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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部信号により発熱することができる材料を含む微粒子及び該微粒子のキャリア（但し
、アルブミン及び／又はコラーゲンを除く。）を含み、
骨治療箇所に充填後に加熱することで骨の新生を促進するための骨新生用組成物。
【請求項２】
前記骨治療箇所から、
変性椎間板、および、原発性および二次腫瘍損傷がある脊柱や骨盤、
が除かれる、請求項１に記載の骨新生用組成物。
【請求項３】
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前記骨治療箇所が、物理的圧力により骨折した部分、骨折の治癒が遷延している部分、
腫瘍の切除等により欠損した部分、骨転移病変など骨が脆弱化した部分から選択されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の骨新生用組成物。
【請求項４】
前記骨治療箇所が、物理的圧力により骨折した部分、骨折の治癒が遷延している部分、
から選択されることを特徴とする請求項３に記載の骨新生用組成物。
【請求項５】
前記キャリアが、ゲル、人工骨、骨セメントから選択される少なくとも１種であること
を特徴とする請求項１〜４の何れか一項に記載の骨新生用組成物。
【請求項６】
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前記材料が、マグネタイト、マグヘマイトから選択される少なくとも１種であることを
特徴とする請求項１〜５の何れか一項に記載の骨新生用組成物。
【請求項７】
前記微粒子が、リポソームで被覆されていることを特徴とする請求項１〜６の何れか一
項に記載の骨新生用組成物。
【請求項８】
請求項１〜７の何れか一項に記載の骨新生用組成物及び該骨新生用組成物に含まれる微
粒子を発熱させるための外部信号を発生する外部信号発生装置を含むことを特徴とする骨
新生システム。
【請求項９】
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請求項１〜７の何れか一項に記載の骨新生用組成物を骨治療箇所（但し、人体を除く。
）に充填する工程、
外部信号により前記骨新生用組成物に含まれる微粒子を発熱させる工程、
を含むことを特徴とする骨治療箇所（但し、人体を除く。）の骨の新生を促進する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、骨折・骨折後の遷延治癒・骨欠損・骨転移等、治療が必要な箇所の骨（以下
、「骨治療箇所」と記載することがある。）の新生に好適な骨新生用組成物及び骨新生用
組成物を用いた骨新生システムに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
骨は元来、柔軟性・弾力性・可塑性を持ち、健康な骨は骨折しにくいが、限界を超える
強い外力や反復した外力が加わると骨折する。また、骨に腫瘍などの病変が存在する場合
は、病変部分の強度が軽減するため、軽微な外力でも骨折に至る場合がある。特に、高齢
化社会に伴い、近年、骨粗鬆症および骨脆弱性骨折が増加している。
【０００３】
骨折箇所の治療方法としては、外科的手術により、金属製のプレートを骨折部位にあて
、螺子でプレートを骨に固定するロッキングプレート法、又は骨の中心部にある髄腔に骨
端から金属製の長いロッド（棒）を打ち込み、ロッドを螺子で固定する髄内釘固定法が一
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般的に用いられている。
【０００４】
その他の外科的手術しては、骨折で損傷、骨折の遷延治癒部、又は腫瘍等の病変を除去
した後の骨欠損部に相当する骨をボーン・バンクから選択して移植する他家骨移植、自身
の損傷した骨を体外に一度取り出し、放射線・熱処理等で処理した後、体内に戻す自家処
理骨移植、自身の別の部位から骨を移植する自家骨移植、ハイドロキシアパタイト等によ
る人工骨移植が知られている。
【０００５】
また、上記の外科的手術以外には、フィブリンシート、コラーゲンシート、又はポリ乳
酸、ポリグリコール酸の単独重合体若しくは共重合体から選択された１種からなる生体吸
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収性材料で骨セメントを包囲して充填することで、骨セメントが充填箇所から骨外に漏洩
して血管内に流入することを防止しながら骨折箇所を強化する方法が知られている（特許
文献１参照）。
【０００６】
骨の新生には、「骨誘導能」、「骨伝導能」及び「細胞」が必要である。しかしながら
、上記の金属プレート、他家骨又は骨芽細胞までも死滅処理してしまう自家骨を移植する
方法は、骨折箇所を力学的に支えているに過ぎず、骨の新生を積極的に促進するものでは
ないという問題がある。また、骨セメントを生体吸収性材料で包囲して充填する方法も、
骨セメントが充填箇所から骨外に漏洩することを防止することが目的で、積極的に骨を新
生するものではない。更に、ハイドロキシアパタイト等の人工骨移植についても、人工骨
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は上記の骨伝導能を有すると考えられているが、骨芽細胞などに働きかけて積極的に骨を
誘導するものではない。
【０００７】
一方、骨治療箇所において、骨の新生を積極的に促進する方法としては、培養した骨芽
細胞を移植する方法、骨形成タンパク質（ＢＭＰ）を含む骨新生材料を移植する方法（特
許文献２参照）等が知られている。しかしながら、上記の方法は、骨新生用の細胞やタン
パク質等の生体材料を準備する必要があり、時間とコストがかかるという問題がある。
【０００８】
また、上記の骨芽細胞や骨新生材料を移植する方法以外に、超音波振動を与えることで
新しい骨組織の形成を促進するようにした超音波治療器（特許文献３参照）が知られてい
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る。しかしながら、上記の超音波振動を与える方法は、体外の超音波治療装置から超音波
を照射するもので、骨治療箇所のみに超音波を照射することは困難で、他の生体組織に悪
影響を与える恐れがあるという問題がある。
【０００９】
骨治療箇所における骨の新生に関しては、（１）骨治療箇所の温度上昇が新生骨の形成
に密接に関連すること（非特許文献１参照）、（２）骨髄幹細胞を加温すると、通常より
も早期に有意なアルカリフォスファターゼ（ＡＬＰ）活性の上昇及び石灰沈着が増強する
こと（非特許文献２参照）、（３）骨芽細胞形成や活性の制御に特に重要で、骨の増加や
維持を調整する中心的な経路であるＷｎｔ／βｃａｔｅｎｉｎ

ｓｉｎｇｎａｌは、４３

．７℃〜４７．５℃の温度で活性化すること（非特許文献３参照）、が知られている。し
かしながら、上記非特許文献はｉｎ
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ｖｉｔｒｏの実験による結果である。したがって、

骨治療箇所における骨の新生に関しては、生体の正常細胞に影響を与えることなく、骨治
療箇所のみを温熱する必要があるが、当該方法は知られていない。
【００１０】
ところで、生体内の正常な細胞には影響を与えず特定の腫瘍領域のみを温熱する方法と
して、抗体を結合した磁性微粒子を含むリポソームを特定の腫瘍領域に結合させ、交番電
場（ＡＭＦ）で発熱させる方法が知られている（特許文献４参照）。しかしながら、当該
方法は、腫瘍細胞に特異的に結合する抗体を準備するための煩雑な手順が必要であり、且
つ、抗体を結合した磁性微粒子を含むリポソームを骨治療箇所に充填しても、骨内の骨髄
液及び／又は血液等の流れにより、抗体を結合した磁性微粒子を含むリポソームを骨治療
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箇所に留めておくことが困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０００−２６２６０９号公報
【特許文献２】特開２０１２−１６５１７号公報
【特許文献３】特開２００８−２９５５４８号公報
【特許文献４】特開２００６−２７３７４０号公報
【非特許文献】
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【００１２】
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
本発明は、上記従来の問題を解決するためになされた発明であり、鋭意研究を行ったと
ころ、外部信号により発熱することができる材料を含む微粒子（以下、「外部信号により
発熱することができる材料」を「発熱材料」と記載し、「外部信号により発熱することが
できる材料を含む微粒子」を「微粒子」と記載することもある。）をキャリアと共に骨治
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療箇所に充填することで、骨髄液等の流れにより微粒子が充填箇所から流出することを減
少することができ、そして、前記微粒子に外部信号を付与することで発生する温熱効果に
より、骨治療箇所において骨の新生を促進できることを新たに見出し、本発明を完成した
。
【００１４】
すなわち、本発明の目的は、骨新生用組成物及び骨新生システムを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明は、以下に示す、骨新生用組成物及び骨新生システムに関する。
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【００１６】
（１）外部信号により発熱することができる材料を含む微粒子及び該微粒子のキャリアを
含むことを特徴とする骨新生用組成物。
（２）前記キャリアが、ゲル、人工骨、骨セメントから選択される少なくとも１種である
ことを特徴とする上記（１）に記載の骨新生用組成物。
（３）前記材料が、マグネタイト、マグヘマイトから選択される少なくとも１種であるこ
とを特徴とする上記（１）又は（２）に記載の骨新生用組成物。
（４）前記微粒子が、リポソームで被覆されていることを特徴とする上記（１）〜（３）
の何れか一に記載の骨新生用組成物。
（５）上記（１）〜（４）の何れか一に記載の骨新生用組成物及び該骨新生用組成物に含
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まれる微粒子を発熱させるための外部信号を発生する外部信号発生装置を含むことを特徴
とする骨新生システム。
【発明の効果】
【００１７】
微粒子をキャリアと共に骨治療箇所に充填することで、微粒子が骨髄液等の流れにより
骨治療箇所から流出することを減少することができる。したがって、微粒子を充填した骨
治療箇所のみに温熱効果を与えることができるので、他の生体組織に負荷を与えることな
く、骨の新生を促進することができる。
また、微粒子をキャリアと共に充填するため、微粒子に抗体等を吸着させる必要が無く
、簡易な方法により微粒子を作製することができる。
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更に、キャリアとして人工骨を用いると、微粒子の温熱効果による新生骨の発生促進に
加え、人工骨による骨の新生を促進することもできる。
本発明の発熱材料は外部信号により発熱することから、発熱材料を調整及び／又は外部
信号を調整することで、微粒子の温度、発熱時間等を調整することができる。したがって
、症状に応じて温熱効果の程度を調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の骨新生用組成物をラットの脛骨近位内側に充填する手順を示し
ている。
【図２】図２は、図面代用写真で、本発明の骨新生用組成物を骨孔に充填後、加温した場
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合と加温しない場合の０、２、４、６週間後の骨のレントゲン写真である。
【図３】図３は、図面代用写真で、画像評価による骨硬化度を測定するためのレントゲン
写真である。
【図４】図４は、実施例３及び比較例２で撮影したレントゲン写真の画像評価による骨硬
化度測定の結果を示すグラフである。
【図５】図５は、図面代用写真で、実施例４及び比較例３において、骨新生用組成物を充
填した部分のラットの骨の組織断面写真である。
【図６】図６は、図面代用写真で、図６（１）はリジェノスの断面の拡大写真、図６（２
）は、実施例５で作製した骨新生用組成物の写真である。
【図７】図７は、図面代用写真で、実施例６〜８及び比較例５のレントゲン写真を示す。
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【図８】図８は、実施例９及び比較例６で撮影したレントゲン写真の画像評価による骨硬
化度測定の結果を示すグラフである。
【図９】図９は、図面代用写真で、実施例１０〜１２及び比較例７で撮影した骨の断面を
２０倍に拡大した写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下に、本発明の骨新生用組成物及び骨新生システムについて詳しく説明する。
【００２０】
先ず、本発明の骨新生用組成物は、外部信号により発熱することができる材料を含む微
粒子及び該微粒子のキャリアを含んでいる。本発明における「外部信号」とは、材料に当
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該外部信号を付与することで材料を発熱することができるものを意味し、例えば、磁場、
電場、超音波、光等が挙げられる。
【００２１】
また、本発明における「外部信号により発熱することができる材料」とは、前記「外部
信号」を付与することで、自身が発熱することができる材料を意味する。発熱材料は、外
部信号により発熱できるものであれば特に制限は無いが、昇温速度が早く、かつ発熱にお
いても安定であり、生体内への影響がない、あるいは実質的に影響が少ない材料であるこ
とが好ましい。その観点からは、金、銀、白金、パラジウム、イリジウム、アルミニウム
、銅、ニッケル、鉄、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、または、これら金属を２種
あるいはそれ以上含有する合金、さらにはこれらの誘導体などを挙げることができる。な
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お、かかる誘導体には金属化合物も含まれる。前記発熱材料を含む微粒子の例としては、
上記の金属、合金及びこれらの誘導体の少なくとも１種を含む微粒子が例示できる。
【００２２】
更に、微粒子としては、例えば、金属分が７０重量％以上であり、この金属分の８０重
量％以上がＦｅである鉄を主体とした磁性微粒子が挙げられる。かかる磁性微粒子の具体
例としては、例えばＦｅ−Ｃｏ、Ｆｅ−Ｎｉ、Ｆｅ−Ａｌ、Ｆｅ−Ｎｉ−Ａｌ、Ｆｅ−Ｃ
ｏ−Ｎｉ、Ｆｅ−Ｎｉ−Ａｌ−Ｚｎ、Ｆｅ−Ａｌ−Ｓｉなどの合金または金属化合物から
なる磁性微粒子を挙げることができる。また、ＦｅＯｘ（４／３≦ｘ≦３／２）で表わさ
れる酸化鉄系の強磁性微粒子；ＦｅＯｘにＣｒ、Ｍｎ、Ｃｏ、Ｎｉなどの二価の金属が添
加された酸化鉄微粒子、ＦｅＯｘにＣｏ被着させたＣｏ被着ＦｅＯｘ微粒子；二酸化クロ
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ムまたは二酸化クロムに、Ｎａ、Ｋ、Ｆｅ、Ｍｎなどの金属、あるいはこれら金属の酸化
物が添加された酸化物微粒子も挙げられる。また、微粒子の形状は、本発明の効果を達成
しえるものであれば如何なるものであってもよく、球形、ロッド型、針状、中空素子、異
なる金属の層状構造（コア・シェル構造）、チューブ型等を挙げることができ、凹凸、突
起を有していてもよい。
【００２３】
前記微粒子の大きさは、後述するキャリアと共に骨治療箇所に充填することができれば
特に制限は無い。例えば、前記微粒子を含む骨新生用組成物をシリンジにより骨治療箇所
に充填する場合は、微粒子の大きさをシリンジの内径より小さくすればよく、後述する固
体状のキャリアに前記微粒子を吸着して骨治療箇所へ充填する場合は、固体状キャリアに
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吸着できる大きさであればよく、充填方法等により、適宜調整すればよい。上記の微粒子
は、公知の製造方法により製造してもよいし、市販品を用いてもよい。
【００２４】
前記微粒子は後述するキャリアと共に骨治療箇所に充填し外部信号により加熱して温熱
効果を発揮すればよいことから、発熱材料のみから作製した微粒子でも本願発明の効果を
奏することはできる。しかしながら、上記のとおり、骨治療箇所は骨髄液流等の流体力が
発生しており、前記微粒子がキャリアから脱落する可能性がある。その場合であっても、
前記微粒子が骨治療箇所の周りに留まれるように、例えば、前記微粒子を、骨組織に吸着
し易い材料で被覆してもよい。前記骨組織に吸着しやすい材料としては、リポソーム、ビ
スフォスフォネート等が挙げられ、これらを、単独又は組み合わせて被覆してもよい。ま

10

た、骨細胞に特異的に吸着する抗体を微粒子又は微粒子を被覆している材料に結合しても
よい。一方、キャリアと親和性の高い材料で微粒子を被覆することもでき、例えば、後述
するキャリアとなるハイドロキシアパタイトとの高い吸着性を示すアミノ酸・タンパク質
・脂質・糖等で被覆してもよい。
【００２５】
骨組織に吸着しやすい材料で微粒子を被覆する方法は、微粒子の種類及び骨組織に吸着
しやすい材料の種類に応じて適宜選択すればよい。例えば、磁性微粒子にリポソームを被
覆する場合は、次の手順で行うことができる。磁性微粒子を脱イオン水で十分に洗浄する
ことで余分なイオン成分を取り除き、超音波処理を行うことにより、水に分散する磁性微
粒子溶液を作製する。次に、ホスファチジルコリン／ホスファチジルエタノールアミン及
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びＮ−（６−マレイミドカプロイルオキシ）−ジパルミトイルホスファチジルエタノール
アミンからなる脂質混合物からナス型フラスコ内壁にリン脂質膜を作製する。このリン脂
質膜に上記の方法で作製した磁性微粒子溶液を加え、ボルテックス撹拌しながら膜を膨潤
する。膨潤した膜と磁性微粒子に１５分間の超音波処理を施し、その後、生理食塩水（Ｐ
ＢＳ）を加え、生理食塩水中に分散している状態にする。さらに超音波処理を行うことで
、マグネタイトリポソームを得ることができる。
【００２６】
本発明の骨新生用組成物に含まれる「キャリア」とは、微粒子を骨治療箇所に充填し、
該充填箇所に微粒子を留めることができる物質を意味し、例えば、ゲル、人工骨、骨セメ
ント等が挙げられる。
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【００２７】
ゲルとしては、例えば医療用ゲルを用いることができ、アルジネイトゲル、ヒアルロン
酸ゲル、ホスファチジルエタノールアミン結合多糖類誘導体、マンナンゲル、及びカラギ
ーナン、ローカストビーンガム、グルコマンナン、デンプン、カードラン、グアーガム、
寒天、カシアガム、デキストラン、アミロース、ゼラチン、ペクチン、キサンタンガム、
タラガム、ジェランガムから選択される２種以上の天然有機高分子の組み合わせからなる
ゲル、等が挙げられる。
【００２８】
人工骨としては、生体適合性がある、リン酸カルシウム系材料が挙げられる。また、リ
ン酸カルシウム系材料は、硬化処理を実施するまでは固体形状（典型的には粉末形状）の
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まま貯蔵することができるため、本発明の骨新生用組成物を用事調整型として使用するこ
とができる。
【００２９】
リン酸カルシウム系材料としては、種々の化学組成比のリン酸カルシウムが含まれ得る
。好適にはハイドロキシアパタイト（Ｃａ10（ＰＯ4）6（ＯＨ）2）或いは加水分解によ
りハイドロキシアパタイトを生成し得る化合物が挙げられる。例えば、α型リン酸三カル
シウム（α−Ｃａ3（ＰＯ4）2）を主成分とし副成分として他のリン酸カルシウム系化合
物が混合されたものが挙げられる。例えば、α型リン酸三カルシウムにハイドロキシアパ
タイト、β型リン酸三カルシウム（β−Ｃａ3（ＰＯ4）2）、リン酸四カルシウム（Ｃａ4
（ＰＯ4）2Ｏ）、リン酸水素カルシウム（ＣａＨＰＯ4・２Ｈ2Ｏ）等を添加したものが挙
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げられる。なお、これら例示したもの以外のリン酸カルシウム系化合物を使用してもよく
、使用する化合物の組み合わせはハイドロキシアパタイトその他のリン酸カルシウム系基
材（硬化体）を形成し得る組み合わせであれば特に制限はない。
【００３０】
また、リン酸カルシウム系基材（硬化体）が得られる限り、主成分たるリン酸カルシウ
ム系化合物以外の化合物が含まれていてもよい。例えば、リン酸カルシウム系化合物にお
けるＣａの一部が他の元素（例えばＳｒ、Ｂａ、Ｍｇ、Ｆｅ、Ａｌ、Ｎａ、Ｋ、Ｈ）と置
換した化合物を含んでいてもよい。或いはＰＯ4の一部が他の酸成分（例えばＣＯ3、ＢＯ
3、ＳＯ4、ＳｉＯ4）と置換した化合物を含んでいてもよい。なお、人工骨をキャリアと

して使用する際の形態は、ペースト状であっても多孔質の固体状であってもよく、微粒子

10

を骨治療箇所に留めることができるものであれば、形態等に特に制限は無い。例えば、人
工骨が固体状の多孔質の場合、微粒子を分散した溶液に前記多孔質を染み込ませて微粒子
を多孔質に吸着、又は多孔質の製造工程の途中で多孔質の材料の中に微粒子を練り込み、
作製された多孔質中に微粒子が分散されるようにしてもよい。
【００３１】
骨セメントとしては、ポリメチルメタクリレートを主成分とする骨セメント材料（例え
ばポリメチルメタクリレートの他に、バリウム粉末、メチルメタクリレート（モノマー）
等を含むセメント材料）を使用することができる。
【００３２】
本発明で用いられるキャリアは、上記の材料を適宜調整して作製してもよいし、市販さ
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れているものを使用してもよい。例えば、医療用ゲルとしては、アテロコラーゲンインプ
ラント（高研）、Ｚｙｐｌａｓｔ（コラーゲン社）、Ｐｕｒｅｄｅｎｔ（ヒアルロン酸ゲ
ル、プレスジャパン社）等が市販されている。また、メチルメタクリレートを主成分とす
る骨セメントは、サージカルシンプレックス（ストライカー社製）、オストロンＩＩ（ジ
ーシー社製）等の商品名で市販されており、人工骨は、バイオペックス−Ｒ（アドバンス
フルセット）（ＨＯＹＡ社製）、セラペースト（日本特殊陶業社製、販売：小林メデイ
カル）、プリマフィックス（日本エム・デイ・エム社製）、オスフェリオン（オリンパス
株式会社）、リジェノス（株式会社クラレ）等の商品名で市販されている。上記のゲル、
人工骨、骨セメントは、それぞれ単独で用いてもよいし、例えば、ゲル及び人工骨、ゲル
及び骨セメント、人工骨及び骨セメント等、組み合わせて用いてもよい。
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【００３３】
また、本発明においては、骨治療箇所に骨新生用組成物を充填する際に微粒子とキャリ
アが含まれていればよい。つまり、キャリアとしてゲルを用いた場合は、（１）予めゲル
に微粒子を分散させておいたものを骨治療箇所に充填、（２）骨治療箇所への充填時に、
ゲルに微粒子を分散してから充填、（３）未架橋のゲル化用材料を治療時に加水等により
ゲル化し、次いで微粒子を分散し骨治療箇所に充填等、何れの使用形態であってもよい。
また、骨セメント又は人工骨の場合も、上記と同様、（１）予め骨セメント又は人工骨の
、ペースト又は固体に微粒子を分散又は吸着させておいたものを骨治療箇所に充填、（２
）骨治療箇所への充填時に、骨セメント又は人工骨の、ペースト又は固体に微粒子を分散
又は吸着してから充填、（３）骨治療箇所への充填時に、骨セメント又は人工骨用材料を
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ペースト化し、次いで微粒子を分散して骨治療箇所に充填等、何れの使用形態であっても
よい。したがって、本発明における「キャリア」には、充填時における使用形態に限定さ
れるものではなく、その形態になり得る材料も含まれる。
【００３４】
本発明の外部信号は、被投与側への影響がないか、あるいは影響が少ないものであるこ
とが好ましい。そのような観点から、磁場（磁界の変化）又は光を用いることが好ましい
。磁場としては、例えば、交番磁場を用いることができ、磁場の強度及び時間は、用いる
発熱材料の種類に応じて、所望の温度となるように適宜調整すればよい。例えば、人体に
ほとんど害が無いと考えられるマグネタイト（Ｆｅ3Ｏ4）又はマグヘマイト（γ−Ｆｅ2
Ｏ3）の１０ｎｍ〜１００ｎｍ程度の微粒子又は該微粒子をリポソーム等で被覆した場合
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、５０ｋＨｚ〜１０ＭＨｚの磁場を付与すればよい。５０ｋＨｚより小さい磁場では加温
効率が悪くなり、１０ＭＨｚより大きな磁場では、水や血液も加温され好ましくない。
【００３５】
光の場合、波長などの選択は、用いる発熱材料の種類に応じて、所望の温度となるよう
に適宜調整すればよい。例えば、発熱材料として金を用いた微粒子の場合は、動物体内の
組織及び細胞に殆ど害を及ぼさない８００ｎｍ乃至１２００ｎｍの光を用いることが好ま
しい。また、発熱材料が金の場合は、短波からマイクロウェーブ領域の１０ＭＨｚ乃至２
ＧＨｚの高周波を与えることもでき、照射時間は照射に使用する周波数に応じて適宜定め
ればよい。
10

【００３６】
本発明の骨新生システムに含まれ、上記の外部信号を付与するための外部信号発生装置
としては、公知の交番磁場発生装置、サーモトロンＲＦ−８、ランプ又はＹＡＧレーザー
、マイクロウェーブ発生装置を用いればよい。
【００３７】
また、微粒子の温度は、Ｗｎｔ／βｃａｔｅｎｉｎ

ｓｉｇｎａｌを活性化できる温度

が好ましく、４２．５℃〜４７℃に加温することが好ましく、４４℃〜４６℃に加温する
ことがより好ましい。４２．５℃より低い温度では、Ｗｎｔ／βｃａｔｅｎｉｎ

ｓｉｇ

ｎａｌが活性化せず、４７℃より高い温度では、充填箇所に隣接する生体の正常細胞を死
滅させる恐れがあり好ましくない。
【００３８】
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本発明の骨新生用組成物が適用できる骨治療箇所としては、物理的圧力により骨折した
部分、骨折の治癒が遷延している部分、腫瘍の切除等により欠損した部分、骨転移病変な
ど骨が脆弱化した部分等、骨の新生が必要な部分であれば、特に制限は無い。
【００３９】
本発明の骨新生用組成物を使用する際には、外科的手術で生体を切開し骨治療箇所に骨
新生用組成物を充填する、又はシリンジ等を用いて生体外から骨新生用組成物を骨治療箇
所に充填後、外部信号発生装置により外部信号を前記微粒子に付与し、発熱による温熱効
果を施せばよい。
【００４０】
以下に実施例を掲げ、本発明を具体的に説明するが、この実施例は単に本発明の説明の
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ため、その具体的な態様の参考のために提供されているものである。これらの例示は本発
明の特定の具体的な態様を説明するためのものであるが、本願で開示する発明の範囲を限
定したり、あるいは制限することを表すものではない。
【実施例】
【００４１】
＜実施例１＞
〔リポソーム被覆微粒子の作製〕
磁性微粒子（１０ｎｍマグネタイト：戸田工業株式会社製）を脱イオン水で十分に洗浄
を行って余分なイオン成分を取り除き、超音波処理を行うことにより、水に分散するマグ
ネタイト溶液を作製した。ホスファチジルコリン／ホスファチジルエタノールアミン（比
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、２：１）およびＮ−（６−マレイミドカプロイルオキシ）−ジパルミトイルホスファチ
ジルエタノールアミンからなる脂質混合物からナス型フラスコ内壁にリン脂質膜を作製し
た。このリン脂質膜に上記の方法で作製したマグネタイト溶液を加え、ボルテックス撹拌
しながら膜を膨潤させた。膨潤させた膜と磁性微粒子に１５分間の超音波処理を施し（２
８Ｗ）、その後１０倍濃度の生理食塩水（ＰＢＳ）２００μｌを加え、生理食塩水中に分
散している状態にした。さらに超音波処理を１５分間行い（２８Ｗ）、マグネタイトリポ
ソーム（ＭＣＬ）が分散した溶液を得た。
【００４２】
〔骨新生用組成物の作製〕
上記ＭＣＬが分散した溶液（３６ｍｇ／ｍｌ）と１．２％アルジネイト溶液（ＦＭＣ
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ＬＶＣＲ）を１：１の割合で混合して、骨

新生用組成物（ゲル）を作製した。
【００４３】
〔ラットへの移植、骨新生確認〕
＜実施例２＞
生後８週のラット（Ｓｐｒａｇｕｅ−Ｄａｗｌｅｙ

ｒａｔ）を用い、インフルレン吸

引（５％濃度）及びペントバビタール腹腔内投与（１０ｍｇ／１匹、共立製薬）により麻
酔した。次いで、図１（１）に示すように、ラットの右足の脛骨近位内側に、ドリルで直
径約２ｍｍ、深さ３ｍｍの骨孔を作製した。出血が落ち着いた２日後に、図１（２）に示
すように、上記実施例１で作製した骨新生用組成物を作製後すぐに、１００μｌをピンセ
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ットにより、上記骨孔に充填した。骨新生用組成物充填時にカーボン温度センサーを直上
に設置した。図１（３）は、ラットに温度センサーをセットした写真である。骨新生用組
成物を充填した直後に、高周波磁場発生装置（第一高周波工業社製）を用い、外部信号と
して１００ＫＨｚの交番磁場を付与することで微粒子を発熱させた。骨新生用組成物は４
５℃で１５分間継続して温度を維持した。加温は１回だけ実施した。骨の新生は、加温直
後、２週間後、４週間後、６週間後にレントゲン撮影を行うことで評価を行った。
【００４４】
＜比較例１＞
交番磁場を付与しなかった以外は、実施例２と同様の手順で実験を行った。
20

【００４５】
図２は、実施例２及び比較例１のレントゲン写真の結果である。写真から明らかなよう
に、実施例２では２週間後に骨孔周囲の骨の硬化が確認されたが、比較例１の場合は、２
週間後の骨硬化所見は乏しかった。以上の結果より、骨治療箇所を加温することで、新生
骨の生成が促進されることが確認できた。
【００４６】
〔画像評価による骨硬化度の測定〕
＜実施例３＞
画像解析ソフトを用いて、骨孔周囲の一定面積における平均密度を測定することで、骨
硬化度の経時的変化の観察を行った。先ず、実施例２と同様の手順でラットの右足（患側
）に骨新生用組成物を充填・加温し、図３（１）に示すように加温直後、及び図３（２）
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に示すように２週間後に、右足（患側）及び健常状態の左足（健側）が含まれるようにレ
ントゲン写真撮影した。撮影したレントゲン画像をコンピューターに取り込み、加温直後
のレントゲン写真の右足（患側）の骨孔周囲を画像解析ソフトＩｍａｇｅ

Ｊ（ＮＩＨ）

で設定（図中の白線で囲われている部分）し、左足（健側）の脛骨近位内側についても右
足（患側）と同じ面積となるようＩｍａｇｅ

Ｊ（ＮＩＨ）でマウスを用いて設定（図中

の白線で囲われている部分）した。２週間後のレントゲン写真についても同様に、Ｉｍａ
ｇｅ

Ｊ（ＮＩＨ）でマウスを用いて設定した。次に、左足（健側）の骨形成はほとんど

変化がない、つまりレントゲン画像はほとんど変化がないと考えられるので、右足（患側
）の骨形成像がどれだけ変化したかを比較するための解析を行った。０週における右足（
患側）／左足（健側）の値を１とし、２週後の右足（患側）／左足（健側）の値とともに
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グラフ化した。骨新生用組成物を充填・加温したラットは１４匹準備し、平均値を用いた
。
【００４７】
＜比較例２＞
加温しなかった以外は、実施例３と同様の手順で解析・グラフ化した。コントロール用
のラットは７匹準備し、平均値を用いた。
【００４８】
図４は、実施例３及び比較例２の結果を示すグラフである。実施例３では、左足（健側
）と比較して、右足（患側）の骨形成（密度）が明らかに上昇した。一方、比較例２では
、左足（健側）と比較して、右足（患側）の骨形成（密度）がむしろ減少していた。これ
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は骨新生用組成物を充填した直後は微粒子自体がレントゲンを吸収するため白く写るが、
２週間後はこの微粒子が流れて消失していくため、レントゲンで黒く写ったためと考えら
れる。以上の結果より、本発明の骨新生用組成物を含む骨新生システムにより、骨治療箇
所で骨が新生することが確認された。
【００４９】
〔組織学的評価〕
＜実施例４＞
加熱温度を４６℃とした以外は、実施例２と同様の手順で、骨新生用組成物を充填・加
温した。２週間後に骨新生用組成物を充填した足を取り出し、パラホルムアルデヒド固定
後に５μｍの厚さにスライスし、ヘマトキシリン・エオジンで染色した。次いで、骨新生
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用組成物を充填・加温した箇所の染色されたスライスを、光学顕微鏡を用いて撮影した。
マグネタイト周囲の新生骨像を顕微鏡下に評価した。
【００５０】
＜比較例３＞
加温をしなかった以外は、実施例４と同様の手順で骨新生用組成物を充填した箇所の骨
の断面を撮影した。
【００５１】
図５は、実施例４及び比較例３の足を取り出す前のレントゲン写真、及び骨の断面を拡
大した写真である。写真から明らかなように、実施例４では骨孔周囲に多くの新生骨が認
められたが、比較例３では、微粒子を縁取るように新生骨を認めるのみであった。
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【００５２】
〔ＭＣＬのみの充填〕
＜比較例４＞
実施例１で作製したＭＣＬのみを、実施例２と同様の手順で骨孔に充填した。交番磁場
を付与しながらカーボン温度センサーによる温度観察をしたところ、ＭＣＬが骨内で拡散
してしまうことが確認された。
【００５３】
＜実施例５＞
〔骨新生用組成物の作製〕
実施例１の〔リポソーム被覆微粒子の作製〕で作製したマグネタイトリポソーム（ＭＣ
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Ｌ）が分散した溶液に、人工骨であるリジェノス（株式会社クラレ）を３３０ｍｇ加えた
シャーレを、陰圧発生器（ＴＡＩＴＥＸ社製ＧＣＤ−０５１ＸＡ）内に載置した。次いで
、０．０６７Ｐａの陰圧下で６０分間処理することで、リジェノスの気孔内にマグネタイ
トリポソームが吸着した骨新生用組成物（多孔質の固体）を作製した。図６（１）はリジ
ェノスの断面の拡大写真、図６（２）は、実施例５で作製した骨新生用組成物の写真であ
る。
【００５４】
〔ラットへの移植、骨新生確認〕
＜実施例６＞
実施例２と同様の手順で骨孔を作製し、出血が落ち着いた２日後のラットに、実施例５
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で作製した骨新生用組成物１個をピンセットにより、上記骨孔に充填した。次いで、実施
例２と同様の手順で加温し、加温直後及び２週間後にレントゲン撮影を行うことで評価を
行った。評価は２匹のラットを用いて行った。
【００５５】
＜実施例７＞
加温温度を４４℃とした以外は、実施例６と同様に手順で評価を行った。
【００５６】
＜実施例８＞
加温温度を４３℃とした以外は、実施例６と同様に手順で評価を行った。
【００５７】
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＜比較例５＞
加温しなかった以外は、実施例６と同様の手順で評価を行った。
【００５８】
図７は、実施例６〜８及び比較例５のレントゲン写真を示す。写真から明らかなように
、実施例６〜８では２週間後に骨孔周囲の骨の硬化が確認されたが（図中の△）、比較例
５の場合は、２週間後の骨硬化所見は乏しかった。以上の結果より、キャリアとして人工
骨を用いた場合も、骨治療箇所を加温することで、新生骨の生成が促進されることが確認
できた。
【００５９】
〔画像評価による骨硬化度の測定〕
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＜実施例９＞
実施例５で作製した骨新生用組成物を用いた以外は、実施例３と同様の手順で解析・グ
ラフ化した。なお、ラットは１２匹準備し、平均値を用いた。
【００６０】
＜比較例６＞
加温しなかった以外は、実施例９と同様の手順で解析・グラフ化した。コントロール用
のラットは３匹準備し、平均値を用いた。
【００６１】
図８は、実施例９及び比較例６で撮影したレントゲン写真の画像評価による骨硬化度測
定の結果を示すグラフである。実施例９では、左足（健側）と比較して、右足（患側）の
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骨形成（密度）が明らかに上昇した。一方、比較例６では、左足（健側）と比較して、右
足（患側）の骨形成（密度）がむしろ減少していた。これは骨新生用組成物を充填した直
後は微粒子自体がレントゲンを吸収するため白く写るためと考えられる。なお、比較例２
と比べて比較例６の骨形成（密度）の減少が少ないのは、キャリアとしてゲルを用いる場
合より、流れて消失する微粒子が少ないためと考えられる。以上の結果より、本発明の骨
新生用組成物を含む骨新生システムにより、骨治療箇所で骨が新生することが確認された
。
【００６２】
〔組織学的評価〕
＜実施例１０＞
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実施例６でレントゲン撮影した後のラット１匹を用いて、実施例４と同様の手順で骨新
生用組成物を充填した箇所の骨の断面を撮影・評価した。
【００６３】
＜実施例１１＞
実施例７のラットを用いた以外は、実施例１０と同様の手順で骨新生用組成物を充填し
た箇所の骨の断面を撮影した。
【００６４】
＜実施例１２＞
実施例８のラットを用いた以外は、実施例１０と同様の手順で骨新生用組成物を充填し
た箇所の骨の断面を撮影した。
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【００６５】
＜比較例７＞
比較例５のラットを用いた以外は、実施例１０と同様の手順で骨新生用組成物を充填し
た箇所の骨の断面を撮影した。
【００６６】
図９は、実施例１０〜１２及び比較例７で撮影した骨の断面を２０倍に拡大した写真で
ある。写真から明らかなように、実施例１０〜１２では骨孔周囲に多くの新生骨が認めら
れたが、比較例７では、微粒子を縁取るように新生骨を認めるのみであった。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
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本発明に係る骨新生用組成物を用いることで、骨折等の治療の際に、新生骨の生成を促
進することができる。また、抗体等を使用する必要がなく、従来から骨折の治療に用いら
れている骨セメント又は人工骨、並びに医療用ゲル等と共に用いることができるので、病
院や救急センターなどの医療機関や大学医学部などの研究機関、一般病院等において、骨
折箇所の治療材料として利用が可能である。
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