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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科用修復ならびに骨インプラントおよび修復向けの物質の組成物であって、
　前記組成物が、
　無水リン酸二カルシウム、リン酸二カルシウム二水和物、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、およびこれらの組合せからなる群から選択
される１種または複数のリン酸カルシウム塩を含む粉末状カルシウム化合物と、
　前記粉末状カルシウム化合物と混合するための、リン酸一カルシウム一水和物、無水リ
ン酸一カルシウム、またはこれらの組合せに関して飽和している別個の酸性リン酸カルシ
ウム溶液
とを含み、
　前記酸性リン酸カルシウム溶液と混合した後の前記粉末状カルシウム化合物が、前記粉
末状カルシウム化合物とのペーストを形成する際にｐＨ　０～１．９の範囲の初期ｐＨを
有し、混合後にｐＨ　４．５～１４の範囲の上昇したｐＨを有し、これにより、ヒドロキ
シアパタイトセメントの形成を可能にする、
　組成物。
【請求項２】
　前記粉末状カルシウム化合物が、リン酸八カルシウム、非晶質リン酸カルシウム、リン
酸一カルシウム一水和物、無水リン酸一カルシウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム
、炭酸カルシウム、グリセロリン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、硫酸カルシウム
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、乳酸カルシウム、およびこれらの組合せからなる群から選択される１種または複数のカ
ルシウム塩を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　薬物、充填材料、結晶調整剤、粘度調節剤、ゲル化剤、増孔剤、再吸収性および非再吸
収性繊維およびメッシュ、骨誘導因子、骨形態形成タンパク質、ならびに他のタンパク質
からなる群から選択される１種または複数の添加剤を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記１種または複数の添加剤が、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメ
チルセルロース、キトサン、キトサン誘導体、コラーゲン、ガム、ゼラチン、およびアル
ギン酸塩、ならびにこれらの組合せからなる群から選択されるゲル化剤である、請求項３
に記載の組成物。
【請求項５】
　前記１種または複数の添加剤が充填材料である、請求項３に記載の組成物。
【請求項６】
　前記１種または複数の添加剤が増孔剤である、請求項３に記載の組成物。
【請求項７】
　歯科用修復ならびに骨インプラントおよび修復向けの物質の組成物であって、
　前記組成物が、
　無水リン酸二カルシウム、リン酸二カルシウム二水和物、α－リン酸三カルシウム、β
－リン酸三カルシウム、ヒドロキシアパタイト、リン酸四カルシウム、およびこれらの組
合せからなる群から選択される１種または複数のリン酸カルシウム塩を含む粉末状カルシ
ウム化合物と、
　前記粉末状カルシウム化合物と混合するための、リン酸二カルシウム二水和物、無水リ
ン酸二カルシウム、またはこれらの組合せに関して飽和している別個の酸性リン酸カルシ
ウム溶液
とを含み、
　前記酸性リン酸カルシウム溶液と混合した後の前記粉末状カルシウム化合物が、前記粉
末状カルシウム化合物とのペーストを形成する際にｐＨ　１．９～４．３の範囲の初期ｐ
Ｈを有し、混合後にｐＨ　４．５～１４の範囲の上昇したｐＨを有し、これにより、ヒド
ロキシアパタイトセメントの形成を可能にする、
　組成物。
【請求項８】
　前記粉末状カルシウム化合物が、リン酸八カルシウム、非晶質リン酸カルシウム、リン
酸一カルシウム一水和物、無水リン酸一カルシウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム
、炭酸カルシウム、グリセロリン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、硫酸カルシウム
、乳酸カルシウム、およびこれらの組合せからなる群から選択される１種または複数のカ
ルシウム塩を含む、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　薬物、充填材料、結晶調整剤、粘度調節剤、ゲル化剤、増孔剤、再吸収性および非再吸
収性繊維およびメッシュ、骨誘導因子、骨形態形成タンパク質、ならびに他のタンパク質
からなる群から選択される１種または複数の添加剤を含む、請求項７に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記１種または複数の添加剤が、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメ
チルセルロース、キトサン、キトサン誘導体、コラーゲン、ガム、ゼラチン、およびアル
ギン酸塩、ならびにそれらの組合せからなる群から選択されるゲル化剤である、請求項９
に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記１種または複数の添加剤が充填材料である、請求項９に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記１種または複数の添加剤が増孔剤である、請求項９に記載の組成物。
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【請求項１３】
　骨および歯の欠損部を修復するために用いる請求項１および７のいずれか１項に記載の
組成物であって、前記組成物が硬化する前に前記欠損部が前記組成物で充填される、組成
物。
【請求項１４】
　骨および歯の欠損部を修復するためのセメントの製造における、請求項１および７のい
ずれか１項に記載の組成物の使用。
【請求項１５】
　リン酸カルシウム骨セメントであって、周囲温度で自己硬化しまた生体骨と接触させて
インプラントする場合再吸収可能であり、請求項１および７のいずれか１項に記載の組成
物を含む骨セメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本国際出願特許請求は、２００１年１月２４日出願の米国仮特許出願第６０／２６３８
９４号の利益を主張する２００２年１月２３日出願の米国特許出願第１０／０５７５５４
号の一部継続出願に基づく。本出願は、２００４年１月１６日出願の米国仮特許出願第６
０／５３６８９９号、および２００４年９月１５日出願の米国特許出願第１０／９４１４
４３号の優先権を主張する。この親明細書はそれぞれ、その全体が参照により本明細書に
組み込まれている。
【０００２】
　（連邦政府委託研究または開発に関する記述）
　この開発は、ＮＩＤＣＲ（国立歯科頭蓋顔面研究所）からアメリカ歯科協会基金へのＵ
ＳＰＨＳ（アメリカ公衆衛生局）研究補助金ＤＥ１１７８９号により一部援助された。ア
メリカ合衆国またはその一政府機関は、本特許請求発明に対してある種の権利を有し得る
。
【０００３】
　（発明の背景）
　本発明の種々の実施形態は、自硬性のリン酸カルシウム含有、および／またはカルシウ
ム含有ペーストならびにセメント組成物に関する。この組成物を使用して、骨および歯の
修復ならびに類似用途のペーストを形成でき、その際このペーストは修復部位まで送達さ
れた後所望の時間内に硬化する。
【０００４】
　多くの従来型リン酸カルシウムセメントは、使用する直前に水溶液と混合される。臨床
状況において、このセメントを適切に混合し、次いでこのセメントペーストを所定の時間
内に欠損部に入れる外科医の能力が、最適の結果を達成するのに非常に重要な因子である
。
【０００５】
　リン酸四カルシウム（Ｃａ４（ＰＯ４）２Ｏ、「ＴＴＣＰ」とも呼ばれる）、および無
水リン酸二カルシウム（ＣａＨＰＯ４、「ＤＣＰＡ」とも呼ばれる）からなる自硬性リン
酸カルシウムセメント（ＣＰＣ）が骨欠損部を修復するのに効果的であることが、臨床的
研究において示されている。このような従来型セメントの硬化時間は、水による場合約３
０分と長いが、セメント液としてリン酸塩溶液を使用すると硬化時間を短縮することがで
きる。生成物としてヒドロキシアパタイト（Ｃａ５（ＰＯ４）３ＯＨ、「ＨＡ」とも呼ば
れる）が形成される。より最近、ＴＴＣＰを含有しないさらなるＣＰＣ、例えばα－リン
酸三カルシウム（α－Ｃａ３（ＰＯ４）２、「α－ＴＣＰ」とも呼ばれる）およびＣａＣ
Ｏ３、またはＤＣＰＡおよびＣａ（ＯＨ）２、も開発されている。これらのセメントは、
セメント液としてリン酸塩溶液を使用すると、約１０分で硬化できる。それらのセメント
も、最終生成物としてヒドロキシアパタイトを形成させる。
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【０００６】
　注射法による根管充填および封着向けに、ＴＴＣＰ粉末およびＤＣＰＡ粉末と、セメン
ト液としてグリセロールとを含有するプレミックスＣＰＣペーストが使用されている。注
射器内でセメントペーストは安定であるが、根管に送入された後、そこで周囲組織からの
水に曝露されるようになってからしか硬化しないことが見出された。密閉された領域にセ
メントペーストが注入されるので、ウォッシュアウト（洗い出し）によってペーストが分
解する心配はほとんどなかった。プレミックスＣＰＣは、いくつかの従来の根管充填また
は封着材料よりも改良された根尖周囲骨組織との生体適合性を有することが示されたが、
このプレミックスＣＰＣ－グリセロールペーストは、開放性水濡れ領域に使用した場合良
好なウォッシュアウト抵抗性を示さなかった。
【０００７】
　特許文献はまた、ヒドロキシアパタイト生成のための前駆体であり、かつ生体適合性が
あり、また他のリン酸カルシウム生体材料では得ることができない２つの独特の性状、す
なわち（１）自己硬化して、多くの医学的および歯科的用途のために十分な強度を有する
塊を形成する点、ならびに（２）骨にインプラントした場合、そのインプラントを受け入
れる組織の体積または完全性を全く損なうことなくこのセメントが新たな骨形成物をゆっ
くり再吸収し、かつその骨形成物によって完全に置き換えられる点を有する、少なくとも
１種類のリン酸カルシウムセメント組成物を記載している。このリン酸カルシウム組成物
に基づくリン酸カルシウム再石灰化（ｒｅｍｉｎｅｒａｌｉｚｉｎｇ）組成物の調製、お
よび微結晶性、非セラミック性の、漸次再吸収可能なヒドロキシアパタイトセメントの調
製を教示しているＢｒｏｗｎおよびＣｈｏｗの米国特許３３２２１および３３１６１を参
照されたい。
【０００８】
　米国特許３３２２１および３３１６１において教示されているリン酸カルシウム再石灰
化用スラリ、ペースト、およびセメントの主成分は、リン酸四カルシウム（Ｃａ４（ＰＯ

４）２Ｏ）と、少なくとも１種の他のやや難溶性のリン酸カルシウム、好ましくは無水リ
ン酸二カルシウム（ＣａＨＰＯ４）またはリン酸二カルシウム二水和物（ＣａＨＰＯ４・
２Ｈ２Ｏ）とであることが好ましい。これらのものが水性環境内で反応して、最終生成物
として、歯および骨における主要ミネラルであるヒドロキシアパタイトを形成する。凝結
したセメントはアパタイトの特性があるため、軟組織および硬組織との適合性が高い。こ
の材料は、ペーストとして手術中に使用されると、その後凝結して、微細孔性ヒドロキシ
アパタイトから構成される構造的に安定なインプラントとなる。
【０００９】
　リン酸四カルシウム（ＴＴＣＰ）と、無水リン酸一カルシウム（ＭＣＰＡ）またはその
一水和物の形（ＭＣＰＭ）とからなるほぼ同一のリン酸カルシウム系が、Ｃｏｎｓｔａｎ
ｔｚら（米国特許第５０５３２１２号および第５１２９９０５号）により記載された。こ
のセメント系は、ＴＴＣＰと反応し、最終生成物として、歯および骨の主要ミネラル成分
であるヒドロキシアパタイトを形成させるリン酸二カルシウムへのＭＣＰＡの変換を包含
すると考えられる。
【００１０】
　Ｃｏｎｓｔａｎｔｚらの米国特許第４８８０６１０号および第５０４７０３１号は、セ
メント粉末として固体リン酸結晶、炭酸カルシウム、および水酸化カルシウムの混合物と
、セメント液として７．４ｍｏｌ／Ｌ　ＮａＯＨ溶液（水１５ｍＬ中ＮａＯＨ４．５ｇ）
とからなる他のセメント系を記載している。このセメントの物理的および化学的性質（圧
縮強さ、硬化時間、最終生成物の特性、セメント流体のｐＨ、混合熱など）に関するデー
タは、特許および科学文献中に所在を見つけられていない。
【００１１】
　（発明の簡単な概要）
　本発明の種々の実施形態は、包装において安定であり、ウォッシュアウトへの抵抗性が
あり、また欠損部またはインプラント部位に送られた後、所望の時間内に硬化するリン酸
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カルシウムセメントペーストを混合するための組成物および手段を含む。リン酸カルシウ
ムセメント粉末とブレンドすると、リン酸カルシウムセメントの急速な凝結を助長する溶
液が提供される。この溶液および粉末は安定であり、一緒にブレンドした場合に、硬化時
間が短縮されたセメントスラリをもたらす。
【００１２】
　本発明に従って数多くの溶液を使用できるが、それぞれの溶液は、リン酸カルシウムセ
メント粉末とブレンドすると、セメント凝結反応を促進することが可能である。一実施形
態において、１種または複数のリン酸カルシウム塩は、比較的反応性の高い形で存在し、
ヒドロキシアパタイトのより急速な形成を助長する「種晶（ｓｅｅｄ）」として作用する
ことにより、セメント凝結反応を促進し、したがってこのセメントの硬化を促進する。こ
の溶液は酸性リン酸カルシウム溶液とすることができる。この溶液は濃酸溶液とすること
もできる。このような溶液中にリン酸カルシウムセメント粉末を溶解すると、溶液からの
リン酸カルシウム化合物の析出がもたらされる。析出した化合物は非常に反応性が高く、
セメント凝結反応を増大させて、セメント硬化時間を短縮する。
【００１３】
　他の実施形態において、カルシウム塩ではない１種または複数の塩の溶液を、リン酸カ
ルシウムセメント粉末と混合して、溶液のリン酸塩濃度を増加させ、ヒドロキシアパタイ
トの形成を促進する。この溶液は、（ａ）カチオン成分がカルシウムではなく、また１種
または複数のアニオン成分が溶液内で強いカルシウム錯体を形成する塩、または（ｂ）カ
チオン成分がカルシウムではなく、また１種または複数のアニオン成分がカルシウムと不
溶性の塩を形成する塩とすることができる。この溶液中にリン酸カルシウムセメント粉末
を溶解させると、この溶液中のリン酸塩濃度が増加し、それによりセメント凝結反応が増
大し、セメント硬化時間が短縮される。
【００１４】
　本発明の他の実施形態は、骨および歯修復のために、スラリからセメントペーストを調
製する一方法である。この方法は、溶液およびリン酸カルシウム粉末からセメントスラリ
を調製するステップを含む。このセメントスラリは比較的急速に硬化して成形可能なペー
ストとなり、そのペーストを、それが硬化してセメント質となる前に成形することができ
る。
【００１５】
　本発明のさらに他の実施形態は、骨および歯の欠損部を修復する一方法である。この方
法は、上述の溶液および粉末をブレンドしてセメントペーストをもたらすステップと、そ
のセメントペーストを、それが硬化して実質的にセメント質となる前に、欠損部に充填す
るステップとを含む。
【００１６】
　本発明はさらに、この方法によって調製した改良されたリン酸カルシウムセメント混合
物、事前製造したキットまたは送達用デバイスとしてユーザーに提供される１種または複
数のセメント成分、この改良されたセメントを使用する方法、ならびにこのセメントから
製造した生体インプラントを企図している。急硬性工業用セメントも企図される。
【００１７】
　本発明は、水性媒質に接触すると周囲温度で実質的に自己硬化してヒドロキシアパタイ
トとなるリン酸カルシウムセメント組成物を調製する方法であって、１種または複数のリ
ン酸カルシウム塩またはカルシウム塩を、（１）１種または複数のリン酸カルシウム化合
物に関して飽和している酸性リン酸カルシウム溶液、（２）濃酸溶液、または（３）カル
シウム以外のカチオン成分による塩溶液である溶液と混合するステップを含む方法を含む
。
【００１８】
　（発明の詳細な説明）
　周囲温度（すなわち室温または体温）で自己凝結（ｓｅｌｆ－ｓｅｔ）してヒドロキシ
アパタイト（ＨＡ）となる生成物をもたらすリン酸カルシウムセメントを調製する。この
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リン酸カルシウムセメント組成物は、液体溶液および粉末組成物を含む。ある種のリン酸
カルシウム前駆体セメントスラリ組成物を使用すると、確実にかつ急速に凝結してＨＡと
なるセメントがもたらされる。種々の最終用途向けに凝結速度を調節することができ、必
要に応じて極めて急速とすることができる。得られたヒドロキシアパタイトセメントは、
生体適合性および再吸収性（生分解性）の両方を有し、それにより生体骨と接触した場合
骨が置換されると考えられる。
【００１９】
　このリン酸カルシウムセメントペーストは、骨移植および類似の医学的修復用途に使用
することができる。このリン酸カルシウムセメントは、骨または歯欠損部位に送る前に混
合し、かつ／または成形することができる。このペーストは、骨または歯欠損部位に送達
するための注入可能な形で提供することもできる。このリン酸カルシウムセメントは、比
較的急速に硬化してＨＡを形成する。
【００２０】
　任意の１種または複数の広く様々なリン酸カルシウムセメント粉末と混合してスラリ組
成物を形成すると、（１）このスラリ組成物中のリン酸塩濃度の増加、および／または（
２）このスラリ組成物のｐＨの上昇がもたらされる本発明の溶液を使用することにより、
このリン酸カルシウムセメントスラリからのＨＡ形成を大きく促進することができる。ど
んな理論に縛られることも望まないが、このセメント溶液は、より低い溶液ｐＨにおいて
、いずれもＨＡよりも析出し易いであろう中間体化合物および／またはカルシウム錯体を
形成するので、スラリ系内におけるＨＡ形成を促進する有効な手段を提供すると考えられ
る。このような中間体化合物および錯体は、より低いｐＨ（約ｐＨ４未満）でＨＡよりも
溶解性が低いが、一方ＨＡは約４以上のｐＨで溶解性が最も低い相となる。
【００２１】
　図１は、Ｃａ（ＯＨ）２－Ｈ３ＰＯ４－Ｈ２Ｏの溶解度相図であり、図において固相お
よび飽和溶液はどちらも、３成分、Ｃａ（ＯＨ）２、Ｈ３ＰＯ４、およびＨ２Ｏから由来
するイオンまたは無荷電化学種だけを含有する。図１は、相図の酸性および濃領域を示す
。図中のそれぞれの固相線を溶解度等温線と呼び、示している固相、すなわちＭＣＰＭ、
ＤＣＰＤ、またはＤＣＰＡに関して飽和している一連の溶液の組成（Ｈ３ＰＯ４質量％、
およびＣａ（ＯＨ）２質量％で表す）を表す。２つの等温線が交わる点を特異点と呼び、
そこでは両固相に関して溶液が飽和している。図１において、等温線の左側にある溶液組
成は、その固相に関して過飽和であり、また等温線の右側にある溶液組成は未飽和である
。縦軸はＨ３ＰＯ４溶液濃度を表す。
【００２２】
　点線を使用して、種々の濃度のＨ３ＰＯ４溶液中にＨＡが溶解する場合に起る溶液組成
の変化を例示している。例として、１０％Ｈ３ＰＯ４溶液中にＨＡが溶解すると、溶解線
が最初ＤＣＰＡ等温線と交差し、その時点で溶液はＤＣＰＡに関して飽和状態になること
が分かる。ＤＣＰＡは無水塩であり、必ずしも容易に析出せず、ＨＡ溶解線がＤＣＰＤ等
温線と交差することが可能となる。さらにＨＡが溶解すると、ＤＣＰＤが析出することに
なるであろう。同様に、３０％Ｈ３ＰＯ４溶液中にＨＡが溶解すると、その溶解線はＤＣ
ＰＡ等温線と、次いでＭＣＰＭ等温線と交差して、ＤＣＰＡ、またはＭＣＰＭ、あるいは
その両方の析出がもたらされるであろう。これに反して、５０％または７０％Ｈ３ＰＯ４

溶液中にＨＡが溶解すると、ＭＣＰＭだけが析出することになるであろう。上記のことは
、図１の相図を使用して、その図に含まれる任意の溶液組成中にＨＡが溶解する結果とし
て形成されるであろう相を、どのように予測することができるかを例示している。溶解す
る化合物として、任意の他のリン酸カルシウム、例えばリン酸四カルシウム、リン酸三カ
ルシウム、リン酸二カルシウムなどについて、同様の解析が可能である。
【００２３】
　この相図の左下隅は、「水コーナー（ｗａｔｅｒ　ｃｏｒｎｅｒ）」と呼ぶことがあり
、ｐＨが約４以上であるＣａ（ＯＨ）２－Ｈ３ＰＯ４－Ｈ２Ｏ向け溶解度相図の領域を表
す。この領域についての溶液のＣａおよびＰ濃度は、酸性領域におけるそれらよりもはる
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かに低いので、対数目盛を使用した他の溶解度相図を使用して、ｐＨの関数としての相変
態反応の主要な推進力である、種々のリン酸カルシウム相の相対的安定性を例示する。図
２Ａは、ｐＨ領域４～１２において安定である種々のリン酸カルシウム相の溶解度等温線
を示す３次元溶解度相図である。図２Ｂおよび２Ｃは、それぞれｌｏｇ［Ｐ］軸、および
ｌｏｇ［Ｃａ］軸に沿った３次元図の投影図を例示する。図２Ｂおよび２Ｃにおいて、等
温線の下方にある溶液は、示している固相に関して未飽和であり、また等温線の上方にあ
る溶液は、示している固相に関して過飽和である。
【００２４】
　全てのリン酸カルシウム塩の中で、およそ４．５～１４の範囲にある溶液ｐＨの広い範
囲においてＨＡが、最も溶解性が低いことを図中で見ることができる。したがって、この
ｐＨ範囲内では、どんな他のリン酸カルシウム、またはリン酸カルシウムの混合物も溶解
し、かつＨＡとして再析出する傾向を有する。しかし、一般にＨＡ形成速度が非常に遅く
、ＤＣＰＤ、ＤＣＰＡ、リン酸八カルシウム（Ｃａ８Ｈ２（ＰＯ４）６・５Ｈ２Ｏ、また
は「ＯＣＰ」）、非晶質リン酸カルシウム（Ｃａ３（ＰＯ４）２、または「ＡＣＰ」）、
α－リン酸三カルシウム（α－Ｃａ３（ＰＯ４）２、または「α－ＴＣＰ」）、β－リン
酸三カルシウム（β－Ｃａ３（ＰＯ４）２、または「β－ＴＣＰ」）、またはこれらの塩
の混合物のスラリは、凝結したセメントを生成しない、あるいは有効な再石灰化剤として
作用しない。
【００２５】
　本溶液をリン酸カルシウムセメント粉末と一緒に使用すると、リン酸塩濃度が増加し、
かつ／または溶液ｐＨが上昇するために、ＨＡ形成の促進を達成することができる。最初
に中間体化合物が形成される。セメント凝結反応が進むにつれて、溶液ｐＨが上昇し、ま
たこの化合物が溶解し始める。ＨＡの形成と、より可溶性の中間体化合物の溶解とが、セ
メント硬化の要因である。調製したセメントペースト系のｐＨを、ＨＡが最も安定な相で
あるおよそ４．５～１４の範囲内にあるように時間と共に上昇させることが好ましい。こ
れらの条件により、より急速なＨＡ形成、およびその後のセメント固化をもたらすことが
できる。
【００２６】
　本発明に従って様々な溶液を使用することができる。一般に、これらの溶液は、セメン
ト凝結反応を促進する機構に基づいて分類することができる。
【００２７】
　一実施形態において、セメント溶液中の１種または複数のリン酸カルシウム塩は、ヒド
ロキシアパタイト形成に関して一般に非常に反応性が高く、それによりヒドロキシアパタ
イトのより急速な形成が助長され、セメント硬化時間が短縮される。どんな理論に縛られ
ることも望まないが、リン酸カルシウム塩はヒドロキシアパタイト形成を助長する「種晶
」として作用すると考えられる。すなわち、リン酸カルシウム塩が析出して、それらから
ヒドロキシアパタイトが形成される基礎を提供する反応性粒子を形成する。少なくとも最
初、溶液がより低いｐＨにあるとき、このリン酸カルシウム粒子は非水溶液または水にあ
まり可溶性ではない。このペーストのリン酸塩濃度は、水性環境に曝露した場合、あまり
著しい量で増加することはないと予想される。このリン酸カルシウム「種晶」が、ヒドロ
キシアパタイト結晶成長の増大のための鋳型を提供し、それによりヒドロキシアパタイト
の形成速度が増大し、そのセメントのより急速な硬化がもたらされる。
【００２８】
　第１群の溶液において、この溶液は、リン酸一カルシウム一水和物（Ｃａ（Ｈ２ＰＯ４

）２・Ｈ２Ｏ、または「ＭＣＰＭ」）、または無水リン酸一カルシウム（Ｃａ（Ｈ２ＰＯ

４）２、または「ＭＣＰＡ」）に関して飽和している酸性リン酸カルシウム溶液である。
これらの溶液は、約０～約１．９のｐＨ、約０．３％～約８．５％のＣａ（ＯＨ）２含量
、および約３０％～約８０％のＨ３ＰＯ４含量を一般に有する（図１におけるＭＣＰＭに
ついての固相曲線を参照されたい）。これらの溶液は、他のリン酸カルシウム相に関して
過飽和されておらず、結果として安定である。この溶液をリン酸カルシウムセメント粉末
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と混合すると、この粉末が溶解し、溶液ｐＨが上昇する。以前に記載したように、セメン
ト成分が溶解すると、ｐＨの上昇、ならびにカルシウムおよびリン酸塩濃度の増加がもた
らされる。この溶液は、ＭＣＰＭまたはＭＣＰＡに関して過飽和の状態になり、ＭＣＰＭ
またはＭＣＰＡがそれぞれの溶液から析出する。その場所で形成されるＭＣＰＭまたはＭ
ＣＰＡは反応性が高い。この析出物が、セメント凝結反応を促進し、またセメント硬化時
間を短縮させる「種晶」として作用する。
【００２９】
　第２群の溶液において、この溶液は、リン酸二カルシウム二水和物（ＣａＨＰＯ４・２
Ｈ２Ｏ、または「ＤＣＰＤ」）、または無水リン酸二カルシウム（ＣａＨＰＯ４、または
「ＤＣＰＡ」）に関して飽和している酸性リン酸カルシウム溶液である。これらの溶液は
、約１．９～約４．３のｐＨ、約０．０５％～約８．５％のＣａ（ＯＨ）２含量、および
約０．１％～約３０％のＨ３ＰＯ４含量を一般に有する（図１におけるＤＣＰＡおよびＤ
ＣＰＤについての固相曲線を参照されたい）。ＤＣＰＡ飽和溶液は、他のリン酸カルシウ
ム相に関して過飽和されておらず、結果として安定である。ＤＣＰＤ飽和溶液は、ＤＣＰ
Ａを除く他のリン酸カルシウム相に関して過飽和していないが、ＤＣＰＡはこれらの溶液
から容易に析出しない。したがって、これらの溶液は長期間、例えば約１年以上、安定で
あると予想される。この溶液をリン酸カルシウムセメント粉末と混合すると、この粉末が
溶解し、かつこの溶液ｐＨが上昇し、またカルシウムおよびリン酸塩濃度が増加する。こ
の溶液が、ＤＣＰＤまたはＤＣＰＡに関して過飽和の状態になると、ＤＣＰＤまたはＤＣ
ＰＡがそれぞれの溶液から析出する。その場所で形成されるＤＣＰＤまたはＤＣＰＡは反
応性が高い。この析出物が、セメント凝結反応を促進し、またセメント硬化時間を短縮さ
せる「種晶」として作用する。
【００３０】
　第３群の溶液において、この溶液は、濃酸溶液である。適切な溶液には、塩酸（ＨＣｌ
）、硝酸（ＨＮＯ３）、リン酸（Ｈ３ＰＯ４）、グリセロールリン酸（（ＨＯＣＨ２）２

ＣＨＯＰＯ（ＯＨ）２）、および酢酸（ＣＨ３ＣＯＯＨ）が含まれる。これらの溶液のｐ
Ｈは強酸性である。この溶液をリン酸カルシウムセメント粉末と混合すると、この粉末は
溶解する。酸強度および酸濃度によって、ＭＣＰＭ、ＭＣＰＡ、ＤＣＰＤ、ＤＣＰＡ、お
よびこれらの組合せが析出するであろう。すなわち、ＭＣＰＭおよびＭＣＰＡはより強酸
溶液中で析出すると予想され、またＤＣＰＤおよびＤＣＰＡはより弱酸溶液中で析出する
と予想される。その場所で形成されるＭＣＰＭ、ＭＣＰＡ、ＤＣＰＤ、およびＤＣＰＡは
反応性が高い。この析出物が、セメント凝結反応を促進し、またセメント硬化時間を短縮
させる「種晶」として作用する。
【００３１】
　第３群の溶液を使用する場合、溶液濃度を、ＭＣＰＭ、ＭＣＰＡ、ＤＣＰＤ、および／
またはＤＣＰＡを形成させるのに必要なだけ、十分に高くすべきである。例えば、Ｈ３Ｐ
Ｏ４濃度は、少なくとも約０．０１５Ｍであることが好ましい。第３群における他の酸溶
液の最小濃度は、それらがリン酸塩イオンを含有しないので幾分より高くなる可能性が高
い。酸濃度を減少させると、急結性セメントを提供する際の酸溶液の有効性が低下すると
予想される。したがって、所与の酸溶液について、所望の凝結時間をもたらす特定の濃度
範囲が存在するであろうと予想される。
【００３２】
　他の実施形態において、この溶液は、溶液中においてカチオン成分がカルシウムではな
く、また１種または複数のアニオン成分が強いカルシウム錯体を形成する塩の溶液である
。この型の適切な溶液には、酢酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、カコジル酸ナトリウムな
どが含まれる。あるいはこの溶液は、カチオン成分がカルシウムではなく、また１種また
は複数のアニオン成分がカルシウムと不溶性塩を形成する塩の溶液である。この型の適切
な溶液には、フッ化ナトリウム、シュウ酸カリウム、硫酸ナトリウムなどが含まれる。こ
れらの型のいずれかの溶液をリン酸カルシウムセメント粉末と混合すると、少なくとも一
部は錯体生成または析出の結果として、溶液中の遊離の、または未結合の形のアニオン成
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分の濃度と、溶液中の遊離カルシウム濃度とが減少する。相応じて、溶液中のリン酸塩濃
度が増加して、溶液中の電気的中性を維持する。リン酸塩濃度の増加はセメント凝結反応
を促進する。溶液のｐＨは変動し得るが、リン酸カルシウム粉末の溶解性を少なくともあ
る程度助長すべきである。このｐＨは、より高い程度の粉末の溶解性を助長するように選
択することが好ましい。
【００３３】
　本セメント組成物には、１種または複数のセメント粉末も含まれる。任意の上記の溶液
と混合して急硬性セメントをもたらすことができる粉末には、（１）１種または複数のリ
ン酸カルシウム塩、または（２）１種または複数のリン酸カルシウム塩および１種または
複数のカルシウム塩が含まれる。適切なリン酸カルシウム塩には、（カルシウムのリン酸
塩に対する比が大きくなる順に）ＭＣＰＭ、ＭＣＰＡ、ＤＣＰＤ、ＤＣＰＡ、ＯＣＰ、Ａ
ＣＰ、α－ＴＣＰ、β－ＴＣＰ、ＨＡ、炭酸塩ＨＡ、カルシウムが不足したＨＡ、低結晶
性ＨＡ、リン酸四カルシウム（ＴＴＣＰ）、ならびに１種または複数の上記塩の均質混合
物である沈降性もしくは高温生成物が含まれるが、それらに限定されない。適切なカルシ
ウム塩は難溶性～中程度溶解性カルシウム含有化合物であり、これらには酸化カルシウム
（ＣａＯ）、水酸化カルシウム（Ｃａ（ＯＨ）２）、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ３）、グ
リセロリン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、乳酸カルシウム、および硫酸カルシウ
ムが含まれるがそれらに限定されない。
【００３４】
　この粉末の粒径は約０．０５μｍ～約５００μｍ、より好ましくは約１μｍ～約１００
μｍの範囲にあることが好ましい。この粉末の結晶性は非常に低い（非晶質）ものから高
いものまで変動することができる。
【００３５】
　本組成物は、臨床用途で使用する場合などに、本組成物の性質を向上させる１種または
複数の添加剤を含むことができる。添加剤には、薬物、充填材料、結晶調整剤、粘度調節
剤、ゲル化剤、増孔剤、再吸収性もしくは非再吸収性繊維およびメッシュ、骨誘導因子、
骨形態形成タンパク質、他のタンパク質、ならびにそれらの組合せが含まれ得る。
【００３６】
　本セメント組成物は、ペーストの凝集性およびウォッシュアウト抵抗性を向上させる１
種または複数の無毒性ゲル化剤を含むことができる。ゲル化剤には、ヒドロキシプロピル
メチルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、デンプン、プロテオグリカン、グリ
コプロテイン、キトサンおよびキトサン誘導体、コラーゲン、ガム、ゼラチン、ならびに
アルギン酸塩が、またそれらの組合せが含まれ得る。ゲル化剤の使用により、セメントの
硬化速度を増加させることができる。
【００３７】
　充填材料は、セメントの強度を増加させるのに有効な量で添加することができる。適切
な充填材料には、無毒性の生体適合性の天然もしくは合成ポリマー、無毒性の生体適合性
金属、ならびに他の無毒性の生体適合性の有機および無機材料が含まれるが、それらに限
定されない。充填材は、顆粒、繊維、棒、シート、または格子の形、あるいは他の適切な
形のものとすることができる。
【００３８】
　増孔剤は、本組成物に浸潤する組織の血管新生化をもたらすのに有効な直径を有する孔
を形成するように選択することができる。この孔の直径は、約３０μｍ～約５００μｍ、
またはより好ましくは約１００μｍ～約３５０μｍの範囲にあることが好ましい。この増
孔剤は、硬化セメント中に組み込むのが可能になるだけ十分にセメントペースト中に不溶
であるが、インプラント後生理学的流体中への溶解により実質的に除去され、または細胞
の作用により再吸収されるのに十分なだけ可溶性である材料から選択する。あるいは、こ
の薬剤は、溶媒または加熱を利用してセメントが硬化した後除去することができる。適切
な溶媒には、水、エタノール、アセトン、エーテル、および増孔剤を溶解する任意の他の
有機溶媒が含まれる。加熱する場合、分解、昇華、蒸発、燃焼などによって増孔剤を除去
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するのに必要なだけ温度を十分に高くすべきである。他の加熱温度も利用できるが、約１
００℃～約１２００℃の温度範囲までセメントを加熱することが好ましい。増孔剤は、糖
、重炭酸ナトリウム、およびリン酸塩を含むことができる。本セメント中に濃リン酸塩溶
液を使用することにより、それらがセメント中で比較的不溶性になるので、リン酸塩は有
効な増孔剤である。特に有用なリン酸塩は、リン酸二ナトリウムである。
【００３９】
　本スラリ組成物中に生成される析出したリン酸カルシウム種晶は、酸性リン酸カルシウ
ム化合物であることが好ましい。このような化合物には、とりわけＤＣＰＡ、ＤＣＰＤ、
ＭＣＰＡ、ＭＣＰＭ、ＡＣＰ、およびＨＡが含まれる。この化合物は、ＤＣＰＤまたはＭ
ＣＰＭ、およびこれらの組合せであることが好ましい。
【００４０】
　このリン酸カルシウム種晶の粒径は、変動し得る。例として、リン酸カルシウム化合物
のナノメートル大の粒子が、フルオロアパタイト形成を助長する。
【００４１】
　本組成物は、失われたもしくは欠損のある骨または歯組織を修復する（ｒｅｐａｉｒｉ
ｎｇ　ｏｒ　ｒｅｓｔｏｒｉｎｇ）様々な医学的および歯科的手順において、急硬性セメ
ントペーストとして使用できる。このセメントペーストは、所望されるように生体内にお
いて注射器により注入すること、またはスパチュラで堆積させること、かつまたは型押し
、または彫刻することを含む、任意の適切な方法を使用して、その欠損部位に施与できる
。本溶液を本セメント粉末と混合すると、得られたスラリ組成物は比較的急速に硬化する
であろう。
【００４２】
　大抵の臨床用途では、６０分を超えるセメント硬化時間は長過ぎる。その上、セメント
の凝結が早過ぎると、所望の形状にペーストを形作り、それを欠損部位に堆積させる時間
が十分でない恐れがある。本セメント組成物は、本発明の種々の実施形態に従って、わず
か約３５分以下、好ましくはわずか２０分以下、またより一層好ましくは約５～約１５分
の硬化、または凝結時間を有する。
【００４３】
　（実施例）
　下記の実施例は、本発明の好ましい実施形態をさらに例示しているが、添付する特許請
求範囲に示している本発明の範囲を決して限定するものではないと解釈すべきである。
【００４４】
　種々のセメントペースト系を調製した。このペーストの凝結時間および他の性質を評価
した。
【００４５】
　（セメント粉末の調製）
　当分野の技術者に知られている下記の従来の方法を使用して、ＴＴＣＰ、α－ＴＣＰ、
およびβ－ＴＣＰを調製する。ＤＣＰＡ、ＤＣＰＤ、ＨＡ、ＣａＣＯ３、およびＣａ（Ｏ
Ｈ）２は、Ｊ．Ｔ．Ｂａｋｅｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．、Ｐｈｉｌｌｉｐｓｂｕｒｇ
、ＮＪから入手可能なものなどの、市販の試薬級薬品である。
【００４６】
　ＴＴＣＰは、市販のＤＣＰＡ（Ｂａｋｅｒ分析試薬、Ｊ．Ｔ．Ｂａｋｅｒ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｃｏ．、Ｐｈｉｌｌｉｐｓｂｕｒｇ、ＮＪ）およびＣａＣＯ３（Ｊ．Ｔ．Ｂａｋ
ｅｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）の等モル混合物を炉内で約１５００℃において約６時
間加熱し、室温で急冷することにより調製する。別法として、最終生成物においてＴＴＣ
Ｐを有し、またα－ＴＣＰ、ＨＡ、およびＣａＯを含む少量の他の相を有することを所望
する場合、適正な量のＤＣＰＡおよびＣａＣＯ３を使用して、約１．８～約２．２のＣａ
／Ｐモル比を得る。α－ＴＣＰは、約２モルのＤＣＰＡと、約１モルのＣａＣＯ３とを含
有する混合物を約１５００℃まで約６時間加熱し、次いで空気中で急冷することにより調
製する。別法として、最終生成物においてα－ＴＣＰを有し、また種々の量のＨＡを有す
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ることを所望する場合、適正な量のＤＣＰＡおよびＣａＣＯ３を使用して、約１．５～約
１．７のＣａ／Ｐモル比を得る。混合物を約１２００℃まで加熱し、かつ炉内で室温まで
そのまま冷却させる点を除いて、β－ＴＣＰを同様に調製する。粉末は、シクロヘキサン
、エタノール中で、または液体なしで遊星ボールミル内において個別に粉砕して、下記の
表に示したメジアン粒径を得る。表中に示していない場合、ＴＴＣＰのメジアン粒径は約
１７μｍであり、α－ＴＣＰでは約５μｍであり、ＤＣＰＡでは約１μｍであり、ＣａＣ
Ｏ３では約４μｍであり、またＣａ（ＯＨ）２では約２μｍである。
【００４７】
　（溶液の調製）
　示した化合物を適正な量で蒸留水に溶解して下記に示した濃度を得ることにより、種々
のセメント溶液を調製する。実施例１および２の溶液は、当分野の技術者に知られており
、また文献中に記載されている従来の方法を使用して調製する。全ての他の溶液は、示し
た化合物を適正な量で蒸留水に溶解して、下記の表に示した濃度を得ることにより調製す
る。
【００４８】
　（試験方法）
　選択した溶液および粉末を約０．２５～約０．５の質量比でブレンドして、均質なペー
スト組成物を形成させる。このペーストを型枠に入れ、この型枠を温度約３７℃および湿
度１００％に保持して、欠損部位における予想される条件を模している。
【００４９】
　重いギルモア（Ｇｉｌｍｏｒｅ）針（荷重４５３．５ｇ、直径１．０６ｍｍ）を使用し
て、ギルモア針装置によりセメント凝結時間を測定する。セメントの表面上に置いた場合
に、この針が目に見える圧痕を残さなくなる時、このセメントは凝結していると見なす。
コンピュータ制御した汎用試験機（Ｉｎｓｔｒｏｎ、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｒｐ．，Ｇａｒｄｅｎ　Ｇｒｏｖｅ，ＣＡ）を使用して、圧縮強さ測定を２４
時間湿潤供試体について行う。粉末Ｘ線回折分析（Ｒｉｇａｋｕ，Ｄａｎｖｅｒｓ，ＭＡ
，ＵＳＡ）を使用して、２４時間内にセメント試料中に存在している相を同定する。
【００５０】
　（実施例１）
　この実施例では、セメント液としてｐＨ約１、カルシウム濃度約０．６６Ｍ、およびリ
ン濃度約７．６Ｍを有するＭＣＰＭ－形成溶液を使用する。この溶液は、Ｈ３ＰＯ４溶液
（約６．３Ｍ）中で過剰量のＭＣＰＭを平衡するまで攪拌し、続いて濾過することにより
調製する。比較用凝結時間を提供するため、粉末は水とも混合する。
【表１】

【００５１】
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　この実施例は、本発明の溶液が比較的急速な硬化を助長し、またセメント粉末を水性溶
液（水だけ）と接触させた結果としてそのセメントは凝結しないことを例証している。
【００５２】
　（実施例２）
　この実施例では、セメント液としてｐＨ約２．１、カルシウム濃度約１．５Ｍ、および
リン濃度約４．４Ｍを有するＤＣＰＤ－形成溶液を使用する。この溶液は、Ｈ３ＰＯ４溶
液（約２．９Ｍ）中で過剰量のＤＣＰＤを平衡するまで攪拌し、続いて濾過することによ
り調製する。比較用凝結時間を提供するため、粉末は水とも混合する。
【表２】

【００５３】
　この実施例は、本発明の溶液が比較的急速な硬化を助長し、またセメント粉末を水性溶
液（水だけ）と接触させた結果としてそのセメントは凝結しないことを例証している。
【００５４】
　（実施例３）
　この実施例では、セメント液として濃酸溶液を使用する。比較用凝結時間を提供するた
め、粉末は水とも混合する。
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【表３】

【００５５】
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【００５６】
　この実施例は、本発明の溶液が比較的急速な硬化を助長し、またセメント粉末を水性溶
液（水だけ）と接触させた結果としてそのセメントは凝結しないことを例証している。
【００５７】
　（実施例４）
　この実施例では、セメント液として、カルシウム錯体または不溶性カルシウム塩を生成
する塩溶液を使用する。比較用凝結時間を提供するため、粉末は水とも混合する。
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【表４】

【００５８】
　この実施例は、本発明の溶液が比較的急速な硬化を助長し、またセメント粉末を水性溶
液（水だけ）と接触させた結果としてそのセメントは凝結しないことを例証している。
【００５９】
　（実施例５）
　この実施例は、凝結中のセメント液のリン酸塩濃度に及ぼす、実施例４の溶液の影響を
例証する。
【００６０】
　（方法および材料）
　およそ０．４ｇの等モルＴＴＣＰ（メジアン径＝１７μｍ）およびＤＣＰＡ（１μｍ）
混合物を、１ｍＬの種々の試験用溶液と表５に示す時間混合する。溶液相におけるリン酸
塩濃度を測定する。
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【表５】

【００６１】
　セメント溶液として実施例４の溶液を使用すると、水を使用する場合よりも、溶液中の
リン酸塩濃度が著しく高くなる。これらの結果は、実施例４の溶液を使用する場合の、上
記において仮定している凝結反応促進の機序をさらに支持するものである。
【００６２】
　本発明の特定の実施形態を記載し、かつ例証しているが、当分野の技術者により修正を
実施できるものであるため、本発明はそれらに限定されないことを理解すべきである。本
出願では、本明細書において開示した基礎となる発明の趣旨および範囲内に含まれるあら
ゆる修正が企図される。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】３成分系、Ｃａ（ＯＨ）２－Ｈ３ＰＯ４－Ｈ２Ｏの溶解度相図であり、その系の
酸性および濃領域の相図である。
【図２】図２Ａは、Ｃａ（ＯＨ）２－Ｈ３ＰＯ４－Ｈ２Ｏ系の３次元溶解度相図である。
図２Ｂは、ｌｏｇ［Ｃａ］軸に沿った図２Ａの投影図である。図２Ｃは、ｌｏｇ［Ｐ］軸
に沿った図２Ａの投影図である。
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