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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体を含むセメント用材料と、
多糖、イノシトールリン酸及び溶媒を含む混練液とを混練して得たものであり、
前記多糖が酸性基を有する多糖であり、
前記混練液に含まれるイノシトールリン酸がフィチン酸であり、
前記イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体が、フィチン酸を表面
に吸着させたリン酸カルシウム塩のヒドロキシアパタイトの粉体であることを特徴とする
セメント組成物。
【請求項２】
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前記多糖がデキストラン硫酸塩である請求項１に記載のセメント組成物。
【請求項３】
イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体を含むセメント用材料、多
糖、イノシトールリン酸及び溶媒を含むセメントキットであって、
前記セメント用材料と溶媒とを別々に包装したものであり、
前記多糖が酸性基を有する多糖であり、
前記混練液に含まれるイノシトールリン酸がフィチン酸であり、
前記イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体が、フィチン酸を表面
に吸着させたリン酸カルシウム塩のヒドロキシアパタイトの粉体であることを特徴とする
セメントキット。
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【請求項４】
請求項１又は２に記載のセメント組成物を硬化させたことを特徴とする
セメント。
【請求項５】
イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体を含むセメント用材料を調
製するセメント用材料調製工程、
多糖、イノシトールリン酸及び溶媒を含む混練液を調製する混練液調製工程、
前記セメント用材料と前記混練液とを混練するセメント組成物調製工程、並びに、
前記セメント組成物を硬化させる硬化工程を含み、
前記多糖が酸性基を有する多糖であり、
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前記混練液に含まれるイノシトールリン酸がフィチン酸であり、
前記イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体が、フィチン酸を表面
に吸着させたリン酸カルシウム塩のヒドロキシアパタイトの粉体であることを特徴とする
セメントの製造方法。
【請求項６】
前記セメント用材料調製工程として、（工程１）アルカリ性に調整したカルシウムイオ
ンを含む溶液と、リン酸イオンを含む溶液とを混合して沈澱物を得る工程、（工程２）前
記沈澱物を含む系をアルカリ性に保ちながら熟成させてカルシウム塩の粉体を得る工程、
及び、（工程３）前記カルシウム塩の粉体を回収して凍結乾燥する工程、を含む請求項５
に記載のセメントの製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明はセメント組成物、セメントキット、セメント及びセメントの製造方法に関する
。
【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。
中でも、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
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こさず、生体硬組織に同化、接合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期
待される材料である。
【０００３】
特許文献１には、アパタイトにおいて、その化学組成がＣａ10‑x(Ｈ、Ｎａ)x(ＰＯ4)6(
ＯＨ)2‑x・ｎＨ2Ｏ（但し、０.０５＜ｘ＜０.４、ｎ＝２ｘ）であることを特徴とする水
酸アパタイトが開示されている。
【０００４】
また、特許文献２には、水和硬化性を有するリン酸カルシウムを主成分とし、２００ｇ

40

以下の荷重で圧壊する顆粒を含有することを特徴とする粉剤が開示されている。リン酸カ
ルシウム系ペーストの粘度維持、リン酸カルシウム系ペーストの形態付与性の向上、生体
内での崩壊の抑制等の観点から、多糖等の水溶性高分子を含有させることができることが
記載されており、多糖としてデキストランあるいはデキストラン硫酸塩が例示されている
。
しかしながら、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
問題点があった。
この問題を解決する手段として、特許文献３の方法がある。特許文献３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をカルシウム化合物の表面に吸着させた微
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結晶を含むことを特徴とするセメント用材料が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平５−２２９８０７号公報
【特許文献２】特開２００６−１３０１２２号公報
【特許文献３】特開２００５−９５３４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明が解決しようとする課題は、硬化性に優れ、硬化時にｐＨ変化を伴わずに硬化し
、用途に応じて固液比の調整が可能であるセメント組成物及び前記セメント組成物を調製
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するセメントキットを提供することに加えて、生体適合性及び圧縮強度に優れたセメント
並びにセメントの製造方法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を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体を含むセメント用材料
と、多糖、イノシトールリン酸及び溶媒を含む混練液とを混練して得たことを特徴とする
セメント組成物、
＜２＞前記多糖が酸性基を有する多糖である＜１＞に記載のセメント組成物、
＜３＞前記多糖がデキストラン硫酸塩である＜１＞に記載のセメント組成物、
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＜４＞前記混練液に含まれるイノシトールリン酸がフィチン酸である＜１＞〜＜３＞いず
れか１つに記載のセメント組成物、
＜５＞前記カルシウム塩がヒドロキシアパタイトである＜１＞〜＜４＞いずれか１つに記
載のセメント組成物、
＜６＞前記イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体が、フィチン酸を
表面に吸着させたカルシウム塩の粉体である＜１＞〜＜５＞いずれか１つに記載のセメン
ト組成物、
＜７＞イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体を含むセメント用材料
、多糖、イノシトールリン酸及び溶媒を含むセメントキットであって、前記セメント用材
料と溶媒とを別々に包装したことを特徴とするセメントキット、
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＜８＞＜１＞〜＜６＞いずれか１つに記載のセメント組成物を硬化させたことを特徴とす
るセメント、
＜９＞イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体を含むセメント用材料
を調製するセメント用材料調製工程、多糖、イノシトールリン酸及び溶媒を含む混練液を
調製する混練液調製工程、前記セメント用材料と前記混練液とを混練するセメント組成物
調製工程、並びに、前記セメント組成物を硬化させる硬化工程を含むことを特徴とするセ
メントの製造方法。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、硬化性に優れ、硬化時にｐＨ変化を伴わずに硬化し、用途に応じて流
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動性の調整が可能であるセメント組成物及び前記セメント組成物を調製するセメントキッ
トを提供することができる。
本発明によれば、生体適合性及び圧縮強度に優れたセメント並びにセメントの製造方法
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
Ｉ．セメント組成物
本発明のセメント組成物は、イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉
体を含むセメント用材料と、多糖、イノシトールリン酸及び溶媒を含む混練液とを混練し
て得たことを特徴とする。
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以下、本発明について詳細に説明する。
【００１０】
１．セメント用材料
本発明において、セメント用材料はイノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム
塩の粉体を含む。なお、本発明において「イノシトールリン酸」という場合にはその塩も
含み、特に断りのない限り「イノシトールリン酸及び／又はその塩」と同義である。
（１）イノシトールリン酸
本発明に用いるイノシトールリン酸としては、イノシトール一リン酸、イノシトール二
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及びフィ
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チン酸（イノシトール六リン酸）が挙げられる。
イノシトールリン酸の塩としては、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、カルシウム塩及び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を単
独あるいは２以上を併用する態様が好ましい。フィチン酸を使用する場合は、水酸化ナト
リウム又は水酸化カリウムでｐＨを６〜１１に調整してフィチン酸ナトリウム塩又はフィ
チン酸カリウム塩として使用することが好ましい。
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。
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【００１１】
本発明において、フィチン酸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
沈澱させ精製した後、ナトリウム塩に変え、アルコールを加えて沈澱させることにより得
ることができる。
【００１２】
（２）カルシウム塩
＜カルシウム塩＞
カルシウム塩としては、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。
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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。
【００１３】
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、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、
α−リン酸三カルシウム、β−リン酸三カルシウムがより好ましく、特にヒドロキシアパ
タイトが好ましい。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。
【００１４】
40

＜比表面積＞
本発明において、イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉体の比表面
積は６０〜１５０ｍ2／ｇであることが好ましく、８０〜１３０ｍ2／ｇであることがより
好ましく、９０〜１２０ｍ2／ｇであることがさらに好ましい。上記の数値の範囲内であ
るとカルシウム塩の粉体の表面に前記イノシトールリン酸が十分に吸着するため十分なキ
レートサイトが得られ、セメント用材料として使用した場合に十分な圧縮強度のセメント
が得られる。
【００１５】
粉体の比表面積（Ｓｐｅｃｉｆｉｃ

Ｓｕｒｆａｃｅ

Ａｒｅａ；ＳＳＡ）は、マイク

ロメリティックス自動比表面積測定装置フローソーブＩＩＩ２３０５（（株）島津製作所
製）を用いてＢＥＴ法により測定することができる。冷媒には液体窒素を用いた。飽和吸
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着量の補正値は以下の式を用いて算出した。
Ｓ＝（２７３．２／気温（℃））×（気圧（ｍｍＨｇ）／７６０）×（（６．０２３×
１０23×１６．２×１０‑20）／（２２．４１４×１０））×（１−（窒素の割合（％）
×気圧（ｍｍＨｇ））／７７５）
試料を冷媒で冷却したときに粉体に吸着したガス量（吸着データ）と、試料を冷媒から
取り出したときに粉体から放出されるガス量（脱着データ）を測定した。脱着データを実
験値として採用した。
【００１６】
＜Ｘ線回折による半価幅＞
本発明において、Ｘ線回折によるヒドロキシアパタイトの粉体の（００２）面の回折線
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の半価幅は０．３０〜０．４５°であることが好ましく、０．３２〜０．４５°であるこ
とがより好ましく、０．３５〜０．４５°であることがさらに好ましい。
上記の数値の範囲内であると、十分な圧縮強度のセメントが得られる。
【００１７】
Ｘ線回折法によりヒドロキシアパタイトなどの結晶子の配向性、結晶構造の決定と構成
結晶成分の同定、結晶性の評価、結晶子の３次元的集合組織の評価を併せて行うことがで
きる。
中でも結晶性の評価は各回折線の半価幅を測定することにより行う。前記ヒドロキシア
パタイトの粉体の（００２）面の半価幅は、Ｂｒａｇｇ角（２θ）が２５．６°の回折ピ
ークを基に算出することができる。半価幅は強度が半分となる位置の回折ピークの幅であ
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り、単位は角度である。この半価幅が大きくなると結晶性が低いことを意味する。なお結
晶性は結晶子の大きさと格子歪によって決定され、結晶子が小さく、格子歪が大きい場合
に結晶性は低下する。従って本発明においては、半価幅が大きく結晶性が低いカルシウム
塩の粉体であることが好ましい。
【００１８】
＜カルシウム塩の粉体の製造方法＞
セメント用材料に用いるカルシウム塩の粉体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。カルシウム塩の粉体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、湿式法であることが好ましい。湿式法であると
、低結晶性で比表面積が大きい高純度なカルシウム塩の粉体を効率よく量産することがで
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きる。
【００１９】
（３）セメント用材料の製造方法１
＜湿式法によるカルシウム塩の粉体の製造＞
本発明で用いるカルシウム塩の粉体を湿式法で製造する場合について説明する。
本発明において、カルシウム塩の粉体の製造方法は、（工程１）アルカリ性に調整した
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を混合して沈澱物を得る工程
、（工程２）前記沈澱物を含む系をアルカリ性に保ちながら熟成させてカルシウム塩の粉
体を得る工程、（工程３）前記カルシウム塩の粉体を回収して乾燥する工程、を含む方法
であることが好ましい。
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【００２０】
（工程１）及び（工程２）について説明する。
（工程１）アルカリ性に調整したカルシウムイオンを含む溶液と、リン酸イオンを含む
溶液とを混合して沈澱物を得る工程において、混合する方法は限定されるものではなく、
例えば同時混合法、片側混合法、又はそれらの組合せなどのいずれを用いてもよい。
同時混合法は、リン酸カルシウムを形成する沈澱槽に、アルカリ性に調整したカルシウ
ムイオンを含む溶液及びリン酸イオンを含む溶液を同時に注入する方法であって、一つの
例としてカルシウム塩の沈澱が生成する液相中のカルシウムイオン濃度とリン酸イオン濃
度との比を一定に保つ方法、いわゆるコントロールド・ダブルジェット法が挙げられる。
片側混合法は、アルカリ性に調整したカルシウムイオン過剰（又はリン酸イオン過剰）
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の溶液に対してリン酸イオン（又はカルシウムイオン）を含む溶液を添加してカルシウム
塩の沈澱を形成させる方法である。以下にカルシウム塩としてのヒドロキシアパタイトの
合成を例に片側混合法について説明する。
予めアルカリ性に調整した水酸化カルシウム等のカルシウムイオンを含む溶液に、リン
酸イオンを含む溶液を滴下し、得られた沈澱を含む系をアルカリ性に保ちながら熟成させ
ると、ヒドロキシアパタイトの粉体が得られる。溶液のｐＨを調整するためのアルカリ性
物質としては、アンモニアが好ましく用いられる。反応液中のｐＨは７〜１２であること
が好ましく、１０〜１１であることがより好ましい。
カルシウムイオンを含む溶液の濃度は、０．５〜２．０Ｍであることが好ましく、０．
７〜１．５Ｍであることがより好ましく、０．９〜１．１Ｍであることがさらに好ましい
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。また、リン酸イオンを含む溶液の濃度は０．３〜１．２Ｍであることが好ましく、０．
４２〜０．９Ｍであることがより好ましく、０．５４〜０．６６Ｍであることがさらに好
ましい。
【００２１】
カルシウム塩がヒドロキシアパタイトである場合、ヒドロキシアパタイトの粉体に含ま
れるＣａ元素とＰ元素との比はＣａ元素／Ｐ元素＝１．６０〜１．７０であることが好ま
しく、１．６３〜１．６９であることがより好ましい。Ｃａ元素とＰ元素との比の調整は
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の濃度比を調整することにより
行う。例えばカルシウムイオンを含む溶液のモル濃度とリン酸水溶液のモル濃度との比を
５：３とすることにより、溶液中のＣａ元素とＰ元素との比を約１．６７とすることがで
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きる。
Ｃａ元素とＰ元素との比が上記の数値の範囲内であると、効率的にヒドロキシアパタイ
トの粉体を得ることができる。また、上記の範囲のヒドロキシアパタイトをセメント用材
料として用いた場合に圧縮強度に優れたセメントが得られる。
【００２２】
（工程１）において、反応槽の温度は一般には２０〜７０℃、好ましくは３０〜５０℃
、特に好ましくは３０〜４０℃である。上記の数値の範囲内であると、比表面積の高いア
パタイト結晶を容易に調製することができる。
【００２３】
空気中の炭酸ガスがカルシウム塩の粉体に取り込まれるのを防ぐために、一連の操作は
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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
が得られるカルシウム塩の粉体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
度のカルシウム塩の粉体を得ることができる。
【００２４】
（工程３）前記カルシウム塩の粉体を回収して乾燥する工程について説明する。
カルシウム塩の粉体を回収して乾燥する工程は、凍結乾燥又は５０〜１５０℃で加熱乾
燥する工程であることが好ましく、凍結乾燥であることがより好ましい。凍結乾燥である
と、比表面積の大きいカルシウム塩の粉体を得ることができる。
前記カルシウム塩の粉体を回収して乾燥する工程が、凍結乾燥である場合は、乾燥温度
は−１５０〜０℃が好ましく、−８０〜−１０℃であることがより好ましく、−５０〜−
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３０℃であることがさらに好ましい。乾燥時間は１〜４８時間であることが好ましい。
また、前記カルシウム塩の粉体を回収して乾燥する工程が、加熱乾燥である場合には、
乾燥温度は５０〜１５０℃であることが好ましく、７０〜１３０℃であることがより好ま
しく、９０〜１２０℃であることがさらに好ましい。乾燥時間は１〜４８時間であること
が好ましい。
従来は、適用する生体からの拒絶反応を少なくするために熱処理や酸性溶液への浸漬な
どによりカルシウム塩の粉体から有機成分等を除去していた。熱処理の場合、３００〜７
００℃で１〜１，０００時間熱処理することにより有機成分等の除去が可能となる。
さらに有機成分が除去されたカルシウム塩の粉体を６００〜１，４００℃で仮焼を行い
リン酸カルシウム系物質の結晶粒径、多孔質度、配向性、力学特性を調整していた。
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前記湿式法で作製したセメント用材料に用いるカルシウム塩は、生体からの拒絶反応を
引き起こす物質を含まない。そのため熱処理等による有機成分等の除去を必要としない。
また６００〜１，４００℃の仮焼を行わずに、凍結乾燥又は５０〜１５０℃の範囲で加熱
乾燥することにより低結晶性で比表面積が大きいカルシウム塩の粉体を得ることができる
。
【００２５】
＜メジアン径＞
セメント用材料に用いるカルシウム塩の粉体のメジアン径は３〜５０μｍの範囲である
ことが好ましく、５〜２０μｍであることがより好ましい。上記の数値の範囲内であると
比表面積が大きい粉体が得られるため、圧縮強度に優れたセメントが得られる。粉体のメ
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ジアン径は、例えば、レーザー回折／散乱式粒度分布測定装置ＬＡ−３００（（株）堀場
製作所製）を用いて算出することができる。
【００２６】
＜粒度分布＞
カルシウム塩の粉体の粒度分布は、粒子径が３〜５０μｍである粉体の比率（体積％）
が、全体の６０％以上であることが好ましく、全体の８０％以上であることがより好まし
い。
この比率は、例えば、レーザー回折／散乱式粒度分布測定装置ＬＡ−３００（（株）堀
場製作所製）を用いた測定結果から、粒子径と頻度積算の関係をプロットし、３〜５０μ
ｍの範囲の頻度積算量から求めることができる。

20

【００２７】
＜粉砕機＞
本発明において前記カルシウム塩の比表面積を増大させるために、カルシウム塩の粉体
を機械的に粉砕する工程をさらに含むことが好ましい。機械的な粉砕により、比表面積を
増大させるのみでなく、効率的に結晶性を低下させることができる。
カルシウム塩の粉体を機械的に粉砕する方法として、種々の粉砕機を用いることができ
る。粉砕機としては粉体の比表面積や粒子径を所望の範囲とすることができるものであれ
ば公知のものを用いることができ、限定されるものではないが、具体的には、竪型ローラ
ーミル、高速回転ミル、容器駆動媒体ミル、及び、媒体撹拌ミル等を挙げることができ、
中でも容器駆動媒体ミルが好ましい。
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容器駆動媒体ミルとは、通常円筒状のミル容器内に鋼球、陶磁器ボール、玉石、鋼製ロ
ッド、ペブルあるいはビーズなどの粉砕媒体を充填し、ミル容器を駆動させることによっ
て粉砕を行う微粉砕機である。ミルの運動様式によって転動ミル、振動ミル、遊星ミルの
ように大別され、遊星ミルを好ましく用いることができる。また粉砕媒体の種類でボール
ミル、ペブルミル、ロッドミルなどに分類され、ボールミルであることが好ましい。従っ
て本発明においては、遊星ボールミルを好ましく用いることができる。
遊星ボールミルは、円筒状粉砕容器が自転しながら、自転軸と平行なミル中心軸の周り
を公転する形式のものであり、具体例として遊星型ボールミルＰ−４、Ｐ−５、Ｐ−６及
びＰ−７（ＦＲＩＴＳＣＨ社製）を挙げることができる。
【００２８】
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前記遊星ボールミルには粉砕媒体として従来公知のものを用いることができ限定される
ものではないが、鋼球（ＳＷＲＭ、ＳＵＪ2、ＳＵＳ４４０、クローム鋼）、セラミック
（ハイアルミナ、ステアタイト、ジルコニア（酸化ジルコニウム）、炭化ケイ素、窒化ケ
イ素）、ガラス（一般ソーダガラス、無アルカリガラス、ハイビー）、超硬球（タングス
テンカーバイト）、天然石（フリントＳｉＯ2）、及び、プラスチックポリアミド等を例
示でき、中でもジルコニア（酸化ジルコニウム）を好ましく用いることができる。
粉砕媒体のモース硬度は８．０〜９．０であることが好ましい。上記の数値範囲である
と媒体の摩耗や損傷がなく繰り返し使用できる。ジルコニアのモース硬度は８．５である
。粉砕媒体の直径は２〜４０ｍｍであることが好ましく、１０〜２０ｍｍであることがよ
り好ましい。
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【００２９】
本発明において粉砕は湿式粉砕であることが好ましい。
一般的に湿式粉砕は乾式粉砕に比べて微粉の生成に適している。これは液が粒子表面を
濡らすことによって粒子の表面エネルギーを低下させる効果（Ｒｅｈｂｉｎｄｅｒ効果）
と、粒子相互の凝集作用を抑制してミル内での砕料の分散状態を保持するという、これら
の相乗効果によるものと考えられる。また乾式で微粉砕を行う場合、微細な粒子は粉砕媒
体をコーティングしてクッショニング現象を起こして粉砕効率を低下させる。
【００３０】
＜イノシトールリン酸の吸着＞
イノシトールリン酸をカルシウム塩の粉体の表面に吸着させるには、イノシトールリン
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酸の希薄な溶液中にカルシウム塩の粉体を浸漬処理することが好ましい。イノシトールリ
ン酸は、浸漬処理によりカルシウム塩の粉体表面に化学的に吸着すると考えられる。
【００３１】
上記カルシウム塩の粉体をイノシトールリン酸の水溶液と混合して粉体表面に吸着させ
た後に、粉体を分離し、乾燥することにより、イノシトールリン酸を表面に吸着させたカ
ルシウム塩の粉体を得ることができる。
【００３２】
イノシトールリ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、ｐＨ６〜１１に調製しておくことが好ましく、ｐＨ６〜８に調整しておくことがより
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
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溶液、水酸化カリウム水溶液等が挙げられる。
【００３３】
イノシトールリン酸の水溶液の濃度としては、１，０００〜１０，０００ｐｐｍである
ことが好ましく、１，０００〜５，０００ｐｐｍであることがより好ましく１，０００〜
２，５００ｐｐｍであることがさらに好ましい。
イノシトールリン酸とカルシウム塩のモル比としては、０．００１〜０．１が好ましく
、０．００１〜０．０５がより好ましい。
【００３４】
吸着させる方法に特に限定はなく、イノシトールリン酸の水溶液にカルシウム塩の粉体
を浸漬し、適宜、撹拌ないし振とうしながら吸着を完結させた後に目的の粉体を分離する
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方法を好ましく例示できる。
混合温度は、２０〜６０℃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、２〜１０時間がより好ましい。
【００３５】
イノシトールリン酸を吸着させた粉体の乾燥温度は、カルシウム塩の粉体を回収して乾
燥する工程と同じく、凍結乾燥又は５０〜１５０℃で加熱乾燥することが好ましく、凍結
乾燥であることがより好ましい。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。
【００３６】
上記の方法で調製したセメント用材料は、カルシウム塩の粉体の表面にイノシトールリ

40

ン酸等が吸着した粉体からなる。特に、カルシウム塩の粉体へのイノシトールリン酸等の
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子層均一吸着に近似できる。
【００３７】
（４）セメント用材料の製造方法２
セメント用材料の製造方法として以下の方法を採ることもできる。
具体的には、アルカリ性に調整した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、イノシトールリン酸を含む溶液とを混合して沈澱物を得る工程、及び、前記沈
澱物を含む系をアルカリ性に保ちながら熟成させてイノシトールリン酸を有するカルシウ
ム塩の粉体を得る工程よりなることを特徴とするセメント用材料の製造方法を採ることが
できる。
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即ち、前記のカルシウム塩の粉体にイノシトールリン酸を吸着させる製造方法と異なり
、カルシウム塩の合成時にイノシトールリン酸を含む溶液を同時に添加することを特徴と
する。溶液の混合方法は先に述べたセメント用材料の製造方法と同じく限定されるもので
はないが、例えば片側混合法、同時混合法又はそれらの組合せなどのいずれを用いてもよ
い。
【００３８】
２．混練液
混練液は、多糖、イノシトールリン酸及び溶媒を含む。
【００３９】
（１）多糖
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多糖は公知のものを用いることができ、限定されるものではないが、植物、動物等から
抽出、単離した多糖、遺伝子工学的手法によって改変された微生物に生産させた多糖、化
学的合成により入手した多糖等を使用することができる。
【００４０】
本発明においては、前記多糖は水溶性の多糖であることが好ましい。
本発明に用いることができる水溶性の多糖の具体例としては、微生物由来の多糖、植物
由来の多糖、海藻由来の多糖及び哺乳動物由来の多糖等が挙げられる。
より具体的には、デキストラン、カードラン、プルラン及びキサンタン等の微生物由来
の多糖、ヘミセルロース、ペクチン、樹液（ゴム）、デンプン及びセルロース等の植物由
来の多糖、アルギン酸、ポリウロン酸塩及び硫酸化ガラクタン（寒天、ポルフィラン、カ
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ラギーナン）等の海藻由来の多糖、並びに、グリコーゲン、キチン及びプロテオグリカン
（コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸）等の哺乳動物由来の多糖が挙げられる。上記の
多糖の他にも、バクテリア多糖、複合糖質、糖タンパク質及び糖脂質等が挙げられる。
【００４１】
本発明に用いることができる多糖は、酸性基を有する多糖であることが好ましい。本発
明においては特に断りのない限り「酸性基を有する多糖」は「酸性基を有する多糖及び／
又はその塩」と同義である。酸性基を有する多糖は水に対する溶解度が高く、本発明の効
果を享受しやすい。
本発明において、酸性基を有する多糖は公知の多糖に化学的に酸性基を導入したもの、
並びに、天然由来の酸性基を有する多糖及びそれらにさらに化学的に酸性基を導入したも
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のも含む。
酸性基としては、カルボキシ基（−ＣＯＯＨ）、硫酸基（−ＯＳＯ3Ｈ）、リン酸基（
−ＯＰＯ3Ｈ2）等が挙げられ、中でもカルボキシ基、硫酸基が好ましい。
また、酸性基を有する多糖の塩には、ナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属との
塩、マグネシウム塩、カルシウム塩のようなアルカリ土類金属塩等が挙げられ、中でもナ
トリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩が好ましい。
【００４２】
本発明に用いることができる酸性基を有する多糖の具体例としては、デキストラン硫酸
、ヘパリン、カラギーナン、コンドロイチン硫酸、硫酸化レンチナン、フコイダン、キシ
ロフラナン硫酸、リボフラナン硫酸、セルロース硫酸、カードラン硫酸、ケラタン硫酸、
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デルマタン硫酸、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキ
シエチルカルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルデンプン、キサンタンガム、ア
ルギン酸、ペクチン及びこれらの塩が挙げられる。上記酸性基を有する多糖は１種または
２種以上を併用して用いることができる。
本発明においては、酸性基を有する多糖は、硫酸基及び／又はカルボキシ基を有する多
糖が好ましく、デキストラン硫酸、アルギン酸及びこれらの塩がより好ましく、デキスト
ラン硫酸塩がさらに好ましい。
【００４３】
本発明においては、公知の多糖に硫酸基を導入したものを用いてもよい。
多糖に硫酸基を導入する方法は公知の方法を用いることができる。例えば、原料の多糖
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１ｇに対し、氷冷した溶媒を１０〜３０ｍｌ用意し、これに硫酸化剤を原料多糖１ｇに対
して２〜６倍加える。この溶媒に、原料の多糖１ｇを加え、０〜１００℃で、１〜１０時
間反応させることにより、硫酸基を導入することができる。
硫酸化剤としては糖類の硫酸化に用いられるものであれば公知のものを用いることがで
き、限定されるものではないが、例えば、三酸化イオウ−ピリジン錯体、三酸化イオウ−
トリメチルアミン錯体、クロロスルホン酸−ピリジン錯体、ジシクロヘキシルカルボジイ
ミド−硫酸等を挙げることができる。
使用する溶媒としては、ピリジン、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアルデヒド、Ｎ，Ｎ−ジア
ルキルアクリルアミド等が使用できる。
【００４４】
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生成した多糖は、各種修飾多糖の製造で常用されている精製操作により精製することが
できる。例えば、中和、透析による脱塩、有機溶媒添加による沈殿を回収する操作、凍結
乾燥による回収操作などが挙げられる。
【００４５】
多糖の分子量は特に限定なく、通常５，０００〜２，０００，０００程度の分子量のも
のを好ましく使用できる。上記の数値の範囲内であると、優れた圧縮強度を保ったままセ
メント組成物の流動性の調整が容易であり、ハンドリング性に優れたセメント組成物を提
供することができる。
【００４６】
混練液に含まれる多糖の濃度は１〜４０重量％が好ましく、１０〜４０重量％がより好
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ましく、２０〜３０重量％がさらに好ましい。上記の数値の範囲内であると、混練液の粘
度が適当であるため作製したセメント組成物のハンドリング性に優れ、得られたセメント
の圧縮強度に優れる。
【００４７】
（２）イノシトールリン酸
本発明において、混練液はイノシトールリン酸を含む。なお、特に断りのない限り「イ
ノシトールリン酸」と記載した場合には「イノシトールリン酸及び／又はその塩」と同義
である。
本発明に用いることができるイノシトールリン酸としては、イノシトール一リン酸、イ
ノシトール二リン酸、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
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ン酸、フィチン酸（イノシトール六リン酸）が挙げられ、中でもフィチン酸が好ましい。
イノシトールリン酸の塩としては、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、カルシウム塩及びバリウム塩等が挙げら
れ、中でもナトリウム塩、カリウム塩が好ましい。
フィチン酸を使用する場合は、水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムでｐＨを６〜８に
調整して、フィチン酸ナトリウム塩又はフィチン酸カリウム塩として使用することが好ま
しい。
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。
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【００４８】
本発明において、フィチン酸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
沈澱させ精製した後、ナトリウム塩に変え、アルコールを加えて沈澱させることにより得
ることができる。
【００４９】
本発明で使用する混練液には上記のイノシトールリン酸を複数種含んでいてもよいが、
フィチン酸を単独で含むことが好ましい。
【００５０】
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混練液は、イノシトールリン酸を５，０００〜２０，０００ｐｐｍ含むことが好ましく
、７，０００〜１５，０００ｐｐｍ含むことがより好ましく、８，０００〜１２，０００
ｐｐｍ含むことがさらに好ましい。上記の数値の範囲内であるとセメント組成物はハンド
リング性に優れ、得られたセメントは圧縮強度が優れる。
【００５１】
（３）溶媒
混練液に含まれる溶媒としては、水、及び、水とエタノール等の水性有機溶剤との混合
物等が挙げられるが、本発明においては水が好ましい。
【００５２】
（４）添加剤
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多糖及びイノシトールリン酸以外にも混練液には、必要に応じて添加剤を添加すること
ができる。添加剤としては、例えば水溶性高分子が挙げられ、公知のものを用いることが
でき限定されるものではないが、コラーゲン、ゼラチン及びこれらの誘導体等のタンパク
質等を用いることができる。
また、適用する疾患に応じて、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。
【００５３】
（５）混練液の性状
混練液のｐＨは、ｐＨ６．０〜８．０であることが好ましく、ｐＨ６．０〜７．５であ
ることがより好ましい。上記の数値の範囲内であると生体適合性に優れたセメント組成物
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が得られる。
【００５４】
３．セメント組成物
本発明のセメント組成物は前記セメント用材料と前記混練液とを混練することにより得
られる。本発明のセメント組成物は、セメント用材料の単位重量に対して用いる混練液の
量（体積）を表す固液比を適宜調整することにより、用途に応じて流動性を調節すること
が可能である。
当該セメント組成物の用途としては、例えば注射器を用いて骨の欠損部等にセメント組
成物を注入する場合など、高い流動性を有するセメント組成物が好ましい場合が挙げられ
る。また、スパチュラ等で骨欠損部にセメント組成物を充填する場合や、骨欠損部等に適
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用する成形品を作製する場合など、低い流動性を有するセメント組成物が好ましい場合が
挙げられる。本発明のセメント組成物は固液比の調製により流動性の調整が可能であり、
いずれの場合においても圧縮強度に優れたセメントを提供することができる。
【００５５】
セメント用材料の単位重量に対して用いる混練液の量（体積）を表す固液比（カルシウ
ム塩の粉体の重量（ｇ）／混練液の体積（ｍｌ））は１／０．３０〜１／１．００が好ま
しく、１／０．３５〜１／０．８０がより好ましい。上記の数値の範囲内であると圧縮強
度に優れたセメントが得られる。
骨欠損部等の充填箇所が狭い場合など、セメント組成物を注射器等で注入する場合には
、固液比は１／０．７０〜１／１．００であることが好ましく、１／０．７０〜１／０．
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８０であることがより好ましい。上記の数値の範囲内であると複雑な形状を有する欠損部
に充填する場合でも隅々まで充填可能であり、圧縮強度に優れたセメントを提供すること
ができる。
また、スパチュラ等で骨欠損部にセメント組成物を充填する場合や成形品を作製する場
合には、固液比は１／０．３０〜１／０．５０が好ましく、１／０．３０〜１／０．４０
がより好ましい。上記の数値の範囲内であると、圧縮強度に優れたセメントを得ることが
できる。
【００５６】
セメント組成物のｐＨは、ｐＨ６．０〜８．０であることが好ましく、ｐＨ６．０〜７
．５であることがより好ましい。上記の数値の範囲内であると生体適合性に優れたセメン
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ト組成物が得られる。
【００５７】
ＩＩ．セメントキット
本発明のセメントキットは、イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシウム塩の粉
体を含むセメント用材料、多糖、イノシトールリン酸及び溶媒を含むキットであって、少
なくとも前記セメント用材料と溶媒とを別々に包装したことを特徴とする。本発明のセメ
ントキットに含まれるセメント用材料、多糖、イノシトールリン酸及び溶媒は、前記セメ
ント組成物に用いることができるセメント用材料、多糖、イノシトールリン酸及び溶媒と
同様のものであり、好ましい態様も同様である。
さらに本発明のセメントキットは、前記セメント用材料と、多糖、イノシトールリン酸
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及び溶媒を含む混練液とを別々に包装したものであることが好ましい。セメントキットに
含まれる混練液は、前記セメント組成物の調製に用いられる混練液と同様のものであり、
好ましい態様も同様である。以下、本発明のセメントキットについて説明する。
【００５８】
本発明のセメントキットに含まれるセメント用材料、多糖、イノシトールリン酸及び溶
媒のうち、少なくとも相互に接触させると反応して硬化するセメント用材料と溶媒とを別
々に包装することにより長期保存性に優れたセメントキットを提供することができる。本
発明のセメントキットを用いることにより、必要な時に必要な場所で混練液を調製し、さ
らにセメント用材料と混練液とを混練することにより本発明のセメント組成物を調製する
ことができる。
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接触により反応しないもの同士は同包して保管、運搬する形態をとることが好ましく、
例えば、前記セメント用材料と、あらかじめ調製された混練液とを別々に包装したキット
であると、持ち運びも便利であり、使用時に混練液の調製を要しないことから素早くセメ
ント組成物を調製できるため好ましい。
本発明のセメントキットの好ましい実施態様には、前記セメント用材料と、多糖及びイ
ノシトールリン酸を水に溶解させた混練液とを別々に包装した前記＜７＞に記載のセメン
トキットが含まれる。前記多糖はデキストラン硫酸塩であることが好ましく、前記イノシ
トールリン酸はフィチン酸であることが好ましい。また、本発明のセメントキットに含ま
れるセメント用材料に対する混練液の使用量（固液比）の範囲は、前記セメント組成物に
おける固液比の範囲と同様であり、好ましい範囲も同様である。

30

【００５９】
本発明のセメントキットには、セメント組成物の使用時に目的部位へセメント組成物を
送り込むための注射器等の送出器具が添付されていてもよく、さらに使用直前にセメント
用材料と混練液とを混練するための容器、ゴムヘラ等の器具等が添付されていてもよい。
また、本発明のキットは前述した添加剤を含んでいてもよい。
【００６０】
ＩＩＩ．セメント及びセメントの製造方法
本発明のセメントは、本発明のセメント組成物を硬化させたことを特徴とする。
また、本発明のセメントの製造方法は、イノシトールリン酸を表面に吸着させたカルシ
ウム塩の粉体を含むセメント用材料を調製するセメント用材料調製工程、多糖、イノシト
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ールリン酸及び溶媒を含む混練液を調製する混練液調製工程、前記セメント用材料と前記
混練液とを混練するセメント組成物調製工程、並びに、前記セメント組成物を硬化させる
硬化工程を含むことを特徴とする。なお、セメント用材料調製工程、混練液調製工程及び
セメント組成物調製工程については先に述べた通りである。
【００６１】
前記セメント組成物を硬化させる硬化工程について説明する。
本発明のセメント組成物を骨欠損部等の患部に充填すると、混練後１〜５分で硬化し始
め、２０分以内に硬化してセメントになる。さらに混練後５〜１０時間後には圧縮強度が
最大となる。本発明のセメント組成物は、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。
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【００６２】
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。さらに、混練液に含まれるイノシトールリン
酸による緩衝作用により、ｐＨの変動が抑制される。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。また、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。
【００６３】
本発明によれば特許文献３に記載された従来のセメントと比較して、固液比が低い（混
練液の量が多い）場合であっても優れた圧縮強度を有するセメントを提供することが可能
10

であり、用途に合わせてセメント組成物の流動性を調整することが可能となった。
従って、注射器等で注入する態様にも好ましく用いることができ、骨欠損部等の充填箇
所が狭い場合や、複雑な形状を有する欠損部に充填する場合でも隅々までセメント組成物
の充填が可能である。
【００６４】
本発明のセメントの圧縮強度は、２２ＭＰａ以上であることが好ましく、２５ＭＰａ以
上であることがより好ましく、３０ＭＰａ以上であることがさらに好ましい。本発明でこ
れまでに得られているセメントの圧縮強度は、２２〜３４ＭＰａであり、比較的荷重のか
かる腰部等の部位への適用が可能になっている。
【００６５】
高齢化社会の到来により、高齢者に特有の「圧迫骨折」に関する治療はますます増加す
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ることは自明であり、本発明が提供する「高強度化キレート硬化型骨修復セメント」を注
射器等で注入して、脊椎の圧迫骨折に適用することにより、臨床的に低侵襲（身体に対す
る負担や影響が少ない。）な治療法を構築できる。この新たなセメントによる治療法の構
築は、グローバルな視点でＱＯＬ（生活の質）向上を約束する。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】
【００６６】
以下、実施例に基づき本発明を具体的に説明するが、本発明は実施例に限定されるもの
ではない。
なお、以下の実施例において「ヒドロキシアパタイト」を「ＨＡｐ」と、「フィチン酸
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」を「ＩＰ6」と、「フィチン酸を表面に吸着させたヒドロキシアパタイトの粉体」を「
ＨＡｐ／ＩＰ6粉体」とも表記する。
【００６７】
１．湿式合成ＨＡｐ粉体、及び、湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体の調製
（１）湿式合成ＨＡｐ粉体の調製
０．５Ｍ水酸化カルシウム懸濁液５００ｃｍ3を調製し、それに０．３Ｍリン酸水溶液
５００ｃｍ3を滴下した（滴下速度１７ｍｌ／ｍｉｎ）。水酸化カルシウムとリン酸の濃
度はＣａ／Ｐ＝１．６７（モル比）となるように調整した。また、反応槽中のｐＨが１０
＜ｐＨ＜１１となるようにｐＨ調整剤（２５％ＮＨ4ＯＨ）で調整した。リン酸水溶液滴
下が終了した後、さらに１時間撹拌してから３７℃に設定したインキュベーター中に２４
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時間静置し、熟成させた。熟成後、吸引濾過にてＨＡｐスラリーを回収し、−８０℃のフ
リーザーで一晩凍結させた。凍結させたＨＡｐスラリーは、凍結乾燥機Ｆｒｅｅ

Ｚｏｎ

ｅ（商標）（ＬＡＢＣＯＮＣＯ製）を用いて２４時間乾燥した。
得られたＨＡｐ粉体をＰ−６遊星型ボールミル（ＦＲＩＴＳＣＨ製）を用いて下記の条
件で粉砕した。ジルコニア製ポットに、ＨＡｐ粉体１０．０ｇとφ１０ｍｍジルコニアボ
ール５０個、精製水４０ｍｌを入れ、回転数３００ｒｐｍで５分間湿式粉砕した。粉砕後
、精製水を用いて容器から洗い流すように試料を回収し、吸引濾過にて粉砕ＨＡｐスラリ
ーを回収した。回収したスラリーは−８０℃で一晩凍結させた後、凍結乾燥機Ｆｒｅｅ
Ｚｏｎｅ（商標）（ＬＡＢＣＯＮＣＯ製）を用いて２４時間乾燥し、湿式合成ＨＡｐ粉体
とした。
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【００６８】
（２）湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体の調製
５０重量％ＩＰ6水溶液（和光純薬工業（株）製）を１．００ｇ精秤し、精製水で３０
０ｃｍ3程度に希釈した後、水酸化ナトリウム水溶液と塩酸とを用いてｐＨを７．３に調
整し、メスフラスコを用いて５００ｃｍ3にメスアップすることで濃度１，０００ｐｐｍ
のＩＰ6水溶液を調製した。
濃度１，０００ｐｐｍのＩＰ6水溶液２００ｃｍ3に湿式合成ＨＡｐ粉体１０．０ｇを懸
濁し、３７℃、撹拌速度４００ｒｐｍで５時間撹拌した。これを吸引濾過し、得られたス
ラリーを精製水で洗浄した後、−８０℃で一晩凍結させた。凍結させたＨＡｐ／ＩＰ6ス
ラリーは凍結乾燥機Ｆｒｅｅ

Ｚｏｎｅ（商標）（ＬＡＢＣＯＮＣＯ製）を用いて２４時

10

間乾燥し、湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体を得た。
得られた湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体のメジアン径は７．９μｍ、比表面積は９８．５
ｍ2／ｇであった。
【００６９】
２．混練液の調製
（１）多糖のスクリーニング
（実施例１）
表１に示すデキストラン硫酸Ｎａ（分子量５，０００）を濃度１０，０００ｐｐｍのＩ
Ｐ6水溶液（ｐＨ７．３）に表１に示す濃度で添加して混練液を調製した。
20

【００７０】
（セメントの作製）
前記湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体０．２ｇに対して前記混練液を６０〜１６０μｌ（固
液比（粉体ｇ／混練液ｍｌ）で１／０．３０〜１／０．８０）となるように加えてゴムヘ
ラを用いて混練してセメント組成物を作製した。
セメントの試験片は前記セメント組成物をφ５ｍｍ金型成形器につめて２ｋＮの成形圧
で一軸加圧成形して作製した。成形したセメント試験片は空気中で２４時間乾燥させた。
セメント試験片のサイズはφ４．５〜５ｍｍ、高さ６〜８ｍｍ、重さ０．２ｇであった。
【００７１】
（セメントの力学特性評価）
セメントの力学特性はすべて圧縮強度試験で評価した。試験機はＳＨＩＭＡＤＺＵ製の
ＡＵＴＯＧＲＡＰＨ

ＡＧＳ−Ｊを用いた。測定条件を以下に示す。

クロスヘッドスピード

：０．５ｍｍ・ｓ‑1

設定荷重

：５ｋＮ

ＡＵＴＯ
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ＳＴＯＰ

：ＯＮ

表１に示す混練液を用いて作製したセメントの圧縮強度を測定した。
【００７２】
（実施例２〜４及び比較例１〜４）
表１に示す組成の混練液を調製した以外は実施例１と同様にして実施例２〜４並びに比
較例１〜４のセメントを作製し、実施例１と同様にしてセメントの力学特性を測定した。
【００７３】

40

実施例１及び比較例１の結果を図１に、実施例２及び比較例２の結果を図２に、実施例
３及び比較例３の結果を図３に、実施例４及び比較例４の結果を図４に示す。
また、表１に実施例１〜４及び比較例１〜４で得られたセメントの最大圧縮強度並びに
最大圧縮強度が得られた固液比を示す。
【００７４】
実施例１と比較例１とを比較すると、固液比１／０．４近傍〜１／０．６近傍の範囲で
ＩＰ6を含む混練液を用いて作製したセメント（実施例１）の方が、ＩＰ6を含まない混練
液を用いて作製したセメント（比較例１）と比較して高い圧縮強度を示した。特に固液比
１／０．３近傍〜１／０．４近傍の範囲で優れた圧縮強度を示した。
実施例２（デキストラン硫酸Ｎａ、分子量５００，０００）では、実施例１と比較して
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より広い固液比１／０．３近傍〜１／０．８近傍の範囲で、ＩＰ6を含む混練液を用いて
作製したセメントの圧縮強度が、ＩＰ6を含まない混練液を用いて作製したセメント（比
較例２）の圧縮強度と比較して高い値を示した。特に固液比１／０．４近傍〜１／０．８
近傍の範囲で優れた圧縮強度を示した。実施例２の混練液を用いることにより、実施例１
と比較してより広い固液比の範囲で圧縮強度に優れたセメントを得ることができた。従っ
て、分子量５００，０００のデキストラン硫酸ＮａとＩＰ6を含む混練液を用いることに
より、より流動性の調整が容易であり、ハンドリング性に優れたセメント組成物を提供す
ることができた。
実施例３及び実施例４ではそれぞれ固液比１／０．４５近傍〜１／０．８近傍及び固液
比１／０．７近傍〜１／０．８近傍で、ＩＰ6を含まない混練液を用いた場合（それぞれ

10

比較例３及び比較例４）に比べてセメントの圧縮強度が高く、ＩＰ6の添加効果が認めら
れた（図３及び図４）。
【００７５】
３．カルシウム塩の粉体の表面修飾について
（比較例５）
セメント用材料として前記湿式合成ＨＡｐ粉体（ＩＰ6で表面修飾していないもの）を
用いた以外は、実施例２と同様にしてセメントを作製し、実施例１と同様にして圧縮強度
を測定した。結果を実施例２の結果とともに図５に示した。
図５から、ＩＰ6で表面修飾したカルシウム粉体（湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体）を用い
た方が固液比１／０．４０近傍〜１／０．８０近傍で高い圧縮強度が得られることが分か

20

る。
【００７６】
４．多糖の濃度について
（実施例５〜７）
デキストラン硫酸Ｎａ（分子量５００，０００）の濃度を１０重量％（実施例５）、２
０重量％（実施例６）及び３０重量％（実施例７）とした以外は、実施例２と同様にして
セメントを作製し、実施例１と同様にして圧縮強度を測定した。結果を実施例２の結果と
ともに図６に示した。
【００７７】
（比較例６）

30

デキストラン硫酸Ｎａ（分子量５００，０００）の濃度を０重量％とした以外は実施例
２と同様にして圧縮強度を測定した。結果を図６に示した。
図６から分子量５００，０００のデキストラン硫酸Ｎａの濃度が２０重量％から優れた
圧縮強度を示し、２５〜３０重量％のときに特に優れた圧縮強度を示すことがわかる。混
練液がデキストラン硫酸Ｎａを含まない比較例６では、混練液のＩＰ6添加効果が認めら
れないだけでなく、固液比１／０．８近傍ではセメントを成形することができなかった。
【００７８】
５．混練液中のＩＰ6の濃度について
（実施例８〜９）
混練液に含まれるＩＰ6の濃度を５，０００ｐｐｍ（実施例８）、２０，０００ｐｐｍ

40

（実施例９）とした以外は、実施例２（ＩＰ6農濃度：１０，０００ｐｐｍ）と同様にし
て圧縮強度を測定した。実施例２、実施例８及び実施例９の結果を比較例２（ＩＰ6の濃
度０ｐｐｍ）の結果とともに図７に示した。
ＩＰ6を混練液に加えることで圧縮強度は向上し、ＩＰ6濃度５，０００〜１０，０００
ｐｐｍで圧縮強度は大きく向上した。
【００７９】
６．混錬液の組成について
（実施例２、比較例７〜９）
本発明の目的とするところは、混錬液として水に多糖とＩＰ6とを複合添加することに
より、圧縮強度とハンドリング性とを同時に向上させることにある。しかしながら、ＩＰ
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6には緩衝作用があるため、混錬時のｐＨが一定であることに起因して強度が向上すると

も考えられる。
そこで、ＩＰ6に代えて緩衝作用を有する溶質（Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ；濃度：０．０５Ｍ
（比較例７）又はリン酸バッファー；濃度：０．５〜２．０重量％（比較例８））を添加
した混練液、及び、ＩＰ6又は前記緩衝作用を有する溶質を添加しないで多糖をＮａＯＨ
で中和した混練液（比較例９）を対照の混練液とし、それらを用いてセメント試料片を実
施例２と同条件で作製し、実施例２のセメント試料片の圧縮強度と比較検討した。
その結果を図８に示す。実施例２のセメント試料片は固液比が低下しても（混練液量が
増加しても）約３４ＭＰａの高い圧縮強度を維持したが、比較例７〜９では、固液比の低
下(混練液量の増加)とともにそれらの圧縮強度は減少した。特に、混練液量の多い固液比

10

１／０．８の場合に圧縮強度に顕著な相違があり、多糖とＩＰ6との複合添加効果が明確
であって、ＩＰ6は単なる緩衝剤として作用するだけではないことが理解できる。
【００８０】
７．最大強度到達時間、及び、硬化時間（ビカー針試験）の評価
（実施例１０）
セメント用材料として湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体を用い、混練液としてデキストラン
硫酸Ｎａ（分子量５００，０００）を２５重量％、ＩＰ6を１０，０００ｐｐｍ含む水溶
液を用いて、固液比１／０．７のセメント組成物を作製し、最大強度到達時間、及び、硬
化時間（ビカー針試験）の評価を行った。
20

【００８１】
（最大強度到達時間）
混練後の圧縮強度の経時変化を測定し、最大強度到達時間を測定した。
混練直後５分以内の圧縮強度を測定した後、セメントを室温で静置し、混練から３０分
、１時間、２時間、３時間、６時間、８時間、１０時間及び２４時間経過後に、実施例１
と同様の方法で圧縮強度を測定した。結果を図９に示した。
【００８２】
（硬化時間（ビカー針試験）の評価）
前記硬化時間は、ビカー針法により、歯科用リン酸亜鉛セメントの測定法（ＪＩＳ

Ｔ

６６０２）に準じて測定した。具体的にはセメント組成物を混練し、５分経過した後に、
セメント組成物を温度３７℃、相対湿度約１００％の恒温器中に移し、質量２００ｇのビ

30

カー針を混練物表面に静かに落とし、針跡がつくかどうかを調べ、針跡を残さなくなった
時を混練開始時から起算して硬化時間とする。
測定は、さらに１０分後、３０分後、６０分後、１２０分後及び１８０分後に行った。
ビカー針試験の結果を図１０に示した。
（比較例１０）
セメント用材料として湿式合成ＨＡｐ粉体を用いた以外は実施例１０と同様にして混練
後の圧縮強度の経時変化を測定した。結果を図９に示した。
また、同様にして作製したセメントを用いてビカー針試験を行った。結果を図１０に示
した。
【００８３】
図９から、セメント用材料として湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体を用いた本発明（実施例
１０）では、混練後約１０時間で最大強度約３２ＭＰａとなって一定となったが、セメン
ト用材料として湿式合成ＨＡｐ粉体を用いた比較例１０では混練後２４時間経っても圧縮
強度は約１６ＭＰａと低い値で且つ最大値とはならないことがわかる。
また、図１０から実施例１０では混練後約５０分で硬化が完了した（ビカー針が貫入し
ない）のに対して、比較例１０では１８０分経っても硬化が完了しない（ビカー針が貫入
する）ことが分かる。
【００８４】

40

(17)

JP 5234538 B2 2013.7.10

【表１】
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【００８５】
表１に記載された多糖の製造元及び製品名は下記の通りである。
デキストラン硫酸Ｎａ（分子量５，０００）

；和光純薬工業（株）製、デキスト

ラン硫酸ナトリウム５，０００
デキストラン硫酸Ｎａ（分子量５００，０００）

；和光純薬工業（株）製、デキスト

ラン硫酸ナトリウム５００，０００
アルギン酸Ｎａ（低粘度）
、ＡＬＧＩＮＩＣ

ＡＣＩＤ

；ＭＰ
ＳＯＤＩＵＭ

アルギン酸Ｎａ（高粘度）

Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌｓ製

ＳＡＬＴ
；和光純薬工業（株）製、アルギン

酸ナトリウム８０〜１２０ｃＰ

40

【００８６】
（比較例６及び比較例１１）
比較例６及び比較例１１は混練液に多糖を添加しない場合である。比較例６は湿式合成
ＨＡｐ／ＩＰ6粉体に対してＩＰ6水溶液を加えて混練して作製したセメント試料片である
。一方、比較例１１は湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体に多糖もＩＰ6も加えない純水を加えて
混練して作製したセメント試験片である。これらの結果は、今回最も高い最大圧縮強度と
優れたハンドリング性が得られている実施例２と比べて劣っていることが理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】混練液に、デキストラン硫酸Ｎａ（分子量５，０００）とＩＰ6とが含まれる効
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果を示す図である。
【図２】混練液に、デキストラン硫酸Ｎａ（分子量５００，０００）とＩＰ6とが含まれ
る効果を示す図である。
【図３】混練液に、アルギン酸Ｎａ（低粘度）とＩＰ6とが含まれる効果を示す図である
。
【図４】混練液に、アルギン酸Ｎａ（高粘度）とＩＰ6とが含まれる効果を示す図である
。
【図５】セメント用材料として湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体を用いると、湿式合成ＨＡｐ
粉体を用いた場合よりも圧縮強度が優れたセメントが得られることを示す図である。
【図６】セメント用材料として湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体を用い、デキストラン硫酸Ｎ

10

ａ（分子量５００，０００）とＩＰ6を含む混練液を用いたときのデキストラン硫酸Ｎａ
の濃度とセメントの圧縮強度との関係を示す図である。
【図７】セメント用材料として湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体を用い、デキストラン硫酸Ｎ
ａ（分子量５００，０００）とＩＰ6を含む混練液を用いたときのＩＰ6濃度と圧縮強度と
の関係を示す図である。
【図８】セメント用材料として湿式合成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体を用い、混練液成分としてｐ
Ｈ安定化作用のある溶質又はＮａＯＨを用いた場合と、ＩＰ6を用いた場合とを比較した
図である。
【図９】セメントの最大圧縮強度到達時間について、セメント用材料として湿式合成ＨＡ
ｐ／ＩＰ6粉体を用いた場合と湿式合成ＨＡｐ粉体を用いた場合との比較をした図である
。
【図１０】セメントの硬化時間（ビカー針試験）について、セメント用材料として湿式合
成ＨＡｐ／ＩＰ6粉体を用いた場合と湿式合成ＨＡｐ粉体を用いた場合との比較をした図
である。
【図１】

【図４】

【図２】

【図５】

【図３】
【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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