなる」とは酸化チタンと、上記官能基とが直接、化学結合していること
である。つまり、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体は、基材と酸化チタンとが化学
結合している。上記官能基としては、具体的には、例えば、アルコキシシリル基およびイ
ソシアネート基等からなる群より選ばれる少なくとも１種類の官能基が挙げられる。上記
基材表面の官能基は、基材表面の高分子が有する官能基であってもよく、また、基材表面
を、例えば、酸・アルカリ処理、コロナ放電、プラズマ照射、表面グラフト重合等の公知
の手段によって、上記基材を改質することにより導入されたものであってもよい。
【０２５８】
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また、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体の製造方法は、酸化チタンが、基材に化
学結合してなる酸化チタン複合体の製造方法であって、上記基材に、酸化チタンと化学結
合可能な官能基を導入する導入工程を行ない、上記基材の官能基と上記酸化チタンとを反
応させる官能基反応工程とを含む方法である。
【０２５９】
（導入工程）
上記導入工程では、基材に、酸化チタンと化学結合可能な官能基を導入する。なお、以
下の説明では、基材に、酸化チタンと化学結合可能な官能基としてアルコキシシリル基を
導入する場合について説明する。
【０２６０】
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上記基材に、官能基を導入する方法、すなわち、導入工程としては、公知の方法により
行えばよく、特に限定されるものではないが、例えば、分子末端に、官能基を有するシラ
ンカップリング剤等を用いることにより、基材に上記官能基を導入することができる。
【０２６１】
ここで、基材にアルコキシシリル基を導入する方法の１つとして、シランカップッリン
グ剤を用いて導入する方法について説明する。なお、基材にアルコキシシリル基を導入す
る方法は、この方法に限定されるものではなく、種々の方法を採用することができる。
【０２６２】
上記シランカップリング剤を用いて、基材にアルコキシシリル基を導入する方法として
は、具体的には、例えば、コロナ処理を施した基材に、末端に官能基を有するシランカッ
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プリング剤を直接導入してもよい。また、界面活性剤と過酸化系開始剤とを用いて基材か
らプロトン（水素原子）を引き抜いてラジカルを発生させることにより、上記官能基を有
する非水溶性モノマーを基材に、直接、グラフト重合させることができる。この方法を用
いることにより、基材に酸化チタンと化学結合可能な官能基を、直接、導入することがで
きる。
【０２６３】
また、基材にアルコキシシリル基を導入する方法としては、例えば、基材に予め、上記
シランカップリング剤が有する反応性官能基と反応することができる活性基を導入してお
き、この活性基とシランカップリング剤の反応性官能基とを反応させることにより、基材
にアルコキシシリル基を導入してもよい。なお、上記活性基とは、具体的には、例えば、
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ビニル基、アミノ基等が挙げられるが、特に限定されるものではなく、上記シランカップ
リング剤の反応性官能基（上記化学式（１９）のＺ）の種類に応じて、適宜設定すればよ
い。従って、本実施の形態で使用するシランカップリング剤は、少なくとも官能基を有し
ていればよく、官能基と反応性官能基とを有していることがより好ましい。なお、上記官
能基とは、酸化チタンと化学結合可能なものであり、反応性官能基とは、上記活性基と化
学結合可能なものである。
【０２６４】
ここで、基材としてシルクフィブロインを用い、このシルクフィブロインに、活性基で
あるビニル基を導入しておき、このビニル基とシランカップリング剤の反応性官能基とを
反応させることにより、基材にアルコキシシリル基を導入する方法の具体的条件について
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説明する。
【０２６５】
上記基材に活性基を導入する工程については、上記の活性基導入工程と同じであり、詳
細な説明は省略する。
【０２６６】
次に、基材に導入された活性基と、それぞれの末端に反応性官能基と官能基とを有する
シランカップリング剤とを重合することにより、基材に官能基であるアルコキシシリル基
を導入する。
【０２６７】
上記シランカップリング剤としては、官能基を有し、かつ、末端の反応性官能基が、基
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材に導入された活性基と重合することができるものであればよく、特に限定されるもので
はないが、活性基としてビニル基を導入した場合には、上記メタクリロキシ系シランカッ
プリング剤である例えば、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン等が好適に使
用することができる。
【０２６８】
そして、上記シランカップリング剤と活性基が導入された基材とを、重合開始剤、溶媒
の存在下で重合させることにより、基材に官能基であるアルコキシシリル基を導入するこ
とができる。
【０２６９】
上記溶媒としては、トルエン、ヘキサン等の炭化水素系溶媒等の無極性の有機溶媒が好
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適に使用される。
【０２７０】
また、重合開始剤としては、例えば、アゾビスイソブチロニトリル、過酸化ベンゾイル
等を用いればよい。
【０２７１】
上記シランカップリング剤の使用量（添加量）の下限値としては、上記活性基が導入さ
れた基材に対して、１０重量％以上がより好ましく、５０重量％以上がさらに好ましく、
１００重量％以上が特に好ましい。上記使用量が１０重量％よりも少ないと、十分な酸化
チタンと反応するだけのアルコキシシリル基を導入することができない場合がある。一方
、上記使用量の上限値としては、５００重量％以下がより好ましく、４００重量％以下が
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さらに好ましく、３００重量％以下が特に好ましい。上記使用量が５００重量％よりも多
いと、経済的でない。
【０２７２】
また、重合は、窒素雰囲気下で行なうことがより好ましい。重合温度の下限値としては
、４０℃以上がより好ましく、４５℃以上がさらに好ましく、５０℃以上が特に好ましい
。重合温度が４０℃よりも低いと、重合が十分に起こらず、基材に官能基が導入されない
場合がある。一方、重合温度の上限値としては、８０℃以下がより好ましく、７５℃以下
がさらに好ましく、７０℃以下が特に好ましい。重合温度が８０℃よりも高いと、基材が
劣化する場合がある。なお、重合時間としては、所望の導入率（基材に官能基が導入され
る割合）となるように適宜設定すればよい。
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【０２７３】
また、基材に対する上記官能基の導入率（重量％）の下限値としては、０．１重量％以
上がより好ましく、１重量％以上がさらに好ましい。ここで、導入率とは、基材の単位重
量あたりに導入されたシランカップリング剤の重量の割合である。上記導入率が０．１重
量％以上であれば、上記基材に、生体適合性を発現することができる十分な量の、酸化チ
タンを結合させることができる。一方、上記導入率の上限値としては、特に限定されるも
のではないが、上記導入率が１００重量％よりも高いと、基材に結合する酸化チタンの量
が多くなりすぎ、経済的でない場合がある。
【０２７４】
なお、基材に、アルコキシシリル基を導入する方法としては、上記説明の方法に限定さ
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れるものではなく、種々の方法を用いることができる。また、上記反応条件については、
基材、活性基含有化合物およびシランカップリング剤の種類等によって、適宜設定される
ものであり、特に限定されるものではない。このようにして、基材の表面に官能基を導入
することができる。
【０２７５】
なお、上記官能基がイソシアネート基である場合であり、かつ、イソシアネート基を末
端に有するモノマーを基材と重合することにより、基材にイソシアネート基を導入する場
合には、イソシアネート基が反応溶媒中の活性水素と反応して失活する恐れがあるため、
脱水ジメチルスルホキシド、脱水ジメチルホルムアミド等の脱水溶媒中で反応させること
が好ましい。
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【０２７６】
また、活性水素を有する、水またはアルコール中で、末端にイソシアネート基有するモ
ノマーを基材と反応（重合）させる場合には、上記イソシアネート基が上記活性水素と反
応するため、イソシアネート基を保護する必要がある。具体的には、例えば、上記イソシ
アネート基を、フェノール、イミダゾール、オキシム、Ｎ−ヒドロキシイミド、アルコー
ル、ラクタム、活性メチレン複合体等のブロック剤を用いて、保護することにより重合を
行なうことができる。イソシアネート基を保護している上記ブロック剤は、加熱すること
により脱離させることができる。従って、イソシアネート基をブロック剤で保護しておき
、他端に存在しているモノマーと基材と重合させた後に、加熱することにより、基材にイ
ソシアネート基を導入することができる。つまり、表面にイソシアネート基を有している

20

基材を得ることができる。
【０２７７】
上記ブロック剤として、例えば、フェノールを用いた場合、１１０〜１２０℃の範囲内
で加熱することにより、イソシアネート基を保護しているブロック剤を脱離させることが
できる。また、ブロック剤として、例えば、イミダゾールを用いた場合には１１０〜１３
０℃の範囲内、オキシムを用いた場合には１３０〜１５０℃の範囲内で加熱することによ
り、上記ブロック剤を脱離させることができる。上記ブロック剤としては、具体的には、
例えば、メチルサリチレート、メチル−ｐ−ヒドロキシベンゾエート等のフェノール含有
化合物；イミダゾール；メチルエチルケトキシム、アセトンオキシム等のオキシム含有化
合物等が挙げられる。また、基材の種類によっては、例えば、Ｎ−ヒドロキシフタルイミ
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ド、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミド等のＮ−ヒドロキシイミド含有化合物；メトキシプロ
パノール、エチルヘキサノール、ペントール、エチルラクテート等のアルコール含有化合
物；カプロラクタム、ピロリジノン等のラクタム含有化合物；エチルアセトアセテート等
の活性メチレン化合物等を使用してもよい。
【０２７８】
なお、上記官能基としてイソシアネートを用いた場合における、その他の反応条件（例
えば、基材に対する添加量）等については、上記官能基がアルコキシシリル基の場合と同
様であり、詳細な説明は省略する。
【０２７９】
（官能基反応工程）
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官能基反応工程では、上記基材に導入された官能基（例えば、イソシアネート基、アル
コキシシリル基）と上記酸化チタンとを反応させる。この官能基反応工程は、上述した反
応工程と同様の条件で行えばよく、詳細な説明は省略する。
【０２８０】
（酸化チタン複合体）
本実施の形態にかかる酸化チタン複合体は、酸化チタンが、酸化チタンと化学結合可能
な官能基を有する基材に化学結合してなる酸化チタン複合体であって、上記酸化チタンと
、上記基材が有する官能基とが化学結合してなる構成である。
【０２８１】
以上のようにして得られる酸化チタン複合体は、さらに、酸化チタン表面を修飾するこ
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となく（前処理を必要とすることなく）製造することができる。
【０２８２】
また、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体の製造方法は、酸化チタンが、酸化チタ
ンと化学結合可能な官能基を有する基材に化学結合してなる酸化チタン複合体の製造方法
であって、上記基材に、酸化チタンと化学結合可能な官能基を導入する導入工程と、上記
基材の官能基と上記酸化チタンとを反応させる反応工程を含む方法であってもよい。
【０２８３】
また、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体は、上記酸化チタン複合体の製造方法に
よって製造されていることがより好ましい。
【０２８４】
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また、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体の製造方法は、さらに、導入工程の前に
、基材に、活性基を導入する活性基導入工程を含み、導入工程では、反応性官能基と酸化
チタンと化学結合可能な官能基とを含む化合物を用いて、該反応性官能基と上記活性基と
を反応させる方法がより好ましい。
【０２８５】
上記の構成によれば、基材に上記反応性官能基と反応することができる活性基を導入す
るので、多種の反応性官能基を選択することができる。これにより、上記官能基をより簡
単に導入することができる。
【０２８６】
また、本実施の形態にかかる酸化チタン複合体の製造方法は、酸化チタンが、基材に化
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学結合してなる酸化チタン複合体の製造方法であって、酸化チタンと基材とを化学結合さ
せる反応工程を含む方法であってもよい。
【０２８７】
上記の構成によれば、酸化チタンと基材とを化学結合させているので、従来と比べて、
酸化チタンと基材とが強固に結合した酸化チタン複合体を提供することができる。
【０２８８】
また、本実施の形態の酸化チタン複合体の製造方法は、酸化チタンと基材とが化学結合
により結合された酸化チタン複合体の製造方法であって、酸化チタンに、基材と反応可能
な反応基を導入する反応基導入工程と、上記反応基と基材とを反応させる結合工程を含む
方法であってもよい。
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【０２８９】
また、このとき、一端に反応基を有し、かつ、他端に反応性官能基を有するシランカッ
プリング剤を用いることで、より簡単に酸化チタン複合体を製造することができる。
【０２９０】
＜４．本発明にかかるハイブリット複合材料の製造方法＞
本発明にかかるハイブリット複合体は、上記説示したのリン酸カルシウム複合体または
酸化チタン複合体に、軟組織親和性向上物質を被覆させて製造すればよい。換言すれば、
本発明にかかるハイブリット複合体は、リン酸カルシウム複合体または酸化チタン複合体
に、軟組織親和性向上物質を被覆する被覆工程を含むことを特徴としている。また本発明
にかかるハイブリット複合体の製造方法には、上記で説示した、リン酸カルシウム複合体
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の製造方法の各工程、酸化チタン複合体の製造方法の各工程が含まれていてもよい。
【０２９１】
また上記被覆工程は、上記リン酸カルシウム複合体または酸化チタン複合体の状態で被
覆してもよいし、リン酸カルシウム複合体または酸化チタン複合体を用いて医療用デバイ
ス等を成型した後に当該成型した医療用デバイス等に軟組織親和性向上物質を被覆させて
もよい。またリン酸カルシウム複合体または酸化チタン複合体を経皮端子等の医療用デバ
イスの基材に吸着させた後に、当該医療用デバイスごと軟組織親和性向上物質を被覆して
もよい。
【０２９２】
被覆工程の具体的方法については、軟組織親和性向上物質が、リン酸カルシウム複合体
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または酸化チタン複合体（以下、適宜リン酸カルシウム等と称する）に被覆される方法で
あれば特に限定されるものではない。例えば、軟組織親和性向上物質の溶液（懸濁液）中
に、リン酸カルシウム複合体または酸化チタン複合体を入れて撹拌した後、リン酸カルシ
ウム複合体等を回収すればよい。その際に従来公知の自動培養装置を用いて、行なえばよ
り簡便に被覆工程を行なうことができる。また、リン酸カルシウム複合体等に軟組織親和
性向上物質の溶液（懸濁液）を噴霧してもよい。
【０２９３】
また、軟組織親和性向上物質が自家細胞細胞（歯根膜細胞、骨髄細胞、線維芽細胞、血
管内皮細胞、ＥＳ細胞）、ＥＳ細胞の場合においては、上記のように細胞懸濁液中に、リ
ン酸カルシウム複合体等を入れて撹拌する方法、細胞懸濁液を噴霧する方法を用いてもよ
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いが、リン酸カルシウム複合体等を含む液体培地に、前記自家細胞等を接種し、培養する
方法（培養工程を含む方法）を用いてもよい。
【０２９４】
上記培養工程を用いることによって、培養によって増殖した自家細胞等が、リン酸カル
シウム複合体等に吸着し、結果として自家細胞等をリン酸カルシウム複合体に被覆するこ
ができる。また上記培養工程を含むことにより、被覆する自家細胞等の大量調製とリン酸
カルシウム複合体等への被覆が同時に行なうことができ、予め自家細胞等を培養して大量
調製する工程を省くことができるために好ましいといえる。
【０２９５】
ここで、上記自家細胞等を培養する際の条件については、培養する細胞にとって好的な
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条件を適宜選択の上、採用すればよい。上記培養工程に利用可能な培地としては、例えば
、α−ＭＥＭ培地（１０％牛血清、５０ＩＵペニシリン、５０μｇ／ｍｌストレプトマイ
シン、２．５５０μｇ／ｍｌアンフォテリシンＢ入り）等が利用可能である。その他の培
地については、機能性ペプチド研究所ホームページ（ HYPERLINK "http://www.func‑p.co
.jp/hito.html" http://www.func‑p.co.jp/hito.html）に開示されているヒト体細胞培養
用培養液を適宜選択の上採用すればよい。また培養温度についても、培養する細胞に応じ
て適宜最適な条件を採用すればよい。例えば、２８℃から４０℃の範囲で培養を行なうこ
とが好ましく、３７℃で行なうことがより好ましい。また培養には、従来公知のＣＯ2イ
ンキュベーターを用いて行なえばよい。ＣＯ2濃度は、０〜２５％で行なえばよい。
【０２９６】
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特に培養中において、培養容器を任意の時間間隔で回転（反転）させることが好ましい
。増殖した細胞が、培養容器の一部に集まることを防止することができ、またリン酸カル
シウム複合体等により均一に被覆することができるからである。培養容器を回転させる間
隔については限定されるものではないが、５分〜２時間隔が好ましく、１０分〜１時間間
隔がより好ましく、３０分程度が最も好ましい。回転の間隔が短すぎると、細胞がリン酸
カルシウム複合体等に静着し接着するための時間がなく、培養液中に再び浮遊してしまう
ことなり、また経済的にも頻繁に回転させ労力を浪費してしまうこととなる。一方、回転
の間隔が長すぎると細胞等が培養容器の底に溜まってしまい接着効率が低下してしまうこ
ととなる。
【０２９７】
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また例えば、リン酸カルシウム複合体または酸化チタン複合体を用いて医療用デバイス
等を成型した後に当該成型した医療用デバイス等に軟組織親和性向上物質を被覆させる場
合や、リン酸カルシウム複合体または酸化チタン複合体を経皮端子等の医療用デバイスの
基材に吸着させた後に被覆する場合にあっては、培養容器中で上記医療用デバイスを回転
させながら培養するという態様であってもよい。
【０２９８】
なお上記培養容器あるいは、医療用デバイスの回転の様式は、１８０°回転させるだけ
でなく、９０°、４５°等、医療用デバイスの形状等に応じて好適な回転角度を適宜設定
すればよい。医療用デバイスの形状によっては、被覆しにくい箇所があり、その場所に細
胞が接触しやすいような角度で回転させることにより、医療用デバイスへの細胞の被覆が
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向上する。
【０２９９】
また本発明にかかるハイブリット複合体における軟組織親和性向上物質の被覆率（リン
酸カルシウム等の複合体を覆う軟組織親和性向上物質の割合）は、１００％覆われている
ことが最も好ましいが、少なくとも８０％以上被覆されていればよく、５０％以上されて
いることがより好ましい。ただし、軟組織親和性向上物質は、出来るだけ重層していなほ
うが望ましい。重層してしまうと細胞間の接着性に問題があり接着力が低くなり複合体へ
移植した際の体細胞への親和性に問題が出てくるためである。
【０３００】
さらには、本発明にかかるハイブリット複合体における軟組織親和性向上物質の被覆層
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は、均一に覆われていることが好ましいといえる。軟組織親和性向上物質の被覆層にムラ
がなく、埋植した際に周囲に存在する軟組織とより密着し易くなり、さらに親和性が向上
するからである。
【０３０１】
＜５．本発明にかかるハイブリット複合体の利用＞
本発明にかかるハイブリット複合体は、特に、医療用デバイスの製造に用いられる医療
用材料として好適である。医療用材料として用いる場合は、上記リン酸カルシウム複合体
に軟組織親和性向上物質が被覆されたハイブリット複合体、酸化チタン複合体に軟組織親
和性向上物質が被覆されたハイブリット複合体それぞれ単独で用いてもよいし、これらの
混合物であってもよい。またその他、医療用材料として好ましい物質を混合して医療用材
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料としてもよい。
【０３０２】
本発明にかかるハイブリット材料よりなる医療用材料の応用例としては、経皮デバイス
（肺高血圧症治療用カテーテル（長期留置型中心静脈カテーテル）、腹膜透析用カテーテ
ル、補助人工心臓（VAS）の送血管・脱血管の皮膚挿入部位への利用）、人工肛門・人工
膀胱、ステントおよびステントグラフトへの応用、人工血管、シャント（外シャント、内
シャント）、体内留置型人工心臓の体内固定化技術への応用（人工心臓、ペースメーカー
等）が挙げられる。
【０３０３】
また上記の他にも、coronary stent、メタリックステント、血栓除去用ステント、尿管

30

ステント、BMP治療用メタリックステント、胆管ステント、食道ステント、気管・気管支
ステント、高カロリー用カテーテル、ブラッドアクセス、補テツ材料、人工靱帯等にも利
用が可能である
以下添付した図面に沿って実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説
明する。もちろん、本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様
々な態様が可能であることはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定
されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示され
た技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含ま
れる。
【実施例】
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【０３０４】
本発明の実施例として、ハイドロキシアパタイト（ＨＡｐ）焼結体粒子群を製造した例
について示すが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
【０３０５】
〔実施例１〕歯根膜細胞を被覆した経皮端子の動物埋植試験
（ハイドロキシアパタイト焼結体粒子の製造方法）
まず、本実施例にかかるハイドロキシアパタイト焼結体の製造方法について説明する。
【０３０６】
連続オイル相としてドデカン、非イオン性界面活性剤として曇天３１℃のペンタエチレ
ングリコールドデシルエーテルを用いて、上記非イオン性界面活性剤０．５ｇを含有して
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いる連続オイル層４０ｍｌを調製した。次に、上記調製した連続オイル層にＣａ（ＯＨ）
2分散水溶液（２．５モル％）を１０ｍｌ添加した。そして、得られた分散液を十分に撹

拌した後、その水／オイル（Ｗ／Ｏ）乳濁液に１．５モル％のＫＨ2ＰＯ4溶液１０ｍｌを
添加して、反応温度５０℃で、２４時間撹拌しながら反応させた。得られた反応物を遠心
分離により分離することにより、ハイドロキシアパタイトを得た。そして、上記ハイドロ
キシアパタイトを８００℃の条件で、１時間加熱することにより、ハイドロキシアパタイ
ト焼結体の粒子（以下、ＨＡｐ粒子と称する）を得た。このハイドロキシアパタイト焼結
体は、単結晶体であり、長径が１００〜４００ｎｍであった。
【０３０７】
（ハイドロキシアパタイト複合体粒子（複合体）の製造方法）
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まず、高分子基材である繊維状シルクフィブロイン（藤村製糸株式会社製、以下、ＳＦ
繊維と称する）を、長軸方向平均長さ１００μｍ、短軸方向平均１０μｍに切断した。そ
して、得られたＳＦ繊維（以下、ｃｕｔＳＦと称する）をソックスレー抽出器で不揮発成
分の抽出・除去を行なった。得られたｃｕｔＳＦの走査型電子顕微鏡像を図１に示した。
【０３０８】
次にソックスレー抽出済みのｃｕｔＳＦ６００ｍｇをドクター試験管に入れた後、そこ
に、ペルオキソ二硫酸アンモニウム（ＡＰＳ）８２ｍｇを純水１８ｍｌに溶かしたものを
、およびγ‑メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン（ＫＢＥ５０３）１０８８μｌ
をペンタエチレングリコールドデシルエーテル２９２μｌに加えて十分に攪拌したものを
添加した。そして、液体窒素にて凍結、脱気、解凍、窒素置換するという作業を２回繰り
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返した。
【０３０９】
次に、反応溶液を、５０℃の湯浴で、６０分間加熱することにより反応を行なった。そ
の後、反応溶液を、定性濾紙（保留粒子径５μｍ）を用いて濾過した。これにより、ｃｕ
ｔＳＦの表面にアルコキシシリル基が導入されたＳＦ繊維（濾滓）と、高分子化したＫＢ
Ｅおよびシリル基がエステル化した分子（濾液）とを分離した。そして、さらに、高分子
化したＫＢＥを分離するために、ｃｕｔＳＦの表面にアルコキシシリル基が導入されたＳ
Ｆ繊維をエタノール中で、１分間超音波(出力２０ｋＨｚ、３５Ｗ)処理し、さらに２時間
攪拌しながら洗浄したのち、定性濾紙にて濾過した。その後真空乾燥することにより、末
端のアルコキシシリル基を有する高分子鎖をグラフト重合させたＳＦ繊維、すなわち、ア
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ルコキシシリル基導入ＳＦ繊維（以下、ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦと称する）を得た。得られた
ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦの走査型電子顕微鏡像を図２に示す。
【０３１０】
またこのときの反応時間におけるアルコキシシリル基の導入率は８．３重量％であった
。なお上記導入率は、未処理のｃｕｔＳＦの重量をＡｇ、反応後のｃｕｔＳＦの重量（Ｋ
ＢＥ−ｃｕｔＳＦ）をＢｇとして、下式（１）により求めた。
【０３１１】
導入率（重量％）＝（（Ｂ−Ａ）／Ａ）×１００・・・（１）
各反応時間（１５分間、６０分間、７５分間、９０分間、１２０分間）におけるアルコ
キシシリル基の導入率を表１、および図３に示す。
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【０３１２】
【表１】

【０３１３】
一方、溶液（トルエン：メタノール＝８．６：１）１５ｍｌに上記ＨＡｐ粒子３００ｍ
ｇを加え、２０秒間超音波処理することで分散させて後、３０分〜１時間静置した。
【０３１４】
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また、ＨＡｐ粒子を静置している間に、３０ｍｌのエレンマイヤーに溶媒（トルエン：
メタノール＝８．６：１）１５ｍｌに、ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ約３００ｍｇ分散させた。
【０３１５】
そして、ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦを分散させたエレンマイヤーに、パスツールピペットにて
、上記ＨＡｐ粒子を分散させた上澄み溶媒を静かに移した。その後、１分ごとにＫＢＥ−
ｃｕｔＳＦとＨＡｐ粒子とが混合した分散溶媒をスポイトにて静かに撹拌した。
【０３１６】
そして上記撹拌操作を１０回繰り返した後、上記定性濾紙にてＨＡｐ粒子が吸着したＫ
ＢＥ−ｃｕｔＳＦ（以下、ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐと称する）と吸着していないＨＡ
ｐ粒子とを分離した。具体的には、上澄みのＨＡｐ粒子を濾過し、その後に、沈殿したＫ

10

ＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐを回収した。
【０３１７】
その後、濾別したＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐをエタノール中で、２時間攪拌・洗浄し
、１分間超音波処理した後、上記定性濾紙にて濾過した。
【０３１８】
そして、濾別したＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐを６０℃にて乾燥後、１２０℃、１ｍｍ
Ｈｇ、２時間処理した。このようにして、ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒子を合成した。
図４に、上記ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒子の走査型電子顕微鏡像を示す。
【０３１９】
また上記合成したＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐのＦＴ−ＩＲ（拡散反射法）を用いて分
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析した結果を図５に示す。図５（ａ）はｃｕｔＳＦのＦＴ−ＩＲ分析の結果であり、同図
（ｂ）はＫＢＥ−ｃｕｔＳＦのＦＴ−ＩＲ分析の結果であり、（ｃ）はＫＢＥ‑ｃｕｔＳ
Ｆ‑ＨＡｐのＦＴ−ＩＲ分析結果である。図５（ｃ）において、ＰＯ43‑に帰属される１０
５０ｃｍ‑1付近に新たな吸収があり、ＨＡｐ粒子が高分子基材に結合していることがわか
った。
【０３２０】
（経皮端子の製造方法）
以下、ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒子を基体に被覆して、経皮端子を製造する方法に
ついて説明する。なお経皮端子とは、カテーテルとの経皮デバイスのダウングロースを予
防するために用いられる器具であり、例えば、生体適合性の高いハイドロキシアパタイト
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セラミックスからなる経皮端子が知られている（H. AOKI, in"Medical Applications of
Hydroxyapatite" (Ishiyaku EuroAmerica Inc., １９９４) p. １３３参照）。
【０３２１】
まず、経皮端子のシリコーンラバー製基体表面のうち、ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒
子を被覆しない部分（被覆部以外）にはカバーテープを巻いておいた。
【０３２２】
次にシリコーンラバー製基体のカテーテルが挿入される方向を軸として、３６０ｒｐｍ
で回転させながら、シリコーン接着剤（ＧＥ東芝シリコーン株式会社製：非腐食性速乾性
接着シール材TSE‑399）を基体に塗布した後、５６００ｒｐｍで１０秒間回転させること
により、余分な接着剤を取り除いた。
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【０３２３】
そして上記接着剤が塗布された基体を３６０ｒｐｍで回転させながら、ＫＢＥ−ｃｕｔ
ＳＦ−ＨＡｐ粒子をまんべんなくつけ、その後、余分なＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒子
を取り去った。なお上記カバーテープは、この操作の後に基体から剥がした。
【０３２４】
その後、ＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒子で被覆された基体を８５℃で５分間乾燥させ
、５分後に回転棒からはずした。そして、減圧下（１３３Ｐａ（１ｍｍＨｇ））で１２０
℃、２時間乾燥を行なった。
【０３２５】
次に、上記基体を純水に浸し、超音波（出力２０ｋＨｚ、３５Ｗ）処理を３分間行なう
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ことにより、上記基体を洗浄した。さらに超音波照射終了後、純水中で基体を１時間攪拌
して洗浄した後、乾燥させ、２４時間放置することにより本発明にかかる経皮端子を製造
した。このようにして得られた経皮端子の全体写真を図６（ａ）に示し、当該経皮端子の
走査型電子顕微鏡像を図６（ｂ）に示す。図６（ｂ）によれば、経皮端子表面にＫＢＥ−
ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒子がまんべんなく被覆していることが分かった。
【０３２６】
（経皮端子への細胞被覆方法）
上記のようにして取得した経皮端子をマイクロチューブ（２ｍｌ）へ入れ、α−ＭＥＭ
培地２ｍｌ注入し、超音波（１２０Ｗ、１分間）処理を行なった。
【０３２７】

10

当該経皮端子を新しいマイクロチューブ（２ｍｌ）へ入れ替え、そこへ歯根膜細胞（２
．５×１０5個／ｍｌ）を２ｍｌ接種した。なお歯根膜細胞は、後述する動物埋植試験に
用いるラットから予め採取し、α−ＭＥＭ培地にて培養したものを使用した。
【０３２８】
マイクロチューブのふたは開けたままにし、インキュベートを行なった。インキュベー
トは、３７℃、大気中で行なった。インキュベートを行なう時、２０〜３０分間隔でマイ
クロチューブを回転させた。このことにより歯根膜細胞がマイクロチューブの底にたまる
ことを防止するとともに、経皮端子の表面に歯根膜細胞がまんべんなく被覆させることが
できる。
【０３２９】
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インキュベート開始から約２日後（約４８時間後）、さらに培養した経皮デバイス複合
体を新しいマイクロチューブ（２ｍｌ）へ入れ替え、そこへ新しい歯根膜細胞（２．５×
１０5個／ｍｌ）を２ｍｌ接種し、２０〜３０分間隔でマイクロチューブを回転させなが
らインキュベートを行なった。
【０３３０】
上記インキュベートから約２日後（約４８時間後）、さらに約８時間インキュベートを
行なって、最終的に歯根膜細胞が表面に吸着した経皮端子を作製した。
【０３３１】
上記経皮端子の走査型電子顕微鏡像を図７に示した。図７によれば、歯根膜細胞が経皮
端子上にまんべんなく被覆している様子がわかる。
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【０３３２】
（動物埋植試験）
上記操作によって得られた歯根膜細胞を被覆した経皮端子を、歯根膜細胞の取り出した
ラットと同腹のラットの皮下に埋植し、３日後経皮端子を埋植部から取り出し、ＨＥ染色
により評価を行なった。
【０３３３】
〔実施例２〕骨髄細胞を被覆した経皮端子の動物埋植試験
被覆させる細胞を骨髄細胞にした以外は、実施例１と同様にして、骨髄細胞を被覆した
経皮端子を作製した。動物埋植試験も実施例１に準じて行なった。
【０３３４】

40

〔比較例〕細胞を被覆していない経皮端子の動物埋植試験
上記実施例１、２の各細胞を被覆する前の経皮端子を用いて、実施例１、２と同様に動
物埋植試験を行なった。
【０３３５】
〔実施例１，２、比較例の結果〕
実施例１において動物から取り出した経皮端子の表面の走査型電子顕微鏡像を図８（ａ
）に示し、実施例２において動物から取り出した経皮端子の表面の走査型電子顕微鏡像を
図８（ｂ）に示し、比較例において動物から取り出した経皮端子の表面の走査型電子顕微
鏡像を図８（ｃ）に示した。
【０３３６】
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なお、図９に経皮端子１およびカテーテル２からなる経皮デバイス３の概略図を示した
。同図において経皮端子１が生体内に埋植され、カテーテル２は生体外に存在しカテーテ
ル２を通って薬剤が投与される。経皮端子１は、カテーテル２のダウングロースを防止す
るためのものである。なお、上記電子顕微鏡観察を行なった領域は、同図中丸で囲んだ。
【０３３７】
図８（ａ）〜（ｃ）からわかるように、細胞を被覆した経皮端子はいずれも、比較例の
ものに比べ、結合組織の早期伸展が認められた。これは、経皮端子と生体組織（軟組織）
が早期に接着していることを示している。
【０３３８】
したがって、ハイドロキシアパタイト複合体にさらに細胞（歯根膜細胞、骨髄細胞）を
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被覆した本発明にかかるハイブリット複合体にて製造した経皮端子等の医療用材料は、生
体組織、特に軟組織との親和性が向上し、迅速に軟組織と接着することができる。よって
、医療用材料の埋植初期に起こる細菌等による感染や、医療用材料のズレを予防すること
ができるとともに、創傷治癒の促進効果が期待できる。
【産業上の利用可能性】
【０３３９】
本発明にかかるハイブリット複合体は、生体組織（軟組織）と早期に接着する性質を有
するものである。よって、種々の体内留置型医療用デバイスの医療用材料に利用が可能で
ある。例えば、経皮デバイス（肺高血圧症治療用カテーテル（長期留置型中心静脈カテー
テル）、腹膜透析用カテーテル、補助人工心臓（VAS）の送血管・脱血管の皮膚挿入部位
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への利用）、人工肛門・人工膀胱、ステントおよびステントグラフトへの応用、人工血管
、シャント（外シャント、内シャント）、体内留置型人工心臓の体内固定化技術への応用
（人工心臓、ペースメーカー等）が挙げられる。
【０３４０】
また上記の他にも、coronary stent、メタリックステント、血栓除去用ステント、尿管
ステント、BMP治療用メタリックステント、胆管ステント、食道ステント、気管・気管支
ステント、高カロリー用カテーテル、ブラッドアクセス、補テツ材料、人工靱帯等にも利
用が可能である。
【０３４１】
それゆえ本発明によれば、種々広範な医療用材料（医療用デバイス）において好的に利
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用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０３４２】
【図１】実施例１におけるｃｕｔＳＦの走査型電子顕微鏡像を示す図である。
【図２】実施例１におけるＫＢＥ−ｃｕｔＳＦの走査型電子顕微鏡像を示す図である。
【図３】実施例１における反応時間におけるアルコキシシリル基の導入率を示すグラフで
ある。
【図４】実施例１におけるＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒子の走査型電子顕微鏡像を示す
図である。
【図５】実施例１におけるＦＴ−ＩＲ（拡散反射法）分析結果を示すグラフである。
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【図６】図６（ａ）は実施例１において作製した表面をＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒子
で被覆した経皮端子の全体写真図であり、図６（ｂ）は、同経皮端子の一部の走査型電子
顕微鏡像を示す図である。
【図７】実施例１において作製した表面をＫＢＥ−ｃｕｔＳＦ−ＨＡｐ粒子で被覆し、さ
らに歯根膜細胞を被覆した経皮端子の走査型電子顕微鏡像を示す図である。
【図８】図８（ａ）は、実施例１の動物埋植試験において、動物から取り出した経皮端子
の表面の走査型電子顕微鏡像を示す図であり、図８（ｂ）は、実施例２の動物埋植試験に
おいて、動物から取り出した経皮端子の表面の走査型電子顕微鏡像を示す図であり、図８
（ｃ）は、比較例の動物埋植試験において動物から取り出した経皮端子の表面の走査型電
子顕微鏡像を示す図である。
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【図９】経皮端子およびカテーテルからなる経皮デバイスの概略図である。
【符号の説明】
【０３４３】
１

経皮端子

２

カテーテル

３

経皮デバイス

【図３】

【図５】
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【図１】
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