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(57)【 要 約 】
【課題】

硬化時にｐＨ変化を伴わないで硬化し、良好な生体適合性及び圧縮強度を有す

るセメント用材料及びセメントを提供すること。
【解決手段】

イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩をカルシウム化合

物の表面に吸着させた微結晶を含むことを特徴とするセメント用材料、又はヒドロキシア
パタイトの微結晶及びイノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩からなるこ
とを特徴とするセメント用材料、及び前記いずれか１つのセメント用材料を水性溶媒中で
混練し、硬化させたことを特徴とするセメント。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩をカルシウム化合物の表面に吸
着させた微結晶を含むことを特徴とするセメント用材料。
【請求項２】
イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩とカルシウム化合物のモル比が
０．００１〜０．１である請求項１に記載のセメント用材料。
【請求項３】
カルシウム化合物がリン酸カルシウム及び／又は炭酸カルシウムである請求項１又は２
に記載のセメント用材料。
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【請求項４】
リン酸カルシウムがヒドロキシアパタイトである請求項３に記載のセメント用材料。
【請求項５】
ヒドロキシアパタイトの微結晶及びイノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれら
の塩からなることを特徴とするセメント用材料。
【請求項６】
請求項１〜５いずれか１つに記載のセメント用材料を水性溶媒中で混練し、硬化させた
ことを特徴とするセメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】

20

【０００１】
本発明は、セメント用材料およびセメントに関する。
【背景技術】
【０００２】
リン酸カルシウムは脊椎動物の骨や歯などの硬組織にみられる無機物質とほぼ同一の組
成や構造を有し、生体適合性を示す生体活性材料群である。
なかでも、ヒドロキシアパタイトは生体内に埋め込んでも生体の拒否反応や壊死を引き
起こさず、生体硬組織に同化、癒着しやすい性質を有するので、骨欠損部及び骨空隙部等
の修復用材料として期待されている。ヒドロキシアパタイトの材料形態は緻密体、多孔体
、顆粒、セメント等があるが、任意形状に成形可能なアパタイトセメントは今後の発展が
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期待される材料である。
【０００３】
しかしながら、従来のアパタイトセメントは硬化時間が長く、また、生体内に埋め込ん
でから生体硬組織に癒着、接合が始まるまでの骨誘導期間が４〜５週間と長いことが知ら
れている。この性質は患者の苦痛と関係することから、現行のアパタイトセメントの欠点
の１つとされている（特許文献１）。また、従来のアパタイトセメントには曲げ強さに弱
い欠点もある（非特許文献１）。また、従来のアパタイトセメントでは、硬化する際に酸
・塩基反応を伴うために、生体内で硬化するまでの間に局所的なｐＨ変動が起こり、炎症
反応が惹起されるという問題点がある。
【０００４】
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また、β−リン酸三カルシウムからなるセメントは、移植骨の採取部や腫瘍切除後の補
填材として使われているが、大腿骨やけい骨などのように高い荷重を支える長管骨の広範
囲の欠損への適応はまだ確立されていない。これは、荷重長管骨と人工骨との界面に生じ
る過大な応力に耐えるほどの骨結合力が短期間では得られないからである。β−リン酸三
カルシウムからなるセメントは徐々に生体骨に置換されるが長時間を要するため、現実の
治療では他の固定材料なしに荷重部分に用いるのには難がある（非特許文献２）。
【０００５】
【特許文献１】特開平５−２２９８０７号公報
【非特許文献１】金澤孝文著「リン」第６５〜８６頁（研成社、１９９７年）
【非特許文献２】日本化学会編「第６版

化学便覧

応用化学編ＩＩ」第１４８５頁（丸
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善、２００３年）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明の解決しようとする課題は、硬化時にｐＨ変化を伴わないで硬化し、良好な生体
適合性及び圧縮強度を有するセメント用材料及びセメントを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の上記の課題は、以下の手段により達成された。
（１）イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩をカルシウム化合物の表
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面に吸着させた微結晶を含むことを特徴とするセメント用材料、
（２）イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩とカルシウム化合物のモ
ル比が０．００１〜０．１である（１）記載のセメント用材料、
（３）カルシウム化合物がリン酸カルシウム及び／又は炭酸カルシウムである（１）又
は（２）記載のセメント用材料、
（４）リン酸カルシウムがヒドロキシアパタイトである（３）記載のセメント用材料、
（５）ヒドロキシアパタイトの微結晶及びイノシトールリン酸若しくはフィチン酸又は
それらの塩からなることを特徴とするセメント用材料、
（６）（１）〜（５）いずれか１つに記載のセメント用材料を水性溶媒中で混練し、硬
化させたことを特徴とするセメント、
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【発明の効果】
【０００８】
本発明のセメント用材料は、ｐＨの変動を伴うことなく硬化し、生体適合性及び圧縮強
度に優れたセメントを与える。本発明のセメントは、骨の欠損部又は空隙部等に充填され
、新生骨の発生を容易にし、生体の硬組織と容易に一体化する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
本発明のセメント用材料について説明する。
本発明においては、イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩をカルシウ
ム化合物の表面に吸着させた微結晶をセメント用材料（以下、「セメント用材料Ｉ」とも
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いう。）として用いる。
ここで、カルシウム化合物の微結晶とは、平均粒子径が約１μｍ〜約１ｍｍの大きさの
結晶を言う。吸着させる前に、微結晶は、必要に応じて再結晶法により精製して使用する
ことが好ましい。また、乾式篩い等により微結晶を分級して粒子径のそろったカルシウム
化合物を使用することが好ましい。
イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩をカルシウム化合物の表面に吸
着させるには、イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩の希薄な溶液中に
カルシウム化合物の微結晶を浸漬処理する。イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又は
それらの塩は、カルシウム化合物の微結晶表面に化学的に吸着すると考えられる。
吸着操作については後に詳細に説明する。
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【００１０】
カルシウム化合物としては、リン酸カルシウム、炭酸カルシウム等が好ましく用いられ
る。これらは１種を単独で使用しても２種を同時に使用してもよい。１種を単独で使用す
る場合、リン酸カルシウムを使用することが好ましい。
【００１１】
リン酸カルシウムとしては、ヒドロキシアパタイト、α−リン酸三カルシウム、β−リ
ン酸三カルシウム、γ−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
、リン酸水素カルシウム、リン酸二水素カルシウム、非晶質リン酸カルシウムが好ましく
、ヒドロキシアパタイトがより好ましい。これらは１種を単独で使用しても２種以上を同
時に使用してもよい。
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【００１２】
本発明のセメント用材料Ｉに用いるヒドロキシアパタイト（以下、「ＨＡｐ」ともいう
。）の製造方法には特に限定はなく、いかなる方法で製造したものであってもよい。ヒド
ロキシアパタイトの製造方法としては、例えば、乾式法、半乾式法、湿式法等が挙げられ
る。
本発明で用いるヒドロキシアパタイトの微結晶を湿式法で製造する場合について説明す
る。予めアルカリ性に調整した硝酸カルシウム等のカルシウムイオンを含む溶液に、予め
弱アルカリ性に調整したリン酸アンモニウム等のリン酸イオンを含む溶液を滴下し、アル
カリ性を保ちながら熟成すると、ゲル状のヒドロキシアパタイトが得られる。溶液のｐＨ
を調整するためのアルカリとしては、アンモニアが好ましく用いられる。このゲル状のヒ
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ドロキシアパタイトを加熱することによりヒドロキシアパタイトの微結晶が得られる。空
気中の炭酸ガスがヒドロキシアパタイトの微結晶に取り込まれるのを防ぐために、一連の
操作は窒素ガス等の不活性ガス雰囲気下で行うことが好ましい。この方法では、用いる材
料の純度が、得られるヒドロキシアパタイトの微結晶の純度に反映される。従って、高純
度の材料を用いれば、高純度のヒドロキシアパタイトの微結晶を得ることができる。
【００１３】
本発明のセメント用材料Ｉに用いるヒドロキシアパタイトの微結晶の平均粒径は、１〜
５００μｍであることが好ましく、１０〜２５０μｍであることがより好ましく、１０〜
５０μｍであることが特に好ましい。
【００１４】
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イノシトールリン酸としては、イノシトール一リン酸、イノシトールニリン酸、イノシ
トール三リン酸、イノシトール四リン酸、イノシトール五リン酸、フィチン酸（イノシト
ール六リン酸）が挙げられる。なお、イノシトール六リン酸は通常フィチン酸と呼ばれて
いる。
イノシトールリン酸又はフィチン酸の塩としては、アルカリ金属塩又はアルカリ土類金
属塩が好ましく、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩、バリウム
塩等が挙げられる。
これらの中でも、フィチン酸、フィチン酸ナトリウム塩、又はフィチン酸カリウム塩が
好ましく、フィチン酸ナトリウム塩又はフィチン酸カリウム塩がより好ましく用いられる
。
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なお、フィチン酸ナトリウム塩には、例えばフィチン酸ナトリウム塩３８水和物、フィ

チン酸ナトリウム塩４７水和物、フィチン酸ナトリウム塩１２水和物等のように、結晶水
含量の異なる数種が知られているが、いずれも好ましく用いることができる。
【００１５】
本発明のセメント用材料Ｉに用いるフィチン酸（以下、「ＩＰ６ 」ともいう。）又はフ
ィチン酸アルカリ金属塩の製造方法には特に限定はなく、いかなる方法で製造したもので
あってもよい。例えば、フィチン酸ナトリウム塩（以下、「ＩＰ６ Ｎａ」ともいう。）は
、脱脂した植物の種子粉末を希塩酸で抽出し、抽出液から不溶性の銅塩、鉄塩などにして
沈殿させ精製した後、ナトリウム塩に変え、アルコールを加えて沈殿させることにより得
ることができる。
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【００１６】
上記カルシウム化合物の微結晶を上記イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれ
らの塩の水溶液と混合して微結晶表面に吸着させた後に、微結晶を分離し、乾燥すること
によりイノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩をカルシウム化合物に吸着
させた微結晶（セメント用材料Ｉ）を得ることができる。
【００１７】
イノシトールリン酸又はフィチン酸の水溶液を用いる場合は、前記水溶液に予めアルカ
リ水溶液を添加し、好ましくはｐＨ６〜１１、より好ましくはｐＨ６〜８に調整しておく
ことが好ましい。ｐＨの調整に用いるアルカリ水溶液は、特に限定されず、水酸化ナトリ
ウム水溶液、水酸化カリウム水溶液等が挙げられる。
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【００１８】
イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩の水溶液の濃度としては、０．
００１〜０．２５Ｍが好ましく、０．００１〜０．０５Ｍがより好ましい。
イノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩とカルシウム化合物のモル比と
しては、０．００１〜０．１が好ましく、０．００１〜０．０５がより好ましい。
【００１９】
吸着させる方法に特に限定はなく、ヒドロキシアパタイト等の微結晶を浸漬したイノシ
トールリン酸又はフィチン酸の塩の水溶液を、適宜、撹拌ないし振とうして吸着を完結さ
せた後に静置し、目的の微結晶を分離する。混合温度は、２０〜９０℃が好ましく、２０
〜４０℃がより好ましい。また、混合時間は、２〜２４時間が好ましく、２〜５時間がよ
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り好ましい。フィチン酸等を吸着させたヒドロキシアパタイトは、分離して乾燥して使用
することが好ましい。
【００２０】
乾燥温度は、４〜８０℃が好ましく、４〜４０℃がより好ましい。また、乾燥時間は、
１２〜４８時間が好ましく、１２〜２４時間がより好ましい。
【００２１】
上記の方法で調製したセメント用材料Ｉは、カルシウム化合物の表面にイノシトールリ
ン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩が吸着した微結晶（以下、「ＩＰ６ ＨＡｐ」とも
いう。）からなる。特に、ヒドロキシアパタイト微結晶へのイノシトールリン酸若しくは
フィチン酸又はそれらの塩の吸着は、その吸着等温線のラングミュアープロットから単分

20

子層均一吸着に近似できる。
【００２２】
また、本発明では上記のセメント用材料Ｉとは異なり、ヒドロキシアパタイトの微結晶
とイノシトールリン酸若しくはフィチン酸又はそれらの塩の単なる混合物をセメント用材
料（以下、「セメント用材料ＩＩ」ともいう。）として使用することもできる。なお、こ
こでいう混合物とは、ヒドロキシアパタイトの微結晶とイノシトールリン酸若しくはフィ
チン酸又はそれらの塩の微粉末が単に機械的に混ぜ合わされたことを意味する。セメント
用材料ＩＩは、ヒドロキシアパタイトの微結晶及びイノシトールリン酸若しくはフィチン
酸又はそれらの塩の微粉末以外にも、必要に応じて第三成分を含むことができる。
【００２３】
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セメント用材料ＩＩにおいて、ヒドロキシアパタイトとイノシトールリン酸若しくはフ
ィチン酸又はそれらの塩は、セメント用材料Ｉと同じものを用いることができる。
【００２４】
次に、本発明のセメントについて説明する。
本発明のセメント用材料Ｉ又はＩＩを水性溶媒中で混練してペーストにして使用する。
水性溶媒としては主として水が用いられるが、エタノール等の水と混和する溶媒を添加し
たものも用いることができる。
混練したセメント用材料は骨欠損部等の患部に充填し、硬化させることによりセメント
を調製することができる。セメント用材料としては、セメント用材料ＩＩよりもセメント
用材料Ｉが好ましく用いられる。得られる強度および硬化時間の短かさの点で、セメント
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用材料Ｉが優れている。
【００２５】
混練時間としては、３分以内に混練から充填までの操作を済ませることが好ましい。水
性溶媒のｐＨは、ｐＨ６〜１１であることが好ましく、ｐＨ６〜８の水であることがより
好ましい。
セメント用材料と水性溶媒の重量比は、特に限定されないが、１／０．５０〜１／０．
８０であることが好ましい。
【００２６】
本発明のセメント用材料を水性溶媒中で混練する際に、適用する疾患に応じて、でんぷ
ん、グリコサミノグリカン、アルギン酸、キチン、キトサン、ヘパリン等の多糖類、コラ
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ーゲン、ゼラチン及びこれらの誘導体等のタンパク質、抗リウマチ治療剤、抗炎症剤、抗
生物質、抗腫瘍剤、骨誘導因子、レチノイン酸、レチノイン酸誘導体等の生理活性物質を
添加してもよい。
【００２７】
上記ペーストを骨欠損部等の患部に充填すると、２〜３分で硬化し始め、約１０分以内
で硬化し、セメントになる。セメントは新生骨に置換され、生体硬組織と一体化する。
本発明のセメントは、従来のアパタイトセメントとは異なり硬化時に酸・塩基反応が起
こらないので、硬化前後でｐＨ変化がない。したがって、本発明のセメントは炎症反応を
惹起する可能性が少ない。
【００２８】
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本発明のセメントは、硬化時間が短いので、治療時間を短縮することができ、患者の苦
痛を低減することができる。本発明のセメントは骨折、骨粗鬆症、慢性関節リウマチ等の
治療に用いることができる。
【実施例】
【００２９】
＜実施例１＞
（１）ヒドロキシアパタイトの分級
ヒドロキシアパタイト（太平化学製）を目開き１５０μｍ、７５μｍ、５３μｍ及び３
７μｍのふるいにより以下の５段階に分級した。
【００３０】
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【表１】

【００３１】
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（２）セメント用材料Ｉ（ＩＰ６ ＨＡｐ）の調製
上記で得られた分級済のヒドロキシアパタイト２．５ｇ（２．４９ｍｍｏｌ）にフィチ
ン酸水溶液５０ｍＬ（３．０ｍＭ、ｐＨ７．３、０．１５ｍｍｏｌ）を加え、５時間振と
うした。吸引濾過によりＩＰ６ ＨＡｐを濾取し、減圧下２４時間乾燥した。
【００３２】
（３）フィチン酸の飽和吸着量の測定
種々の濃度に調製したフィチン酸水溶液のｐＨを水酸化ナトリウム水溶液を用いてｐＨ
７に調整し、それらの溶液１０ｍＬにヒドロキシアパタイト（比表面積３５ｍ

２

／ｇ）を

それぞれ０．３ｇ添加し、振とう型インキュベーターを用いて（３７℃、１００回／分）
、インキュベートした。その後、固液分離して、上清中のリン濃度をＩＣＰで測定してヒ

40

ドロキシアパタイトに対するフィチン酸の吸着量を算出した。また、ラングミュアプロッ
トからヒドロキシアパタイトに対するフィチン酸の飽和吸着量を求めたところ、１５ｍｇ
／ｇであった。
【００３３】
＜実施例２＞
実施例１で調製したＩＰ６ ＨＡｐに水を、固液比１／０．６０（重量比）で混合し、１
分間混練後、成形器に充填した。一軸加圧成形（０．８ＭＰａ）後、１日間静置すること
により硬化させ、直径５ｍｍ、高さ７〜８ｍｍの円柱状のセメントを調製した。
硬化したセメント（ＩＰ６ ＨＡＣ）の圧縮強度を評価した。
圧縮強度は安田精機製作所製強度試験機を用いて、クロスヘッドスピード０．５ｍｍ／
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ｍｉｎで測定し、破壊時の最大荷重をその試験片の断面積で割ることにより算出した。
また、フィチン酸を吸着させていないヒドロキシアパタイト（太平化学製、未分級）（
ＨＡｐ）を上記と同様の操作で硬化させ、セメント（ＨＡＣ）を調製した。セメント（Ｈ
ＡＣ）の圧縮強度を測定し、対照とした。
結果を下表２に示す。
【００３４】
【表２】

10

ＩＰ６ ＨＡｐ−Ｅを硬化させたセメントＩＰ６ ＨＡＣ−Ｅの圧縮強度が一番大きく、対
照のＨＡＣの約３倍の強度を示した。
【００３５】
＜実施例３＞
（圧縮強度に及ぼす固液比の影響）
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実施例１で調製したＩＰ６ ＨＡｐに水を、固液比１／０．５０〜１／１．２０で混合し
、１分間混練後、成形器に充填した。一軸加圧成形（０．８ＭＰａ）後、１日間静置する
ことにより硬化させ、直径５ｍｍ、高さ７〜８ｍｍの円柱状のセメントを調製した。硬化
したセメント（ＩＰ６ ＨＡＣ）の圧縮強度を実施例２と同様に評価した。
ＩＰ６ ＨＡＣ−Ａ及びＩＰ６ ＨＡＣ−Ｅについて、圧縮強度が一番大きいのは、固液比
１／０．６０のときであり、そのときの圧縮強度は６．８ＭＰａであった。
【００３６】
＜実施例４＞
実施例１で調製したＩＰ６ ＨＡｐ−Ｅに水を、固液比１／０．６０（重量比）で混合し
、１分間混練後、ステンレス製の型（直径１ｃｍ及び高さ１．５ｃｍの円柱状）に充填し
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、インキュベーター（３７℃、湿度１００％）内に静置した。荷重２００ｇ、直径２ｍｍ
のビガー針を用いて測定し、圧痕がつかなくなるまでの時間を硬化時間とした。
また対照として、ヒドロキシアパタイト（ＨＡｐ）を用いて上記と同様の操作（固液比
１／１．００）を行った。
対照のＨＡＣでは、完全に硬化するまで約９０分かかったのに対し、ＩＰ６ ＨＡＣ−Ｅ
では、約１０分で完全に硬化した。
【００３７】
＜実施例５＞
（１）生体擬似体液の調製
約７００ｍＬの蒸留水に、塩化ナトリウム（７．９９６ｇ）、炭酸水素ナトリウム（０
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．３５０ｇ）、塩化カリウム（０．２２４ｇ）、リン酸水素カリウム三水和物（０．２２
８ｇ）、塩化マグネシウム六水和物（０．３０５ｇ）、１Ｍ塩酸（４０ｍＬ）、塩化カル
シウム（０．２７８ｇ）、硫酸ナトリウム（０．０７１ｇ）及びトリスヒドロキシメチル
アミノメタン（６．０５７ｇ）を順次加えた。１Ｍ塩酸を用いてｐＨを７．４０に調整し
た後に、蒸留水を加え、全液量を正確に１０００ｍＬとした。
（２）生体擬似体液浸漬実験
実施例２で調製したセメント（ＩＰ６ ＨＡＣ−Ｅ）を生体擬似体液中に浸漬し、セメン
トの圧縮強度及び生体擬似体液中のカルシウムイオン若しくはリンイオンのイオン濃度を
経時的に測定した。
ＩＰ６ ＨＡＣ−Ｅを浸漬した生体擬似体液中のカルシウムイオン若しくはリンイオンの
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イオン濃度は経時的に減少し、６日後以降一定のイオン濃度になった。この結果は、セメ
ント（ＩＰ６ ＨＡＣ−Ｅ）上にリン酸カルシウムが析出していることを示している。擬似
体液中のカルシウムイオン及びリン酸イオン濃度の経時変化の割合から考えると、アパタ
イトが析出しているものと推察される。
また、生体擬似体液に浸漬してから３０日後におけるセメントの圧縮強度を測定したと
ころ、ＩＰ６ ＨＡＣ−ＥはＨＡＣの約５倍の圧縮強度を示した。
【００３８】
＜実施例６＞
骨芽細胞様細胞（ＭＣ３Ｔ３−Ｅ１）（６×１０

４

個）をポリスチレンプレート中に播

種し、１日間培養した。前記ポリスチレンプレート中にトランズウェルを設置し、実施例
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２で調製したセメント（ＩＰ６ ＨＡＣ−Ｅ）を投入し、２、４、６及び８日後の細胞数を
数えた。
細胞数は経時的に増加し、６日後にはプラトーに達した。この結果から、本発明のセメ
ントは良好な生体適合性を有することがわかった。
【００３９】
＜実施例７＞
ヒドロキシアパタイト（太平化学製、ＨＡｐ−１００）１ｇに、０．０５Ｍフィチン酸
１２ナトリウム塩水和物（ＩＰ６ Ｎａ）の水溶液（ｐＨ１０．７〜１０．８、１ｍＬ）を
添加（固液比１／１．００）後、混練し、直径１０ｍｍの金型に詰めて１０ＭＰａの圧力
で押した。室温で１日間放置したところ、セメントは完全に硬化し、圧縮強度も良好であ
った。
【００４０】
＜実施例８＞
ヒドロキシアパタイト（太平化学製、ＨＡｐ−１００）１ｇに、０．０１Ｍフィチン酸
１２ナトリウム塩水和物（ＩＰ６ Ｎａ）の水溶液（ｐＨ１０．７〜１０．８、１ｍＬ）を
添加（固液比１／１．００）後、混練し、直径１０ｍｍの金型に詰めて１０ＭＰａの圧力
で押した。室温で１日間放置したところ、セメントは完全に硬化し、圧縮強度も良好であ
った。

20

