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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硫酸カルシウムとリン酸カルシウムとを含む少なくとも一つのセラミックと、
　イオヘキソール、イオジキサノール、イオベルソール、イオパミドール、イオトロラン
、メトリザミド、イオデシモール、イオグルコール、イオグルカミド、イオグルニド、イ
オグラミド、イオメプロール、イオペントール、イオプロミド、イオザルコール、イオシ
ミド、イオツサール、イオキシラン、イオフロタール、及びイオデコールからなる群から
選択される少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤とを含む、生体吸収性の人工の
骨無機代替物であって
　該少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は粉末成分の全重量の２～２０重量％
の濃度を有し、
　該代替物は更に少なくとも一つの促進剤を含み、該促進剤は硫酸カルシウム２水和物で
あり、該硫酸カルシウム２水和物が、粉末成分の全重量の０．１～１０重量％の濃度を有
する、上記骨無機代替物。
【請求項２】
　前記少なくとも一つのセラミックが、
　硫酸カルシウムα‐ヘミ水和物及び硫酸カルシウムβ‐へミ水和物からなる群から選択
される硫酸カルシウム；及び
　α‐リン酸トリカルシウム、ヒドロキシアパタイト、リン酸ジカルシウム２水和物、無
水リン酸ジカルシウム、リン酸テトラカルシウム、β‐リン酸トリカルシウム、低カルシ
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ウムヒドロキシアパタイト、リン酸モノカルシウムモノ水和物、リン酸モノカルシウム、
ピロリン酸カルシウム、沈降ヒドロキシアパタイト、炭酸リン灰石（dahlite）、リン酸
オクタカルシウム、無晶形リン酸カルシウム、オキシアパタイト、及び炭酸アパタイトか
らなる群から選択されるリン酸カルシウムを含む、
ことを特徴とする、請求項１に記載の人工の骨無機代替物。
【請求項３】
　さらに少なくとも一つの骨形成因子（osteogenic factor）を含む、請求項１又は２に
記載の人工の骨無機代替物。
【請求項４】
　硫酸カルシウムとリン酸カルシウムとを含む少なくとも一つの粉末セラミックと、
　イオヘキソール、イオジキサノール、イオベルソール、イオパミドール、イオトロラン
、メトリザミド、イオデシモール、イオグルコール、イオグルカミド、イオグルニド、イ
オグラミド、イオメプロール、イオペントール、イオプロミド、イオザルコール、イオシ
ミド、イオツサール、イオキシラン、イオフロタール、及びイオデコールからなる群から
選択される少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤と、
　水性液体と、を含む、生体吸収性の人工の骨無機代替物用組成物であって、
　該少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は粉末成分の全重量の２～２０重量％
の濃度を有し、
　該組成物は更に少なくとも一つの促進剤を含み、該促進剤は硫酸カルシウム２水和物で
あり、該硫酸カルシウム２水和物が、粉末成分の全重量の０．１～１０重量％の濃度を有
する、上記骨無機代替物用組成物。
【請求項５】
　前記少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤が、前記水性液体に溶解しているこ
とを特徴とする、請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤が、少なくとも一つの粉末セラミッ
クと混合されている乾燥粉末であることを特徴とする、請求項４に記載の組成物。
【請求項７】
　前記少なくとも一つのセラミックが、
　硫酸カルシウムα‐ヘミ水和物及び硫酸カルシウムβ‐へミ水和物からなる群から選択
される硫酸カルシウム；及び
　α‐リン酸トリカルシウム、ヒドロキシアパタイト、リン酸ジカルシウム２水和物、無
水リン酸ジカルシウム、リン酸テトラカルシウム、β‐リン酸トリカルシウム、低カルシ
ウムヒドロキシアパタイト、リン酸モノカルシウムモノ水和物、リン酸モノカルシウム、
ピロリン酸カルシウム、沈降ヒドロキシアパタイト、炭酸リン灰石（dahlite）、リン酸
オクタカルシウム、無晶形リン酸カルシウム、オキシアパタイト、及び炭酸アパタイトか
らなる群から選択されるリン酸カルシウムを含む、
ことを特徴とする、請求項５又は６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの粉末セラミックが、硫酸カルシウムヘミ水和物を含むことを特徴
とする、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　前記硫酸カルシウムヘミ水和物が、硫酸カルシウムα‐ヘミ水和物である、請求項８に
記載の組成物。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの粉末セラミックが、硫酸カルシウムへミ水和物並びにヒドロキシ
アパタイト及びβ‐リン酸トリカルシウムの少なくとも一つを含むことが特徴である請求
項７に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記ヒドロキシアパタイト及びβ‐リン酸トリカルシウムの少なくとも一つが、粉末成
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分の全重量の２０～６０重量％の濃度であることを特徴とする、請求項１０に記載の組成
物。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つの粉末セラミックが、硫酸カルシウムヘミ水和物及びα‐リン酸ト
リカルシウムであることを特徴とする、請求項７に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記硫酸カルシウムヘミ水和物が、粉末成分の全重量の１～３０重量％の濃度であるこ
とを特徴とする、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記α‐リン酸トリカルシウムが、粉末成分の全重量の５０～９９重量％の濃度である
ことを特徴とする、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　さらにビタミンＥを含む、請求項８～１４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記ビタミンＥが、粉末成分の全重量の０．１～１０重量％の濃度であることを特徴と
する、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤がイオヘキソールまたはその二量体
イオジオキサノールであることを特徴とする、請求項４に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記水性液体成分が、蒸留水であることを特徴とする、請求項４～１７のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項１９】
　前記粉末成分及び前記水性液体成分の比（液体／粉末比）が、０．１～０．４ｍｌ／ｇ
であることを特徴とする、請求項４～１８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２０】
　さらに少なくとも一つの骨形成因子を含む、請求項４～１８のいずれか一項に記載の組
成物。
【請求項２１】
　Ｘ線造影のための、請求項４～２０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２２】
　骨の欠損及び骨折の治癒を監視するための、請求項２１に記載の組成物。
【請求項２３】
　関節に近接して適用される、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２４】
　硫酸カルシウムとリン酸カルシウムとを含む少なくとも一つの粉末セラミック組成物と
、
　イオヘキソール、イオジキサノール、イオベルソール、イオパミドール、イオトロラン
、メトリザミド、イオデシモール、イオグルコール、イオグルカミド、イオグルニド、イ
オグラミド、イオメプロール、イオペントール、イオプロミド、イオザルコール、イオシ
ミド、イオツサール、イオキシラン、イオフロタール、及びイオデコールから選択される
水性液体に溶解した少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤とを含む、生体吸収性
の人工の骨無機代替物調製用キットであって
　該少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は粉末成分の全重量の２～２０重量％
の濃度を有し、
　該キットは更に少なくとも一つの促進剤を含み、該促進剤が硫酸カルシウム２水和物で
あり、該硫酸カルシウム２水和物が、粉末成分の全重量の０．１～１０重量％の濃度を有
する、上記骨無機代替物調製用キット。
【請求項２５】
　前記粉末セラミック組成物と前記水性液体組成物に溶解した水溶性非イオン性Ｘ線造影
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剤とを混合した後、前記人工の骨無機代替物が１５分未満で固化する、請求項２４に記載
のキット。
【請求項２６】
　前記硫酸カルシウムヘミ水和物と前記少なくとも一つの促進剤とが、水溶性非イオン性
Ｘ線造影剤以外の乾燥粉体組成物の総重量の６０重量％の量で存在する、請求項８－１４
に記載の組成物。
【請求項２７】
　前記ハイドロキシアパタイトが、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤以外の乾燥粉体組成物の
総重量の４０重量％、前記硫酸カルシウムヘミ水和物が、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤以
外の乾燥粉体組成物の総重量の５８．８～５９．６重量％で存在する、請求項１０に記載
の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人工の骨無機代替物、並びに改良された放射線不透過性を有する人口の骨無
機代替物のための組成物に関する。また本発明は、人工の骨無機代替物をＸ線造影剤とし
て使用することに関する。
【０００２】
　世界の人々の寿命はこの５０年間に恐ろしく延長した。われわれ人類はこれまでになく
長寿となっている。ヨーロッパにおいては次の１０年で２０歳未満の人口よりも６０歳を
超える人口のほうが多くなると予想されている。加齢に伴う病気のために医療の助けが必
要な人々が多くなるであろうし、これが病院に対する圧力を増大するであろう。
【０００３】
　骨は血液に次いで二番目に多く移植される物質である。骨の欠損を修復するために最も
信頼性のある方法は、自分の骨、すなわち体のほかの場所の骨を使用することである。自
家移植片は、骨形成的なものである。すなわち骨の成長または修復に関係するいずれかの
組織に由来し、またはそれらから構成される。しかし、移植片を採取した第二の手術部位
で問題を生じることがある。このような追加の外傷を避けるために、同種移植、すなわち
同種の個体間の骨移植を使用することができる。同種移植は自家移植よりは骨形成能力が
低く、新しい骨を形成する速度は低い。また、吸収速度は大きく、免疫原性応答は大きく
、受容者の血管形成は少ない。また、同種移植では、例えばＨＩＶ及び肝炎に感染する可
能性があるのでウイルスの管理は必須である。同種移植片の使用は、現在骨移植及び骨欠
損の修復のための最も一般的な方法である。
【０００４】
　自家移植片の使用に伴う問題や、ほとんどの病院における骨の限定的な供給により、骨
の代替物として使用しうる物質に関する多くの研究が行われている。理想的な骨代替物は
、生体適合性があり、針を通して注入可能であり、自ら固化し、骨を誘導し、再吸収され
て新しい骨と置換するものである。
【０００５】
　注入できる骨移植片代替物は、骨粗鬆症の治療を改善することができる。骨粗鬆症は高
齢者に発生する病気である。骨は生きた組織であり、新しい細胞が形成されそして一部の
細胞は毎日死滅する。一年にわれわれの全骨格の１０‐３０％は再形成されている。骨粗
鬆症では骨形成細胞（オステオブラスト）と骨吸収細胞（オステオクラスト）の間の平衡
が崩れているために全骨格量が減少している。骨の吸収速度が骨の形成速度よりも大きい
ならば、全体として骨の減少を生じる。骨格は次第に弱くなり、ついには、転倒によるか
または単に体の重さに耐えられなくなるために骨折を生じる。
【０００６】
　骨には２種類ある。即ち繊維柱状及び皮質である。骨の外層は通常密度が高く硬い皮質
骨からなり、繊維柱状骨はより多孔質であり骨の内側に認められる。骨粗鬆症は最初に繊
維柱状骨に影響を及ぼす。
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【０００７】
　骨粗鬆症により発生する骨折は、治療が非常に厄介である。骨格は非常にもろく、ねじ
と板で固定するのが困難である。仮にねじでとめるのに成功しても、患者が動き始めると
緩んでしまうことが多い。骨にねじをとめるために、ねじを挿入する前にドリルの穴に骨
移植代替物を注入することができる。その結果、ねじの固定が改善され、少ない痛みで患
者を早く回復させることができる。骨代替物の薄い層が使用された場合には、Ｘ線画像で
観察するのは困難である。可視性を改善するために、物質に放射線造影剤を加えることが
可能である。脊柱を固定するために、骨移植代替物を注入することができる。骨代替物が
脊柱から漏れると、近くの組織及び神経を圧迫して、痛みを生じ、最終的には神経障害を
生じる。
【０００８】
　脊柱を固定するために使用される物質の一つは、骨セメントであるポリメチルメタアク
リレート（ＰＭＭＡ）である。ＰＭＭＡは室温で硝子状の鎖状ポリマーである。ＰＭＭＡ
は、眼内レンズ及びハードコンタクトレンズには優れた物質である。また、股関節で金属
移植片を固定したり、欠損した頭蓋骨の再形成や脊椎形成のためにも使用される。ＰＭＭ
Ａは骨中に吸収されない。ＰＭＭＡはいくつかの欠点を有している。例えば、ＰＭＭＡは
強い発熱を伴って固化するので、特にセメントが漏出した場合には、隣接する軟組織構造
を痛める、すなわち、細胞死を生じる可能性がある。従って、ＰＭＭＡはこのような用途
には理想的な物質ではない。
【０００９】
　最近では、主に３種類の骨代替物が骨の修復に使用されている。即ちリン酸カルシウム
、ヒドロキシアパタイト及び硫酸カルシウムである。
【００１０】
　リン酸カルシウムは、その生物活性（すなわち生きた組織に作用し、あるいはその応答
を生じさせる）のため、骨代替物として適している。骨に比べて耐疲労性が低いので、重
量がかからない部分にのみ使用することができる。その吸収速度は比較的遅く、少なくと
も６ヶ月である。
【００１１】
　リン酸カルシウムには異なる２種類の型のものがある。即ち室温において水溶液から沈
殿により得られるＣａＰ（低温ＣａＰ）と、熱反応により得られるＣａＰ（高温ＣａＰ）
である。医薬に使用されているリン酸カルシウムは、高温ＣａＰであり、例えばα‐リン
酸トリカルシウム（α‐ＴＣＰ）及びヒドロキシアパタイト（ＨＡ）がある。低温ＣａＰ
は、高温ＣａＰの合成に使用される。
【００１２】
　リン酸トリカルシウム（Ｃａ３（ＰＯ４）２）は、二つの形態で存在する。即ちα‐Ｔ
ＣＰ及びβ‐ＴＣＰである。α‐ＴＣＰの結晶構造は単斜晶であり、カチオンの柱状形態
からなっている。他方β‐ＴＣＰは菱面体晶構造を有する。β‐ＴＣＰは１１８０℃まで
安定であり、α‐ＴＣＰは１１８０‐１４７０℃で安定である。α‐ＴＣＰはβ‐ＴＣＰ
を１１８０℃以上に加熱し、その構造を保って冷却することにより形成される。α‐ＴＣ
Ｐはβ‐ＴＣＰよりは不安定であり、水と混合することにより硬い物質、低カルシウムＨ
Ａを形成する、式２．１参照。
３ Ｃａ３(ＰＯ４)２＋Ｈ２Ｏ → Ｃａ９(ＨＰＯ４)(ＰＯ４)５ＯＨ　　　　　（１）
【００１３】
　ヒドロキシアパタイトは、最も安定なリン酸カルシウムであり、骨の主な非有機成分で
ある。市販されている骨移植代替物のほとんどは、ヒドロキシアパタイトから作られてい
る。HAは高度に結晶性であり、リン酸カルシウムの中では最も溶け難い。
【００１４】
　ヒドロキシアパタイト及びリン酸トリカルシウムは骨の欠損を充填するためにそしてイ
ンプラントコーティングとして最もよく使用されているリン酸カルシウムである。骨に比
較して耐疲労性が低いので、体重がかからない部分にのみ使用することができる。その吸
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収速度は比較的遅く、６ヶ月から数年を要する。分解速度は、表面積を大きくしたり、結
晶性及び結晶形成度を低くしたり、物質の結晶及び粒子の大きさを小さくすることにより
、若干増加させることが可能である。早い吸収速度は、骨形成を促進するために望ましい
。
【００１５】
　ヒドロキシアパタイト（Ｃａ１０（ＰＯ４）６（ＯＨ）２）は、骨の主な無機成分であ
る。人工のＨＡは骨の天然ＨＡに類似した化学的及び結晶学的構造を有し、そして３０年
以上にわたり骨置換物質として研究されてきた。ＨＡは最も結晶性が高く、水溶液中で最
も安定なＣａＰである。ＨＡはｐＨ４．２以上で最も溶け難いリン酸カルシウムである。
これは、他のリン酸カルシウムがｐＨ４．２以上で溶解し、沈降ＨＡを形成し易いことを
意味する。ＨＡは生体適合性があり、骨形成性（osteogenic）ではないが骨を誘導する性
質（osteocoductive properties）がある。市販されている骨代替物のほとんどはＨＡか
ら作られている。それらは分解性であると考えられているが、その分解時間は非常に長い
。最終的な圧縮強度は、どの型のＨＡが使用されたかによる。スプレードライＨＡが使用
された場合には、圧縮強度は非常に低い。粉末の形と大きさも機械的強度に影響する。
【００１６】
　ＨＡのいくつかの型が実験的に及び臨床的に使用されている。即ち、固体セラミックブ
ロック、多孔質ブロック、並びに固体及び多孔質微粒子である。ＨＡが主に使用されるの
は、微粒子ＨＡが使用されている口腔外科である。微粒子ＨＡは、骨が成長してその場に
それらを固定する前に移植部位から微粒子が移動してしまうことがあるために、整形外科
的応用には不都合である。多孔性ＨＡブロックは頭蓋・顔面の再形成及び整形外科的適用
に成功してはいるが、それを用いて形を造るのが困難を伴う。
【００１７】
　骨移植代替物としての硫酸カルシウムの研究は、１世紀以上も行われてきた。何人かの
研究者は、一般的には焼石膏（ＰｏＰ）として知られている、硫酸カルシウムヘミ水和物
を使用した実験を報告している。この物質は体によく受容され、吸収速度は骨の内部成長
速度よりも早く、焼石膏の機械的強度は低い。
【００１８】
　硫酸カルシウムへミ水和物は、α‐型及びβ‐型の二つの形態で存在する。α‐型は単
斜結晶構造を有し、密で、整った形の透明で大きな一次粒子からなる。β‐型は菱面体晶
構造を有し、極めて微小な結晶で構成される粗い二次粒子からなる。
【００１９】
　焼石膏は、硫酸カルシウム２水和物（ギプス）から脱水して作られる。反応２．２参照
。ギプスを粉砕し、約７５％の水が失われるまで加熱するとＣａＳＯ４・１／２Ｈ２Ｏが
得られる。焼石膏を水と混合すると、発熱反応を生じて産物としてギプスが得られ、これ
をギプスの再水和という。反応２．３参照。ギプスの構造は交互にＣａ２＋に強く結合し
たＳＯ４

２－イオンの層及び水分子のシートから成り立っている。
　　　　　　　　熱
２(ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏ) → ２(ＣａＳＯ４・１/２Ｈ２Ｏ)＋３Ｈ２Ｏ　　　（２）
２(ＣａＳＯ４・１/２Ｈ２Ｏ)＋３Ｈ２Ｏ → ２(ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏ)＋熱　（３）
【００２０】
　もし硫酸カルシウム・2水和物が硫酸カルシウム・ヘミ水和物に加えられるならば、核
形成時間がなくなるために固化時間は短縮されるであろう。結晶成長は直接硫酸カルシウ
ム・2水和物上で開始できる。従って硫酸カルシウム・２水和物は促進剤として働く。
【００２１】
　リン酸水素二ナトリウム（Ｎａ２ＨＰＯ４）は、リン酸カルシウム組成物の促進剤とし
て使用される。Ｎａ２ＨＰＯ４がセメント粉末に添加されると、（ＰＯ４）３－イオンは
Ｃａ２＋に結合し、沈殿速度を増加させるであろう。このことは固化時間の短縮化を付与
するであろう。
【００２２】
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　骨セメント、すなわちＰＭＭＡに種々の放射線造影物質を使用する研究が行われ、ＰＭ
ＭＡ中の放射線造影剤の影響が検討されている。放射線造影剤である硫酸バリウム（Ｂａ
ＳＯ４）及び二酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）は、通常、Ｘ線可視性を確保し、放射線画
像評価を容易にするために、ポリメチルメタアクリライト（ＰＭＭＡ）に添加される。こ
れらの二つの物質は、病的な骨吸収を生じるとか、関節腔に入った場合に関節表面に傷を
つけるとか、ポリエチレン被膜の破片を増やすというような好ましくない副作用を持って
いる。そのうえ、骨代替物に混入された場合に、そのＸ線不透過骨代替物は脊椎から漏れ
て、神経障害を生じる可能性もある。
【００２３】
　そのようなセラミックの骨が時間と共に吸収されると、その後それは、他の組織と接触
するであろう。金属形態の造影剤、二酸化ジルコニウム、または硫酸バリウムは、処置部
位に残るか、または微粒子として他の器官、例えば肺に拡散され、且つ／または腎臓に運
ばれ、そこに貯留するであろう。したがって、造影剤は血液に溶け、腎臓から主に尿とし
て排泄されることが重要である。
【００２４】
　水溶性非イオン性Ｘ線造影剤が、重合化合物と共に使用されている。WO 99/62570では
、そのような物質を、骨セメント、すなわち手術部位に隣接する表面を覆うプラスチック
物質からの粒子放出を防ぐために使用されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　本発明の目的は、上記のような問題を排除するかまたは少なくするための、人工の骨無
機代替物を提供することである。
【００２６】
　本発明のその他の目的は、現在の技術に比較して優れた放射生理効果を示す人工の骨無
機代替物を提供することである。
【００２７】
　さらにその他の目的は、手術中における漏出検出能を改善した骨移植代替物を提供する
ことである。
【００２８】
　本発明のその他の目的は、生体適合性のＸ線造影剤を含み、固化した後にその造影剤が
注射部位から漏れても注射部位の近くに炎症を生じないため、例えば神経系に無毒の「安
全な」セラミック移植片を得られる組成物を提供することである。
【００２９】
　さらにその他の目的は、使用に際して高粘度の欠点を示さず、現在の技術に比較して改
善された流動特性を付与して遠い部位への注射を可能とする、組成物を供給することであ
る。
【００３０】
　さらに本発明のその他の目的は、セラミック物質をＸ線造影剤の中に含める必要がない
組成物を提供することである。
【００３１】
　さらに本発明のその他の目的は、骨の欠損及び骨折の治癒を追跡することができる組成
物を提供することである。
【００３２】
　さらに本発明のその他の目的は、関節に関与する骨の欠損に適用することができる組成
物を提供することである。
【００３３】
　これらの目的及び以下の既述から明らかになるその他の目的は、請求項に記述されてい
る人工的骨無機代替物並びにそのための組成物により達成される。
【課題を解決するための手段】
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【００３４】
　本発明の組成物並びに本発明の骨無機代替物は、少なくとも一つのセラミック物質及び
少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤を含む。組成物は注入可能であり、得られ
る人工骨は生体吸収性であることが望ましい。
【００３５】
　適当な通常の水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は、ヨード化された芳香族化合物であり、そ
れは少なくともトリヨード置換されている芳香核を１または数個有している。そのような
物質はUS 5,695,742に示されており、ＣＡＳ（Chemical Abstract Service）登録番号311
12-62-6（メトリザミド）、60166-93-0（イオパミドール）、78649-41-9（イオメプロー
ル）、73334-07-3（イオプロミド）、877771-40-2（イオベルソール）、66108-95-0（イ
オヘキソール）、89797-00-2（イオペントール）、107793-72-6（イオキシラン）、99139
-49-8（II-1）、75751-89-2（イオグラミド）、63941-73-1（イオグルコール）、63941-7
4-2（イオグルカミド）、56562-79-9（イオグルニド）、76984-84-0（MP-7011）、64965-
50-0（MP-7012）、77111-65-0（MP-10007）、79944-49-3（VA-7-88）、79944-51-7（EP 0
33426にも示されている）、79211-10-2（イオシミド）、79211-34-0（イオシビドール）
、103876-29-5（EP 0177414にも示されている）、141660-63-1（イオフラトール）、9233
9-11-2（イオジキサノール）、79770-24-4（イオトロール）、71767-13-0（イオタスール
）、81045-33-2（イオデコール）、143200-04-8（WO 92/086にも示されている）、143199
-77-3（WO 92/08691にも示されている）、143200-00-4（WO 92/08691にも示されている）
、78341-84-1（US 4348377にも示されている）、122731-47-9（EP 0308364にも示されて
いる）、122731-49-1（EP 0308364にも示されている）、99139-65-8（WO 85/01727にも示
されている）、99139-62-5（WO 85/01727にも示されている）、及び78341-84-1（EP 0023
992にも示されている）を含む。
【００３６】
　その他のそのような水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は、US 5,447,711に示されており、イ
オトロラン、イオキサグレート、イオデシモール、及びイオザルコールを含む。その他の
適する造影剤は、イオツサール、イオキシラン、及びイオフラトールである。
【００３７】
　望ましくは、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は、イオヘキソール、イオジキサノール、イ
オベルソール、イオパミドール、及びイオトロランのような低浸透圧性のものである。
【００３８】
　例えば、イオヘキソール（Ｃ１９Ｈ２６Ｉ３Ｎ３Ｏ９）並びにその二量体であるイオジ
キサノールは、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤として有効に使用することができる。これら
の物質は骨形成に影響せず、骨において良い生体適合性を有している。これらは医療にお
いて異なる目的で使用されている。例えば、腎臓による血漿クリアランスを測定するため
に腎不全患者に使用することができる。
【００３９】
　従って、本発明の組成物並びに本発明の人工の骨無機代替物は、少なくとも一つの水溶
性非イオン性Ｘ線造影剤、特にイオヘキソールまたはその二量体であるイオジキサノール
を含む。本発明の組成物に使用する場合には、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は、その粉末
組成物の全重量の２～２０重量％の濃度としなければならない。
【００４０】
　勿論、他の造影剤を本発明の人工の骨無機代替物質並びにその組成物に含めることもで
きる。
【００４１】
　適するセラミックは、硫酸カルシウム及びリン酸カルシウムである。
【００４２】
　リン酸カルシウムセラミックの例としては、α‐リン酸トリカルシウム、ヒドロキシア
パタイト、リン酸ジカルシウム２水和物、無水リン酸ジカルシウム、リン酸テトラカルシ
ウム、β‐リン酸トリカルシウム、低カルシウムヒドロキシアパタイト、リン酸モノカル
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シウム１水和物、リン酸モノカルシウム、ピロリン酸カルシウム、沈降ヒドロキシアパタ
イト、炭酸リン灰石（dahlite）、リン酸オクタカルシウム、無晶形リン酸カルシウム、
オキシアパタイト、及び炭酸アパタイトがある。
【００４３】
　リン酸カルシウムの適する型を下記表１に示す。

【表１】

【００４４】
　望ましくは、リン酸カルシウムは０．５及び２の間のＣａ／Ｐ比を有している。同様に
、微粒子リン酸カルシウムはヒドロキシアパタイト（ＨＡ）、リン酸トリカルシウム（Ｔ
ＣＰ）、またはそれらの混合物であることが望ましい。
【００４５】
　組成物中において、微粒子リン酸カルシウムは２０μｍ未満、望ましくは１０μｍ未満
の粒子径でなければならない。
【００４６】
　硫酸カルシウムは、硫酸カルシウムα‐ヘミ水和物、硫酸カルシウムβ‐ヘミ水和物、
または硫酸カルシウムβ‐２水和物とすることができる。
【００４７】
　炭酸カルシウムもセラミックとして使用することができる。
【００４８】
　人工の骨無機代替物のための本発明の組成物は、それ自身をＸ線造影剤として使用する
ことができる。そのセラミック成分のＸ線造影能力を利用できるので、本発明の組成物に
より追加のＸ線効果が得られる。少なくとも一つの水溶性非イオン性Ｘ線造影剤を組成物
中に加えると、Ｘ線に対して不透明な骨代替物質の元来のＸ線密度を増加させる。従って
、本発明の人工の骨無機代替物のための組成物に、硫酸バリウム及び二酸化ジルコニウム
のようなセラミック放射線造影剤を追加して添加する必要はない。そのような硬いセラミ
ック粒子は、骨代替物から割れ落ちると、関節を傷つけるであろう。関節内で、物理的傷
害を生じ、ついには炎症反応に至るであろう。
【００４９】
　従って、少なくとも一つの水溶性非イオン性X線造影剤を含む本発明の組成物は、関節
の近くに注入することができ、生成する人工の骨無機代替物は関節に関与する骨の欠損に
使用することができる。そのような適用としては、骨軟骨関節欠損並びに関節に関係する
骨折または骨欠損の修復が含まれる。
【００５０】
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　さらに、例えばヒトまたは動物体内に本発明の組成物を移植した後の治癒過程を追跡す
るために、このＸ線密度の二重の起源が利用される。少なくとも一つの水溶性非イオン性
Ｘ線造影剤を含む人工の骨無機代替物は、骨が内部成長することによって置換され、水溶
性物質は徐々に消失するであろう。この結果、Ｘ線密度は徐々に減少するので、これを監
視することができる。
【００５１】
　治癒過程を促進するために、本発明の組成物に少なくとも一つの骨形成因子も含めるべ
きである。これに関連して、骨形成因子は、骨形成を増加させるかあるいは骨の分解を減
少するかにより、骨の代謝に影響を及ぼす物質である。
【００５２】
　適する骨誘導（刺激及び／または促進）物質は、成長因子及びホルモンである。成長因
子及びその誘導体は、局所で作用するもの、例えばＢＭＰファミリー（骨誘導因子）が望
ましい。また骨成長を促進するために自家成長因子を使用することも望ましい。
【００５３】
　そのような骨刺激化合物の例としては、副甲状腺ホルモン及びその誘導体、エストロゲ
ン、プロゲステロン、アンドロゲン、テストステロン、カルシトニン、ソマトメジン、並
びにオキシトシンがある。
【００５４】
　エナメルマトリックスタンパクであるアメリン‐１、アメリン‐２及びアメロブラスチ
ン並びにコレステロール低下化合物スタチンも、骨形成を誘導、刺激及び／または促進す
るために含むことができる。
【００５５】
　適する骨破壊阻害物質の例としては、ビホスフォナート、オステオカルシン、オステオ
ネクチン及びそれらの誘導体であり、これらを本発明の組成物及びそれから生成する物質
に含めることができる。
【００５６】
　また本発明の組成物は、少なくとも一つの促進剤を含むことができ、それは望ましくは
硫酸カルシウム２水和物及び／またはリン酸水素二ナトリウムである。硫酸カルシウム２
水和物を使用した場合には、組成物中の粉末成分の全重量の０．１～１０重量％の濃度で
なければならない。
【００５７】
　望ましい注入可能な組成物は、微粒子硫酸カルシウムヘミ水和物、微粒子リン酸カルシ
ウムを含む。また、その組成物は、促進剤として硫酸カルシウム２水和物及び任意にビタ
ミンＥを含むことができる。ビタミンＥを含む場合には、組成物中の粉末成分の全重量の
０．１～１０重量％の濃度でなければならない。
【００５８】
　同様に、本発明の組成物並びに生成した人工の骨無機代替物はさらに、カルシフェロー
ル、カルシトリオール、並びに他のビタミンD及びその誘導体を含むことができる。これ
らの化合物は、カルシウム代謝及び体内の骨の石灰化の調節を補助したり、無機リンの利
用に影響を及ぼす助けとなる。
【００５９】
　侵襲的外来生体物質に対して静止的または死滅的効果を持つ化合物を含めることもでき
る。そのような化合物には、天然抗生物質並びに半合成及び合成抗細菌化合物、抗ウイル
ス性化合物、抗菌化合物、及び抗寄生虫化合物が含まれる。
【００６０】
　細胞分裂抑制剤及びその他の化学療法物質も本発明の組成物並びに物質に含めることが
できる。
【００６１】
　少なくとも一つの粉末セラミックが、硫酸カルシウムへミ水和物と、ヒドロキシアパタ
イト及びβ‐リン酸トリカルシウムの少なくとも１つとである場合には、ヒドロキシアパ
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タイト及びβ‐リン酸トリカルシウムの少なくとも１つは、本発明組成物の粉末成分の全
重量の２０～６０重量％の濃度を有する。
【００６２】
　少なくとも一つの粉末セラミックが、硫酸カルシウムへミ水和物と、α‐リン酸トリカ
ルシウムとである場合には、硫酸カルシウムへミ水和物は、本発明の組成物の粉末成分の
全重量のうち１～３０重量％の濃度を有し、α‐リン酸トリカルシウムは、本発明の組成
物の粉末成分の全重量のうち５０～９９重量％の濃度を有している。
【００６３】
　人工の骨無機代替物用のその他の注入可能な組成物としては同様に、リン酸テトラカル
シウム（ＴＴＣＰ）及びヒドロキシアパタイト（ＨＡ）；α‐リン酸トリカルシウム（Ｔ
ＣＰ）及びリン酸テトラカルシウム；α‐リン酸トリカルシウム、リン酸テトラカルシウ
ム、及びクエン酸；α‐リン酸トリカルシウム、リン酸テトラカルシウム、硫酸ジカルシ
ウム２水和物（ＤＣＰＤ）、及びヒドロキシアパタイト；α‐リン酸トリカルシウム、リ
ン酸ジカルシウム（ＤＣＰ）、炭酸カルシウム、及びヒドロキシアパタイト；並びにヒド
ロキシアパタイトアクリル酸モノマーがある。
【００６４】
　水溶性非イオン性X線造影剤を含むことにより、骨無機代替物の強度は若干減少する。
しかし、これはその水分含量を減らすことにより補うことができる。もっとも、本発明の
人工的骨無機代替物は、高い強度を必要としないが高いX線造影機能が必要とされるよう
な適応において使用することが望ましい。
【００６５】
　本発明の人工の骨無機代替物のその他の利点は、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤が固体乾
燥状態においても有効に機能することである。即ち、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は本発
明の組成物並びに本発明の骨無機代替物中に混合され、そして均等にその中に分布する。
【００６６】
　望ましくは、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は乾燥粉末として乾燥硫酸塩成分の中に混合
されるか、または組成物の水性液体中に溶解される。また、水性液体は、蒸留水であるこ
とが望ましい。
【００６７】
　本発明の組成物において、粉末成分と水性液体成分の比率、すなわち液体／粉末比、は
０．１～０．４ｍｌ／ｇである。
【００６８】
　本発明の、硫酸カルシウムヘミ水和物、リン酸カルシウム、及び水性液体を含む注射可
能な組成物の望ましい態様において、水を組成物の乾燥硫酸塩またはリン酸塩成分と反応
させることができる。これによりセラミック成分の結晶化を生じる。
【００６９】
　人工の骨無機代替物が体に吸収されると、血液中の水は、最終的に硫酸塩セラミックを
溶解し、そして水溶性非イオン性X線造影剤が放出されて処理されるであろう。
【００７０】
　さらに、硫酸塩／リン酸塩または硫酸塩／ヒドロキシアパタイトの混合物中において、
水溶性非イオン性Ｘ線造影剤は、骨無機代替物中に閉じ込められているので、わずかしか
溶解しないであろう。
【００７１】
　例えば、ヒドロキシアパタイトと硫酸カルシウムを混合させると、ヒドロキシアパタイ
ト単独よりは取り扱いやすい性質を持つ物質を生じる。混合物は、骨の欠損部に加圧によ
り注入するかまたは手動で挿入することができる。ヒドロキシアパタイト微粒子は、最初
は結合剤として働く焼石膏によりその場に固定される。焼石膏が吸収されると、骨の内部
成長を助ける調節された多孔性を持ったマトリックスが得られる。もしヒドロキシアパタ
イトの量が少なくとも４０％であるならば、固化反応の温度は低下し、これは焼石膏にヒ
ドロキシアパタイトを加えるもう一つの理由である。
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【００７２】
　従って、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤を粉末として乾燥硫酸塩またはリン酸塩成分に加
えることにより、その溶解を時間的に調節することができる。
【００７３】
　非常に粘性な骨基質が先行技術のものよりも容易に注入される、すなわち水溶性非イオ
ン性X線造影剤を骨無機代替物用の組成物中に含む場合には優れた流体力学的な性質が得
られる。
【実施例】
【００７４】
　本発明を、以下の実施例を参考に、さらに記述及び説明する。しかし、これらの実施例
は、いずれの場合にも本発明を限定するものとして解釈すべきでないことは、注意すべき
である。
【００７５】
（実施例１）Ｘ線分析
　Ｘ線可視性を、リン酸カルシウム及び硫酸カルシウムを含む組成物においてイオヘキソ
ールの３種の異なる量について測定した。二つの異なる試験を実施した。一つの試験にお
いて、固化試験に使用した検体にＸ線をかけ、３検体の可視性を比較した。各物質につい
て４検体を試験した。３試験について液体／粉末比は同じにした。他の試験では、ウシの
脊椎にドリルで穴を開けた。穴は１０ｍｍ直径と１０ｍｍの深さであった。シリンジを通
して穴に物質を充填し、Ｘ線で分析した。種々の物質の可視性を、骨の可視性により比較
した。Ｘ線装置を６０ｋｖ及び４０ｍＡにセットした。同じ装置を両方の試験に使用した
。表２は硫酸カルシウムヘミ水和物を含む組成物を示し、表３はリン酸カルシウムを含む
組成物を示す。１－５に設定したアルミニウム段階を比較のために使用した、５は最低の
可視性を表し、１は最高の可視性を表す。
【表２】

【表３】

【００７６】
　イオヘキソールまたはその二量体イオジキサノールのような放射線造影剤を加えること
により、Ｘ線による可視性は改善されることが認められた。１０％のイオヘキソールの濃
度はリン酸カルシウム及び硫酸カルシウムのいずれにおいても骨に対する可視性を有意に
改善した。リン酸カルシウムと硫酸カルシウムの間に可視性の差は無かった。
【００７７】
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（実施例２）注入性試験
　Ｉｎｓｔｒｏｎ　８５１１．２０装置を使用した。各粉末の２０ｇを蒸留水と混合し、
２ｍｍ径の１０ｍｌシリンジに添加した。そのシリンジをＩｎｓｔｒｏｎ装置にセットし
、１０ｍｍ／ｍｉｎの一定速度で押圧した。ペーストを手で注入する場合に、最大の力は
約１２０Ｎに相当する。注入時間は、粉末と液体を混合し始めてから力が１２０Ｎより大
きくなるまでの時間として計算した。注入時間の最終的な値は、６回の試験の平均値とし
て得た。臨床適用のためには、求められる注入時間は３から８分である。
【００７８】
　人工の骨無機代替物用の本発明の組成物を、注入可能なＸ線造影剤として使用すること
について試験した。水溶性非イオン性Ｘ線造影剤を含む場合と含まない場合の造影剤の３
検体を試験した、総注入時間並びにシリンジから排出された重量を測定した。結果を下記
表４に示す。
【表４】

【００７９】
　造影剤の有用性、すなわち注入性は、水溶性非イオン性Ｘ線造影剤を混入することによ
り著しく増大した。
【００８０】
　さらに、注入時間の試験をした組成物を表５及び６に示す。表５には、注入時間を試験
した硫酸カルシウムへミ水和物をベースとする組成物が示されている。表６は、リン酸カ
ルシウムをベースとする対応組成物を示す。
【表５】
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【表６】

【００８１】
　セラミックとして硫酸カルシウムヘミ水和物を使用した場合には、注入時間はイオヘキ
ソールまたはその二量体イオジキサノールの量に依存することが認められた。同様にイオ
ヘキソールの影響が検討され、一定量の促進剤の存在下に０，５及び１０％のイオヘキソ
ールが試験された。この試験により、イオヘキソールの量の増加に伴って注入時間が増加
することが示された。図１．参照。
【００８２】
　さらに、セラミックとしてリン酸カルシウムを使用した場合にも、イオヘキソールは注
入時間を増加することが示された。図２．参照。
【００８３】
（実施例３）固化試験
　固化の時間を測定するために、Ｇｉｌｌｍｏｒｅ針によるＡＳＴＭ標準試験法を使用し
た。Ｇｉｌｌｍｏｒｅ装置は異なる重量の二本の針から構成されている。最初の針は２．
１２±０．０５ｍｍの径及び１１３±０．５ｇの重量である。最後の針は１．０６±０．
０５ｍｍの径及び４５３．６±０．５ｇの重量である。
【００８４】
　試験検体を造るために、最初にイオヘキソールを蒸留水に溶解し、次いで粉末混合物に
加える。イオヘキソールを含む粉末の１０ｇを各試験に使用した。混合した後、ペースト
を試験検体形成用の鋳型に入れる。固化開始時間及び固化終了時間は、二回の試験の平均
値とした。この操作を６回繰り返した。示される結果は６回の試験の平均値である。
【００８５】
　固化開始時間は、骨代替物粉末に水が加えられた時点から最初の針が検体の表面にマー
クを残さなくなるまでの時間である。固化終了時間は、最終の針が表面にマークを残さな
くなる程度にペーストが固化するのに要する時間である。
【００８６】
　ＰｏＰ，ＨＡ及び促進剤を使用する場合には、ＨＡの最終的な量は４０重量％である。
従って、ＨＡの量はＰｏＰ及び促進剤と相対的な関係にある。０，５，１０重量％のイオ
ヘキソールを含む物質が試験される場合には、最初にイオヘキソールが計算され、次いで
残部の４０％がＨＡで例えば０．４重量％が促進剤、５９．６重量％がＰｏＰのものを使
用する。試験された材料の組成を表７に示す。
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【表７】

【００８７】
　硫酸カルシウムへミ水和物及びリン酸カルシウムを含む骨代替物の固化終了時間は望ま
しくは１５分未満で無ければならない。
【００８８】
　固化時間はイオヘキソールの量に依存することが認められている；硫酸カルシウムヘミ
水和物にイオヘキソールを加えると固化時間を延長する。さらに、促進剤の量を増やすと
固化時間は短縮する。
【００８９】
　表７に示すような、液体／粉末比０．２１を持つ種々の量の促進剤及びイオヘキソール
を使用した固化試験の結果を下記表８に示す。
【表８】

【００９０】
　リン酸カルシウムにおいても、イオヘキソールが添加されると固化時間は延長する。イ
オヘキソールが増えれば増える程固化時間は長くなった。図３．参照。
【００９１】
（実施例４）圧縮試験
　圧縮強度は、材料が破壊せずに耐えうる最大負荷である。圧縮強度を測定するために、
Ｉｎｓｔｒｏｎ　８５１１．２０機械的試験装置を使用した。
【００９２】
　混合粉末及び水のペーストをＰＴＦＥ鋳型に注入した。直径４ｍｍ及び高さ約８ｍｍの
シリンダー状検体１６個を作成した。リン酸カルシウム検体を試験前に０．９％食塩液中
に３７℃で１４日間保存した、一方硫酸カルシウムと混合した検体は空気中に４８時間保
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【００９３】
　Ｉｎｓｔｒｏｎ装置の中で検体に垂直に１ｍｍ／ｍｉｎの速度で、破壊するまで、圧縮
した。圧縮強度Ｃは、Ｃ＝Ｆ／Ａとして計算された、式中Ｆ＝力（Ｎ）及びＡ＝断面積（
ｍ２）。最大力をＦとして使用した。
【００９４】
　圧縮強度は促進剤の量には依存せず、リン酸カルシウムセラミックの圧縮強度は、イソ
へキソールが添加された場合に減少した。
【００９５】
（実施例５）密度試験
　生理食塩溶液中への材料の吸収を、種々の量のイオヘキソールまたはその二量体イオジ
キサノールを含むリン酸カルシウムについて検討した。イオヘキソールまたはその二量体
イオジキサノールを含む材料は１４日後に、それらを含まない材料よりも低い密度であっ
た。これは、これらの化合物が水に吸収され、それらのいずれかが添加されるならば、多
孔性は増加し、高い多孔性は骨の内部成長を促進することができる。
【００９６】
（実施例６）走査電子顕微鏡分析
　硫酸カルシウムを含む組成物については、イオヘキソールを添加した場合でも、構造の
相違を見出すことはできなかった。
【００９７】
　硫酸カルシウム及びリン酸カルシウムにイオヘキソールまたはその二量体イオジキサノ
ール添加することによる最も重要な利点は、Ｘ線可視性を改善することである。例えば、
１０％のイオヘキソールを添加することにより、脊柱または腰、またはその他の部位に注
入した場合の漏れを検出する可能性を増大することができる。このようにして問題を回避
することができる。注入時間の延長は、注入を容易にし、外科医に余裕を与える。固化時
間の延長は、液体／粉末比または促進剤の量を変更することにより調節することができる
ので、問題ない。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】一定量の促進剤を含む硫酸カルシウムベースの組成物について注入時間とイオヘ
キソールの量との関係を示す。
【図２】リン酸カルシウムベースの組成物について注入時間とイオヘキソールの量との関
係を示す。
【図３】液体／粉末比０．２８のリン酸カルシウムベースの組成物について固化時間とイ
オヘキソールの量との関係を示す。
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