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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均粒子径が１０〜６０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子と、平均粒子
径が０．１〜２．０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と、（メタ）アクリ
レート系モノマーと、重合開始剤とを含有し、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割合が、当該（メタ）アクリレー
ト系ポリマー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計量に対して５
〜３０質量％であり、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の一部または全部が、平均粒子径３０〜
５０μｍの凝集体の形態で含有されていることを特徴とする骨セメント組成物。
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【請求項２】
フィラーが含有されていることを特徴とする請求項１に記載の骨セメント組成物。
【請求項３】
前記フィラーが、少なくとも二酸化チタン粒子を含むことを特徴とする請求項２に記載
の骨セメント組成物。
【請求項４】
前記二酸化チタン粒子が、レーザー回折／散乱式粒度分布計によって測定されるメジア
ン径が０．５〜７. ０μｍである球状のものであることを特徴とする請求項３に記載の骨
セメント組成物。
【請求項５】
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前記フィラーが、硫酸バリウムおよび／または酸化ジルコニウムを含むことを特徴とす
る請求項２〜請求項４のいずれかに記載の骨セメント組成物。
【請求項６】
請求項１に記載の骨セメント組成物を得るための骨セメント組成物キットであって、
平均粒子径が１０〜６０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子、平均粒子径
が０．１〜２．０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子および重合開始剤を含
有する重合開始剤含有キット成分と、（メタ）アクリレート系モノマーを含有するモノマ
ー含有キット成分とを含有し、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割合が、当該（メタ）アクリレー
ト系ポリマー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計量に対して５
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〜３０質量％であり、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の一部または全部が、平均粒子径３０〜
５０μｍの凝集体の形態で含有されていることを特徴とする骨セメント組成物キット。
【請求項７】
前記重合開始剤含有キット成分が、少なくとも二酸化チタン粒子を含むフィラーを含有
することを特徴とする請求項６に記載の骨セメント組成物キット。
【請求項８】
平均粒子径が１０〜６０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子と、平均粒子
径が０．１〜２．０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子との存在下において
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、（メタ）アクリレート系モノマーと重合開始剤とを混練し、当該（メタ）アクリレート
系モノマーを重合させる工程を有し、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を、当該（メタ）アクリレート系ポリマ
ー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計量に対して５〜３０質量
％で用い、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の一部または全部が、平均粒子径３０〜
５０μｍの凝集体の形態で混練されることを特徴とする骨セメント硬化体の製造方法。
【請求項９】
（メタ）アクリレート系モノマーと重合開始剤との混練物を放置する過程を経ることに
よって（メタ）アクリレート系モノマーを重合させることを特徴とする請求項８に記載の
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骨セメント硬化体の製造方法。
【請求項１０】
（メタ）アクリレート系モノマーと重合開始剤との混練が、（メタ）アクリレート系ポ
リマー大径粒子および（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と共に、少なくとも二酸
化チタン粒子を含むフィラーの存在下において行われることを特徴とする請求項８または
請求項９に記載の骨セメント硬化体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、骨セメント組成物および骨セメント組成物キット並びに骨セメント硬化体の
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製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、骨セメント組成物は、骨の欠損部の補填剤、あるいは人工股関節などの金属製の
人工関節を周囲の骨と固定する接着剤などとして世界中において広く使用されており、こ
のような骨セメント組成物としては、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）系骨セメン
ト組成物が最も汎用されている。
ＰＭＭＡ系骨セメント組成物とは、一般的に、ポリメチルメタクリレートと、重合性単
量体であるメチルメタクリレートモノマーと、重合開始剤とを含有し、メチルメタクリレ
ートモノマーがポリメチルメタクリレートの存在下において重合することによって徐々に
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粘度が高くなって最終的に硬化体を形成するものである。
【０００３】
近年、ＰＭＭＡ系骨セメント組成物としては、従来から用いられているＰＭＭＡ系骨セ
メント組成物において、当該組成物が生体親和性を有するものの、生体活性能、すなわち
骨に結合する骨結合性能を有するものではないことから、特に人工関節と周囲の骨とを固
定する接着剤として用いた場合には、適用してから長期間が経過することにより、接着剤
が周囲の骨から隔離してしまい、これに起因して人工関節と骨との間に緩みを生じてしま
うという問題が生じているために、この問題を解決すべく、生体活性能を付与する目的か
ら二酸化チタン粒子を添加してなる組成物が提案されている（例えば、特許文献１参照。
）。
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【０００４】
このような骨セメント組成物は、通常、手術中などの適用する直前に混練することによ
ってメチルメタクリレート系モノマーの重合反応を開始させ、その混練物を放置するなど
して粘度がある程度高い状態となったところでハンドリング作業により適用対象部位に適
用されるなどして用いられている。
【０００５】
しかしながら、従来から用いられている骨セメント組成物においては、多くの場合、特
に手術中には、前記のハンドリング作業中に、例えば手に装着したラテックス製の外科用
手袋に付着するなどの弊害が生じてしまう、という問題がある。
このような問題は、骨セメント組成物の混練物が十分な粘度を有する状態となる以前に
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ハンドリング作業が開始されてしまっていることに起因するものであることから、「ダウ
タイム」と称される、良好なハンドリング作業を行うために必要とされる十分な粘度を有
する状態となるために要する時間を短縮することが求められている。特に二酸化チタン粒
子などのフィラーが添加されてなる場合においては、ダウタイムが長くなる傾向にあるた
めに前述の問題が顕著であることから、ダウタイムを短縮することが強く求められている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７−５４６１９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は以上の事情に基づいてなされたものであって、その目的は、良好なハンドリン
グ作業を行うことのできる状態となるまでに要する時間であるダウタイムが短く、その結
果、ハンドリング作業を開始するまでに要する時間が短時間となることによって高い作業
効率を得ることのできる骨セメント組成物および骨セメント組成物を得るための骨セメン
ト組成物キット並びに骨セメント組成物が硬化してなる骨セメント硬化体の製造方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
本発明の骨セメント組成物は、平均粒子径が１０〜６０μｍの（メタ）アクリレート系
ポリマー大径粒子と、平均粒子径が０．１〜２．０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマ
ー小径粒子と、（メタ）アクリレート系モノマーと、重合開始剤とを含有し、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割合が、当該（メタ）アクリレー
ト系ポリマー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計量に対して５
〜３０質量％であり、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の一部または全部が、平均粒子径３０〜
５０μｍの凝集体の形態で含有されていることを特徴とする。
【０００９】
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本発明の骨セメント組成物においては、フィラーが含有されていることが好ましい。
このような構成の本発明の骨セメント組成物においては、前記フィラーが、少なくとも
二酸化チタン粒子を含むことが好ましい。
また、前記二酸化チタン粒子は、レーザー回折／散乱式粒度分布計によって測定される
メジアン径が０．５〜７. ０μｍである球状のものであることが好ましい。
さらに、前記フィラーが、硫酸バリウムおよび／または酸化ジルコニウムを含むことが
できる。
【００１１】
本発明の骨セメント組成物キットは、上記の骨セメント組成物を得るための骨セメント
組成物キットであって、
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平均粒子径が１０〜６０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子、平均粒子径
が０．１〜２．０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子および重合開始剤を含
有する重合開始剤含有キット成分と、（メタ）アクリレート系モノマーを含有するモノマ
ー含有キット成分とを含有し、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割合が、当該（メタ）アクリレー
ト系ポリマー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計量に対して５
〜３０質量％であり、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の一部または全部が、平均粒子径３０〜
５０μｍの凝集体の形態で含有されていることを特徴とする。
【００１２】
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本発明の骨セメント組成物キットにおいては、前記重合開始剤含有キット成分が、少な
くとも二酸化チタン粒子を含むフィラーを含有することが好ましい。
【００１４】
本発明の骨セメント硬化体の製造方法は、平均粒子径が１０〜６０μｍの（メタ）アク
リレート系ポリマー大径粒子と、平均粒子径が０．１〜２．０μｍの（メタ）アクリレー
ト系ポリマー小径粒子との存在下において、（メタ）アクリレート系モノマーと重合開始
剤とを混練し、当該（メタ）アクリレート系モノマーを重合させる工程を有し、
前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を、当該（メタ）アクリレート系ポリマ
ー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計量に対して５〜３０質量
％で用い、
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前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の一部または全部が、平均粒子径３０〜
５０μｍの凝集体の形態で含有されていることを特徴とする。
【００１５】
本発明の骨セメント硬化体の製造方法においては、（メタ）アクリレート系モノマーと
重合開始剤との混練物を放置する過程を経ることによって（メタ）アクリレート系モノマ
ーを重合させることが好ましい。
【００１６】
本発明の骨セメント硬化体の製造方法においては、（メタ）アクリレート系モノマーと
重合開始剤との混練が、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子および（メタ）アクリ
レート系ポリマー小径粒子と共に、少なくとも二酸化チタン粒子を含むフィラーの存在下
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において行われることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
本発明の骨セメント組成物によれば、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子と共に
、当該大径粒子よりも小径の特定の平均粒子径を有する（メタ）アクリレート系ポリマー
小径粒子が特定の割合で含有されていることにより、ハンドリング作業を行うために必要
とされる十分な粘度を有する状態に至るまでに要する時間が短くなるため、良好なハンド
リング作業を行うことのできる状態となるまでに要する時間であるダウタイムが短くなり
、その結果、ハンドリング作業を開始するまでに要する時間が短時間となることから高い
作業効率を得ることができる。このような効果は、特に、二酸化チタン粒子を含むフィラ
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ーが含有されている場合において顕著に発揮され、当該フィラーが添加されることによっ
て長時間を要する傾向にあるダウタイムの短縮化を図ることができることから、作業効率
を改善することができる。
【００１９】
本発明の骨セメント組成物キットによれば、キット成分を単に混練処理することによっ
て骨セメント組成物を得ることができることから、骨セメント組成物の硬化体を容易に製
造することができ、しかも（メタ）アクリレート系モノマーと、重合開始剤とが個別のキ
ット成分とされていることから、適用前の保管されている状態あるいは運搬されている状
態などにおいて（メタ）アクリレート系モノマーが重合することを防止することができる
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。
【００２０】
本発明の骨セメント硬化体の製造方法によれば、形成すべき骨セメント硬化体における
基材成分を形成するための（メタ）アクリレート系モノマーの重合反応が、（メタ）アク
リレート系ポリマー大径粒子と共に、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の存在下
において行われることによって初期段階において速やかに進行し、良好なハンドリング作
業を行うために必要とされる十分な粘度を有する状態となるために要する時間が短くなる
ことから、良好なハンドリング作業を行うことのできる状態となるまでに要する時間であ
るダウタイムが短くなり、その結果、ハンドリング作業を開始するまでに要する時間が短
時間となることから高い作業効率を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１】実施例１３に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の表面（疑似体液に浸漬
する前）を示すＳＥＭ写真である。
【図２】実施例１３に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の疑似体液に浸漬後の表
面を示すＳＥＭ写真である。
【図３】実施例１４に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の疑似体液に浸漬後の表
面を示すＳＥＭ写真である。
【図４】実施例１５に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の疑似体液に浸漬後の表
面を示すＳＥＭ写真である。
【図５】実施例１６に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の疑似体液に浸漬後の表
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面を示すＳＥＭ写真である。
【図６】実施例１７に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の疑似体液に浸漬後の表
面を示すＳＥＭ写真である。
【図７】実施例１８に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の疑似体液に浸漬後の表
面を示すＳＥＭ写真である。
【図８】実施例１９に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の疑似体液に浸漬後の表
面を示すＳＥＭ写真である。
【図９】Ｘ線造影性の測定によって得られた実施例１３〜実施例１６の各々に係る組成物
から得られた骨セメント硬化体の写真であり、上から順に、実施例１３に係る写真、実施
例１４に係る写真、実施例１５に係る写真および実施例１６に係る写真である。
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【図１０】Ｘ線造影性の測定によって得られた実施例１３および実施例１７〜実施例１９
の各々に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の写真であり、上から順に、実施例１
３に係る写真、実施例１７に係る写真、実施例１８に係る写真および実施例１９に係る写
真である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下、本発明について詳細に説明する。
【００２３】
＜骨セメント組成物＞
本発明の骨セメント組成物は、（メタ）アクリレート系モノマーと、重合開始剤と、平
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均粒子径が１０〜６０μｍ、好ましくは２０〜６０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマ
ー大径粒子と共に、平均粒子径が０．１〜２．０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー
小径粒子とを必須成分として含有し、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割
合が、当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー
大径粒子との合計量に対して５〜３０質量％、好ましくは５〜２０質量％であるものであ
る。
この本発明の骨セメント組成物は、（メタ）アクリレート系モノマーおよび（メタ）ア
クリレート系ポリマー大径粒子と共に、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を基材
形成用成分とするものであり、この基材形成用成分のうちの重合性単量体である（メタ）
アクリレート系モノマーが重合することにより、徐々に粘度が高くなってペースト状とな
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り、最終的には硬化され、硬化体を形成するものである。
ここに、本発明の骨セメント組成物が硬化することによって得られる硬化体は、その基
材成分が、（メタ）アクリレート系モノマーが重合することによって形成されるポリマー
と、この（メタ）アクリレート系モノマーと共に基材形成用成分を構成する（メタ）アク
リレート系ポリマー大径粒子および（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子とにより形
成されてなるものである。
【００２４】
（（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子）
本発明の骨セメント組成物の必須成分である（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子
は、骨セメント組成物が硬化する過程における、良好なハンドリング作業を行うことので
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きる状態、具体的には十分な粘度を有する状態となるまでに要する時間であるダウタイム
を調整して短くするためのダウタイム調整剤として作用するものである。
ここに、「ダウタイム」とは、アクリル系外科用骨セメントに係る国際規格であるＩＳ
Ｏ規格による測定法「ＩＳＯ５８３３

Ａｎｎｅｘ

Ｂ」において、混練を開始してから

その混練物が手術用ラテックス手袋に付着しなくなるまでに要する時間と定義されている
。
【００２５】
この（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子は、平均粒子径が０．１μｍ以上で２．
０μｍ以下であることが必要とされるが、好ましくは０．１〜１．０μｍ、特に好ましく
は０．１〜０．７μｍである。
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ここに、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の平均粒子径は、レーザー回折／散
乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径である。
また、レーザー回折／散乱式粒度分布計としては、具体的に、例えば粒度分布測定装置
「Ｍｉｃｒｏｔｒａｃ」（日機装株式会社製）を用いることができる。
【００２６】
（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の平均粒子径が過大である場合には、ダウタ
イムを実用上十分に短くすることができない。
また、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子は、その平均粒子径を２．０μｍ以下
とすることによってダウタイムを短くする作用が発現され、具体的には、ダウタイムを実
用上好ましいとされる２．５〜５分間の範囲とすることができるのだが、平均粒子径が０

40

．１μｍ未満の粒子を製造することは容易ではない。
【００２７】
（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子は、重合性単量体としての（メタ）アクリレ
ート系モノマーが重合されてなるものであり、その具体例としては、例えば、（Ａ）メチ
ルメタクリレート（ＭＭＡ）、エチルメタクリレート（ＥＭＡ）、ブチルメタクリレート
などのアルキルメタクリレートモノマーの重合体である、ポリメチルメタクリレート（Ｐ
ＭＭＡ）、ポリエチルメタクリレート（ＰＥＭＡ）、ポリブチルメタクリレート（ＰＢＭ
Ａ）などのポリアルキルメタクリレート、（Ｂ）メチルメタクリレートと共に、スチレン
、エチルメタクリレートおよびメチルアクリレートからなる群から選択される少なくとも
一種が共重合されてなる共重合体、（Ｃ）ビスフェノール−Ａジグリシジルジメタクリレ
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ート（Ｂｉｓ−ＧＭＡ）、２，２−ビス［４−（３−メタクリロキシ−２−ハイドロキシ
プロポキシ）フェニル］プロパン、２，２−ビス（４−メタクリロキシエトキシフェニル
）プロパン（Ｂｉｓ−ＭＥＰＰ）、トリエチレングリコールジメタクリレート（ＴＥＧＤ
ＭＡ）、ジエチレングリコールジメタクリレート（ＤＥＧＤＭＡ）、エチレングリコール
ジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ）などのジメタクリレート系モノマーの重合体などが挙げ
られる。
【００２８】
本発明の骨セメント組成物を構成する（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子として
は、共に基材形成用成分を構成する（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子と同一もし
くは類似の材料よりなるものであることが好ましい。具体的には、（メタ）アクリレート
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系ポリマー大径粒子と（メタ）アクリレート系モノマーとの関係から、メチルメタクリレ
ートを重合性単量体として用いてなるポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）あるいは共
重合体であることが好ましく、特にポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）であることが
好ましい。
【００２９】
（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子としては、重量平均分子量が好ましくは１０
０，０００以上、更に好ましくは１００，０００〜４００，０００、特に好ましくは１５
０，０００〜４００，０００であるものを用いることが好ましい。
（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の重量平均分子量を１００，０００〜４００
，０００の範囲とすることによっては、ダウタイムの十分な短縮化を図ることができると
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共に、得られる硬化体を十分な機械的強度を有するものとすることができる。
また、重量平均分子量が特に１５０，０００〜４００，０００であることが好ましいと
される理由は、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の重量平均分子量が１５０，０
００以下である場合には、ダウタイムを短くする作用が小さくなることから、十分なダウ
タイムの短縮化を図るためにはその含有割合を大きくすることが必要とされ、一方、重量
平均分子量が４００，０００を超える場合には、ダウタイムを十分に短くすることができ
るのだが、得られる硬化体に十分な機械的強度が得られなくなるおそれがあるからである
。
【００３０】
また、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子としては、その一次粒子形状が、球状
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であることが好ましい。
（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の形状を球状とすることにより、高い流動性
が得られ、それにより、組成物中における均一な分散性が得られることとなる。
ここに、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の粒子形状は、電子顕微鏡写真にて
観察することによって確認することができる。
【００３１】
このような構成を有する（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子は、小径で球状のポ
リマー粒子を容易に得ることができることから、例えば重合性単量体としての（メタ）ア
クリレート系モノマーを水系媒体中において重合反応させること、例えば乳化重合や懸濁
重合などを利用し、必要に応じてこの重合反応によって得られたポリマー粒子を解砕する
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目的から、粉砕処理することによって製造することができ、具体的には、下記の公知の手
法によって製造することができる。
【００３２】
本発明の骨セメント組成物に用いられる（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を製
造するための最適な手法の具体例としては、例えば重合性単量体としての（メタ）アクリ
レート系モノマーを、重合開始剤として過硫酸カリウムとチオ硫酸ナトリウムよりなるレ
ドックス触媒を用いると共に、重合促進剤として２価の銅イオン化合物を用い、かつ、重
合温度７０℃以上の条件によって重合反応させるソープフリー重合と称される手法が挙げ
られる。
この手法によれば、得られる（メタ）アクリレート系ポリマーの平均粒子径を所望の範
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囲に簡便に調整することができる。
【００３３】
そして、本発明の骨セメント組成物においては、（メタ）アクリレート系ポリマー小径
粒子が一次粒子よりなるものであってもよいが、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒
子の一部または全部が凝集体の形態で含有されていることが好ましい。
【００３４】
（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の凝集体は、平均粒子径が３０〜５０μｍで
あることが好ましく、より好ましくは３０〜４５μｍ、特に好ましくは３５〜４５μｍで
ある。
また、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の凝集体の形状は、真球状、略球状な
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どの球状であることが好ましい。
凝集体の形状を球状とすることにより、高い流動性が得られ、それにより、組成物中に
おける均一な分散性が得られることとなる。
ここに、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の凝集体の形状は、電子顕微鏡写真
にて観察することによって確認することができ、また、その平均粒子径は、電子顕微鏡（
ＳＥＭ）写真に基づいて測定されるメジアン径である。
【００３５】
このように（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子が、その平均粒子径が３０〜５０
μｍの範囲の特定の大きさを有する凝集体の形態で含有されることにより、その大きさが
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子と同等または近似することとなるため、組成物
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を混練した場合に均一性の高い状態を得ることができることから、ダウタイムを短くする
作用が大きく発揮されることとなり、ダウタイムをより一層好ましいとされる範囲である
２．５〜４分間とすることができる、という効果が得られる。
【００３６】
このような構成を有する（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の凝集体は、（メタ
）アクリレート系ポリマー小径粒子の分散液を得、その分散液を噴霧乾燥処理する手法に
よって製造することができる。
具体的には、噴霧乾燥装置を用い、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の分散液
を、噴霧乾燥装置のノズルから微細な霧状液滴として噴射して熱風中に噴出させて乾燥す
ることにより、その粒子形状が球状の乾燥造粒体として得られる。
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噴霧乾燥装置としては、通常のスプレードライヤーなどの通常の噴霧乾燥機を用いるこ
とができ、また、その噴霧方式は、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の分散液の
性状や噴霧乾燥機の処理能力などに応じて、例えばディスク式、圧力ノズル式、二流体ノ
ズル式、四流体ノズル式などを適宜選択することができる。
【００３７】
本発明の骨セメント組成物において、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有
割合は、当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマ
ー大径粒子との合計量に対して、５質量％以上であって３０質量％以下であることが必要
とされ、好ましくは５〜２０質量％、より好ましくは１０〜２０質量％、更に好ましくは
１０〜１５質量％である。
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【００３８】
（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割合が過小である場合には、ダウタイ
ムを所望の範囲にまで短縮することができない。
一方、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割合が過大である場合には、ダ
ウタイムが所望の範囲よりも短くなるために良好なハンドリング作業を行うことができな
くなる。また、含有割合が過大であることに起因して組成物の粘度が高くなる、あるいは
硬化温度の上昇を招くことからも、良好なハンドリング作業を行うことができなくなる。
【００３９】
ここに、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割合は、組成物全体に対して
は、０．７〜２３．０質量％であることが好ましく、更に好ましくは１．５〜１５．０質
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量％である。また、基材形成用成分全体に対しては、１．５〜２４．０質量％であること
が好ましく、更に好ましくは２．５〜１５．０質量％である。
【００４０】
（（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子）
本発明の骨セメント組成物の必須成分である（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子
は、基材形成用成分を構成するものである。
【００４１】
この（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子は、平均粒子径が１０μｍ以上であって
６０μｍ以下であることが必要とされるが、好ましくは２０〜６０μｍ、更に好ましくは
３０〜５０μｍ、特に好ましくは３５〜４５μｍである。
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ここに、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の平均粒子径は、レーザー回折／散
乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径である。
また、レーザー回折／散乱式粒度分布計としては、具体的に、例えば粒度分布測定装置
「Ｍｉｃｒｏｔｒａｃ」（日機装株式会社製）を用いることができる。
【００４２】
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の平均粒子径が過小である場合には、硬化時
間が短くなることに伴って、硬化時間との関係から所望のダウタイムを得ることができな
くなる。
一方、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の平均粒子径が過大である場合には、
所望のダウタイムを得るために（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割合を大
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きくすることが必要となり、この（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の含有割合を
大きくすることによっては硬化温度の上昇を招くことなどから、良好なハンドリング作業
を行うことができなくなる。
【００４３】
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子は、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒
子と同様に、重合性単量体としての（メタ）アクリレート系モノマーが重合されてなるも
のであり、その具体例としては、例えば（Ａ）ポリアルキルメタクリレート、（Ｂ）メチ
ルメタクリレートと共に、スチレン、エチルメタクリレートおよびメチルアクリレートか
らなる群から選択される少なくとも一種が共重合されてなる共重合体、（Ｃ）ジメタクリ
レート系モノマーの重合体などの（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を構成する重
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合体として例示したものが挙げられる。
【００４４】
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子としては、共に基材形成用成分を構成する（
メタ）アクリレート系モノマーと同質の重合性単量体が重合されてなるものであることが
好ましく、具体的には、基材形成用成分を構成する（メタ）アクリレート系モノマーとの
関係から、メチルメタクリレートを重合性単量体として用いてなるポリメチルメタクリレ
ート（ＰＭＭＡ）あるいは共重合体であることが好ましく、特にポリメチルメタクリレー
ト（ＰＭＭＡ）であることが好ましい。
【００４５】
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子としては、重量平均分子量が好ましくは１０
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０，０００以上、更に好ましくは１３０，０００〜１７０，０００であるものを用いるこ
とが好ましい。
【００４６】
また、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子は、通常、一次粒子よりなるものであ
り、その粒子形状が、球状であることが好ましい。
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の形状を球状とすることにより、高い流動性
が得られ、それにより、組成物中における均一な分散性が得られることとなる。
ここに、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の粒子形状は、（メタ）アクリレー
ト系ポリマー小径粒子の粒子形状と同様に電子顕微鏡写真にて観察することによって確認
することができる。
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【００４７】
このような構成を有する（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子は、（メタ）アクリ
レート系ポリマー小径粒子と同様に、例えば重合性単量体としての（メタ）アクリレート
系モノマーを水系媒体中において重合反応させること、具体例には、例えば乳化重合や懸
濁重合などを利用し、必要に応じてこの重合反応によって得られたポリマー粒子を解砕処
理することにより製造することができる。
【００４８】
本発明の骨セメント組成物において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の含有
割合は、組成物全体に対して１０〜７０質量％であることが好ましく、より好ましくは２
５〜７０質量％である。また、基材形成用成分全体に対しては、２０〜７５質量％である
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ことが好ましく、より好ましくは４０〜７５質量％である。
【００４９】
（（メタ）アクリレート系モノマー）
本発明の骨セメント組成物の必須成分である（メタ）アクリレート系モノマーは、基材
形成用成分を構成するものであり、この重合性単量体である（メタ）アクリレート系モノ
マーが重合することによって当該骨セメント組成物が硬化され、その結果、硬化体が得ら
れることとなる。
【００５０】
（メタ）アクリレート系モノマーの具体例としては、例えばアルキルメタクリレートモ
ノマー、ジメタクリレート系モノマーなどと共に基材形成用成分を構成する（メタ）アク
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リレート系ポリマーを得るための重合性単量体として例示したものが挙げられる。
（メタ）アクリレート系モノマーの好ましい具体例としては、メチルメタクリレート（
ＭＭＡ）が挙げられる。
【００５１】
（メタ）アクリレート系モノマーの含有割合は、組成物全体に対して１９〜３５質量％
であることが好ましく、更に好ましくは２４〜３５質量％である。また、基材形成用成分
全体に対しては、２０〜７０質量％であることが好ましく、更に好ましくは２５〜５０質
量％である。
【００５２】
（重合開始剤）
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本発明の骨セメント組成物の必須成分である重合開始剤としては、例えば過酸化ベンゾ
イル、過酸化ｔｅｒｔ−ブチル、過酸化ラウロイル、アゾビスイソブチロニトリルなどを
用いることができる。
これらのうちでは、（メタ）アクリレート系モノマーの重合反応が速やかに開始され、
しかもその反応を持続させやすいことから、過酸化ベンゾイルを用いることが好ましい。
【００５３】
重合開始剤の含有割合は、（メタ）アクリレート系モノマー１００質量部に対して１〜
１０質量部であることが好ましく、更に好ましくは２〜９質量部である。
重合開始剤の含有割合が過小である場合には、（メタ）アクリレート系モノマーの重合
反応が進みにくくなるおそれがある。一方、重合開始剤の含有割合が過大である場合には
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、（メタ）アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体に重合開始
剤が残留しやすくなる。
【００５４】
また、本発明の骨セメント組成物には、必須成分である、（メタ）アクリレート系ポリ
マー小径粒子、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子および（メタ）アクリレート系
モノマーよりなる基材形成用成分、重合開始剤の他、最終的に得られる硬化体に使用用途
に応じた機能を付与する目的から、フィラーが含有されていることが好ましく、また、（
メタ）アクリレート系モノマーの重合反応をより一層速やかに進行させる目的から、重合
開始剤と共に重合促進剤が含有されていることが好ましい。
【００５５】
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（重合促進剤）
重合促進剤としては、例えばＮ，Ｎ−ジメチル−ｐ−トルイジン、２, ４, ６−トリス
（ジメチルアミノメチル）フェノールなどを用いることができる。
これらのうちでは、（メタ）アクリレート系モノマーの重合反応が速やかに進行される
ことから、Ｎ，Ｎ−ジメチル−ｐ−トルイジンを用いることが好ましい。
【００５６】
重合促進剤の含有割合は、（メタ）アクリレート系モノマー１００質量部に対して０．
４〜５. ０質量部であることが好ましく、更に好ましくは０．５〜２．０質量部である。
重合促進剤の含有割合が過小である場合には、（メタ）アクリレート系モノマーの重合
反応が進みにくくなるおそれがある。一方、重合促進剤の含有割合が過大である場合には

10

、（メタ）アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体に重合促進
剤が残留しやすくなる。
【００５７】
（フィラー）
フィラーとしては、二酸化チタン、リン酸カルシウム（ハイドロキシアパタイト、リン
酸三カルシウム）、硫酸バリウム、酸化ケイ素（シリカ）、酸化アルミニウム（アルミナ
）、酸化ジルコニウム（ジルコニア）などの無機物よりなり、これらの無機物を単独また
は２種以上を適宜に選択して組み合わせてなるものを用いることができる。これらのうち
では、二酸化チタンよりなるものが好ましい。
その理由は、二酸化チタンが、それ自体が体液環境下におけるアパタイト形成能を有す
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るものであることから、この二酸化チタンよりなるフィラーが含有されることにより、最
終的に得られる硬化体が高い生体活性能を有するものとなるためである。
【００５８】
また、フィラーは、上述のように二酸化チタンよりなるものであることが好ましいが、
二酸化チタンと共に、その他の無機物、具体的にはリン酸カルシウム（ハイドロキシアパ
タイト、リン酸三カルシウム）、硫酸バリウム、酸化ケイ素（シリカ）、酸化アルミニウ
ム（アルミナ）、酸化ジルコニウム（ジルコニア）などを併用してなるものであってもよ
い。これらのうちでは、Ｘ線造影効果を有する酸化ジルコニウムや硫酸バリウムを併用し
てなるものが好ましい。
【００５９】
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フィラーの含有割合は、組成物全体に対して５質量％以上であることが好ましい。
また、フィラーとして二酸化チタンと共にその他の無機物を組み合わせてなるものを用
いる場合においては、それらの混合割合は適宜に設定することができるが、フィラーに含
まれる二酸化チタンの含有割合が組成物全体に対して５〜５０質量％であることが好まし
く、より好ましくは５〜４０質量％であり、更に好ましくは５〜３０質量％であり、特に
好ましくは１０〜２５質量％である。
フィラーに含まれる二酸化チタンの含有割合が過小である場合には、十分な生体活性能
が得られなくなるおそれがある。
一方、フィラーに含まれる二酸化チタンの含有割合が過大である場合には、（メタ）ア
クリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体が物理的強度の小さいも

40

のとなるおそれがある。
【００６０】
また、フィラーにＸ線造影効果を有する酸化ジルコニウムおよび／または硫酸バリウム
が含まれる場合においては、その含有割合は、造影性の観点から、組成物全体に対して５
質量％以上であることが好ましく、より好ましくは１０質量％以上であり、更に好ましく
は１５質量％以上である。
【００６１】
本発明の骨セメント組成物において、フィラーは少なくとも二酸化チタン粒子を含むも
のであることが好ましく、このフィラーを構成する二酸化チタン粒子は、レーザー回折／
散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径が０．５〜７. ０μｍであることが好ま
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しく、より好ましくは１．５〜７．０μｍ、更に好ましくは２．０〜７．０μｍ、特に好
ましくは２．０〜６．５μｍである。
ここに、レーザー回折／散乱式粒度分布計としては、具体的に、例えば粒度分布測定装
置「ＬＡ−９５０」（株式会社堀場製作所製）を用いることができる。
【００６２】
二酸化チタン粒子のメジアン径が過小である場合には、（メタ）アクリレート系モノマ
ーが重合することによって形成される硬化体が物理的強度が小さいものとなるおそれがあ
る。
一方、二酸化チタン粒子のメジアン径が過大である場合には、（メタ）アクリレート系
モノマーが重合することによって形成される硬化体の物理的強度が過剰に大きくなるため
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、この硬化体と、組成物の適用部位に係る骨との物理的強度の差が大きくなることに起因
して骨折が生じやすくなるなどの弊害が生じるおそれがある。
【００６３】
また、前記二酸化チタン粒子は、窒素吸着法によって測定されるＢＥＴ比表面積が０．
５〜７．０ｍ2 ／ｇであることが好ましく、より好ましくは０．５〜５．０ｍ2 ／ｇ、更
に好ましくは０．５〜４．０ｍ2 ／ｇ、特に好ましくは０．５〜３．０ｍ2 ／ｇである。
ここに、窒素吸着法によるＢＥＴ比表面積の測定には、例えばＢＥＴ比表面積測定装置
「ＭＯＮＯＳＯＲＢ」（ユアサアイオニクス株式会社製）を用いることができる。
【００６４】
二酸化チタン粒子のＢＥＴ比表面積が過小である場合には、メジアン径が大きくなり、
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その結果、（メタ）アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体の
物理的強度が過剰に大きくなるため、この硬化体と、組成物の適用部位に係る骨との物理
的強度の差が大きくなることに起因して骨折が生じやすくなるなどの弊害が生じることと
なる。
一方、二酸化チタン粒子のＢＥＴ比表面積が過大である場合には、メジアン径が小さく
なりすぎたり、二酸化チタン粒子が凝集した状態、あるいは多孔質状態となることに起因
して（メタ）アクリレート系モノマーが重合することによって形成される硬化体に実用上
必要とされる物理的強度（例えば、曲げ強度）が得られなくなる。
【００６５】
本発明の骨セメント組成物を構成する二酸化チタン粒子としては、メジアン径が１．５
2

〜７．０μｍであってＢＥＴ比表面積が０．５〜５．０ｍ
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／ｇであるものが好ましく、

また、メジアン径が１．５〜７．０μｍであってＢＥＴ比表面積が０．５〜４．０ｍ2 ／
ｇであるものが更に好ましく、メジアン径が２．０〜７．０μｍであってＢＥＴ比表面積
が０．５〜４．０ｍ2 ／ｇであるものがまた更に好ましく、メジアン径が２．０〜６．５
μｍであってＢＥＴ比表面積が０．５〜３．０ｍ2 ／ｇであるものが特に好ましい。
【００６６】
二酸化チタン粒子としては、その粒子形状が、通常の工業的製法で得られる粒状もしく
は不定形状の他、板状、薄片状、針状、棒状、繊維状および柱状などの公知の種々の形状
のものを使用することもできるが、粒状の粒子形状を有するものであることが好ましく、
粒状の形状の好ましい具体例としては、真球状、略球状などの球状が挙げられる。
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二酸化チタン粒子の形状を球状とすることにより、高い流動性が得られることに伴って
組成物中における均一分散性、および良好な充填性が得られることになり、その結果、こ
の組成物から形成される硬化体において均一性の高い状態で分散されることとなるため、
この硬化体からの二酸化チタン粒子の脱離を抑制されるという効果が得られることが期待
される。
また、本発明の骨セメント組成物においては、当該組成物を構成する二酸化チタン粒子
のすべてが同等の形状を有するものであることが好ましい。
【００６７】
また、本発明の骨セメント組成物を構成する二酸化チタン粒子は、ルチル型、アナター
ス型およびブルッカイト型のいずれの結晶構造を有するものであってもよく、また非晶質
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（アモルファス）のものであってもよいが、より高いアパタイト形成能（生体活性能）を
有するものであることから、ルチル型二酸化チタン粒子であることが好ましい。
【００６８】
また、二酸化チタン粒子は、より一層高いアパタイト形成能 (生体活性能）が得られる
ことから、（メタ）アクリレート系ポリマーとの親和性に弊害を伴わない範囲において、
その粒子表面が親水性を有するものであることが好ましい。
二酸化チタン粒子の粒子表面をより一層親水性を有するものとするための手法としては
、例えば酸洗浄処理が挙げられる。
【００６９】
更に、二酸化チタン粒子は、適用する生体内における安全性および人工関節に対する悪
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影響を防止する観点からは、不純物が少ないものであることが好ましく、具体的には、二
酸化チタンの純度が９９質量％以上であることが好ましく、更には９９．５質量％以上で
あることが好ましいが、その一方、（メタ）アクリレート系ポリマーとの親和性の観点か
らは、組成物に係る生体活性能および物理的強度に弊害を伴わない範囲において、シラン
カップリング剤などの有機物、あるいはシリカやアルミナなどの無機物の少量が被覆処理
されてなるものを用いることができる。
【００７０】
このような構成を有する二酸化チタン粒子は、通常の手法によって製造することができ
るが、例えばチタン酸を原料として用い、この原料としてのチタン酸のスラリーを、必要
に応じて湿式粉砕処理した後、噴霧乾燥処理することによって乾燥造粒体を得、この乾燥
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造粒体を焼成処理する工程を経ることによって二酸化チタン粒子を得る手法により製造す
ることが最適である。
この手法によれば、得られる二酸化チタン粒子のメジアン径などを所望の範囲に簡便に
調整することができる。
【００７１】
二酸化チタン粒子の原料としてのチタン酸としては、具体的にオルトチタン酸およびメ
タチタン酸を用いることができる。
ここに、オルトチタン酸とは、四塩化チタンまたは硫酸チタニルなどのチタン化合物の
水溶液を、必要に応じてシードの存在下にアルカリ中和することによって得られ、「水酸
化チタン」とも称される、「Ｔｉ（ＯＨ）4 」または「ＴｉＯ2 ・２Ｈ2 Ｏ」の示性式に
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よって表わされる化合物である。このオルトチタン酸は、無定形のものであることから、
焼成処理において、低い加熱温度（焼成温度）によっても得られる二酸化チタン粒子がル
チル型の結晶構造を有するものとなるように結晶転位がなされるため、原料として好まし
く用いられる。
メタチタン酸とは、硫酸チタニルなどのチタン化合物を水溶液中において、必要に応じ
てシードの存在下に熱加水分解することによって得られ、「ＴｉＯ（ＯＨ）2 」または「
ＴｉＯ2 ・Ｈ2 Ｏ」の示性式によって表わされる化合物であってアナタース型の結晶構造
を有するものである。
【００７２】
この原料としてのチタン酸を、例えば水などの溶媒に懸濁させることによってスラリー
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が調製される。
次いで、得られたチタン酸スラリーが供される湿式粉砕処理、噴霧乾燥処理および焼成
処理について、以下に詳細に説明する。
【００７３】
（１）湿式粉砕処理
この湿式粉砕処理においては、原料としてのチタン酸のスラリーを粉砕処理することに
より、当該スラリー中のチタン酸を粉砕し、この粉砕されたチタン酸が溶媒中に分散した
状態の粉砕チタン酸分散液を得る。
この湿式粉砕処理は、スラリー中のチタン酸を分散させることにより、後工程の噴霧乾
燥処理および焼成処理を経ることによって得られる二酸化チタン粒子のメジアン径が小さ
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くなるよう調整することができるものであることから、行うことが好ましい処理である。
【００７４】
この湿式粉砕処理に係る粉砕方式としては、例えばコロイドミルなどにより、回転する
円型の砥石の隙間にスラリーを流通させて摩擦力、せん断力を与えて粉砕する方式、ある
いは例えばボールミル、ダイノミル、サンドグラインダーなどにより、撹拌機を挿入した
円筒にスラリーを剛体ビーズ（例えば、硬質ガラス、セラミック等）の球状媒体とともに
充填して混合し、高速撹拌、振動による物理的衝撃、せん断、摩擦などにより粉砕する方
式などを用いることができる。また、加圧乳化機タイプの装置や高速撹拌装置などによる
、その他の粉砕方式を用いることもできる。
【００７５】

10

チタン酸スラリーや湿式粉砕処理によって得られる粉砕チタン酸分散液には、ルチル転
位促進シードが混合されていることが好ましい。
このようにルチル転位促進シードが混合されている場合においては、焼成処理中におい
て、得られる二酸化チタン粒子をルチル型の結晶構造を有するものとするための結晶転位
が生じやすくなる。
ここに、「ルチル転位促進シード」とは、ルチル結晶構造を有する微小核晶であり、チ
タン酸のルチル転位を促進するものである。
【００７６】
ルチル転位促進シードとしては、具体的に、例えば従来公知の硫酸法によってルチル型
二酸化チタン白色顔料を製造する方法において、原料である硫酸チタニルを加水分解する
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際に添加するシードなどを用いることができる。
また、ルチル転位促進シードの混合量は、適宜設定することができるが、ルチル転位を
十分に生じさせることができることから、チタン酸スラリーや粉砕チタン酸分散液中に存
在する二酸化チタンとの質量比（チタン酸中の二酸化チタン質量／ルチル転位促進シード
中の二酸化チタン質量）が９０／１０〜９９／１の範囲となる量であることが好ましい。
また、ルチル転位促進シードを混合する手法としては、例えば撹拌混合機、ミキサーな
どの通常の混合装置を用いることができ、また、このルチル転位促進シードの混合は、湿
式粉砕処理の前後、あるいは湿式粉砕処理を行う際、すなわち湿式粉砕処理と同時に行う
ことができる。
【００７７】
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（２）噴霧乾燥処理
この噴霧乾燥処理においては、噴霧乾燥装置を用い、チタン酸スラリー、あるいは必要
に応じてなされた湿式粉砕処理において得られた粉砕チタン酸分散液を、噴霧乾燥装置の
ノズルから微細な霧状液滴として噴射して熱風中に噴出させて乾燥することにより、その
粒子形状が球状の乾燥造粒体を得る。
噴霧乾燥装置としては、通常のスプレードライヤーなどの通常の噴霧乾燥機を用いるこ
とができ、また、その噴霧方式は、チタン酸スラリーや粉砕チタン酸分散液の性状や噴霧
乾燥機の処理能力などに応じて、例えばディスク式、圧力ノズル式、二流体ノズル式、四
流体ノズル式などを適宜選択することができる。
また、霧状液滴の乾燥条件（噴霧乾燥温度）は、給気温度が１５０〜２５０℃であって
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、排気温度が６０〜１２０℃であることが好ましい。
【００７８】
このような噴霧乾燥処理においては、例えばチタン酸スラリーや粉砕チタン酸分散液に
おける二酸化チタン濃度を調整すること、噴霧乾燥機の噴霧方式としてディスク式を選択
する場合には、ディスクの回転数を調整すること、また、噴霧乾燥機の噴霧方式として圧
力ノズル式、二流体ノズル式および四流体ノズル式を選択する場合には、噴霧圧を調整す
ることなどによって、噴霧される液滴の大きさを制御することにより、得られる乾燥造粒
体のメジアン径およびＢＥＴ比表面積を制御することができる。
また、噴霧乾燥処理によっては、得られる乾燥造粒体を同等の球状の粒子形状を有する
ものとすることができる。
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【００７９】
（３）焼成処理
この焼成処理においては、噴霧乾燥処理において得られた乾燥造粒体を、当該噴霧乾燥
処理に係る噴霧乾燥温度よりも高い温度条件（具体的には２５０℃以上）によって焼成処
理することにより、二酸化チタンよりなる焼成粒子を得る。
この焼成処理によれば、得られる焼成粒子のメジアン径およびＢＥＴ比表面積と共に、
当該焼成粒子の結晶構造や硬度などを調整することができる。
【００８０】
焼成処理に係る焼成条件は、焼成温度が、５００〜１２００℃であることが好ましく、
更に好ましくは７００〜１０００℃であり、特に好ましくは８００〜９５０℃である。
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焼成温度が５００℃未満である場合には、得られる二酸化チタン粒子がルチル型の結晶
構造を有するものとなるようになされる結晶転位が進行しにくくなるおそれがある。一方
、焼成温度が１２００℃を超える場合には、得られる二酸化チタン粒子の硬度が高くなる
ことから、組成物の適用部位において、骨や人工関節に二酸化チタン粒子による摩耗が生
じるおそれがある。
【００８１】
また、焼成時間は、適宜に設定することができるが、具体的には、３０分〜１０時間と
することにより、形成される焼成粒子に焼成による十分な効果、具体的には、ルチル体へ
の相転位促進効果を得ることができる。
また、焼成雰囲気は、特に限定されるものではないが、経済的観点から、大気などの酸
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素が存在する雰囲気であることが好ましい。
更に、焼成処理は、焼成負荷を均一に付与する目的から、５００〜８００℃の焼成温度
によって第１の焼成処理を行った後、更に８００〜１２００℃の焼成温度によって第２の
焼成処理を行うものであってもよい。
【００８２】
このようにして、湿式粉砕処理、噴霧乾燥処理および焼成処理を経ることによって形成
された焼成粒子は、そのままの状態において本発明の骨セメント組成物の構成材料、すな
わち本発明の骨セメント組成物を構成する二酸化チタン粒子（フィラー）として用いるこ
とができるが、必要に応じて、より一層高いアパタイト形成能 (生体活性能）を得る目的
から、その粒子表面に対してより一層高い親水性を付与するために、焼成処理において得
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られた焼成粒子を酸洗浄処理することが好ましい。
【００８３】
（４）酸洗浄処理
酸洗浄処理は、例えば焼成粒子のスラリーを調製し、このスラリーと酸とを混合し、室
温あるいは加熱下において撹拌することによって行うことができ、この酸洗浄処理の後、
固液分離処理、洗浄処理および乾燥処理、必要に応じて解砕処理を経ることによって二酸
化チタン粒子を得ることができる。
酸としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸、フッ酸などの無機酸、酢酸、クエン酸、シュウ
酸などの有機酸を用いることができ、また、スラリーと酸との混合液における酸濃度は、
例えば０．０１〜１０ｍｏｌ／Ｌである。
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酸洗浄処理を加熱下において行う場合は、スラリーと酸との混合液の温度が３０〜１０
５℃となる条件で加熱することが好ましい。
この酸洗浄処理は、必要に応じて二酸化チタン粒子の表面により一層高い親水性を付与
するためになされる処理であり、前記焼成粒子の他に、それ以外の他の方法によって製造
された二酸化チタン粒子に対しても適用することができる。
【００８４】
また、二酸化チタン粒子の製造過程においては、このような酸洗浄処理の他、必要に応
じて、焼成処理において得られた焼成粒子に含まれる凝集体を解砕する目的から、例えば
遠心粉砕機などを用いて乾式粉砕処理、または例えばボールミル、ダイノミル、サンドグ
ラインダーなどを用いて湿式粉砕処理を行うこと、所望のメジアン径を有するものを選別
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する目的から、例えば静置法などによって湿式分級処理を行うこと、あるいは、メジアン
径および／またはＢＥＴ比表面積の異なる二酸化チタン粒子を混合することなどの他の工
程を経ることもできる。
【００８５】
更に、本発明の骨セメント組成物には、フィラーおよび重合促進剤の他、例えば色素、
抗生物質、骨成長因子、その他薬学的に許容しうる任意成分が含有されていてもよい。
【００８６】
以上のような構成の本発明の骨セメント組成物は、例えば適用する直前に混練処理する
ことによって（メタ）アクリレート系モノマーの重合反応を開始させ、その混練物を放置
するなどして粘度がある程度高い状態となったところで適用対象部位に適用するためのハ
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ンドリング作業を行い、当該適用対象部位において硬化体を形成することによって適用さ
れる。
【００８７】
而して、本発明の骨セメント組成物は、基材形成用成分として、特定の平均粒子径を有
する（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子が特定の割合で含有されていることにより
、ダウタイムを短くする作用が発現され、この作用により、良好なハンドリング作業を行
うために必要とされる十分な粘度を有する状態に至るまでに要する時間としてのダウタイ
ムを小さくすることができる、具体的には２．５〜５分間とすることができる。
従って、本発明の骨セメント組成物によれば、ダウタイムを短くすることができること
から、ハンドリング作業を開始するまでに要する時間が短時間となることによって高い作
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業効率を得ることができる。
また、本発明の骨セメント組成物においては、ダウタイムを短くすることができると共
に、硬化時間が若干ではあるが遅延する傾向にあることから、ダウタイム経過後から硬化
に至るまでの時間、すなわち作業時間が長くなることに伴う作業性の向上を図ることがで
きる可能性がある。
【００８８】
また、本発明の骨セメント組成物においては、少なくとも二酸化チタン粒子を含むフィ
ラーが含有されることにより、当該二酸化チタン粒子自体の有する体液環境下におけるア
パタイト形成能が発現されることから、優れた生体活性能が得られる。
更に、フィラーを構成する二酸化チタン粒子を、特定の大きさを有するものとすること
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により、使用用途に応じた良好な強度が発揮されることとなることから、高い物理的強度
を得ることができる。
そして、このように少なくとも二酸化チタン粒子を含むフィラーが含有されている場合
においては、ダウタイムを短くすることができるという効果が顕著に発揮されることとな
るため、当該フィラーが添加されることによって長時間を要する傾向にあるダウタイムの
短縮化を図ることができることから、作業効率を改善することができる。
【００８９】
本発明の骨セメント組成物は、ダウタイムを短くすることによって高い作業効率を得る
ことができるものであることから、特に手術中などのできるだけ短時間のうちに作業を行
うことが好ましいとされる場面において、骨の欠損部の補填剤、あるいは人工股関節など

40

の金属製の人工関節を周囲の骨と固定する接着剤、人工関節の固定剤として好適に用いる
ことができ、その他、人工骨を形成するための人工骨形成材料などとしても用いることが
できる。また、少なくとも二酸化チタン粒子を含むフィラーが含有されてなるものについ
ては、生体活性能が得られると共に、高い物理的強度が得られることとなるため、骨の欠
損部の補填剤、人工関節を周囲の骨と固定する接着剤、人工関節の固定剤および人工骨形
成材料などとしてより一層好適なものとなる。
【００９０】
このような本発明の骨セメント組成物は、必須成分である、（メタ）アクリレート系ポ
リマー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子と（メタ）アクリレート系モ
ノマーよりなる基材形成用成分および重合開始剤、その他、必要に応じた成分を混合する
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ことによって製造することができるものであり、製造に係る簡便性などの観点から、例え
ば各構成成分を予め個別の収容部材に収容してキットとして保管しておき、必要に応じて
調製することもできる。
【００９１】
＜骨セメント組成物キット＞
本発明の骨セメント組成物キットは、本発明の骨セメント組成物を得るための骨セメン
ト組成物キットである。
この本発明の骨セメント組成物キットは、形成すべき本発明の骨セメント組成物の必須
の構成成分である、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子、（メタ）アクリレート系
ポリマー大径粒子、（メタ）アクリレート系モノマーおよび重合開始剤のうちの少なくと
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も（メタ）アクリレート系モノマーを含有するモノマー含有キット成分と、少なくとも重
合開始剤を含有する重合開始剤含有キット成分とを含有するものである。
【００９２】
このような本発明の骨セメント組成物キットは、適用前において（メタ）アクリレート
系モノマーが重合反応することを防止する観点から、（メタ）アクリレート系モノマーと
、重合開始剤とが個別のキット成分とされていればよく、例えば形成すべき骨セメント組
成物の構成成分の各々を個別のキット成分とすることもできるが、骨セメント組成物キッ
トの持ち運びに係る便宜性および重合反応操作の簡便性の観点から、モノマー含有キット
成分と、重合開始剤含有キット成分との２つのキット成分よりなるものであることが好ま
しい。
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【００９３】
モノマー含有キット成分および重合開始剤含有キット成分の２つのキット成分よりなる
骨セメント組成物キットにおいては、形成すべき骨セメント組成物の必須の構成成分のう
ちの（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒
子および重合開始剤が、通常、固体状のものであり、また（メタ）アクリレート系モノマ
ーが、通常、液体状のものであることから、モノマー含有キット成分には、（メタ）アク
リレート系モノマーのみが含有され、重合開始剤含有キット成分には、重合開始剤と共に
、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子および（メタ）アクリレート系ポリマー大径
粒子が含有されていることが好ましい。また、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子
は、その一部または全部が平均粒子径３０〜５０μｍの凝集体の形態で含有されているこ
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とがより好ましい。
【００９４】
また、本発明の骨セメント組成物キットにおいては、得られる骨セメント組成物が、必
須の構成成分、具体的には、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子、（メタ）アクリ
レート系ポリマー大径粒子、（メタ）アクリレート系モノマーおよび重合開始剤と共に、
少なくとも二酸化チタン粒子を含むフィラーおよび／または重合促進剤が含有されてなる
ものである場合には、これらのフィラーおよび／または重合促進剤を、各々、モノマー含
有キット成分および重合開始剤含有キット成分とは異なる個別のキット成分とすることも
できるが、持ち運びに係る便宜性および重合反応操作の簡便性の観点から、２つのキット
成分のいずれかに含有させることが好ましい。
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具体的には、フィラーは、通常固体状態のものであることから、２つのキット成分のう
ちの重合開始剤含有キット成分に含有することが好ましく、一方、重合促進剤は、通常液
体状態のものであり、（メタ）アクリレート系モノマーに対する反応性を有するものでは
ないことから、２つのキット成分のうちのモノマー含有キット成分に含有することが好ま
しい。
【００９５】
骨セメント組成物キットに係るキット成分を収容するための収容部材としては、キット
成分を保管および運搬することのできるようなものであればよく、例えばガラス、金属お
よびプラスチックよりなる容器、例えば紙やプラスチックよりなる包装部材などを適宜に
選択して用いることができる。
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【００９６】
このような本発明の骨セメント組成物キットによれば、キット成分を単に混練処理する
ことによって骨セメント組成物を得ることができることから、骨セメント硬化体を容易に
製造することができ、しかも（メタ）アクリレート系モノマーと、重合開始剤とが個別の
キット成分とされていることから、適用前の保管されている状態あるいは運搬されている
状態などにおいて、（メタ）アクリレート系モノマーが重合することを防止することがで
きる。
【００９７】
また、本発明の骨セメント組成物キットが、モノマー含有キット成分および重合開始剤
含有キット成分の２つのキット成分よりなるものである場合には、キット成分の総数が少
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ないことから、優れた骨セメント組成物キットの持ち運びに係る便宜性および重合反応操
作の簡便性が得られる。
【００９８】
＜骨セメント硬化体の製造方法＞
本発明の骨セメント硬化体の製造方法は、平均粒子径が１０〜６０μｍ、好ましくは２
０〜６０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子と、平均粒子径が０．１〜２．
０μｍの（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子との存在下において、（メタ）アクリ
レート系モノマーと重合開始剤とを混練し、当該（メタ）アクリレート系モノマーを重合
させる工程を有し、前記（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を、当該（メタ）アク
リレート系ポリマー小径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計量に対
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して５〜３０質量％、好ましくは５〜２０質量％、より好ましくは１０〜２０質量％、特
に好ましくは１０〜１５質量％で用いることを特徴とするものである。
すなわち、本発明の骨セメント硬化体の製造方法は、本発明の骨セメント組成物を材料
とし、当該骨セメント組成物に係る基材形成用成分を構成する、（メタ）アクリレート系
モノマーを重合させることによって形成される硬化体を得るためのものである。
【００９９】
このような本発明の骨セメント硬化体の製造方法においては、（メタ）アクリレート系
ポリマー小径粒子として、その一部または全部が平均粒子径が３０〜５０μｍの凝集体の
形態のものを用いることが好ましい。また、（メタ）アクリレート系モノマーと重合開始
剤との混合および当該（メタ）アクリレート系モノマーの重合を、（メタ）アクリレート
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系ポリマー大径粒子および（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と共に、少なくとも
二酸化チタン粒子を含むフィラーの存在下において行うことが好ましい。
【０１００】
具体的に、この本発明の骨セメント硬化体の製造方法によれば、先ず、（メタ）アクリ
レート系ポリマー大径粒子、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子および重合開始剤
、必要に応じて二酸化チタン粒子などのフィラーを仕込んだ容器内に、（メタ）アクリレ
ート系モノマーを添加して混練することによって（メタ）アクリレート系モノマーを重合
開始剤と接触させ、これにより、（メタ）アクリレート系モノマーの重合反応を開始する
。そして、その混練物を放置することによって（メタ）アクリレート系モノマーの重合反
応を進行させる。
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このような（メタ）アクリレート系モノマーの重合反応に係る反応系においては、必要
に応じて重合促進剤を用いることもできる。
【０１０１】
ここに、混練条件は、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子、（メタ）アクリレー
ト系ポリマー小径粒子、（メタ）アクリレート系モノマーおよび重合開始剤の各々の種類
や使用量などによっても異なるが、例えば真空脱気することのできる密閉容器などを用い
ることによって脱気雰囲気を形成し、この脱気雰囲気下において、混練時間が１分３０秒
間程度である。
【０１０２】
次いで、混練物を放置する過程を経る。すなわちダウタイムを経過することにより、粘
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度がある程度高い状態となったところで適用対象部位に適用するためのハンドリング作業
を行うことにより、当該適用対象部位において骨セメント硬化体が形成されることとなる
。
具体的なハンドリング作業としては、例えば粘度がある程度高い状態となった混練物を
適用対象部位に対して手作業によって配置したり、あるいは注入具を用いて注入したりす
る手法などが挙げられる。注入具としては、種々の道具および装置を用いることができ、
例えばシリンジ、ディスペンサー、プランジャー、吐出口を備えた所謂セメントガンなど
を用いることができる。
ここに、このようにして得られた骨セメント硬化体は、例えば骨の欠損部の補填剤、あ
るいは人工股関節などの金属製の人工関節を周囲の骨と固定する接着剤、人工関節の固定
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剤などとして適用対象部位に適用された骨セメント組成物が、当該適用対象部位において
硬化されることによってその機能を発揮しているものである。
【０１０３】
このような本発明の骨セメント硬化体の製造方法によれば、形成すべき骨セメント硬化
体における基材成分を形成するための（メタ）アクリレート系モノマーの重合反応が、（
メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の存
在下において行われることにより、この（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の作用
によって良好なハンドリング作業を行うために必要とされる十分な粘度を有する状態とな
るために要する時間であるダウタイムを、２．５〜５分間程度、（メタ）アクリレート系
ポリマー小径粒子を凝集体の形態で用いることによっては２．５〜４分間程度にまで短く
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することができる。
ここに、本発明の骨セメント硬化体の製造方法においては、混練に要する時間が１．５
分間程度、ダウタイムを５分間以内とすることができると共に、混練を開始してから硬化
するまでに要する硬化時間が１０分間程度となり、通常のハンドリング作業によって混練
物を適用対象部位に適用するまでに要する時間が３分間程度であることから、ダウタイム
経過後から硬化に至るまでの時間よりなる作業時間を十分に確保することができる。
【０１０４】
また、本発明の骨セメント硬化体の製造方法によっては、下記のようにして人工骨を得
ることもできる。
【０１０５】
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すなわち、例えば（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子、（メタ）アクリレート系
ポリマー小径粒子、重合開始剤および（メタ）アクリレート系モノマー、必要に応じて添
加された二酸化チタン粒子などのフィラーおよび／または重合促進剤などの混練物を得、
この混練物を、ダウタイムが経過した後、所望の形状を有し、離型性を有する容器内に挿
入し、その状態で静置して硬化させることによって成形し、これにより、当該容器の形状
に適合した形状を有するように成形体を、人工骨として得ることができる。
【０１０６】
このような人工骨としての骨セメント硬化体の製造方法においては、その製造条件は、
二酸化チタン粒子、（メタ）アクリレート系ポリマー、（メタ）アクリレート系モノマー
および重合開始剤の各々種類や使用量、形成すべき成形体の形状などによっても異なるが

40

、混練条件としては、例えば脱気雰囲気下において、混練時間が１. ５分間であってダウ
タイムが２．５〜５分間の範囲内であり、また、静置条件としては、例えば温度３０℃の
環境下において、静置時間が２４時間以上である。
【実施例】
【０１０７】
以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【０１０８】
また、以下の実施例および比較例において行った（メタ）アクリレート系ポリマー大径
粒子の平均粒子径および（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の平均粒子径（一次粒
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子径）の測定方法、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の凝集体の平均粒子径の測
定方法は、以下の通りである。
【０１０９】
（（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子および小径粒子の平均粒子径の測定方法）
平均粒子径としては、レーザー回折／散乱式粒度分布計によって測定されるメジアン径
を測定し、レーザー回折／散乱式粒度分布計としては、粒度分布測定装置「Ｍｉｃｒｏｔ
ｒａｃ」（日機装株式会社製）を用いた。
すなわち、平均粒子径を測定すべき粉体粒子を、濃度０．２質量％のＴｗｅｅｎ

２０

（ポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノラウレート、関東化学株式会社製）水溶液
よりなる分散媒５０ｍＬ中に添加して撹拌・混合することによって懸濁液を調製し、この

10

懸濁液を、粒度分布測定装置「Ｍｉｃｒｏｔｒａｃ」（日機装株式会社製）に対して試料
投入口から投入し、３分間かけて超音波処理した後に測定を開始した。
【０１１０】
（（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の凝集体の平均粒子径の測定方法）
凝集体の平均粒子径としては、電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真に基づいて算出されるメジア
ン径を測定した。
具体的には、電界放出型走査電子顕微鏡「Ｓ−４８００型」（株式会社日立ハイテクノ
ロジーズ製）を用い、加速電圧１. ５ｋＶ、表面無蒸着、対物２００倍の倍率の条件にて
測定を行った。
【０１１１】

20

また、以下の実施例および比較例に用いた二酸化チタン粒子の製造方法と共に、当該二
酸化チタン粒子を製造するに際して行った二酸化チタン粒子のメジアン径の測定方法およ
びＢＥＴ比表面積の測定方法、二酸化チタン濃度の測定方法は、以下の通りである。
【０１１２】
（二酸化チタン粒子のメジアン径の測定方法）
メジアン径は、レーザー回折／散乱式粒度分布計によって測定されるものであり、レー
ザー回折／散乱式粒度分布計として、粒度分布測定装置「ＬＡ−９５０」（株式会社堀場
製作所製）を用いて行った。
すなわち、メジアン径を測定すべき粉体粒子を、濃度０．２質量％のヘキサメタリン酸
ナトリウム水溶液よりなる分散媒５０ｍＬ中に添加して撹拌・混合することによって懸濁

30

液を調製し、この懸濁液を、粒度分布測定装置「ＬＡ−９５０」（株式会社堀場製作所製
）に対して試料投入口から投入し、３分間かけて超音波処理した後に測定を開始した。
【０１１３】
（二酸化チタン粒子のＢＥＴ比表面積の測定方法）
ＢＥＴ比表面積は、窒素吸着法によって測定されるものであり、ＢＥＴ比表面積測定装
置「ＭＯＮＯＳＯＲＢ」（ユアサアイオニクス株式会社製）を用いて行った。
このＢＥＴ比表面積測定装置「ＭＯＮＯＳＯＲＢ」（ユアサアイオニクス株式会社製）
は、ＢＥＴ一点法によって測定を行うものである。
【０１１４】
（二酸化チタン濃度の測定方法）

40

二酸化チタン濃度、具体的には、オルトチタン酸スラリーおよびルチル転位促進シード
スラリーに係る二酸化チタン濃度は、スラリーをルツボに分取して乾燥した後に温度７５
０℃の条件で焼成処理することによって測定した。
【０１１５】
〔二酸化チタン粒子の製造例１〕
（チタン酸スラリーの調製）
四塩化チタン水溶液をアンモニア水によって中和した後、ろ過して水洗することによっ
てウェットケーキ状態のオルトチタン酸を得た。その後、得られたウェットケーキ状態の
オルトチタン酸と、純水とをミキサーに仕込み、十分撹拌混合することによってオルトチ
タン酸スラリーを得た。
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【０１１６】
（湿式粉砕過程）
ダイノミル「ＤＹＮＯ−ＭＩＬＬ」（株式会社シンマルエンタープライゼス製）を用い
、このダイノミル本体の容積が約６００ｍＬの内部に、平均粒径０．６ｍｍのチタニアビ
ーズ（富山セラミックス株式会社製）４８０ｍＬを充填すると共に、得られたオルトチタ
ン酸スラリーを、流量１６０ｍＬ／分の条件で送液し、当該本体内部に設けられている回
転羽根を回転することによってダイノミル処理を行うことにより、オルトチタン酸スラリ
ー（以下、「粉砕処理済チタン酸スラリー」ともいう。）を得た。
この粉砕処理済チタン酸スラリーにおける二酸化チタン濃度は１０．３９質量％であっ
た。

10

【０１１７】
（噴霧乾燥過程）
先ず、湿式粉砕過程において得られた粉砕処理済チタン酸スラリーに、二酸化チタン濃
度１９. ９８質量％のルチル転位促進シードスラリーを、粉砕処理済チタン酸スラリー中
に存在する二酸化チタンとの質量比（チタン酸中の二酸化チタン質量／ルチル転位促進シ
ード中の二酸化チタン質量）が９５／５となる割合で混合し、この混合物に対して純水を
添加することによって二酸化チタン濃度が５．０質量％となるように調整して混合スラリ
ーを調製した。得られた混合スラリーを家庭用ミキサーを用いて撹拌混合した後、２００
メッシュの篩によって粗粒子を除去することにより、噴霧乾燥処理用スラリー（以下、「
噴霧乾燥処理用スラリー」ともいう。）を得た。

20

次いで、噴霧乾燥機「ＭＤＬ−０５０Ｃ」（藤崎電機株式会社製）を用い、この噴霧乾
燥機に対してローラーポンプによって噴霧乾燥処理用スラリーを送液し、ローラーポンプ
の流量２５ｍＬ／分（純水を送液したときの設定流量）、給気温度２００℃、排気温度６
５〜８５℃、空気量８０Ｌ／分の条件により、噴霧乾燥処理を行った。この噴霧乾燥処理
によって得られた乾燥造粒体を、噴霧乾燥機に設けられているガラス容器およびバグフィ
ルターよりなる粉体回収部分において、メジアン径の大きいものをガラス容器内に、メジ
アン径の小さいものをバグフィルター内に回収した。
ここに、噴霧乾燥機において、ガラス容器内に回収されたものは「サイクロン品」と称
され、一方バグフィルター内に回収されたものは「バグ品」と称される。
【０１１８】
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（焼成過程）
噴霧乾燥過程において得られた乾燥造粒体のうちのサイクロン品として回収したものを
焼成ルツボに入れ、電気炉「ＳＫ−３０３５Ｆ」（株式会社モトヤマ製）を用いて、焼成
温度８５０℃（昇温速度１０℃／分）、焼成時間６時間の焼成条件によって焼成処理を行
った後、自然冷却を行うことにより、焼成粒子を得た。
【０１１９】
（湿式粉砕過程）
先ず、焼成過程において得られた焼成粒子２００ｇ、平均粒径０．６ｍｍのチタニアビ
ーズ（富山セラミックス株式会社製）３５０ｍＬおよび純水３５０ｍＬをそれぞれ０．８
７Ｌ容量のポットミルに投入し、ポットミル回転台「ＡＮＺ−５１Ｓ」（日陶科学株式会
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社製）を用いて６時間かけて回転処理を行うことにより、焼成粒子が粉砕されて分散され
てなる二酸化チタンスラリーを得た。
次いで、得られた二酸化チタンスラリーをガラス製ビーカーに入れた後、総液量が３Ｌ
になるよう純水を投入し、一晩にわたって自然沈降処理を行った。その後、上清を吸引除
去し、残った残渣に適当量の純水を添加した後、超音波洗浄機を用いて分散処理を行うこ
とにより、酸洗浄処理に供するための二酸化チタンスラリーを得た。
【０１２０】
（酸洗浄過程）
湿式粉砕過程において得られた二酸化チタンスラリーに、１規定濃度となる量の塩酸を
添加し、室温下において撹拌モータを用いて３時間にわたって撹拌することによって酸洗
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浄処理を行った。その後、デカンテーションによって上澄みを除去し、残渣をブフナー漏
斗を用いて純水によってろ過洗浄し、ろ液の比抵抗が１０ｋΩ・ｍ以上であることを確認
した。その後、洗浄ケーキを回収し、恒温乾燥機を用いて温度１１０℃の条件で乾燥処理
し、スクリーン径１．５ｍｍのメッシュをセットした遠心粉砕機「ＺＭ１００」（株式会
社日本精機製作所製）を用い、回転数１４０００ｒｐｍの条件によって乾式粉砕処理を行
うことにより、メジアン径が２．７μｍであってＢＥＴ比表面積が１．９５ｍ2 ／ｇであ
る二酸化チタン粒子（以下、「二酸化チタン粒子（ａ）」ともいう。）を得た。
得られた二酸化チタン粒子（ａ）は、粉末Ｘ線回折計「ＲＩＮＴ１２００」（株式会社
リガク製）を用いた粉末Ｘ線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確
認され、また、走査型電子顕微鏡「Ｓ−３２００Ｎ」（株式会社日立製作所製）による観
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察の結果から、その形状が球状であることが確認された。
【０１２１】
〔二酸化チタン粒子の製造例２〕
二酸化チタン粒子の製造例１と同様の手法により、メジアン径が３．１μｍであってＢ
ＥＴ比表面積が２．１ｍ2 ／ｇである二酸化チタン粒子（以下、「二酸化チタン粒子（ｂ
）」ともいう。）を得た。
得られた二酸化チタン粒子（ｂ）は、粉末Ｘ線回折計「ＲＩＮＴ１２００」（株式会社
リガク製）を用いた粉末Ｘ線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確
認され、また、走査型電子顕微鏡「Ｓ−３２００Ｎ」（株式会社日立製作所製）による観
察の結果から、その形状が球状であることが確認された。
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【０１２２】
〔二酸化チタン粒子の製造例３〕
二酸化チタン粒子の製造例１と同様の手法により、メジアン径が２．９μｍであってＢ
ＥＴ比表面積が２．５ｍ2 ／ｇである二酸化チタン粒子（以下、「二酸化チタン粒子（ｃ
）」ともいう。）を得た。
得られた二酸化チタン粒子（ｃ）は、粉末Ｘ線回折計「ＲＩＮＴ１２００」（株式会社
リガク製）を用いた粉末Ｘ線回折の結果から、ルチル型二酸化チタン粒子であることが確
認され、また、走査型電子顕微鏡「Ｓ−３２００Ｎ」（株式会社日立製作所製）による観
察の結果から、その形状が球状であることが確認された。
【０１２３】
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〔実施例１〕
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子としてポリメチルメタクリレート粉末（平均
粒子径：３９．７７μｍ、重量平均分子量：１６７，０００、粒子形状：球状；積水化成
品工業株式会社製）４４．８８５質量％と、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と
してポリメチルメタクリレート粉末（平均粒子径：０．５μｍ、平均分子量：１９０，０
００、粒子形状：球状；積水化成品工業株式会社製）６．７０７質量％と、フィラーとし
て二酸化チタン粒子（ａ）１９．６５４質量％と、重合開始剤として過酸化ベンゾイル（
川口薬品株式会社製）１．４７４質量％とを混合することにより、混合粉体成分を得た。
一方、（メタ）アクリレート系モノマーとしてのメチルメタクリレート（和光純薬株式
会社製）２７．０２４質量％に、重合促進剤としてＮ，Ｎ−ジメチル−ｐ−トルイジン（
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三星化学研究所製）０．２５６質量％を添加して混合することにより、混合液体成分を得
た。
そして、得られた混合粉体成分および混合液体成分の各々を個別に容器内に収容するこ
とにより、当該混合粉体成分よりなる重合開始剤含有キット成分と、当該混合液体成分よ
りなるモノマー含有キット成分とにより構成されてなる骨セメント組成物キット（以下、
「骨セメント組成物キット（１）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（１）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒
子の含有割合は基材形成用成分全体に対して５７．０９４質量％であり、（メタ）アクリ
レート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して１３．０質量％であった。
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また、重合開始剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、５．４５４質量
％であり、重合促進剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、０．９４７質
量％であった。
【０１２４】
次いで、ポリテトラフルオロエチレン製の混練容器に、骨セメント組成物キット（１）
のうちの重合開始剤含有キット成分を入れた後、当該骨セメント組成物キット（１）のモ
ノマー含有キット成分を投入することによって骨セメント組成物を得た。
この骨セメント組成物について、ＩＳＯ５８３３に基づく測定法に従い、３０秒間にわ
たって混練した後、更に脱気雰囲気下において１分間かけて混練し、その後、パウダーフ
リーのラテックス製の外科用手袋を装着した手によって混練物をハンドリングし、この外

10

科用手袋に付着が生じることのないような状態となるために要する時間を測定することに
よってダウタイムを確認した。結果を表１に示す。
また、ダウタイムを確認した後の混練物を、外径０．５ｍｍの熱電対ワイヤーを備えた
ポリテトラフルオロエチレン製の型に挿入し、当該熱電対ワイヤーによって５秒毎に混練
物の温度を測定することによって確認された最高温度に基づいて硬化時間を算出した。結
果を表１に示す。
【０１２５】
〔実施例２〕
実施例１において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子として、平均粒子径が３
３．９３μｍで重量平均分子量が１４１，０００であって粒子形状が球状のポリメチルメ
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タクリレート粉末（積水化成品工業株式会社製）を用い、この（メタ）アクリレート系ポ
リマー大径粒子の使用量を４５．４０１質量％、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒
子の使用量を６．１９１質量％としたこと以外は、当該実施例１と同様にして骨セメント
組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（２）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（２）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒
子の含有割合は基材形成用成分全体に対して５７．７５０質量％であり、（メタ）アクリ
レート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して１２. ０質量％であった。
また、重合開始剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、５．４５４質量
％であり、重合促進剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、０．９４７質
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量％であった。
【０１２６】
そして、得られた骨セメント組成物キット（２）について、実施例１と同様の手法によ
ってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１２７】
〔実施例３〕
実施例１において、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を、噴霧乾燥機を用いて
平均粒子径４０μｍの凝集体（粒子形状：球状）としてから用いたこと以外は、当該実施
例１と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（３）」と
もいう。）を作製した。
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そして、得られた骨セメント組成物キット（３）について、実施例１と同様の手法によ
ってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１２８】
〔実施例４〕
実施例２において、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を、噴霧乾燥機を用いて
平均粒子径４０μｍの凝集体（粒子形状：球状）としてから用いたこと以外は、当該実施
例２と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（４）」と
もいう。）を作製した。
そして、得られた骨セメント組成物キット（４）について、実施例１と同様の手法によ
ってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
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【０１２９】
〔実施例５〕
実施例１において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子として、平均粒子径が４
５．５８μｍで重量平均分子量が１４１，０００であって粒子形状が球状のポリメチルメ
タクリレート粉末（積水化成品工業株式会社製）を用い、この（メタ）アクリレート系ポ
リマー大径粒子の使用量を４４．３６９質量％、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒
子の使用量を７．２２３質量％としたこと以外は、当該実施例１と同様にして骨セメント
組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（５）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（５）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒
子の含有割合は基材形成用成分全体に対して５６．４３８質量％であり、（メタ）アクリ

10

レート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して１４. ０質量％であった。
【０１３０】
そして、得られた骨セメント組成物キット（５）について、実施例１と同様の手法によ
ってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１３１】
〔実施例６〕
実施例５において、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を、噴霧乾燥機を用いて
平均粒子径４０μｍの凝集体（粒子形状：球状）としてから用いたこと以外は、当該実施
例５と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（６）」と

20

もいう。）を作製した。
そして、得られた骨セメント組成物キット（６）について、実施例１と同様の手法によ
ってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１３２】
〔実施例７〕
実施例１において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子として、平均粒子径が３
１．１１μｍで重量平均分子量が１４８，９００であって粒子形状が球状のポリメチルメ
タクリレート粉末（積水化成品工業株式会社製）を用い、この（メタ）アクリレート系ポ
リマー大径粒子の使用量を３０．０５９質量％とし、また（メタ）アクリレート系ポリマ
ー小径粒子の使用量を５．３０５質量％とし、当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径
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粒子を、噴霧乾燥機を用いて平均粒子径４０μｍの凝集体（粒子形状：球状）としてから
用いたこと、およびフィラーとして、二酸化チタン粒子（ａ）に代えて二酸化チタン粒子
（ｂ）を用い、その使用量を３９．２９３質量％とし、過酸化ベンゾイルの使用量を１．
４７３質量％としたこと、かつメチルメタクリレートの使用量を２３．５７５質量％、お
よびＮ，Ｎ−ジメチル−ｐ−トルイジンの使用量を０．２９５質量％としたこと以外は、
当該実施例１と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（
７）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（７）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒
子の含有割合は基材形成用成分全体に対して５１．０００質量％であり、（メタ）アクリ
レート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と
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（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して１５. ０質量％であった。
また、重合開始剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、６．２４８質量
％であり、重合促進剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、１．２５１質
量％であった。
【０１３３】
そして、得られた骨セメント組成物キット（７）について、実施例１と同様の手法によ
ってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１３４】
〔実施例８〕
実施例１において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子として、平均粒子径が１
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２．９３μｍで重量平均分子量が１３９，６００であって粒子形状が球状のポリメチルメ
タクリレート粉末（積水化成品工業株式会社製）を用い、この（メタ）アクリレート系ポ
リマー大径粒子の使用量を２３．５７５質量％とし、また（メタ）アクリレート系ポリマ
ー小径粒子の使用量を５．８９４質量％とし、当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径
粒子を、噴霧乾燥機を用いて平均粒子径４０μｍの凝集体（粒子形状：球状）としてから
用いたこと、およびフィラーとして、二酸化チタン粒子（ａ）に代えて二酸化チタン粒子
（ｂ）を用い、その使用量を３９．２９３質量％とし、過酸化ベンゾイルの使用量を１．
４７３質量％としたこと、かつメチルメタクリレートの使用量を２９．４７０質量％、お
よびＮ，Ｎ−ジメチル−ｐ−トルイジンの使用量を０．２９５質量％としたこと以外は、
当該実施例１と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（

10

８）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（８）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒
子の含有割合は基材形成用成分全体に対して３９．９９９質量％であり、（メタ）アクリ
レート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して２０. ０質量％であった。
また、重合開始剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、５．０００質量
％であり、重合促進剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、１．０００質
量％であった。
【０１３５】
そして、得られた骨セメント組成物キット（８）について、実施例１と同様の手法によ

20

ってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１３６】
〔実施例９〕
実施例１において、二酸化チタン粒子を用いず、また（メタ）アクリレート系ポリマー
大径粒子として、平均粒子径が３０．００μｍで重量平均分子量が１３５，０００であっ
て粒子形状が球状のポリメチルメタクリレート粉末（積水化成品工業株式会社製）を用い
、この（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を６３．４２５質量％とし、（
メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の使用量を３．３３８質量％、かつメチルメタク
リレートの使用量を３１．４１９質量％、およびＮ，Ｎ−ジメチル−ｐ−トルイジンの使
用量を０．３４４質量％としたこと以外は、当該実施例１と同様にして骨セメント組成物
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キット（以下、「骨セメント組成物キット（９）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（９）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒
子の含有割合は基材形成用成分全体に対して６４．５９９質量％であり、（メタ）アクリ
レート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子と
（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して５. ０質量％であった。
また、重合開始剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、４．６９１質量
％であり、重合促進剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は１．０９５質量
％であった。
【０１３７】
そして、得られた骨セメント組成物キット（９）について、実施例１と同様の手法によ

40

ってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１３８】
〔実施例１０〕
実施例９において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を６０．０８７
質量％、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の使用量を６．６７６質量％としたこ
と以外は、当該実施例９と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成
物キット（１０）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（１０）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径
粒子の含有割合は基材形成用成分全体に対して６１．２００質量％であり、（メタ）アク
リレート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子
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と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して１０．０質量％であった。
そして、得られた骨セメント組成物キット（１０）について、実施例１と同様の手法に
よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１３９】
〔実施例１１〕
実施例９において、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を、噴霧乾燥機を用いて
平均粒子径４０μｍの凝集体（粒子形状：球状）としてから用いたこと以外は、当該実施
例９と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（１１）」
ともいう。）を作製した。
そして、得られた骨セメント組成物キット（１１）について、実施例１と同様の手法に

10

よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１４０】
〔実施例１２〕
実施例１０において、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を、噴霧乾燥機を用い
て平均粒子径４０μｍの凝集体としてから用いたこと以外は、当該実施例１０と同様にし
て骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（１２）」ともいう。）を
作製した。
そして、得られた骨セメント組成物キット（１２）について、実施例１と同様の手法に
よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１４１】

20

〔実施例１３〕
実施例３において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子として、平均粒子径が４
０．４６μｍで重量平均分子量が１５４，７００であって粒子形状が球状のポリメチルメ
タクリレートスチレン共重合体粉末（積水化成品工業株式会社製）を用い、この（メタ）
アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を４３．８６７質量％、（メタ）アクリレート
系ポリマー小径粒子の使用量を７．４４０質量％、フィラーとして、二酸化チタン粒子（
ａ）に代えて二酸化チタン粒子（ｃ）を用い、その使用量を１９．６４６質量％とし、過
酸化ベンゾイルの使用量を１．４７３質量％、メチルメタクリレートの使用量を２７．２
７９質量％とし、Ｎ，Ｎ−ジメチル−ｐ−トルイジンの使用量を０．２９５質量％とした
こと以外は、当該実施例３と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組
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成物キット（１３）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（１３）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径
粒子の含有割合は基材形成用成分全体に対して５５．８２０質量％であり、（メタ）アク
リレート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子
と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して１４．５質量％であった。
また、重合開始剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、５．４００質量
％であり、重合促進剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は１．０８１質量
％であった。
【０１４２】
そして、得られた骨セメント組成物キット（１３）について、実施例１と同様の手法に
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よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１４３】
〔実施例１４〕
実施例１３において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を３５．９０
４質量％、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の使用量を６．３３６質量％、フィ
ラーとして、二酸化チタン粒子（ｃ）１９．６４６質量％と硫酸バリウム９．８２３質量
％とを用い、メチルメタクリレートの使用量を２６．５２３質量％としたこと以外は、当
該実施例１３と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（
１４）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（１４）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径
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粒子の含有割合は基材形成用成分全体に対して５２．２１４質量％であり、（メタ）アク
リレート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子
と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して１５．０質量％であった。
また、重合開始剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、５．５５４質量
％であり、重合促進剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は１．１１２質量
％であった。
【０１４４】
そして、得られた骨セメント組成物キット（１４）について、実施例１と同様の手法に
よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１４５】

10

〔実施例１５〕
実施例１４において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を３２．１８
１質量％、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の使用量を６．１３０質量％、硫酸
バリウムの使用量を１４．７３５質量％、メチルメタクリレートの使用量を２５．５４０
質量％としたこと以外は、当該実施例１４と同様にして骨セメント組成物キット（以下、
「骨セメント組成物キット（１５）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（１５）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径
粒子の含有割合は基材形成用成分全体に対して５０．４００質量％であり、（メタ）アク
リレート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子
と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して１６．０質量％であった。
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また、重合開始剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、５．７６７質量
％であり、重合促進剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は１．１５５質量
％であった。
【０１４６】
そして、得られた骨セメント組成物キット（１５）について、実施例１と同様の手法に
よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１４７】
〔実施例１６〕
実施例１４において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を２８．５３
６質量％、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子の使用量を５．８４６質量％、硫酸
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バリウムの使用量を１９．６４６質量％、メチルメタクリレートの使用量を２４．５５８
質量％としたこと以外は、当該実施例１４と同様にして骨セメント組成物キット（以下、
「骨セメント組成物キット（１６）」ともいう。）を作製した。
この骨セメント組成物キット（１６）において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径
粒子の含有割合は基材形成用成分全体に対して４８．４１５質量％であり、（メタ）アク
リレート系ポリマー小径粒子の含有割合は当該（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子
と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計に対して１７．０質量％であった。
また、重合開始剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は、５．９９８質量
％であり、重合促進剤の（メタ）アクリレート系モノマーに対する割合は１．２０１質量
％であった。
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【０１４８】
そして、得られた骨セメント組成物キット（１６）について、実施例１と同様の手法に
よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１４９】
〔実施例１７〕
実施例１４において、硫酸バリウムに代えて酸化ジルコニウムを用いたこと以外は、当
該実施例１４と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（
１７）」ともいう。）を作製した。
そして、得られた骨セメント組成物キット（１７）について、実施例１と同様の手法に
よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
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【０１５０】
〔実施例１８〕
実施例１５において、硫酸バリウムに代えて酸化ジルコニウムを用いたこと以外は、当
該実施例１５と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（
１８）」ともいう。）を作製した。
そして、得られた骨セメント組成物キット（１８）について、実施例１と同様の手法に
よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１５１】
〔実施例１９〕
実施例１６において、硫酸バリウムに代えて酸化ジルコニウムを用いたこと以外は、当

10

該実施例１６と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「骨セメント組成物キット（
１９）」ともいう。）を作製した。
そして、得られた骨セメント組成物キット（１９）について、実施例１と同様の手法に
よってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１５２】
〔比較例１〕
実施例１において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を５１．５９２
質量％とし、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を用いなかったこと以外は、当該
実施例１と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「比較用骨セメント組成物キット
（１）」ともいう。）を作製した。
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この比較用骨セメント組成物キット（１）において、（メタ）アクリレート系ポリマー
大径粒子の含有割合は基材形成用成分全体に対して６５．６２５質量％であった。
そして、得られた比較用骨セメント組成物キット（１）について、実施例１と同様の手
法によってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１５３】
〔比較例２〕
実施例１において、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子に代えて平均粒子径が４
．０μｍのポリメチルメタクリレート粉末を用いたこと以外は、当該実施例１と同様にし
て骨セメント組成物キット（以下、「比較用骨セメント組成物キット（２）」ともいう。
）を作製した。

30

そして、得られた比較用骨セメント組成物キット（２）について、実施例１と同様の手
法によってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１５４】
〔比較例３〕
実施例２において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を５１．５９２
質量％とし、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を用いなかったこと以外は、当該
実施例２と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「比較用骨セメント組成物キット
（３）」ともいう。）を作製した。
この比較用骨セメント組成物キット（３）において、（メタ）アクリレート系ポリマー
大径粒子の含有割合は基材形成用成分全体に対して６５．６２５質量％であった。

40

そして、得られた比較用骨セメント組成物キット（３）について、実施例１と同様の手
法によってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１５５】
〔比較例４〕
実施例２において、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子に代えて平均粒子径が４
．０μｍのポリメチルメタクリレート粉末を用いたこと以外は、当該実施例２と同様にし
て骨セメント組成物キット（以下、「比較用骨セメント組成物キット（４）」ともいう。
）を作製した。
そして、得られた比較用骨セメント組成物キット（４）について、実施例１と同様の手
法によってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
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【０１５６】
〔比較例５〕
実施例７において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を３５．３６４
質量％とし、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を用いなかったこと以外は、当該
実施例７と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「比較用骨セメント組成物キット
（５）」ともいう。）を作製した。
この比較用骨セメント組成物キット（５）において、（メタ）アクリレート系ポリマー
大径粒子の含有割合は基材形成用成分全体に対して６０．００１質量％であった。
そして、得られた比較用骨セメント組成物キット（５）について、実施例１と同様の手
法によってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
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【０１５７】
〔比較例６〕
実施例８において、（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子の使用量を２９．４７０
質量％とし、（メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子を用いなかったこと以外は、当該
実施例８と同様にして骨セメント組成物キット（以下、「比較用骨セメント組成物キット
（６）」ともいう。）を作製した。
この比較用骨セメント組成物キット（６）において、（メタ）アクリレート系ポリマー
大径粒子の含有割合は基材形成用成分全体に対して５０．０００質量％であった。
そして、得られた比較用骨セメント組成物キット（６）について、実施例１と同様の手
法によってダウタイムを確認すると共に、硬化時間を算出した。結果を表１に示す。
【０１５８】
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【表１】
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【０１５９】
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表１において、「ＰＭＭＡ大径粒子」とは、骨セメント組成物キットの作製に用いたポ
リメチルメタクリレート粉末であって、その組成物キットの作製に粒子径の異なる２種類
のポリメチルメタクリレート粉末が用いられている場合においては、それらのうちの粒子
径の大きいものを示し、「ＰＭＭＡ大径粒子の含有割合」とは、組成物における基材形成
用成分全体に対する割合を示す。また、「ＭＭＡ／Ｓｔｙ．大径粒子」とは、骨セメント
組成物キットの作製に用いた、ポリメチルメタクリレートスチレン共重合体粉末を示し、
「ＭＭＡ／Ｓｔｙ．大径粒子の含有割合」とは、組成物における基材形成用成分全体に対
する割合を示す。また、「ＰＭＭＡ小径粒子」とは、骨セメント組成物キットの作製に用
いたポリメチルメタクリレート粉末であって、その組成物キットの作製に粒子径の異なる
２種類のポリメチルメタクリレート粉末が用いられている場合においては、それらのうち
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の粒子径の小さいものを示し、「ＰＭＭＡ小径粒子の含有割合」とは、当該ＰＭＭＡ小径
粒子と（メタ）アクリレート系ポリマー大径粒子との合計量に対する割合を示す。
【０１６０】
以上の結果から、実施例１〜実施例１９に係る骨セメント組成物によれば、ダウタイム
が２．５〜５分間の範囲となることが明らかである。
また、特に、実施例３と実施例１、実施例４と実施例２、実施例６と実施例５、実施例
１１と実施例９、および実施例１２と実施例１０の各々の結果を比較することにより、（
メタ）アクリレート系ポリマー小径粒子が凝集体として含有されている組成物は、（メタ
）アクリレート系ポリマー小径粒子が凝集体としてではなく一次粒子として含有されてい
る組成物に比して更にダウタイムが短くなることが明らかである。

20

一方、比較例１、比較例３、比較例５および比較例６に係る骨セメント組成物は、（メ
タ）アクリレート系ポリマー小径粒子が含有されていないものであることから、５分間以
上のダウタイムが必要とされることが確認され、また、比較例２および比較例４に係る骨
セメント組成物は、平均粒子径の異なる２種類の（メタ）アクリレート系ポリマー粒子が
含有されてなるものであるが、小径のポリマー粒子の平均粒子径が４μｍと過大であるこ
とから、５分間以上のダウタイムが必要とされることが明らかである。
更に、実施例１〜実施例１９に係る骨セメント組成物においては、ダウタイムの短縮化
に基づいて作業時間（具体的には、ダウタイム経過後から硬化に至るまでの時間であって
、「硬化時間（混練開始から硬化に至るまでの時間）」から「ダウタイム」を差し引いた
時間をいう。）の延長に伴う作業性の向上が見込まれることが明らかである。
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【０１６１】
また、実施例１〜実施例８および実施例１３〜実施例１９に係る組成物によれば、二酸
化チタン粒子が含有されてなるものであることから、優れた生体活性能が得られることが
確認された。特に実施例１４〜実施例１９に係る組成物においては、組成物から得られた
骨セメント硬化体について、その表面、および温度３６．５℃の条件下において１４日間
にわたって疑似体液に浸漬した後の表面を電子顕微鏡（ＳＥＭ）によって観察したところ
、フィラーとして二酸化チタン粒子と共に酸化ジルコニウムまたは硫酸バリウムが含有さ
れた場合であっても、この酸化ジルコニウムや硫酸バリウムの添加が二酸化チタン粒子に
由来の生体活性能の発現に弊害を及ぼさないことが確認された。具体的には、図１〜図８
に示すように、実施例１４〜実施例１９に係る組成物から得られた骨セメント硬化体にお
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いても、フィラーとして二酸化チタン粒子のみが含有されてなる実施例１３に係る組成物
から得られた骨セメント硬化体のように、疑似体液に浸漬した後の表面に、ハイドロキシ
アパタイト（図においては、「ＨＡｐ」の符号を付して示す）の形成が確認された。
ここに、図１は、実施例１３に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の表面（疑似
体液に浸漬する前）を示すＳＥＭ写真であり、図２は、実施例１３に係る組成物から得ら
れた骨セメント硬化体の疑似体液に浸漬後の表面を示すＳＥＭ写真であり、また図３〜図
８は、各々、実施例１４〜実施例１９に係る組成物から得られた骨セメント硬化体の疑似
体液に浸漬後の表面を示すＳＥＭ写真である。
【０１６２】
更に実施例１４〜実施例１９に係る組成物によれば、酸化ジルコニウムまたは硫酸バリ
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ウムが含有されてなるものであることから、下記のＸ線造影性の測定によって得られた図
９および図１０の結果から明らかなように、優れた造影性が得られ、その造影性が酸化ジ
ルコニウムあるいは硫酸バリウムの添加量が大きくなるに従って高くなることが確認され
た。
ここに、図９においては、上から順に、実施例１３に係る組成物（ＴｉＯ2 ：１９．６
４６質量％，ＢａＳＯ4 ：０質量％）から得られた骨セメント硬化体、実施例１４に係る
組成物（ＴｉＯ2 ：１９．６４６質量％，ＢａＳＯ4 ：９．８２３質量％）から得られた
骨セメント硬化体、実施例１５に係る組成物（ＴｉＯ2 ：１９．６４６質量％，ＢａＳＯ
4

：１４．７３５質量％）から得られた骨セメント硬化体および実施例１６に係る組成物

（ＴｉＯ2 ：１９．６４６質量％，ＢａＳＯ4 ：１９．６４６質量％）から得られた骨セ
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メント硬化体の写真を示し、各写真を上から下に向かうに従って硫酸バリウムの含有割合
が大きくなるように並べたものである。また図１０は、上から順に、実施例１３に係る組
成物（ＴｉＯ2 ：１９．６４６質量％，ＺｒＯ2 ：０質量％）から得られた骨セメント硬
化体、実施例１７に係る組成物（ＴｉＯ2 ：１９．６４６質量％，ＺｒＯ2 ：９．８２３
質量％）から得られた骨セメント硬化体、実施例１８に係る組成物（ＴｉＯ2 ：１９．６
４６質量％，ＺｒＯ2 ：１４．７３５質量％）から得られた骨セメント硬化体および実施
例１９に係る組成物（ＴｉＯ2 ：１９．６４６質量％，ＺｒＯ2 ：１９．６４６質量％）
から得られた骨セメント硬化体の写真を示し、各写真を上から下に向かうに従って酸化ジ
ルコニウムの含有割合が大きくなるように並べたものである。
【０１６３】
〔Ｘ線造影性の測定〕
骨セメント組成物から得られた骨セメント硬化体について、直径１５ｍｍ、厚さ５ｍｍ
の試験片を用意し、この骨セメント硬化体の試験片について、「小動物専用Ｘ線撮影装置
ＶＰＸ−４０Ｂ」（東芝医療用品株式会社製）を用い、管電圧４２ｋＶおよび撮影電流時
間積１．６０ｍＡｓの条件にて、フィルムとして「メディカルフィルムＳＲＤ」（コニカ
ミノルタ株式会社製）を用いて撮影を行った。その後、フィルムを「自動現像機ＡＰ５０
０」（ダイトー株式会社製）を用いて現像することによって得られた写真に基づいてその
造影性を確認した。
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【図１】
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【図４】
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【図７】
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【図１０】
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