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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成分１．カルボン酸アニオンと金属カチオンを有する微粉末化カルボン酸塩、
成分２．トコフェロール、トコフェロールのＣ２－Ｃ１０脂肪族モノカルボン酸エステル
、トコフェロールのポリカルボン酸エステルおよびそれらの混合物から成る群から選択さ
れる成分、
成分３．エチレンオキシドとプロピレンオキシドのブロックコポリマー
を含む、身体吸収性機械的止血性組成物。
【請求項２】
　成分２が、トコフェロール、その酢酸エステル、酪酸エステル、カプロン酸エステル、
カプリル酸エステルおよびカプリン酸エステル、およびそのコハク酸エステル、クエン酸
エステルまたはリンゴ酸エステルから成る群から選択されるメンバーを含む、請求項１記
載の組成物。
【請求項３】
　成分２がトコフェロール、酢酸トコフェリルまたはコハク酸トコフェリルを含む、請求
項１記載の組成物。
【請求項４】
　成分２が酢酸トコフェリルを含む、請求項３記載の組成物。
【請求項５】
　成分１のカルボン酸アニオンが６個から２２個の炭素原子を含む飽和または不飽和カル
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ボン酸から選択される、請求項１～４の何れか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　成分１のカルボン酸塩カチオンがカルシウム、マグネシウム、亜鉛、アルミニウム、ま
たはバリウムまたはそれらの混合物である、請求項１～５の何れか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　成分１のカルボン酸アニオンが、カプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸
、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸、およびその中断同族体から選択される脂
肪族酸である、請求項１～６の何れか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　成分１のカルボン酸アニオンがステアリン酸である、請求項７記載の組成物。
【請求項９】
　成分１のカルボン酸アニオンがパルミチン酸である、請求項７記載の組成物。
【請求項１０】
　成分１のカルボン酸塩カチオンがカルシウムである、請求項６記載の組成物。
【請求項１１】
　成分１のカルボン酸塩カチオンがマグネシウムまたは亜鉛である、請求項６記載の組成
物。
【請求項１２】
　骨生長誘発有効量の成長因子、脱塩骨基質(ＤＢＭ)、石灰化骨基質、ヒドロキシアパタ
イトおよび骨形態形成タンパク質からなる群から選択される成分４をさらに含む、請求項
１～１１の何れか１項に記載の組成物。
【請求項１３】
　成分４が、ヒドロキシアパタイトまたはＤＢＭである、請求項１２記載の組成物。
【請求項１４】
　抗感染剤からなる群から選択される、少なくとも１種のさらなる成分を含む、請求項１
～１３の何れか１項に記載の組成物。
【請求項１５】
　着色剤、抗炎症剤、凝血誘発剤、抗新生物剤、鎮痛剤、および放射線不透過剤からなる
群から選択される、少なくとも１種のさらなる成分を含む、請求項１～１４の何れか１項
に記載の組成物。
【請求項１６】
　鎮痛剤を含む、請求項１～１５の何れか１項に記載の組成物。
【請求項１７】
　鎮痛剤が、ベンゾカイン、テトラカインおよびリドカインからなる群から選択される、
請求項１６記載の組成物。
【請求項１８】
　無菌である、請求項１～１７の何れか１項に記載の組成物。
【請求項１９】
　請求項１～１８の何れか１項に記載の組成物を含む包装物であって、該組成物が無定形
または一般に丸形または一般に平行六面体形またはクリームもしくは泥膏の形またはそれ
が包含されている容器の形であって、ここで、該組成物は滅菌バリア包装中に密封されて
おり、そして無菌であるか、または滅菌可能である、包装物。
【請求項２０】
　該包装物がプランジャーまたはアプリケーターを含み、該プランジャーまたはアプリケ
ーターに適用される機械的圧力の適用により該組成物が該包装物から放出される、請求項
１９記載の包装物。
【請求項２１】
　該包装物が、開放可能出口を有する圧搾可能で変形可能なチューブを含み、そこへの機
械的圧力の適用により該組成物が該チューブから放出される、請求項１９記載の包装物。
【請求項２２】
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　骨の出血を機械的に制御するのに使用するための、請求項１～１８の何れか１項に記載
の組成物。
【請求項２３】
　骨中または骨周囲の感染を処置するのに使用するための、請求項１４記載の組成物。
【請求項２４】
　骨中または骨周囲の癌細胞を破壊するのに使用するための、さらなる成分が抗新生物剤
である、請求項１５記載の組成物。
【請求項２５】
　骨中または骨周囲からの痛みを軽減するのに使用するための、請求項１６記載の組成物
。
【請求項２６】
　骨の出血を化学的に制御するのに使用するための、請求項１５記載の組成物。
【請求項２７】
　骨中または骨周囲の炎症を制御するのに使用するための、さらなる成分が抗炎症剤であ
る、請求項１５記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２００３年９月２３日出願の米国特許仮出願６０／５０４,９７８の優先権
を主張する
連邦政府の援助を受けた研究または開発に関する声明(該当なし)
コンパクトディスクで提出された配列表、表もしくはコンピュータープログラムリストに
関する参照(３７ＣＦＲ　１.５２(ｅ)(５)参照)(該当なし)
【０００２】
発明の背景
技術分野
　本発明は、様々な粘度、結合力および粘稠度を有する物質、最も特にパテ様物質ならび
にクリーム、泥膏、軟膏、ローションおよびゲルの使用を介した、出血および欠損のよう
な骨の状態の管理、処置、血量および有利な制御に関する。より特に、吸収促進剤、骨生
長誘発物質、および各々感染または腫瘍増殖の危険性を減少させるための抗感染剤または
抗新生物剤、鎮痛剤、血管収縮剤および止血剤のような凝血誘発剤を含み得る、様々な新
規の、外科的にインプラント可能な、吸収性の製剤を骨止血デバイスおよび／または骨治
癒または治療アジュバントとして使用する。該組成物はまた放射線不透過剤および着色剤
も含み得る。
【０００３】
関連技術の記載
　海綿骨質および皮質骨は、その血管構造が破壊されたときに出血する、相対的に血管が
多い組織を含む。故に、骨が外科的に切開されるか、または、例えば、開放骨折または複
雑骨折で、外傷により骨折したとき、医学的に解決すべき少なくとも２種の主要な問題が
存在する。第一のものは、骨からの出血の発生である。骨からの出血が続発したとき、そ
れは、不利な外科的結果を防止するために止めるか、または有効に制御(止血)しなければ
ならない。第２の問題は、傷ついた骨の治癒を促進するための骨の生長(骨形成)である。
骨を外科的に切除する一般的方法は、胸骨の切断を伴う開胸手術、股関節インプラントを
含む整形外科的および背骨手術、脊椎または頭蓋切開を伴う脳外科的手術、切断術、外傷
処置、および多くの他の方法を含む。
【０００４】
　現在まで、骨止血は、(ｉ)市販の非吸収性の“骨蝋”の出血表面への手動での浸透、(i
i)酸化セルロースまたは微結晶性コラーゲンのような種々の止血剤の使用および(iii)電
気メスの１種またはそれ以上により達成している。これらの技術のいずれも、何ら明白な
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程度まで骨形成を促進しない。有効で、急速に吸収性の骨止血物質のまだ満たされていな
い必要性に加えて、骨欠損間隙を満たし、このような空洞の治癒を促進するための物質の
外科的要求もある。この目的で外科医に現在利用可能な様々なペースト様物質は、ほとん
ど一般的に、適当な生体適合性媒体に懸濁した粗製に粉砕された、脱塩異種骨を利用する
。これらの組成物は、骨形成を誘発し、欠損を治癒するために設計されているが、それら
の粘稠度、非結合性およびそれらの組成の物理的特性のために、損傷した骨に確実に付着
せず、有効な止血剤ではない。
【０００５】
　骨止血および骨治癒各々に関する先行技術の２つの主体がある。下記のように、現在ま
で、主として、可塑性非吸収性の蝋を利用した製品のみが、外科医にとって骨止血に利用
可能なものであった。間に合わせの、例えば、酸化セルロースを用いたデバイス、ならび
に電気メス(下記)の骨破壊的使用の欠点は、満足のいく代替物ではない。
【０００６】
　技術の最初の主体は、特に、有効な機械的タンポナーデとして働き、血が流れるのを防
止する、手で出血している骨表面の孔に押しつける骨蝋に向けられている。現在利用可能
な骨蝋は、非吸収性の成分、例えば蜜蝋、パラフィン、ワセリン、脂肪エステル可塑剤な
どから成る。これらの製品は、使用前に温めなければならず、そして、柔らかく、練るこ
とができ、外科医によって切断した骨表面上または骨表面内に広げられるようになる。利
用可能な骨蝋が吸収性でなく、外科医が置いた場所にいつまでも残るために、それらは骨
形成を阻害する永続的な物理的バリアとして働き、それにより骨治癒を妨げるか、遅くす
る。加えて、このような部位は、永続する感染の術後繁殖起点として作用する。このよう
な感染が起こったら、それは通常慢性化し、慣用の抗感染剤治療を使用した処置が困難で
あり、感染部位を外科的摘出するための、再開放がしばしば必要となる。これらの理由の
ために、骨蝋は広範な整形外科的使用を享受しない。
【０００７】
　この適用において使用される他の製品または技術は、軟組織止血に適応される酸化セル
ロース製品、例えば、Surgicel(登録商標)を含み、これは吸収性であり、骨蝋について上
記のような合併症を誘発するとは予測されない。しかしながら、それらは、その不適切な
物理的形態(織物)のために有効な止血製品ではなく、骨孔内に接着しないため、切断した
骨で有効に使用することが困難すぎる。
【０００８】
　流れている閉じている血管を熱により焼く電気メスは時間がかかり、広範な組織傷害を
起こし、骨形成を遅延させる可能性があり、正常な骨癒合を妨害する軟組織内部生長を起
こし、全般にそして特に脊椎手術の整形外科的手術の困難な問題を提示する。
【０００９】
　単独でまたはフィブリンと組み合わせて種々の送達媒体に懸濁している様々な形態のコ
ラーゲンが骨止血剤として提案されているが、例えば、貯蔵安定性、凝集性および生体適
合性に関する問題が、実行を妨げている。
【００１０】
　合成吸収性ポリマーのこの適用への適合は、おそらく、加水分解的に不安定な合成吸収
性ポリマーを、妥当な包装物の貯蔵寿命、有用な取り扱い特性ならびに許容される生体適
合性および吸収速度を有する実用的な製品へと適当に製剤化することが技術的に困難であ
るために、成功していない。
【００１１】
　先行技術の主要な第２の主体は、骨治癒および骨欠損の処置に関する。先行技術文献が
主に記載している骨治癒は、切除された骨空洞のような欠損に適用されるように、処理さ
れた粒子の異種骨を送達し、担持するための、生体適合性吸収性媒体の開発である。様々
なポリヒドロキシ化合物、ポリオールのエステル誘発体、ヒドロゲルなどを含むこれらの
液体またはペースト様媒体は、媒体の粘度を増加させるための添加剤(媒体の分散を遅ら
せ、それによりインプラントした塊の凝集性を延長するため)または新しい骨生長を誘発
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するような因子を含むことがある。抗感染剤、抗腫瘍剤および他の添加剤もこれらの製品
に関して記載されている。これらの組成物が、骨止血剤として適用され、作用し、または
文献に記載されそして請求されている例はない。
【００１２】
Ａ. 骨止血
　吸収性の骨止血剤を提供する試みは、完全には成功していない。フィブリンおよびコラ
ーゲンを含む吸収性の骨シーラント(英国特許１,５８４,０８０)は、手術室での混合が必
要である。報告されている、ポリエチレングリコール中の微小繊維コラーゲンの止血分散
(米国６,１１７,４４４)は、グリコールが消費されるため、結合力を失うのが早すぎる。
軟組織止血のために設計された微結晶性コラーゲン凍結乾燥スポンジ(米国６,４５４,７
８７)は、骨出血制御に適したものではない。ポリラクチド(米国４,１８６,４４８)、ラ
クチド／グリコリドオリゴマー(米国５,１４３,７３０、６,４２０,４５４)、鋳造可能ポ
リマーブレンド(米国５,６４１,５０２)、吸収性の、ヒドロゲル形成合成物(米国６,４１
３,５３９)を使用した止血剤は、骨止血には容易に適用されない。合成吸収性ポリマー物
質であるポリジオキサノン(米国４,４４３,４３０)は、生体適合性、プロトン性送達媒体
中の相対的な不安定性のため、用いるのが困難である。他の吸収性のポリエステル、例え
ばカプロラクトンポリマー(米国６,４８５,７４９)が骨蝋の代替物として記載されている
。
【００１３】
　好ましくは脂肪酸塩、例えば、ステアリン酸カルシウム、吸収促進剤、例えば、デキス
トランおよび媒体、例えば、ヒマシ油を組み合わせた室温でパテ様粘稠度の系(米国４,５
６８,５３６)が、歯周病を処置するための、抗生物質、例えば、メクロシクリンスルホサ
リチレートおよび他の薬理学的活性剤を送達するための吸収性の、生体適合性マトリック
スとして開発された。しかしながら、この技術は、米国４,４３９,４２０および米国４,
６５０,６６５に記載の類似の吸収性の組成物と共に、それらが、急速な骨治癒に最適と
考えられない長期間にわたる吸収時間のための薬剤送達のために設計され、それらが、毒
物学的に許容されないインプラント材料であると現在考えられているポリサッカライドで
あるデキストランを包含するため、不十分である。
【００１４】
Ｂ. 骨欠損治癒
　骨欠損治癒のため(止血のためではない)に設計された物質は、ポリオール、例えば、グ
リセロールおよびポリオール誘発体、例えば、グリセロールモノアセテート(米国５,０７
３,３７３、米国５,４８４,６０１)から成る群から選択される生体適合性担体中の、通常
１から１２mmの間の粒子サイズを有する、粉砕した異種の脱塩骨形成性皮質骨および／ま
たは海綿骨粉末に基づく。例えば、抗感染剤および抗腫瘍剤、界面活性剤、ビタミン、内
分泌組織など、多くの添加剤がこの組成物に関して言及されている。この方法の変法(米
国５,２８４,６５５)は、膨張剤と接触させた後、脱塩骨成分の容量の少なくとも１０％
の増加を必要とする。脱塩骨粒子を膨張させるための生体適合性懸濁化剤は、ポリオール
およびそのエステル、スクロース、ポリサッカライド、アルギン酸、アミロース、寒天な
どから成る群から選択される。５,０７３,３７３特許のさらなる態様(米国５,２９０,５
５８)は、流動性粉末を提供し、多数の天然および合成ポリヒドロキシ物質ならびにそれ
らのエステル誘発体を、脱塩骨粉末と様々な添加剤、例えばＢＭＰ、ＩＧＦ－１、抗感染
剤、ヒドロキシアパタイト、界面活性剤、生体内分解性ポリマーおよび様々な濃縮剤、例
えばＰＶＡ、ＰＶＰ、ＣＭＣ、ゼラチン、デキストラン、コラーゲン、ポリアクリル酸塩
などのための媒体として請求している。骨欠損充填剤(米国５,３１４,４７６)の取り扱い
特性、特に懸濁媒体が消散した後のインプラント接着を改善するために、相対的に高い(
１０：１)平均長さ対平均厚さ比の脱塩骨粒子を’５５８特許に記載の媒体に懸濁する。
全く異なる試み(米国６,０３０,６３５)において高分子電解質、例えばヒアルロン酸ナト
リウム、キトサンおよびＮ,Ｏ－カルボキシメチルキトサンの水溶液を使用した、粉砕し
た脱塩骨担体が請求されている。これらの粘性の、高分子量ヒドロゲルは、抗感染剤およ
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び他の添加剤を含み得る。米国特許６,０３０,６３５(米国６,４３７,０１８)の変法は、
より小さい粒子サイズの石灰化または脱塩骨のためのより粘性のヒドロゲル担体を形成さ
せるための、リン酸ナトリウム緩衝液の添加を含む。
【００１５】
　最近公開された特許(米国６,５６５,８８４)は、レシチンまたは不飽和トリグリセリド
、例えばコーン油含有レシチンに懸濁させた脱塩骨基質を利用した組成物を記載する。本
製品は骨生長を誘発すると言われる。しかしながら、界面活性組成物は、インプラント後
、容易に洗い流され得ることがありそうである。新規骨形成を刺激する有用な物質を提供
するためのさらに別の試み(米国６,５７６,２４９)において、脱塩骨基質を水に溶解して
粘性溶液を形成し、それに水溶性、ゲル様懸濁液を形成する石灰化または脱塩骨基質粒子
を添加する方法が記載されている。
【００１６】
　先に記載のように、主に歯周病の処置のための、様々な薬剤の制御された送達のための
マトリックスとして作用する系の研究において、作業者が開発した骨(歯)に接着する吸収
性の、生体適合性、パテ様組成物が、室温で柔軟であり(conformable)、適用が容易であ
った(米国４,５６８,５３６)。本組成物の主要な目的は、薬剤送達の延長であり、本シス
テムは、骨止血剤として特に開発された以前に記載のパテ様組成物(米国４,４３９,４２
０)を非常に利用していた。
【００１７】
　米国４,４３９,４２０に記載の組成物は、３種の物質、脂肪酸塩、好ましくはステアリ
ン酸カルシウム、流体基剤、好ましくはヒマシ油、および吸収促進剤、好ましくはデキス
トランの組み合わせに基本的に基づく。この好ましい組成物は、筋肉内インプラントとし
ての吸収性を試験したとき、吸収に約４週間かかると記載された。止血デバイスの有効性
に関する情報またはデータは存在せず、実際に骨止血デバイスとして使用したときの本物
質の吸収速度を決定するための実験は行われていないようであった。骨梁の封入された間
隙からの吸収は、モデルとして使用された解剖学的により“開放”されている筋肉内部位
からの吸収よりも著しく遅いことが予測されるであろう。
【００１８】
　４,４３９,４２０特許は、３種の好ましい成分の代替物を記載している。ステアリン酸
カルシウムの代替は１０個から２２個の炭素原子を有する飽和および不飽和脂肪酸のマグ
ネシウム、亜鉛、アルミニウム、リチウムおよびバリウム塩(まとめて、脂肪酸塩)である
。ヒマシ油の代替は、エチレンオキシド／プロピレンオキシドブロックコポリマー、ポリ
エチレングリコール、メトキシポリエチレングリコール、トリグリセリド、脂肪酸エステ
ル、ゴマ油、アーモンド油、綿実油、コーン油、オリーブ油、タラ肝油、ベニバナ油およ
びダイズ油(まとめて脂肪酸塩と混合して、遅延吸収性のパテ様塊を形成する分子)である
。デキストランの代替は、Carbowas(登録商標)、Pluronics(登録商標)、グリセリンおよ
びプロピレングリコールであり、これは、術後に流体を吸収しおよび／または消失させ、
それによりインプラント塊が組織内に残ることを物理的に妨害することにより、吸収促進
剤として働く。
【００１９】
　４,４３９,４２０パテ様組成物が骨止血に適していない主な理由は、該材料が最終的に
は生物分解性であるが、吸収が遅すぎ、故に、物理的バリアとして作用することにより、
新規骨生長浸潤および治癒を非吸収性の、パラフィン－ベースの骨蝋が行うのと同程度阻
害することである。加えて、該特許に記載の好ましい組成物は、毒物学的に許容されない
成分、すなわち、デキストランを含む。最後に、４,４３９,４２０組成物は“繊維状物質
を全く含まない”ものであり、これは骨止血デバイスの望まれる特性である、最適骨形成
には著しく不利であり得る。骨形成および治癒を促進するために脱塩骨、骨生長因子およ
び繊維状コラーゲンのような薬剤をならびに感染を阻害するために抗感染剤を添加するこ
とは、４,４３９,４２０特許には記載されていない。
【００２０】
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発明の開示
　本発明の製剤は、様々な粘度および結合力を有し、そしてパテおよび非パテ製剤粘稠度
を含む組成物である。
【００２１】
　“パテ”なる用語は、本明細書では当分野で一般的に使用され、かつ当業者に既知の通
りに使用する。様々な粘度の軟塊(例えばペストリー軟塊)、塑像用粘土、およびガラス工
用パテが、適応および最終的使用に依存して、適当な製品の粘稠度の例である。骨に接着
できるものを含む、様々な粘稠度のパテが本発明で使用できる。一般に、液体分散媒体と
密接に混合した微粉末から製造された、柔らかく、鋳造可能であり、好ましくは非弾性で
あり、結合性の混合物であって、いずれの方向にも変形できる形を有するパテが、本発明
のパテ様組成物に適した粘稠度である。下記に示す通り、しかしながら、上記のパテより
も低い結合力を有する組成物が本発明の範囲内であり、そしてより粘性で、高い結合力の
パテがあまり適していない具体的な適用において使用し得る。本発明の目的で、本発明の
パテとパテと見なされないが(すなわち非パテ)、まだ本発明の範囲内である物質の間の大
きな差は、非パテが、パテ製剤の結合力よりも低い結合力を有することである。個々の本
発明の非パテはクリーム、泥膏、軟膏、ローション、泡状物、ゲル、泡立てた卵白、ホイ
ップクリームなどの結合力を有することにより特徴付けられる。好ましくは、該非パテは
、本発明のパテの結合力の一部しか有さず、一般的に言って、パテで同じことが起こらな
いであろう小さい力で、容易につぶせるかまたは容易にばらせる傾向にある。下記の記載
は、主に本発明のパテの内容を記載しているが、しかしながら、小さい結合力の物質が望
ましいとき、当業者は平易に成分または特性を適切に変化させ、または同じ目的を達成す
るための他の物質を添加することは、理解されよう。
【００２２】
　本発明は、いくつかは以前から使用されているが、本願の分散媒体とは使用されていな
い微粉末充填剤と密接に混合した、以前はこのようなパテ様および非パテ様組成物の製造
について報告されていなかった分散媒体を使用した、医学的に有用な吸収性のパテ様およ
び非パテ様組成物の形成に関する。
【００２３】
　無菌の吸収性骨止血剤、すなわち、事実上即時の機械的止血を提供し、また、止血効果
を落とすことなく相対的に短時間で体内に吸収されるであろう物質は、現在利用可能な物
質よりも著しい医学的利点を有するであろう。それは骨形成および続く骨治癒の阻害が最
小であろう。さらに、生長因子、特に例えば血小板由来生長因子(ＰＤＧＦ)および／また
は骨形態形成タンパク質などのような骨治癒アジュバントを、骨治癒工程を刺激するため
に、製剤に添加できる。さらに、コラーゲン、脱塩骨基質(ＤＢＭ)および／またはヒドロ
キシアパタイトのような薬剤の添加は、止血性物質を、有利に骨伝導性(osteoconductive
)および骨誘導性にする。適当な抗感染剤、例えばトブラマイシンまたはゲンタマイシン
により類型化される抗生物質またはヨウ素、銀塩、コロイダル・シルバーなどの静菌およ
び殺菌物質の添加は、特に汚染された開放創傷、例えば複雑骨折において、感染の可能性
を減少させるために働く。着色剤の添加は、手術工程中、視覚的に助けるであろう。放射
線不透過性物質の添加は、Ｘ線を使用した術後後遺症の観察を可能にする。化学療法剤ま
たは放射線核種の添加は、パテを、例えば、腫瘍切除に起因する骨空洞に使用するとき、
有用である。疼痛を軽減するための鎮痛剤化合物ならびに出血を減少させるための血管収
縮剤および凝血誘発剤は有用な添加剤である。
【００２４】
　本発明の製品の製造に関して下記の新規で進歩的な概念は、少なくとも２種の成分、す
なわち、充填剤である成分１、および、適当な比率で充填剤と密接に混合したとき本発明
の製品の基剤を産生する分散媒体である成分２を含む。適当な成分２の選択は、許容され
る時間内に体内に吸収される組成物をもたらすであろう。このような場合、成分２は、そ
れ自体吸収促進剤として作用し、そして、製剤は別の吸収促進剤を必要としないであろう
。望むならば、しかしながら、本発明の組成物はまた、パテの体内への吸収の促進に働く
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任意の成分と共に提供され得る。
【００２５】
　故に、本発明は、外科的介入または外傷に起因する骨からの出血を制御するための、お
よび骨治癒を促進するための骨誘導性マトリックスを提供するための、機械的止血性タン
ポナーデとして有用なインプラント可能な、適当に吸収性の、生体適合性パテ様組成物を
提供する。
【００２６】
　従って、本発明の一つの局面は、物質としての滅菌可能パテ様組成物および、該パテ様
組成物を骨の出血領域に物理的に押しつける工程を含み、故に機械的に出血を止め、その
後、該組成物は術後、吸収され、体内から危険なく排出されるものである、その使用法を
提供する。
【００２７】
　他の態様において、開放創傷において有用であるが、必ずしもこれに限定されず、抗感
染剤をパテ様組成物に添加し、その後、術後にそこから放出され、術後感染の発生を阻害
する。
【００２８】
　他の局面において、本発明は、最初の止血および新規骨形成の刺激の２つの目的のため
の新規パテ様組成物を形成するために、当分野で既知の非吸収性または吸収が遅い骨止血
性物質に、１種またはそれ以上の石灰化または脱塩骨粒子、コラーゲン、ヒドロキシアパ
タイト、骨形態形成タンパク質および／または他の骨成長因子を添加することを提供する
。
【００２９】
　他の局面において、本発明は、骨生長刺激性添加剤を含むパテ様組成物に、術後感染の
発生を阻害するための、抗感染剤を添加することを提供する。
【００３０】
　抗生物質、静菌または殺菌物質であり得る抗感染剤を、パテ様塊に添加してよく、また
は可逆的に、パテ内に包含すべき添加剤、例えばゼラチンまたはコラーゲンと結合させて
よい。例えば、抗感染剤としてのヨウ素使用において、ヨウ素とゼラチン、コラーゲンま
たはＰＶＰとの複合体を使用し得る。加えて、コロイダル・シルバー、銀塩、またはゼラ
チンまたは他のポリマーとの銀錯体を使用し得る。さらにまた、抗生物質を、上記のよう
にパテに添加できることに加えて、送達系の一部として、好ましくはパテの成分の一部と
して添加し得る。特に、粉末コラーゲンに結合したゲンタマイシンが、有用な抗生物質放
出系の例である。同様に、抗新生物剤を同様の方法でパテ様組成物に、好ましくは遊離の
薬剤として添加でき、有効な抗腫瘍活性物質を提供する。疼痛を軽減するための鎮痛剤、
化学的止血剤として作用する凝血誘発剤、および抗炎症剤もまた添加し得る。さらに、放
射線不透過性成分をＸ線観察を可能にするために添加してよく、そして着色剤を術中の作
業を改善するために添加してよい。
【００３１】
　さらなる目的、特性および利点は、下記の記載から明らかであろう。
【００３２】
本発明の詳細な説明
　本発明の組成物は、少なくとも２種および好ましくは３種、４種またはそれ以上の成分
を含む組成物を含む。それらは最も好ましくは身体吸収性である。多くの態様において、
それらはパテ様粘稠度を有する。一つの態様において、本組成物は、パテ様組成物を冒さ
れている領域に適用することにより、骨からの出血を止めるのに有用な機械的止血性タン
ポナーデである。“機械的止血性タンポナーデ”とは、化学的手段を使用して出血を全部
または一部止める化学的止血手段として働くものに対する対語として、組成物が、骨の出
血領域に機械的に押しつけることにより、出血を止める働きをするものを意味する。他の
態様において、本組成物は、機械的止血性であることに加えて、またそれらが、骨生長の
誘発を助けるために付加的成分、すなわち骨生長誘発物質を含む点で、骨形成性である。
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本段落の最初のセンテンスで記載した少なくとも２種の成分のうち、成分１は、第二の成
分、すなわち本発明の分散媒体成分２と密接に混合したとき、パテ様粘稠度を形成するの
に十分な程小さい平均粒子サイズを有する微粉末充填物質である。成分１の例は、ヒドロ
キシアパタイト、カルボン酸塩、好ましくは脂肪酸塩、例えばステアリン酸カルシウムま
たはその同族体、例えばラウリン酸カルシウム、または他の微粉末剤、例えば合成吸収性
ポリマー、例えばポリグリコリド、ポリラクチド、ラクチドとグリコリドのコポリマー、
ポリジオキサノン、ポリカプロラクトン、ならびに吸収性のガラス(例えば五酸化リン製
のものなど)である。成分２分散媒体は、成分１と密接に混合したとき、パテ様インプラ
ントの形成を可能にする液体である。本発明の２成分組成物が、本明細書に記載の適当な
止血物質の基本的特性を提供するが、必要であれば、下記の任意の成分３から１２を含み
得て、これは必須ではない。例えば、任意の成分３は吸収促進剤、および任意の成分４は
骨生長誘発物質である。他の成分は、本発明のパテ様および非パテ様組成物に、下記によ
り詳述するような付加的特性を提供するために添加し得る。
【００３３】
　下記は種々の成分の詳細な記載である。
【００３４】
成分１
　成分１は、液体分散媒体である成分２と混合したとき本発明の組成物を形成する、微粉
末化生体適合性身体吸収性物質である。成分１物質の平均粒子サイズが約５０ミクロンま
たはそれ以下であるとき適当な組成物が得られるが、特にパテ様組成物が望まれるとき、
好ましい平均粒子サイズは約３～約２５ミクロンおよび最も好ましくは約６～約１５ミク
ロンの範囲である。非パテ組成物についての粒子サイズは、望むならば、パテ組成物より
も大きい。
【００３５】
　本明細書での使用に適した適当な材料の一組の例は、カルボン酸アニオンおよび金属カ
チオンを有する１種またはそれ以上のカルボン酸の塩であり、そのいくつかは当分野で既
知であり、米国特許４,４３９,４２０および４,５６８,５３６に記載されている。適当に
は、該塩は、鎖中に約６個から２２個の炭素原子、および好ましくは８個から２０個の炭
素原子を有する飽和または不飽和カルボン酸のカルシウム、マグネシウム、亜鉛、アルミ
ニウム、リチウムまたはバリウム塩である。カルボン酸アニオンを供給する好ましい飽和
カルボン酸は、脂肪族酸例えば、カプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、
パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸、およびそれらの中断同族体から選択される
が、最も好ましい酸は高級脂肪酸、例えば、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸お
よびステアリン酸であり、ステアリン酸が最も好ましい。パルミチン酸カルシウムおよび
パルミチン酸アルミニウムおよびステアリン酸カルシウムおよびステアリン酸アルミニウ
ムが好ましい塩であり、ステアリン酸カルシウムが、その優れた安全性特性およびパテ形
成特性のために、最も好ましい。しかしながら、ステアリン酸アルミニウム、パルミチン
酸アルミニウム、またはラウリン酸アルミニウムも同様に適している。
【００３６】
　カルボン酸アニオンの供給に使用し得る適当な不飽和脂肪族酸の例は、オレイン酸およ
びリノール酸であり、それについては上記と同じカチオンを使用する。
【００３７】
　カルボン酸塩以外の微細な、例えば、約５０ミクロンまたはそれ以下の物質が有効な成
分１物質であり得ることが判明した。例えば、驚くべきことに、微粉末ヒドロキシアパタ
イト(リン酸カルシウム)が、とりわけ平均粒子サイズ約２５ミクロンより小さいとき、と
りわけ液体分散剤(成分２)としての酢酸トコフェリルと共に、優れたパテを形成すること
が判明した。さらに、他の物質、そのいくつかは成分４と関連して記載しているが、微粉
末として提供されたとき、成分１として有用である。これらの例は、脱塩骨基質(ＤＢＭ)
、石灰化骨基質(ＭＢＭ)、不溶性吸収性のコラーゲン、コラーゲン由来のゼラチン、モノ
サッカライド、およびポリサッカライドである。全ての生体適合性物質が、非常に小さな
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粒子サイズに変換されたとき、医学的に有用な組成物を形成するであろうと考えられる。
本発明の組成物を形成するとき、例えば、成分１として６－１２ミクロンのヒドロキシア
パタイト粒子、適当な成分２、適当な成分３、例えばゼラチン有りまたは無し、および成
分４として骨細片、例えば粒子サイズ約０.５から約１mmまたはそれ以上の脱塩骨基質ま
たは石灰化骨基質を含む組成物を産生することは、珍しくないであろう。他の例は、粉砕
された合成吸収性のホモ－およびコ－ポリマー、例えば、ポリグリコリド、ポリラクチド
、ラクチドとグリコリドのコポリマー、ポリジオキサノン、ポリカプロラクトン、ジオキ
サノンのおよびカプロラクトンのおよび炭酸トリメチレンのコポリマー、ゼラチン、モノ
サッカライド、例えばグルコースおよびマンノース、およびポリサッカライド、例えばカ
ルボキシメチルセルロース、および、Surgicel(登録商標)に類型化できる酸化セルロース
、デンプン、適当には粉砂糖の形でのスクロース、アルギン酸、ヒアルロン酸、キトサン
およびそのアセチル誘発体など、ならびに吸収性のガラスなどである。加えて、通常の意
味では吸収性と見なされない、ある生物学的活性物質、例えば生体ガラス(下記成分４に
関連して詳述している)が、微粉末形で成分１として使用できる。例えば、約２５ミクロ
ン以下の平均粒子サイズの吸収性ポリマーが、例えば、酢酸トコフェリルまたは、米国特
許４,４３９,４２０のトリグリセリド油、とりわけヒマシ油と混合したとき、有用で安定
な吸収性の止血性パテを形成するであろう。故に、十分に小さい粒子サイズまで小さくで
きる全ての天然または合成吸収性ポリマーが、適当な適合性の媒体と混合したとき、安定
な吸収性のパテを形成できる。
【００３８】
　五酸化リン(二酸化シリコンの代わりに)製であり、アルカリまたはアルカリ土類金属酸
化物、例えば酸化ナトリウム、酸化カリウム、酸化カルシウムおよび酸化マグネシウムを
ネットワークポリマーとして含む吸収性のガラスは水性媒体にゆっくり溶解し、そして成
分１として使用できる。加えて、このような化合物は、吸収促進剤、すなわち、成分３と
して使用でき、この場合、それらは成分１として使用するときのように微粉末形である必
要はないであろう。米国特許４,６１２,９２３は、これらのガラスの製造の先行技術なら
びに合成吸収可能手術デバイスのための強度強化剤および硬度増強剤のための添加剤とし
ての適用に関する。米国特許４,６１２,９２３の実施例１に記載の３２５メッシュガラス
を、さらに５０ミクロン以下まで粉砕したとき、得られる微粉末は、米国特許４,４３９,
４２０および本明細書に記載の媒体と混合したとき、医学的に有用な吸収性のパテをもた
らす。このようなガラスの水溶解(吸収)速度は、アルカリ金属酸化物の割合を増加させる
ことにより増加でき、アルカリ土類金属酸化物の割合を増加させることにより、減少でき
る。
【００３９】
　上記のこの新規の試み、すなわち、充填媒体成分１の粒子サイズを劇的に減少させるこ
とによる有用な吸収性のパテの形成は、先行技術の多くの問題、とりわけ骨止血剤として
の合成吸収性ポリマーのそれを解決する。
【００４０】
成分２
　第２の成分、すなわち、本発明の組成物を得るために成分１と混合する物質として、医
学的パテを製造するための分散媒体として現在まで用いられていなかったいくつかのクラ
スの物質を記載し得る。最初は、成分２は生体適合性であり、好ましくは、液体形が、パ
テまたは非パテ塊を形成するための成分１との混合を容易にするため液体であることに注
意すべきである。しかしながら、成分２はまた、液体媒体(液化剤、下記により詳細に記
載する通り)を成分１および２の媒体として作用させるために使用したとき、固体でもあ
り得る。
【００４１】
　本明細書で使用する用語の理解を助けるために、そして本発明のこの態様と先行技術と
の区別を助けるために、おそらく、現時点では、本明細書で使用する化学基の性質を、適
当な化学的区別を確実にするために、関連する古典的化学用語の簡単なレビューにより強
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調するのが有用であろう。
【００４２】
　カルボン酸は、ＯＨ基のカルボニル官能基への共有結合を介した結合により定義される
物質である。結果として、カルボン酸はカルボニル官能性(例えば、アルデヒド、ケトン)
またはヒドロキシル官能性(アルコール)のいずれかを含む物質と、完全に異なる物理的お
よび化学的特性を有する。同じ区別が、共有結合を介して直接結合していないカルボニル
基およびヒドロキシル基の両方を有する物質、例えばケトンおよびアルコールの両方の特
性を示すが、カルボン酸特性は示さないヒドロキシアセトンにも当てはまる。カルボン酸
は常にカルボニル基とＯＨ基の組み合わせであり、酸性特性を有するが、ＯＨ基はアルコ
ールのヒドロキシル基の特性を有しない。モノカルボン酸は、したがって、モノヒドロキ
シ化合物とは記載できない。これを説明するために、両方ともＯＨ基を含む２個の炭素化
合物である酢酸およびエタノールを考慮する。酢酸において、ＯＨ基の水素原子は、水中
でイオンとして遊離しているが、一方エタノールにおいては、ヒドロキシル基の水素原子
はこのように遊離していない。故に、カルボン酸は解離し、塩基とカルボン酸塩、例えば
、ステアリン酸カルシウムを形成し、これは解離して塩基と塩を形成しないアルコールの
ヒドロキシル基とカルボン酸のＯＨ基を明らかに区別する特性である。故に、カルボン酸
をアルコール、１価アルコール、またはこのような用語のいくつかとして特徴付けること
は、これが化学的意味でアルコールではないため、完全に間違いである。カルボキシルＯ
Ｈ基を有しないとの単純な理由のため、またポリカルボン酸をポリアルコール、またはポ
リヒドロキシ化合物またはポリオールと呼ぶことはできない。このような基はアルコール
として特徴付けられない。これらの区別の例は、既知の分子、クエン酸を考慮して説明す
る。この物質は、３個のカルボキシル基と１個のヒドロキシル基を同じ分子内に有する。
クエン酸はモノヒドロキシ(１価)アルコールならびにポリカルボン酸である。クエン酸が
３個のカルボキシルＯＨ基を有するという事実は、このモノヒドロキシ化合物をポリヒド
ロキシ化合物と分類しない。反応性、合成および反応の大きな差異のため、全ての有機化
学の教科書では、アルコールの化学は常にカルボン酸の化学と別の章で考えられている。
【００４３】
　アルコールは、炭化水素のヒドロキシル誘発体または水のアルキル誘発体のいずれかと
見なされ得る。それらはＲ－ＯＨ構造(ここで、Ｒはアルキル基である)に類型化できる。
カルボン酸ヒドロキシル基の容易にイオン化する水素原子と対照的に、Ｒ－ＯＨ水素原子
は、事実上水中でイオン化しない。これに基づき、脂肪族アルコールは、酸性ではなく、
むしろ中性と見なされる。１個またはそれ以上のヒドロキシル基は、例えば、プロパンが
１個のヒドロキシル基(プロピルアルコール)、２個のヒドロキシル基(プロパンジオール
またはプロピレングリコール)または３個のヒドロキシル基(プロパントリオールまたはグ
リセロール)を有するように、炭化水素部分に付加し得る。プロピレングリコールおよび
グリセロールは、ポリオールの単純な例である。ポリサッカライド、例えばヒアルロン酸
は、各モノマー単位に多くのヒドロキシル基を含み、まとめてポリオールと呼ばれる。ア
ルコールは、メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコールなどのように短
いアルキル鎖を有し得、または、それらは、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール
などのように、長いアルキル鎖を有し得る。ラウリン酸(Ｃ１１Ｈ２３ＣＯＯＨ、脂肪酸)
およびラウリルアルコール(Ｃ１２Ｈ２５ＯＨ、脂肪アルコール)は、それらが両方とも１
２個の炭素原子を有していても、酸化状態および官能性が完全に異なる分子であることに
注意することは、非常に重要である。
【００４４】
　エステルは、一般に、カルボン酸とアルコールの反応に由来し、加水分解により元のカ
ルボン酸およびアルコールに変換して戻り得る。故に、酢酸およびエチルアルコールは、
酢酸エチルおよび水を形成するエステル化反応により結合する。脂肪(または植物油もし
くは動物油)なる用語は、様々な長鎖飽和または不飽和脂肪酸とグリセリン(グリセリド)
のエステルと認められる。パテ様物質を製造するための媒体として先行技術で言及されて
いる油は、排他的に、グリセリド、例えば、ヒマシ油、ゴマ油、オリーブ油など、ならび
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に単純脂肪酸エステル、例えばラウリン酸エチルである。パテ様物質を製造するための媒
体として先行技術で提案されていないものは、遊離液体脂肪カルボン酸、例えば飽和カプ
リル酸および不飽和オレイン酸である。最も重要なことは、脂肪アルコールと低分子量モ
ノ－またはポリカルボン酸のエステル、例えば、ラウリル酢酸エステル(ラウリルアルコ
ールと酢酸のエステル)の使用が、パテ様物質の製造に関して完全に新規であり、そして
ラウリン酸エチル(ラウリン酸とエチルアルコールのエステル)を言及する先行技術と化学
的に異なることである。
【００４５】
　本発明の成分、より特に成分２の記載に戻って、該要素はより具体的に下記の通り記載
される：
　成分２の第１のクラスとして、Ｃ８－Ｃ１８１価アルコールとＣ２－Ｃ６脂肪族モノカ
ルボン酸の１個またはそれ以上の吸収性のエステルがある。１価アルコールは、Ｃ８－Ｃ

１８アルコール、例えばオクチルアルコール、デシルアルコール、ラウリルアルコール、
ミリスチルアルコール、ステアリルアルコール、およびそれらの中断同族体から選択され
る。好ましいアルコールは、高級脂肪族、例えばラウリルアルコール、ミリスチルアルコ
ール、およびステアリルアルコールである。Ｃ２－Ｃ６モノカルボン酸と形成される有用
なエステルの例は、ラウリル酢酸エステルおよびプロピオン酸ミリスチルである。
【００４６】
　成分２の第２のクラスとして、Ｃ２－Ｃ１８１価アルコールとポリカルボン酸の１種ま
たはそれ以上の吸収性のエステルがある。Ｃ２－Ｃ１８１価アルコールには、エステルの
第１のクラスで述べたＣ８－Ｃ１８アルコールに加えて、低級脂肪族、Ｃ２－Ｃ８アルコ
ール、例えばエタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘプタノール、ヘ
キサノール、およびオクタノールがあり、これらは対応するエチル、プロピル、ブチル、
ペンチル、ヘプチル、ヘキシルおよびオクチル部分を産生する。ポリカルボン酸は、マロ
ン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セ
バシン酸、マレイン酸、フマル酸、グルタコン酸、クエン酸、リンゴ酸、およびエステル
化ポリカルボン酸の、もしあればヒドロキシ官能基のエステル、とりわけアセチルクエン
酸およびアセチルリンゴ酸から選択される。当業者には、アルコール／酸エステルの多く
の組み合わせを上記から選択できることは明白であるが、１価アルコール／ポリ酸エステ
ルのうち本発明での使用に好ましいものは、コハク酸ジエチル、コハク酸ジオクチル、ク
エン酸トリエチル、クエン酸トリブチルおよびそれらの高級および低級同族体、クエン酸
アセチルトリエチル、クエン酸アセチルトリブチル、クエン酸ブチリルトリエチル、なら
びに、それらの高級および低級同族体、リンゴ酸ジエチル、リンゴ酸ジペンチル、および
リンゴ酸アセチルジエチル、およびそれらの高級および低級同族体である。
【００４７】
　成分２として好適な他のクラスの物質は、高級Ｃ８－Ｃ１２から約Ｃ３０まで、および
好ましくは液体または液化可能１価アルコール、例えばオクタノールおよびデカノールで
ある。このクラスのとりわけ驚くべきことに適した態様は、光学活性またはラセミ体形の
、アルファ、ベータ、ガンマおよびデルタ形のいずれかの芳香族性アルコールトコフェロ
ール(ビタミンＥ)、ならびにＣ２－Ｃ１０脂肪族モノカルボン酸、ポリカルボン酸または
それらの混合物との液体トコフェロールエステル(本明細書でトコフェロールエステルと
呼ぶこともある)である。有用なのは、トコフェロールエステル例えば、酢酸エステル、
酪酸エステル、カプロン酸エステル、カプリル酸エステル、カプリン酸エステル、および
それらの中断同族体、および前段落に記載のもののようなポリカルボン酸エステル、とり
わけコハク酸、クエン酸、およびリンゴ酸のエステルであり、コハク酸エステルがとりわ
け好ましい。
【００４８】
　成分２として有用な他のクラスの物質は、約１０－１４個の炭素原子を有する、炭化水
素である。例えば、デカンおよびドデカンが適している。
【００４９】
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　成分２として有用な他のクラスの物質は、液体または液化可能な飽和または不飽和の遊
離カルボン酸、例えば非エステル化脂肪酸、オレイン酸、リノール酸、カプリル酸、カプ
リン酸およびラウリン酸である。このクラスで、通常液体である飽和脂肪酸が適している
が、それらの不快な匂いのため、望ましくない可能性がある。室温で液体である低融点共
融混合物由来の低融点飽和遊離脂肪酸混合物も適し得る。飽和遊離脂肪酸の一つの利点は
、放射線滅菌に対する改善された安定性にあるが、一方、不飽和酸、例えば、オレイン酸
は無酸素容器中で放射線滅菌する必要がある。固体酸の高級同族体も、液化媒体または他
の適当な成分の存在下で成分１と混合して使用できる。それが成分２の液化を確実にし、
同様に生体適合性である限り、何れの適合性液体も使用し得る。
【００５０】
　成分２として有用な他のクラスの物質は、全て約８０℃より高い融点を有する、単純ジ
アルキルエーテルクラスおよびアルキルアリールエーテルクラスならびにアルキレングリ
コール、例えばエチレングリコールの環状ポリマー(クラウンエーテルとして既知)のエー
テル、例えば、ジ－ｎ－ブチルエーテル、ジ－ｎ－ヘキシルエーテル、ジ－ｎ－オクチル
エーテル、および非対称性エーテル、例えばエチルヘキシルエーテル、エチルフェニルエ
ーテルなど、またはエチレンオキシドとプロピレンオキシドの、エチレンオキシド対プロ
ピレンオキシドの様々な比率のかつ様々な分子量、好ましくは１０００から１０,０００(
Pluronics(登録商標))のブロックコポリマーである。それらは液体または固体形で利用で
きる。適当な物質の例は、下記実施例４２、５６および５７に示すものである。成分２と
しての使用に適していることに加え、それらは吸収促進剤(成分３)としても使用し得る。
それらは、商品名Pluronics(登録商標)で、BASF Corp. Mt. Olive, New Jersey 07828か
ら入手可能である。
【００５１】
　成分２として有用な他のクラスの物質は、約８０℃より高い融点を有する、対称性およ
び非対称性ジアルキルケトンおよびアルキルアリールケトン、例えばメチルプロピルケト
ン、ジエチルケトン、メチルブチルケトン、エチルプロピルケトン、メチルペンチルケト
ン、および２－オクタノン、２－ノナノン、２－デカノンおよびメチルフェニルケトンで
ある。
【００５２】
　成分２として有用な他のクラスの物質は、ポリヒドロキシ化合物、ポリヒドロキシ化合
物エステル、ポリヒドロキシ化合物の溶液、およびそれらの混合物、および脂肪酸エステ
ルから成る群から選択される。これらの中で好ましいのは、非環状多価アルコール、ポリ
アルキレングリコール、およびそれらの混合物から成る群から選択される液体ポリヒドロ
キシ化合物である。前記の具体例は、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリ
エチレングリコール、１,２－プロパンジオール、トリメチルオールエタン、トリメチル
オールプロパン、エリスリトール、ペンタエリスリトール、ポリエチレングリコール、グ
リセロールの脂肪酸モノエステルの液体溶液、例えばモノラウリン酸グリセロールである
。前記の中の固体は、適当な溶媒媒体、例えばプロピレングリコール、グリセロール、モ
ノアセチン、ジアセチン、液体ポリエチレングリコールおよびそれらの混合物に溶解また
は分散し得る。グリセリドとして、特記し得るのはモノグリセリド、例えば、酢酸グリセ
リル、ステアリン酸グリセリルそれらの同族体など、ジグリセリド、例えば二酢酸グリセ
リル、二カプリン酸グリセリル、二酪酸グリセリル、二ラウリン酸グリセリルなど、およ
びトリグリセリド、例えばオリーブ油、ヒマシ油、アーモンド油、ゴマ油、綿実油、トウ
モロコシ油、タラ肝油、ベニバナ油およびダイズ油である。前記のポリヒドロキシ化合物
はまた、望むならば、成分３吸収促進剤として使用し得ることは注意すべきである。ＤＢ
Ｍ粉末が製剤中に存在するとき(例えば、成分１)、ポリヒドロキシ化合物は非環状多価ア
ルコール、非還元糖、糖アルコール、糖酸、モノサッカライド、ジサッカライド、水溶性
または水分散可能オリゴサッカライド、ポリサッカライド、ポリアルキレングリコールま
たはそれらの混合物ではあり得ない。
【００５３】
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　一般的適用性の記載において、室温で液体である物質が成分２として好ましい成分２物
質であり、それが液体であるため、液化剤が必要ではないことは注意すべきである。また
成分２物質として有用であるのは、しかしながら、室温で固体である成分である。このよ
うな場合、とりわけパテが望まれるとき、固体成分２を液化または可溶化できる吸収性の
生体適合性液化剤の使用を介して、成分１と混合する前、混合中、または混合後に、固体
成分２を液体形に変換する。本明細書で使用する“液化剤”は、固体を可溶化できる薬剤
、例えば、適当な溶媒、または、その用語の通常の意味では溶媒と見なされ得ない薬剤で
さえある何らかの他の薬剤、または、固体を液化できる薬剤、例えば熱源(heat)、または
、固体を液体中に分散液として分散でき、均質なパテ、クリームまたは泥膏状物質の形成
を助ける薬剤を意味する。適当な薬剤は、成分２と類似しているが、厳密に本明細書で成
分２として記載されているものではない。
【００５４】
　モノアルコールとモノ－またはポリカルボン酸のエステルを使用する前記の新規な概念
および組成物は、吸収性の骨止血インプラントを提供する。相対的に低分子量の非毒性の
急速に分解可能な単純エステル、例えばコハク酸ジエチル、クエン酸トリエチルおよびラ
ウリル酢酸エステルが、成分２についてより高い分子量の脂肪酸トリグリセリド、例えば
、ヒマシ油の代替物となることが判明した。本発明のこの局面は故に、成分２の当分野で
既知のバージョン、すなわち疎水性のゆっくり吸収されるエステル、例えばリシノール酸
トリグリセリド、ヒマシ油ならびに脂肪酸エステル、例えばミリスチン酸イソプロピルに
類型化できるトリグリセリドおよび吸収促進剤の使用の必要性の一方または両方の除外を
可能にする。
【００５５】
　当分野で既知の成分２物質、例えば米国特許４,４３９,４２０のものを含む、これらの
当分野で既知のパテ組成物は、しかしながら、本発明の他の局面に従い、有用な骨形成性
骨止血物質を得るために使用できる。例えゆっくり吸収される特性を有しても骨形成特性
を有する骨止血性組成物を得ることが望まれるとき、当分野で既知の組成物を、骨形成性
物質、例えば脱塩骨基質(ＤＢＭ)、石灰化骨基質(ＭＢＭ)、ヒドロキシアパタイト、また
は生長因子、例えば骨形態形成タンパク質および血小板由来生長因子(ＰＤＧＦ)の添加に
より改良し得ることが判明した。
【００５６】
成分３－任意
　通常親水性物質である第３成分は、吸収促進剤として任意に包含され、インプラントさ
れた塊の分解を物理的に助けることにより、吸収の動態の制御するためにさえ使用し得る
。先行技術で使用された加速剤は、それらが毒性でないか、他に生体不適合性でない限り
、使用し得る。Carbowax(登録商標)、Pluronics(登録商標)(上記および下記の成分２に関
する記載参照)およびグリセリン、プロピレングリコール、レシチン、ベタインおよびポ
リヒドロキシ化合物、例えばヒアルロン酸、カルボキシメチルセルロース、およびキトサ
ンおよびそのアセチル誘発体としてのこのような先行技術化合物を、本発明の組成物に、
吸収促進剤として、上記の警告を有して使用し得る。この目的で使用するのに好ましいの
は、しかしながら、膨張可能または可溶性および吸収性である他の物質、例えば、精製し
た粉末状で不溶性の繊維状であるが膨張可能なコラーゲン、より急速に吸収可能な可溶性
トロポコラーゲン、例えばVitrogen(登録商標)およびより急速に吸収可能な冷水および温
水可溶性ポリペプチド、例えばゼラチンとして例示できる、可溶性または不溶性のいずれ
かの天然または合成ポリペプチドである。レシチンおよびオクチルフェニルエトキシレー
ト、例えばTriton(登録商標)X 100は、膨張性を助けるための生体適合性界面活性剤とし
て使用し得る。ポリビニルピロリドンおよび他の可溶性、吸収性のポリマー、例えば成分
２について上述のエチレンオキシドとプロピレンオキシドのブロックコポリマー；および
相対的に親水性のポリペプチド、例えば、ポリアスパラギン酸、ポリグルタミン酸および
それらの塩もこの内容において機能する。最も好ましくは、本発明の組成物は、第３の成
分として、不溶性繊維状コラーゲン、可溶性コラーゲン、ゼラチン、オクチルフェニルエ
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トキシレート(例えば、Triton(登録商標) X 100)、エチレンオキシドとプロピレンオキシ
ドのブロックコポリマー、ポリビニルピロリドンまたは吸収性の五酸化リン製ガラスまた
は前記の安定な混合物を含む。約２００－５００ミクロンの範囲の粒子サイズが適当な結
果をもたらすが、より大きなまたは小さな粒子サイズを最終使用者の望みに依存して、用
い得る。ゼラチン、ＰＶＰおよび他のポリマーは脱塩骨技術で濃厚剤として使用されてい
るが、吸収促進剤としては使用されていない。ゼラチンの濃厚特性は、ゼラチンのブルー
ムナンバーに依存して変化する。１００－３００のブルームナンバーを有するゼラチンが
、本発明の組成物で適当であるが、この範囲から逸脱した価も、得られた製品が最終使用
者に十分であれば、使用し得る。
【００５７】
　上記の特性を有する組成物を産生するための成分のある適当な比率の例は下記である：
成分１. 最終組成物の約５から８０重量％、好ましくは約２０から５０重量％。
成分２. 最終組成物の約１０から７０重量％、好ましくは約２０から５０重量％。
成分３. 最終組成物の約０から約８０重量％、好ましくは約１０－７０重量％。
【００５８】
　前記は、パテの粘稠度を有する物質の内容をほとんど提示しているが、ある適用におい
て、相対的に低い粘性または低い凝集性を有することが望ましいことがある。例えば、本
発明の組成物を、高い粘性のパテが非常に苦労してやっと適用できる骨の空間(ドリルで
開けたまたは他の方法で形成された、例えば毛髪様骨折)に置くことが望ましいことがあ
る。本発明のパテ組成物の低い粘性形は、他でも望ましいことがあろう。必要なことは、
本明細書に記載の比率を、より液体の粘稠度を可能にするために変更するか、この目的で
適合性の液体希釈剤を添加することのみである。この試みを使用して、注射可能形態の物
質を同様に得ることができる。他の低い結合力の、非パテ組成物、例えば、先に言及した
クリーム、軟膏、ゲル、ローションなどを同じ方法で製造し得る。
【００５９】
成分４－任意
　上記の製品は、適当な止血性製品であり、それはまた骨創傷部位での骨の生長を可能に
するであろう。故に、それらは骨誘導性である。本発明の望ましい局面は、止血性製品を
また骨誘導性にし、すなわち、製品に、骨生長誘発物質(骨形成性物質)である成分４を骨
生長を誘発するのに十分な量で添加することである。故に、骨形成性物質、例えば成長因
子、例えば血小板由来生長因子(ＰＤＧＦ)、形質転換成長因子ベータ(ＴＧＦ－ベータ)、
インスリン関連生長因子－Ｉ(ＩＧＦ－Ｉ)、インスリン関連生長因子－II(ＩＧＦ－II)、
繊維芽細胞成長因子(ＦＧＦ)、ベータ－２－ミクログロブリン(ＢＤＧＦ　II)、骨形態形
成タンパク質(ＢＭＰ)およびこれらの組み合わせが骨形成を様々な程度で刺激する。他の
骨生長誘発物質、例えば脱塩骨基質(ＤＢＭ)、オステオネクチン、オステオカルシン、オ
ステオゲニンおよびこれらの組み合わせ、石灰化骨基質(ＭＢＭ)、および／またはヒドロ
キシアパタイト、正常な骨の成分、ならびに生物活性ガラスが本止血性製品に適切に骨形
成性を付与する。ヒドロキシアパタイトは、無機リン酸カルシウムミネラルであり、とり
わけ、合成的にまたは珊瑚(全ての有機物質が除かれているこのものから)から製造され、
それは、新規骨組織の急速な内部生長を助けることが証明されている。生物活性ガラスは
、生体適合性である微粉末ガラス粒子である。それらは、骨インプラント物質として有用
である。一連の生体ガラスが、VITRYXXＴＭとして、Schott, GmbH, Mainz, Germanyから
市販されている。製造者によると、体内へインプラントしたとき、表面が再形成され、“
ヒドロキシカルボ－アパタイト”を形成し、その上に骨修復細胞が沈着し、新規骨組織を
形成する。
【００６０】
　使用するとき、本発明の組成物に添加すべき骨形成性物質の適当な量は、物質に依存し
て、約０.００１から約６０重量％、好ましくは約０.００１から約４０重量％である。成
分４、すなわち、骨形成性物質として使用するとき、大きな平均粒子サイズのＤＢＭまた
は石灰化骨のようなある種の薬剤を使用することが好ましい。適当な大きな平均粒子サイ
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ズは、約０.０５から１０mm、好ましくは約０.１から５mm、最も好ましくは約０.５から
１mmである。しかしながら、より小さいまたはより大きな粒子サイズのまたはより高分子
量またはより低分子量の成分４の使用が、最終使用者の要求を満たすならば、また適当で
あろう。
【００６１】
　本発明の組成物において使用すべき骨形成性物質の相対量に関して、骨増殖誘発有効量
を使用するであろうし、これは、組成物において、物質が骨誘導性であるのに適当な量お
よび平均粒子サイズであることを意味する。使用する量は、骨形成性薬剤の効果および該
物質の平均粒子サイズに依存して変化し得る。例えば、成長因子、例えばＢＭＰ、血小板
由来生長因子(ＰＤＧＦ)などは、わずかな重量パーセント濃度で有効であるが、一方ＤＢ
Ｍ、石灰化骨基質およびヒドロキシアパタイトの有効量は、通常より高い重量パーセント
濃度、例えば、約１０％から約５０％またはそれ以上であり、好ましくは成分１において
使用するものよりも幾分大きな粒子サイズを有する。
【００６２】
　骨生長誘発物質の添加は、本発明の組成物を改善するだけでなく、それから新規組成物
を産生するための先行技術の止血製剤も改善する。このような添加はこれらの止血製剤に
同様に骨形成性を付与する。骨形成性物質の存在はまた、相対的に大きな粒子がパテ構造
を“広げ”、故に、誘発された骨が増殖し得る空間を提供するため、骨誘発特性も改善す
ること考えられている。
【００６３】
　このような添加によりとりわけ改善される先行技術の止血製剤は、米国特許４,４３９,
４２０および４,５６８,５３６に記載のものであり、これら各々は全ての目的のために本
明細書に引用して包含する。故に、本願の明細書および特許請求の範囲は、上記の特許の
完全な明細書および特許請求の範囲が逐語的にここに再現されているかのように読むべき
である。簡便のために、これらの特許の製剤は、一般的に、骨からの出血を制御するため
の吸収性の止血組成物を含むと特徴付けられ得て、それらは：生体適合性脂肪酸塩を含む
成分(該脂肪酸塩のカチオンはカルシウム、マグネシウム、亜鉛、アルミニウム、リチウ
ムおよびバリウムから成る群から選択される)およびエチレンオキシド／プロピレンオキ
シドブロックコポリマー、ポリヒドロキシ化合物、ポリエチレングリコールおよびメトキ
シポリエチレングリコール、トリグリセリドおよび脂肪酸エステルから成る群から選択さ
れる身体吸収性の生体適合性基剤を含む成分および任意の吸収促進剤を含む。故に、本発
明のこの局面においては、骨生長誘発物質が上記の先行技術製剤に添加され、骨形成性止
血性物質ならびに骨誘導性骨欠損充填物質を産生する。
【００６４】
他の任意の成分
　上記の組成物に、薬学的に有効量の抗感染剤を、単独でまたはその持続放出のための支
持体に結合させて添加し得る。このような抗感染物質の例は、単独で、または、例えばコ
ラーゲンに結合させたテトラサイクリン、バンコマイシン、セファロスポリン、およびア
ミノグリコシド、例えばトブラマイシンおよびゲンタマイシンを、および前記の組み合わ
せ、単独またはＰＶＰ錯体としてのヨウ素、単独、またはゼラチン、コラーゲンのような
担体に結合したコロイダル・シルバー、銀塩などである。
【００６５】
　他の物質、例えば凝血誘発剤、例えば、エピネフリン、タンニン酸、硫酸鉄(II)、およ
び３価金属と１価金属のダブル・スルフェート、例えばカリウムアルミニウムスルフェー
トおよびアンモニウムアルミニウムスルフェート；抗新生物剤、例えばメトトレキサート
、シスプラチン、ドキソルビシン、およびそれらの組み合わせ、放射線核種、例えばスト
ロンチウムストロンチウム８９など；鎮痛剤、例えばベンゾカイン、リドカイン、テトラ
カイン、フェンタニル(強力な非オピオイド)など、抗炎症性物質、例えば非特異的イブプ
ロフェンおよびアスピリン、またはＣＯＸ－２特異的阻害剤、例えばロフェコキシブおよ
びセレコキシブ(celeboxib)；放射線不透過性物質、例えばヨード化合物、例えば、Ethio
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dol(登録商標)(Savage Laboratories)として入手可能なエチルモノヨードステアレート、
およびバリウム塩、例えばステアリン酸バリウムを、それらの治療的または診断的目的を
達成するのに有効な量で製剤に添加し得る。選択する着色剤の特性に依存して、着色剤、
例えばゲンチアナバイオレット、D&C Violet #2、およびD&C Green #6が適している。
【００６６】
　本発明のある態様において、本発明の組成物を水と密接に混合することが望まれ得る。
通常１０％の程度までまたはそれ以上の小量の水の存在は、様々な方法で、とりわけ組成
物の触感品質を変えるのを助ける。この点に関して、得られた組成物はしばしば、水の添
加なしの組成物に存在し得るものよりも粗さが減少した感覚を与える。ある例において、
より疎水性の媒体を基剤とするよりもむしろ水または他の水性液体を基剤とした、パテ様
製剤またはパテより低い結合力を有する低い稠密度の非パテ製剤、例えばクリーム、泥膏
、または本明細書で上記したような他のこのような物質を提供することが望まれる。充填
剤、例えば金属脂肪酸塩、例えば、ステアリン酸カルシウムおよび本明細書に記載の他の
非湿潤性充填剤は、水により濡れず、水でパテ様(またはより稠密度の低い)組成物を提供
しない。しかしながら、我々は、小量の界面活性物質、例えば、レシチン、Pluronics(登
録商標)、例えばPluronic L-35(登録商標)での充填剤の処理が、成分２が水性媒体である
とき、非湿潤性充填剤を、適当な脂肪酸塩－水製剤の製造を可能にするのに十分な可溶性
を与えることを発見した。適当な水性媒体は水、塩水、種々の生体適合性緩衝溶液、種々
の体液、例えば血液、血清、血液成分濃縮物などである。
【００６７】
　上記のパテはより疎水性の物質を使用して製造したパテと比較して潅水に抵抗性が低く
、それらはより急速なインプラントの分解が望まれる骨欠損修復に適用を有する。非イオ
ン性、カチオン性、およびアニオン性界面活性剤が適しているが、ドデシルトリメチル塩
化アンモニウム、ナトリウムラウリルスルフェート、ノノキシノール－９、Tween、例え
ば、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、Tergitol-7、すなわち、ナトリウム
ヘプタデシルスルフェート、および抗微生物界面活性剤、１－ラウリル－３－エチルベン
ゾ－トリアゾリウムブロマイドなどにより例示されるような、事実上全ての生体適合性界
面活性剤を使用できる。非パテ様組成物、例えばクリーム、泥膏などは、さらなる量の水
の使用により製造し得る。これは、水の代わりに血液を使用してパテ－またはクリーム－
様組成物を形成することが望まれる、手術工程中にとりわけ有用である。
【００６８】
　本発明の凝血誘発剤の使用に関する前記の記載は、本組成物が使用に際して化学的に止
血できる態様を説明する。すなわち、本発明の組成物への止血物質の添加は、これらの組
成物が機械的止血性であろうとなかろうと、化学的止血物質として作用する能力を有する
組成物を提供する。故に、既に機械的止血性であるパテは、凝血誘発物質の添加により、
より優れた止血性となり得る。同様に、明白な機械的止血特性を欠き得る低い結合力のク
リームまたは泥膏を、凝血物質の添加により止血性とできる。後者の例は、股関節手術に
おける、本発明の血管収縮剤で修飾されたペーストの薄層の出血している寛骨臼への適用
である。
【００６９】
　上記の成分は、適当な比率で添加したとき、様々な程度の多くの好ましい特性を有する
、有用なパテ様および非パテ様薬剤を産生する。成分の種々の組み合わせが、パテ様特性
を開発するための製造工程において、異なる時間および温度を必要とし得る。例えば、あ
る物質は、パテ様状態を達成するために他の成分より長くかかり得る。一般に、本発明の
パテ様組成物は、合理的な時間内、通常３０日以内に吸収性であるが、吸収時間はある適
用のために数ヶ月またはそれ以上まで伸ばし得る。それらは通常、環境温度で手で鋳造可
能であり、形作ることができ、血液の存在下で十分に取り扱いでき、かつ、生理食塩水で
洗浄できる。それらは、触感が粘着性であるときがあるが、濡れたまたは乾燥した手術用
手袋に、それほど付着することはない。それらは、ＤＢＭまたはある種の抗生物質のよう
な放射線感受性物質が存在しないとき、放射線滅菌できる。
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【００７０】
　選択した物質の実際の比率は、物質それ自体、使用する成分の数、および最終パテ組成
物に望まれる使用に依存して変化するであろう。使用者は、成分の最終的な使用に望まれ
る他の特性を維持しながら、得るべき粘性、結合力、および粘稠度、すなわち流動可能な
液体粘稠度から、クリーム、泥膏、軟膏、ゲルなどを介して、より凝集性のパテ様粘稠度
までの必要性を指標にする。
【００７１】
　本明細書に記載の組成物は、外科的に使用するとき、無菌でなければならない。下記に
示すもの以外、全て、例えば、標準コバルト６０放射線源および２５kGyの公称線量を使
用して、滅菌可能である。例外は、脱塩骨基質、骨形態形成タンパク質、ある種の抗生物
質、不飽和分子、例えばオレイン酸などの放射線感受性添加剤を含む製剤である。このよ
うな物質を使用するとき、塊のパテ様物質を放射線滅菌し、無菌的に予め滅菌した放射線
感受性添加剤を添加し、続いて無菌的に包装することにより、無菌を達成し得る。
【００７２】
　本明細書に記載の組成物は、無菌または滅菌可能であり、いくつかの形に包装でき得る
。包装物それ自体無菌または滅菌可能であり得る。組成物は、無定形(すなわち、形がな
いかまたは特定の形がない)の物質、例えば泥膏、クリームまたはパテ、またはその容器
の形として包装し得る。それらは、一般に平行六面体形または一般に丸形であり、前記の
例は小さい煉瓦型または平板(板状チューインガムの形)および、後者の例は円筒形、卵形
または球形の製品である。あるいは、適用が許可し、粘性が適当であれば、製品を、適当
な断面および形の孔を通して絞り出すかまたは押し出せる、シリンジ様またはプランジャ
ーを利用したディスペンサーに包装できる。コーキンに適用するのに準じた機械を利用し
たデバイスも包含し得る。他の包装物は、例えば、何らかの適当な形で処置すべき表面に
分配するために形作られ、大きさを整えられた孔を有する、歯磨き粉型チューブのような
圧搾可能、変形可能チューブ、またはコーキンに使用するもののような折りたためるチュ
ーブを含む。包装物は、上包みとして、外部バリア、例えば、剥がせるブリスターポーチ
を含み、滅菌場所への包装物の無菌的送達を可能にし得る。
【００７３】
　本発明はまた本発明の組成物の使用も考慮する。例えば、一つの態様は、有効量の本発
明の組成物のいずれかの、出血している骨への適用による、骨の出血の機械的制御法であ
り、ここで、該組成物は本発明のパテ組成物のような十分に濃い粘稠度を有する。このよ
うな場合、本組成物は機械的止血タンポナーデである。
【００７４】
　本発明の使用法の他の態様は、前記の凝血誘発剤を含む有効量の本発明の組成物のいず
れかの適用による、骨の出血の化学的制御法である。パテの場合、本組成物は、化学的止
血性タンポナーデである。凝血誘発剤もまた含む本発明の機械的止血性タンポナーデは、
機械的止血剤および化学的止血剤の両方として働く。
【００７５】
　本発明の他の方法は、とりわけ本該組成物が、骨生長誘発物質、例えばＤＢＭ、石灰化
骨基質、骨形態形成タンパク質、ヒドロキシアパタイトなどを含むとき、骨生長誘発剤を
含む有効量の本発明の組成物のいずれかを骨の冒されている領域に適用することによる骨
欠損における骨の生長を誘発する方法である。
【００７６】
　他の方法は、抗感染剤を含む有効量の本発明の組成物のいずれかを、処置すべき骨の冒
されている領域に適用することによる、骨中または骨周囲の感染を処置する方法である。
【００７７】
　他の方法は、抗新生物剤を含む有効量の本発明の組成物のいずれかを、このような細胞
を含む骨の冒されている領域に適用することによる、骨中または骨周囲の癌細胞を破壊す
る方法である。
【００７８】
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　他の方法は、鎮痛剤を含む有効量の本発明の組成物のいずれかを冒されている領域に適
用することによる、骨中または骨周囲からの痛みを軽減する方法である。
【００７９】
　他の方法は、抗炎症剤を含む有効量の本発明の組成物のいずれかを、冒されている領域
に適用することによる、骨中または骨周囲の炎症を制御する方法である。
【００８０】
　他の方法は、放射線不透過剤を含む有効量の本発明の組成物のいずれかを冒されている
領域に適用し、その後Ｘ線写真上に該領域を可視化し、該領域の状態を決定することによ
る、インプラントが適用されている骨中の状態を評価する方法である。
【００８１】
　他の方法は、充填剤をカチオン性、アニオン性、または非イオン性界面活性剤で処理し
、水自体、塩水または体液、例えば血液、血清などの任意の液体源を使用して充填剤を処
理することにより、水－ベースのパテを製造することによる、疎水性であり得る本発明で
使用される充填剤の何れかに可溶性を付与する方法である。
【００８２】
　当業者は、組成物を適用すべき方法およびその量を知っているであろう。ある適用にお
いて、大量のタンポナーデを使用し得るが、他方では少量のみが必要であるか、望まれる
かもしれない。
【００８３】
　下記の方法および例は、本発明の好ましい態様のより十分な記載を意図し、その有用性
および適用性を証明するものである。
【００８４】
　下記実施例は、本発明の具体的態様を記載する。
【００８５】
実施例１
　本実施例およびその後の実施例において、特記されない限り、本組成物は、全ての乾燥
試薬を最初に機械的に混合し、その後、徐々に何らかの液体試薬を添加することにより製
造した。本組成物は所望の粘稠度が得られるまで、室温でスパーテルで“加工”した。あ
る例では、粘稠度を改善するための該物質が付加的成分を必要とするとき、その物質を添
加し、混合物を所望のパテ様粘稠度が得られるまで、練るかまたは“加工”した。成分は
重量部で示す。
【００８６】
成分１　ステアリン酸カルシウム　４ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　３ｇ
　該サンプルは、優れた水抵抗性、物理的および止血特性および水抵抗特性を有するパテ
様塊を産生し、すなわち、それは流れている水道水の力により流そうとする試みにおいて
、強く抵抗した。
【００８７】
実施例１ａ)
　液体成分の比率を変えることにより、本発明の組成物はより低い(すなわちより液体の)
またはより高い(すなわちより硬い)粘性となり得る。低い粘性製剤の例は下記である：実
施例１のパテ製剤に３ｇのクエン酸アセチルトリエチルを添加する。得られる製品は、ク
リーム様粘稠度を有し、適当な環境下で、止血剤としてまたは薬剤のような種々の添加剤
の送達剤として骨に適用し得る。
【００８８】
実施例２
　ステアリン酸カルシウムと骨生長誘発物質の部分的置換
ａ)成分１　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　　　　　　　　３ｇ
　　成分２　酢酸トコフェリル　　　　　　　　　　　　　　　　　３ｇ
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　　成分４　ヒドロキシアパタイト(６－１２ミクロン粒子サイズ)　１ｇ
　得られる製品は、実施例１の製品と同等の特性を有するパテ様塊である。区別できる明
紫色を付与するのに十分な小量のゲンチアナバイオレットを上記製剤に添加したとき、実
施例１の製品の特性を有する着色製品が得られる。
【００８９】
ｂ)ステアリン酸カルシウムとヒドロキシアパタイトの完全な置換
成分１　ヒドロキシアパタイト(６－１２ミクロン粒子サイズ)　２ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　　　　　　　　　　　　　２.５ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｇ
　本組成物を室温で７２時間静置し、実施例１の製品の特性を有する製品を産生した。
【００９０】
実施例３
成分１　パルミチン酸アルミニウム　５ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　３ｇ
　得られる製品は、実施例１の製品について記載したのと類似の特性を有するパテ様塊で
ある。
【００９１】
実施例３ａ)、３ｂ)、３ｃ)
　実施例３のパテ様製剤を、実施例３製剤を下記のように修飾することにより、低い粘性
とした：
【表１】

【００９２】
　製剤３ａは、軟パテの粘稠度を有する。
　製剤３ｂは、ケーキのアイシングのような濃いクリームの粘稠度を有する。
　製剤３ｃは、冷やした蜜のようなゆっくり流れる粘稠度を有する。
　これらの各々は骨に止血剤として適用できる。
【００９３】
実施例４
成分１　ステアリン酸カルシウム　５ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　３ｇ
成分４　ＤＢＭ　　　　　　　　　３ｇ
　得られる製品は、実施例１の製品の止血特性に加えて、骨誘導性の付加的特性を有する
。
【００９４】
実施例５
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【表２】

　得られる製品５ａは、パテ様であり、実施例１のものと類似の物理的特性を有した。製
品５ｂもまたパテ様であり、５ａよりも早い吸収性である。Triton(登録商標)X 100　はD
ow Cemical Co., Midland, Michiganから入手可能である。
【００９５】
実施例６
成分１　ステアリン酸カルシウム　　４ｇ
成分２　クエン酸トリエチル　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　３ｇ
　得られる製品はパテ様であり、止血剤として有用な物理的特性であったが、実施例５の
製品と比較したとき、好ましくない。
【００９６】
実施例７
成分１　ステアリン酸カルシウム　　　　２ｇ
成分２　クエン酸アセチルトリエチル　　２ｇ
　得られる製品は、実施例１のものと同等の優れたパテ様特性および物理的特性を有する
。
【００９７】
実施例８
成分１　ステアリン酸カルシウム　０.５ｇ
成分２　クエン酸トリエチル　　　１ｇ
成分４　ヒドロキシアパタイト　　２ｇ
　止血特性を有する低い粘性の注射可能組成物をもたらす。
【００９８】
実施例９
成分１　ステアリン酸カルシウム　　　.５ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　２ｇ
成分４　ヒドロキシアパタイト　　　２ｇ
　優れたパテ様特性および水抵抗性を有する組成物をもたらした。
【００９９】
実施例１０
成分１　ヒドロキシアパタイト　２ｇ
成分２　クエン酸トリエチル　　２.５ｇ
　粗い骨表面に良好な接着および充填特性で容易に適用できる、組成物をもたらした。
【０１００】
実施例１１
成分１　ステアリン酸カルシウム　　３ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　１.０ｇ
成分２　クエン酸トリエチル　　　　１.５ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　２ｇ
　得られる製品は実施例１のものと類似のパテ様物質であり、実施例１のものよりも幾分
粘性であった。
【０１０１】
実施例１２
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成分１　ステアリン酸カルシウム　　４ｇ
成分２　ラウリン酸　　　　　　　　４ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　.５ｇ
　ステアリン酸カルシウムを融解したラウリン酸と混合し、良好なパテを形成し、それは
冷やすと、固化した。この固体を次いで破砕し、トコフェロールと混合して良好なパテを
産生した。
　得られる製品は体温でパテ様粘稠度を有し、室温で幾分硬い粘稠度である。
【０１０２】
実施例１３
成分１　ステアリン酸カルシウム　４ｇ
成分２　クエン酸トリエチル　　　４ｇ
成分２　ラウリン酸　　　　　　　４ｇ
　得られる製品はパテ様であり、実施例１のものと類似の物理的特性を有し、幾分凝集性
が低かった。
【０１０３】
実施例１４
成分１　ステアリン酸カルシウム　２ｇ
成分２　ドデカン　　　　　　　　１ｇ
　得られる製品は良好な水抵抗性を有し、低い粘性であり、そして実施例１と同等な他の
物理的特性であった。
【０１０４】
実施例１５
成分１　ステアリン酸カルシウム　　２ｇ
成分２　オクタノール－１　　　　　１ｇ
　得られる製品は低い粘性であり、実施例１４のものと類似の物理的特性であったが、幾
分凝集性が低かった。
【０１０５】
実施例１６
成分１　ステアリン酸カルシウム　　２ｇ
成分２　コハク酸ジエチル　　　　　２ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　２ｇ
　得られる製品は、実施例１と類似の良好なパテであった。
【０１０６】
実施例１７
成分１　ステアリン酸カルシウム　　４ｇ
成分２　コハク酸ジエチル　　　　　３ｇ
　得られる製品は、実施例１６を超える改善された粘稠度を有する良好なパテであった。
【０１０７】
実施例１８
成分１　ステアリン酸カルシウム　　　　４ｇ
成分２　クエン酸アセチルトリエチル　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　　　３ｇ。
　得られる製品は、実施例１で得られたものと同等であった。
【０１０８】
実施例１９
成分１　パルミチン酸アルミニウム　　４ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　 .３ｇ
成分２　クエン酸トリエチル　　　　　３ｇ
　得られる製品は、良好な水抵抗性および良好な止血特性の柔らかい、幾分半透明のパテ
であった。
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【０１０９】
実施例２０
成分１　ステアリン酸カルシウム　　３ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　３ｇ
成分４　脱塩骨基質　　　　　　　　１ｇ
　得られる製品は、実施例１の製品と同等の特性を有するパテ様塊であり、同様に骨形成
特性を有する。
【０１１０】
実施例２１
成分１　ヒドロキシアパタイト　　３ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　３.５ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　３ｇ
　本実施例において、物質は最初は柔らかく、油性であり、結合力を欠いた。しかしなが
ら、室温に７２時間放置すると、良好な水抵抗性の優れたパテが形成された。酢酸トコフ
ェリルの量をさらに３ｇ増やすと、ゼラチンに起因する粗さを有する泥膏となる。
【０１１１】
実施例２２
成分１　ステアリン酸カルシウム　　　３ｇ
成分２　ジ－ｎ－ヘキシルエーテル　　２.５ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　　２ｇ
　得られる製品はパテ様であり、実施例１のものと同様の良好な水抵抗性および物理的特
性を有する。
【０１１２】
実施例２３
成分１　ステアリン酸カルシウム　　３ｇ
成分２　ジ－ｎ－ペンチルケトン　　２.５ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　２ｇ
　得られる製品はパテ様であり、実施例２２のものと同様の良好な水抵抗性および物理的
特性を有する。
【０１１３】
実施例２４
成分１　ステアリン酸カルシウム　　３ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　３ｇ
成分３　ウシコラーゲン(粉末)　　　３ｇ
　得られる製品はパテ様であり、実施例２３のものと同様の良好な水抵抗性および物理的
特性を有する。加えて、本パテは、吸収促進剤(成分３)として存在する繊維状の粉末状コ
ラーゲンスポンジが存在する結果、繊維状手触りを有する。
【０１１４】
実施例２５
成分１　　ステアリン酸カルシウム　　　３ｇ
成分２　　酢酸トコフェリル　　　　　　３ｇ
成分３　　＊ウシコラーゲン(粉末)　　 　３ｇ
　　　　　硫酸ゲンタマイシンを含む
＊欧州で利用可能なCollatamp G
　これらは抗感染剤特性を有する止血パテをもたらす。
【０１１５】
実施例２６
成分１　　ステアリン酸カルシウム　　　　４ｇ
成分２　　酢酸トコフェリル　　　　　　　３ｇ
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成分３　　ゼラチン　　　　　　　　　　　３ｇ
抗感染剤　硫酸ゲンタマイシン　　　　１２０mg
　酢酸トコフェリルを添加してパテとする前に、１２０mgの硫酸ゲンタマイシンを乾燥成
分と混合する以外、実施例１を繰り返す。この実施例は、抗感染特性を有するパテの製造
を証明する。
【０１１６】
実施例２７
成分１　ステアリン酸カルシウム　　４ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　３ｇ
　ゼラチンを２％水性硝酸銀に２時間、室温で浸し、２回蒸留水および１回アセトンで洗
浄し、一晩乾燥する以外、実施例１を繰り返す。この製剤は、銀／ゼラチン複合体の存在
のために抗感染特性を有する。
【０１１７】
実施例２８
成分１　ステアリン酸カルシウム　　４ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　３ｇ
　１０mgのゼラチンを、一晩、１０マイクログラムの凍結乾燥ヒト骨形成タンパク質(BMP
-2, Sigma-Aldrich)を含む１mlの水性溶液に浸し、一晩乾燥させる以外、実施例１を繰り
返す。湿ったゼラチンをアセトンで洗浄して、残った湿気を除き、残りのゼラチンと組み
合わせて、骨形成性および止血性特性を有するパテを産生する。
【０１１８】
実施例２９
成分１　ステアリン酸カルシウム　４ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　３ｇ
　０.５mlのBetadine(登録商標)(ポビドン－ヨウ素、１０％；１％利用可能ヨウ素に対応
)を１０ｇの実施例１で形成したパテに混合する以外、実施例１を繰り返す。塊は褐色に
変わり、抗感染特性を有する。
【０１１９】
実施例３０
成分１　微粉化ポリ乳酸　　　３ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　１.５ｇ
　本混合物は、実施例１の製品と同等な良好な水抵抗性および特性の優れたパテを形成し
た。
【０１２０】
実施例３１
　下記組成物は、約４０％ステアリン酸カルシウム、３０％デキストランおよび３０％ヒ
マシ油の好ましい組成物として米国特許４,４３９,４２０に記載されている。水を添加し
たとき、好ましい組成は３８％ステアリン酸カルシウム、２８％デキストラン、２７％ヒ
マシ油および７％水である(全て重量％である)。本組成物を、環境温度で機械的撹拌によ
り製造し、熱感受性成分が分解する可能性を避けた。
【０１２１】
ステアリン酸カルシウム　　４ｇ
ヒマシ油　　　　　　　　　３ｇ
デキストラン　　　　　　　３ｇ
　ステアリン酸カルシウムおよびデキストランを５０mlガラスビーカーで混合し、ヒマシ
油を撹拌しながらスパーテルを使用して添加した。数分間、混合物をスパーテルで室温で
“加工”した後、粘稠度が徐々に変化した。本混合物は脆くなり、さらに加工した後、パ
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テ様となった。小量の水(約１ｇ)の添加はデキストランの砂のような性質を減少させる。
【０１２２】
実施例３２
　実施例３１の製剤を下記に示すように改変し、本発明の新規なパテ様組成物を製造した
。この塊は有効な止血剤であり、有効な骨形成性骨欠損充填剤である。
ステアリン酸カルシウム　　　２ｇ
ヒマシ油　　　　　　　　　　１.５ｇ
デキストラン　　　　　　　　１.５ｇ
ＤＢＭ(脱塩骨基質)　　　　　１.５ｇ
　本実施例の目的は、ＤＢＭを米国特許４,４３９,４２０に添加し、骨形成特性を有する
パテ様塊を得ることができることを示すことである。
【０１２３】
実施例３３
成分１　パルミチン酸アルミニウム　　５ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　　３ｇ
添加剤　メトトレキサート　　　　　　.２ｇ
　新規化学療法的パテを、骨腫瘍の外科的切除後、骨欠損に詰める。
【０１２４】
実施例３４
成分１　パルミチン酸アルミニウム　　５ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　　３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　　３ｇ
添加剤　ストロンチウム８９(塩として)
　上記製剤は、放射活性有効量のストロンチウム８９と共に提供したとき、実施例３３に
記載のような放射線治療的パテを産生する。
【０１２５】
実施例３５
成分１　微粉化吸収性ホスフェートガラス　３ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　　　　１ｇ
　リン酸二水素ナトリウム水和物を含むるつぼを、４時間、約８００℃で加熱し、急速に
冷却した。得られる吸収性リンガラス塊を次いでハンマーで壊し、断片を回転ボールミル
で約７２時間微粉化した。良好な物理的特性および水抵抗性を有するパテ様塊が形成され
るまで、細かい微粉化ガラス(３ｇ)を酢酸トコフェリル(１.０ｇ)と共に撹拌した。
【０１２６】
実施例３６
成分１　ステアリン酸カルシウム　　３ｇ
成分２　ラウリン酸エチル　　　　　３ｇ
成分４　脱塩骨基質　　　　　　　　１ｇ
　本実施例の目的は、ＤＢＭを米国特許４,４３９,４２０に添加し、骨形成特性を有する
パテ様塊を得ることができることを示すことである。
【０１２７】
実施例３７
成分１　ヒドロキシアパタイト　　　　３ｇ
成分２　パルミチン酸イソプロピル　　３.５ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　　３ｇ
　室温に７２時間放置すると、実施例２のものと同等な良好な水抵抗性の優れたパテが得
られる。
【０１２８】
実施例３８
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成分１　ステアリン酸カルシウム　　　５ｇ
成分２　グリセロール(ＵＳＰ)　　　１５ｇ
　３ｇのステアリン酸カルシウムを、グリセロールを３ｇずつ増やしながら、混合物がク
リーム様粘稠度となるまで混合した(合計１５ｇのグリセロール)。この段階で、さらに２
ｇのステアリン酸カルシウムを混合物に混ぜ入れ、よく泡立てた卵白の粘稠度および見か
けを有する組成物を得た。
【０１２９】
実施例３９
成分１　ステアリン酸カルシウム　　１ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　１ｇ
成分３　グリセロール　　　　　　 .２５ｇ
　優れた水抵抗性の相対的に柔らかいパテをもたらす。
【０１３０】
実施例４０
成分１　スクロース(粉砂糖)　　３ｇ
成分２　オリーブ油　　　　　　２ｇ
　非常に容易に洗い流せ、低水抵抗性が望まれるときに非常に有用な硬いパテをもたらす
。
【０１３１】
実施例４１
　上記実施例３８の製品３ｇを、３０ppmのコロイダル・シルバー(Source Naturals, Inc
., Scotts Valley, CA 98006)を含む０.７５mlの脱イオン水と混合した。得られる止血性
クリームは、抗菌性銀の存在によりオフホワイト色となり、元のクリームよりも幾分粘性
が低かった。
【０１３２】
実施例４２
成分１　　ステアリン酸カルシウム　　　４ｇ
成分２　　Pluronic(登録商標)L-35＊　　 ０.２ｇ
　　　　　　(分子量１９００)
成分１２　水　　　　　　　　　　　　　２ｇ
＊Pluronic 588310, Lot WPAW-502B, BASF, Corp. Mt. Olive, NJ 07828-1234
　成分をパテ様塊が得られるまで、撹拌しながら合わせる。本物質は、過剰の水に容易に
分散する。
【０１３３】
実施例４３
成分１　ステアリン酸カルシウム　　　　　　１２.０ｇ
成分２　ｄ,１－アルファ酢酸トコフェリル　　 ７.５ｇ
成分３　ダイズレシチン顆粒　　　　　　　　　１.３ｇ
　ステアリン酸カルシウムおよびレシチン(Archer-Daniels-Midland Ultralec P)を乾式
で混合し、次いで酢酸トコフェリルを激しく撹拌しながら添加した。パテが形成され、そ
れは良好な水抵抗性および取り扱い特性を有したが、レシチンの代わりにゼラチンを含む
対応する製剤よりも幾分粘着性であった。
【０１３４】
実施例４４
成分１　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　０.６ｇ
成分１　ジャガイモデンプン＊　　　　　　　　　３.８ｇ
成分２　　ｄ,ｌ－アルファ酢酸トコフェリル　　１.６ｇ
*-Razin International, Inc. 
6527 Route 9
Howell, New Jersey 07731
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　酢酸トコフェリルおよびステアリン酸カルシウムを一緒に混合し、デンプンを次いで添
加した。混合物は、良好な水抵抗性の柔らかい白色パテを形成した。手術後癒着の形成を
防止するために、デンプンを分解するために、パテを、コバルト６０源からの２５kGyの
電離ガンマ放射を使用して分解することが必要であるかもしれない。あるいは、デンプン
をパテに製剤する前に、放射線分解に付し得る。
【０１３５】
　下記実施例４５－５１は、実施例１に記載の通りに製造した、良好な水抵抗性を有し、
カルシウム塩の量に対してゼラチンの量を増やしていくと、ゆっくりした吸収性のからよ
り急速な吸収性へと徐々に増加した吸収性を有する、パテ組成物を示す。
【０１３６】
【表３】

【０１３７】
【表４】

　得られる製品は、実施例５３のパテと類似の特性を有する。
【０１３８】
　製剤ａ)におけるゼラチンは、４０重量％で存在し、該組成物は良好な水抵抗性および
吸収性の良好なパテ粘稠度を有する。
【０１３９】
　整形外科的工程において骨に固定するピンまたはスクリュー、例えばペディクル・スク
リュー(pedicle screw)の媒体として使用し得る濃厚な製剤が望ましいとき、上記製剤ａ)
を、その中に大きな粒子サイズの骨細片を包含させ、適当な骨の部位に適用することによ
り、修飾し得る。故に、３１部のＤＢＭ、粒子サイズ１－５mmを６９部の製剤ａ)に添加
したとき、製剤ｂ)が得られ、３１％ＤＢＭおよび２８％ゼラチンを含む。その粘稠度は
、濃い、濃厚なパテのものであり、その中にピンまたはスクリューを置き、隣接する骨に
固定できるものである。同時に、製剤の骨形成特性がピンまたはスクリューの周辺の骨の
生長を可能にし、故に、隣接する骨構造へのそれらの永久的な固定を可能にする。
【０１４０】
実施例５３
成分１　ステアリン酸Ｃａ　　　３.０ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　０.４ｇ
成分２　クエン酸トリブチル　　２.３ｇ
成分３　ゼラチン　　　　　　　２.０ｇ
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　非常に良好な止血性および吸収性特性を有するパテをもたらす。
【０１４１】
実施例５４
成分１　ステアリン酸Ｃａ　　　　　　　３.０
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　　　０.４
成分２　アセチルクエン酸トリブチル　　２.３
成分３　ゼラチン　　　　　　　　　　　２.０
　得られる製品は、実施例５３のパテと類似の特性を有する。
【０１４２】
実施例５５
成分１　ステアリン酸カルシウム　　　２.０ｇ
成分２　酢酸トコフェリル　　　　　　１.５ｇ
成分３　Pluronic(登録商標) F-38*　　２.０ｇ
　　　　(分子量４７００)
＊製品583095, Lot WP1W-515B, BASF Corp., Mt. Olive, NJ 07828-1234
　Pluronicは“香錠(Pastille)”として提供され、混合前に挽いて粉末にする。本混合物
は優れたパテを形成した。
【０１４３】
実施例５６
成分１　ステアリン酸カルシウム　　４.０ｇ
成分２　Pluronic(登録商標)L-35　　３.０ｇ
　　　(分子量１９００)
　本実施例のPluronicは粘性液体であり、優れたパテを形成した。Pluronicが水溶性であ
るため、吸収促進剤の添加は必要なかった。
【０１４４】
　前記の実施例は本発明の具体的態様の例である。本発明の範囲内の他の態様は、前記の
明細書の記載に従い、当業者により製造され得る。
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