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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
体内使用のための医療用プロテーゼであって、
該プロテーゼが放射線処理された超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）から形成され
、前記放射線処理が、前記ＵＨＭＷＰＥの少なくとも一部を融解させるのに十分な加熱を
引き起こし、加温照射および部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）により処理された前記ＵＨＭ
ＷＰＥが架橋され、かつ２－３の融解ピークを有し、ＷＩＲ－ＡＭ処理による融解により
前記ＵＨＭＷＰＥの結晶化度が減少し、前記ＵＨＭＷＰＥが９４０ＭＰａ未満の引張弾性
率を有し、実質的に耐酸化性であって、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しないこ
とを特徴とする、医療用プロテーゼ。
【請求項２】
前記プロテーゼの部材が、耐力表面を有するカップまたはトレー形物品の形である、請求
項１に記載のプロテーゼ。
【請求項３】
前記プロテーゼが、股関節、膝関節、肘関節、肩関節、踝関節および指関節から成る群よ
り選択される関節の代替品用に構築されて配置される、請求項１に記載のプロテーゼ。
【請求項４】
超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）であって、
該ＵＨＭＷＰＥが放射線処理されたものであり、該放射線処理が、前記ＵＨＭＷＰＥの少
なくとも一部を融解させるのに十分な加熱を引き起こし、加温照射および部分断熱融解（
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ＷＩＲ－ＡＭ）により処理された前記ＵＨＭＷＰＥが架橋され、かつ２－３の融解ピーク
を有し、ＷＩＲ－ＡＭ処理による融解により前記ＵＨＭＷＰＥの結晶化度が減少し、前記
ＵＨＭＷＰＥが９４０ＭＰａ未満の引張弾性率を有し、さらに前記ＵＨＭＷＰＥが実質的
に耐酸化性であって、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しないことを特徴とする、
超高分子量ポリエチレン。
【請求項５】
加温照射および部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）により処理されたＵＨＭＷＰＥが架橋され
、かつ２－３の融点ピークを有し、ＷＩＲ－ＡＭ処理による融解により前記ＵＨＭＷＰＥ
の結晶化度が減少し、実質的に耐酸化性であって、検出可能なフリーラジカルを実質的に
有しない超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）を製造する方法であって、
（ａ）ポリマー鎖を有するＵＨＭＷＰＥを用意し、
（ｂ）該ＵＨＭＷＰＥを、室温より高くかつ該ＵＨＭＷＰＥの融点よりも低い温度に予熱
し、
（ｃ）該ＵＨＭＷＰＥに、５～１００ＭＲａｄの線量の放射線を照射して、前記ポリマー
鎖を架橋させかつ前記ＵＨＭＷＰＥの少なくとも一部を融解させるのに十分な加熱を引き
起こし、
（ｄ）前記照射されたＵＨＭＷＰＥを該ＵＨＭＷＰＥの融点温度を超えて加熱し、該ＵＨ
ＭＷＰＥ中に検出可能なフリーラジカルを実質的に有しないものとし、
（ｅ）前記超高分子ポリエチレンを室温まで冷却することを含む方法。
【請求項６】
請求項５に記載の方法により製造され架橋された超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ
）を機械加工する工程を含む、架橋されたＵＨＭＷＰＥの製造方法。
【請求項７】
加温照射および部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）により処理された前記ＵＨＭＷＰＥが架橋
され、かつ２－３の融解ピークを有し、ＷＩＲ－ＡＭ処理による融解により前記ＵＨＭＷ
ＰＥの結晶化度が減少し、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない、放射線処理さ
れた超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）から、その装着中に粒子の生成が少なくな
るようにされた医療用プロテーゼを製造する方法であって、
（ａ）ＵＨＭＷＰＥを用意し、ここで該ＵＨＭＷＰＥは、室温より高くかつ該ＵＨＭＷＰ
Ｅの融点よりも低い温度に予熱され、そして放射線処理されて前記ＵＨＭＷＰＥが架橋さ
れかつ前記ＵＨＭＷＰＥの少なくとも一部を融解させるのに十分な加熱が引き起され、そ
の後一度融解されて、前記ＵＨＭＷＰＥが実質的に耐酸化性であって、検出可能なフリー
ラジカルを実質的に有しないものとされたものであり、
（ｂ）前記ＵＨＭＷＰＥから医療用プロテーゼを形成して、装着中のプロテーゼからの粒
子の生成を減少させるようにされ、ここで前記ＵＨＭＷＰＥが前記医療用プロテーゼの耐
力表面を形成することを特徴とする、方法。
【請求項８】
前記超高分子ポリエチレンが、５０％未満の結晶化度、２９０Å未満のラメラ厚みおよび
９４０ＭＰａ未満の引張弾性率を有するポリマー構造を有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
体内使用のための医療用プロテーゼであって、
該プロテーゼが放射線処理された超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）から形成され
、
該超高分子量ポリエチレンが、５～１００Ｍｒａｄの線量で、前記ＵＨＭＷＰＥの少なく
とも一部を融解させるのに十分な加熱を引き起こす放射線照射を受けたものであり、加温
照射および部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）により処理された前記ＵＨＭＷＰＥが架橋され
、かつ２－３の融解ピークを有し、ＷＩＲ－ＡＭ処理による融解により前記ＵＨＭＷＰＥ
の結晶化度が減少し、実質的に耐酸化性であって、検出可能なフリーラジカルを実質的に
有しないことを特徴とする、医療用プロテーゼ。
【請求項１０】
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体内使用のための医療用プロテーゼであって、
該プロテーゼが超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）から形成され、
該ＵＨＭＷＰＥが室温より高くかつ該ＵＨＭＷＰＥの融点よりも低い温度に予熱処理を受
け、かつ５～１００Ｍｒａｄの線量で、架橋し、かつ前記ＵＨＭＷＰＥの少なくとも一部
を融解させるのに十分な加熱を引き起こす放射線照射を受けたものであり、かつ加温照射
および部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）により処理された前記ＵＨＭＷＰＥが架橋され、２
－３の融解ピークを有し、ＷＩＲ－ＡＭ処理による融解により前記ＵＨＭＷＰＥの結晶化
度が減少し、検出可能なフリーラジカルを実質的に有せず、実質的に耐酸化性であるよう
に融解処理されたものであることを特徴とする、医療用プロテーゼ。
【請求項１１】
放射線照射が、１０Ｍｒａｄ、１５Ｍｒａｄ、２０Ｍｒａｄ、３０Ｍｒａｄ、５０Ｍｒａ
ｄ、７５Ｍｒａｄ、または１００Ｍｒａｄの線量により行われた、請求項１０に記載の医
療用プロテーゼ。
【発明の詳細な説明】
本出願は、１９９６年２月１３日出願のMELT-IRRADIATED ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT 
POLYETHYLENE PROSTHETIC DEVICESと題する米国特許出願第08/600,744号の一部継続であ
る１９９６年１０月２日出願のRADIATION AND MELT TREATED ULTRA HIGH MOLECULAR WEIG
HT POLYETHYLENE PROSTHETIC DEVICESと題する米国特許出願第08/726,313号の一部継続で
ある。それら特許出願の全内容は、参照により本明細書中に組み入れられるものとする。
発明の分野
本発明は、整形外科分野および、股関節部および膝インプラントなどのプロテーゼの提供
、並びにこのようなデバイスおよびそこで用いられる材料の製造方法に関する。
発明の背景
合成ポリマー、例えば、超高分子量ポリエチレンを金属合金と共に使用することは、プロ
テーゼインプラントの分野、例えば、股関節部または膝の全体的関節代替品におけるそれ
らの使用に革命をもたらした。しかしながら、関節の金属に対して合成ポリマーを装着す
ることは、数年後に主として現れる重大な悪影響をもたらすことがある。様々な研究は、
このような装着が、プロテーゼ周辺組織中へのポリエチレンの超微粒子の遊離をもたらす
ことがあると結論した。磨耗は、鎖が折り重なった微結晶を伸張して、関節表面で異方性
フィブリル構造を形成することが示唆された。次いで、伸張しきったフィブリルは破断す
ることがあり、サブミクロンの大きさの粒子の生産をもたらす。プロテーゼと骨との間の
これらポリエチレン粒子の漸進的侵入に応答して、マクロファージに誘導されたプロテー
ゼ周辺骨吸収が開始される。これらポリエチレン粒子をしばしば消化できないマクロファ
ージは、多数のサイトカインおよび成長因子を合成して放出し、最終的に破骨細胞および
単球による骨吸収を引き起こすことがある。この破骨細胞は、プロテーゼ構成部品の機械
的ゆるみの原因となることによって、時々、その付随する問題で修正手術が必要となり得
る。
発明の要旨
本発明の目的は、プロテーゼ装着中のプロテーゼからの微粒子の生成を減少させるように
、検出可能なフリーラジカルを有しない放射線処理された超高分子量ポリエチレン（UHMW
PE）から少なくとも部分的に形成されるインプラント可能なプロテーゼデバイスを提供す
ることである。
本発明のもう一つの目的は、プロテーゼインプラントに起因する骨溶解および炎症反応を
減少させることである。
本発明の更にもう一つの目的は、人体内に長期間インプラントされたままあることができ
るプロテーゼを提供することである。
本発明の更にもう一つの目的は、前述の目的のプロテーゼにおいておよび／または他の二
次加工品において用いることができる改良されたUHMWPEを提供することである。
本発明の更にもう一つの目的は、高い架橋密度を有し且つ検出可能なフリーラジカルを有
しない改良されたUHMWPEを提供することである。
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本発明のまた更にもう一つの目的は、向上した耐摩耗性を有する改良されたUHMWPEを提供
することである。
本発明によれば、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない放射線処理された超高分
子量ポリエチレン（UHMWPE）から形成される体内使用のための医療用プロテーゼが提供さ
れる。放射線は、例えば、γ線または電子線でありうる。このUHMWPEは、架橋構造を有す
る。好ましくは、このUHMWPEは、実質的に酸化されないので、実質的に耐酸化性である。
例えば、UHMWPEには、３の融解ピーク、２の融解ピークまたは１の融解ピークを有するUH
MWPEが含まれる。一定の実施態様において、このUHMWPEは、プロテーゼ装着中のプロテー
ゼからの微粒子の生成を減少させるために、約５０％未満の結晶化度、約２９０Å未満の
ラメラ厚みおよび約９４０ＭＰａ未満の引張弾性率を有するポリマー構造を有する。プロ
テーゼの部材は、例えば、このUHMWPEから作られた耐力表面を有するカップまたはトレー
造形品の形でありうる。この耐力表面は、金属またはセラミック材料の嵌め合い耐力表面
を有するプロテーゼの第二部材と接触することができる。
本発明のもう一つの側面は、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない放射線処理さ
れたUHMWPEである。このUHMWPEは架橋構造を有する。好ましくは、このUHMWPEは実質的に
酸化されないので、実質的に耐酸化性である。UHMWPEには、例えば、３の融解ピーク、２
の融解ピークまたは１の融解ピークを有するUHMWPEが含まれる。
本発明の他の側面は、例えば、このようなUHMWPEから作られた耐力表面および耐磨耗性コ
ーティングを有する二次加工品である。一つの実施態様は、二次加工品が、慣用法、例え
ば、機械加工によって製品に形状化されうる棒材の形である場合である。
本発明の更にもう一つの側面には、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない架橋UH
MWPEを製造する方法が含まれる。ポリマー鎖を有する慣用的なUHMWPEが提供される。この
UHMWPEは、それらポリマー鎖を架橋させるように照射する。そのUHMWPEは、UHMWPEの融解
温度を越えて加熱されるので、そのUHMWPE中には検出可能なフリーラジカルが実質的に存
在しない。次に、そのUHMWPEは室温まで冷却される。一定の態様において、その冷却され
たUHMWPEは機械加工および／または滅菌される。
この方法の一つの好ましい態様は、いわゆるＣＩＲ－ＳＭ、すなわち、低温照射と引続く
融解である。与えられるUHMWPEは、室温または室温未満である。
この方法のもう一つの好ましい態様は、いわゆるＷＩＲ－ＳＭ、すなわち、加温照射と引
続く融解である。与えられるUHMWPEは、そのUHMWPEの融解温度未満の温度まで予熱される
。
この方法のもう一つの好ましい態様は、いわゆるＷＩＲ－ＡＭ、すなわち、加温照射と断
熱融解である。この態様では、与えられるUHMWPEは、そのUHMWPEの融解温度未満、好まし
くは約１００℃からそのUHMWPEの融解温度未満の温度まで予熱される。そのUHMWPEは、加
工中のUHMWPEからの熱損失を減少させるために、断熱材中にあるのが好ましい。次に、予
熱されたUHMWPEに、その材料中の結晶を実質的に全て融解させるのに充分な熱をポリマー
中で生じるように、充分に高い総線量までおよび充分に速い線量率で照射し、かくして、
例えば照射工程によって生じる検出可能なフリーラジカルを実質的に全て確実に除去する
。照射工程は、このような断熱加熱を生じるように電子照射を用いるのが好ましい。
本発明のもう一つの側面は、上記の方法によって製造された製品である。
いわゆるＭＩＲ、すなわち、溶融照射である、本発明の更にもう一つの側面は、架橋した
UHMWPEを製造する方法である。慣用的なUHMWPEが提供される。好ましくは、そのUHMWPEは
、酸素を実質的に含まない不活性物質で取り囲まれている。そのUHMWPEを、全ての結晶構
造を完全に融解させるようにUHMWPEの融解温度を越えて加熱する。加熱されたUHMWPEは照
射され、そして照射されたUHMWPEは約２５℃まで冷却される。
ＭＩＲの態様では、高度に絡み合い且つ架橋したUHMWPEが製造される。慣用的なUHMWPEが
提供される。好ましくは、そのUHMWPEは、酸素を実質的に含まない不活性物質で取り囲ま
れている。そのUHMWPEを、UHMWPE中で絡み合ったポリマー鎖が形成できるのに充分な時間
、そのUHMWPEの融解温度を越えて加熱する。加熱されたUHMWPEは、絡み合った状態のポリ
マー鎖を止めるために照射され、そして照射されたUHMWPEは約２５℃まで冷却される。
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本発明は、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない放射線処理されたUHMWPEから医
療用プロテーゼを製造する方法も特徴とし、そのプロテーゼは、プロテーゼの装着中のプ
ロテーゼからの粒子の生成を減少させる。検出可能なフリーラジカルを有しない放射線処
理されたUHMWPEが提供される。医療用プロテーゼは、プロテーゼの装着中のプロテーゼか
らの粒子の生成を減少させるために、このUHMWPEから形成され、そのUHMWPEはプロテーゼ
の耐力表面を形成する。プロテーゼの形成は、当業者に知られている標準法、例えば機械
加工によって行うことができる。
本発明において更に提供されるのは、医療用プロテーゼを必要とする身体を治療する方法
である。検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない放射線処理されたUHMWPEから形成
された形状化されたプロテーゼが提供される。そのプロテーゼは、プロテーゼを必要とす
る身体に適用される。そのプロテーゼは、プロテーゼの装着中のプロテーゼからの粒子の
生成を減少させる。好ましい態様において、UHMWPEは、プロテーゼの耐力表面を形成する
。
本発明の以上および他の目的、特徴および利点は、以下の記載を添付の図面と共に読めば
、よりよく理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の好ましい態様による医療用股関節プロテーゼの中心を通る横断面図であ
る；
図２は、図１で示される寛骨臼カップライナーの側面図である；
図３は、図２の線３－３を通る横断面図である；
図４は、種々の照射線量で溶融照射されたUHMWPEの結晶化度および融点を示すグラフであ
る；
図５は、慣用的なUHMWPEの蝕刻された表面の結晶性構造を示す環境走査型電子顕微鏡写真
である；
図６は、溶融照射されたUHMWPEの蝕刻された表面の結晶性構造を図５とほぼ同様の倍率で
示す環境走査型電子顕微鏡写真である；そして
図７は、溶融照射されたUHMWPEカップの種々の深さでの結晶化度および融点を示すグラフ
である。
図８は、加温照射および部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）を用いてその後に加熱し又は加熱
しないで製造されたHoechst-Celanese GUR 4050 UHMWPEについてのＤＳＣ融解吸熱を示す
グラフである。
図９は、加温照射および部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）を用いてその後に加熱し又は加熱
しないで製造されたHoechst-Celanese GUR 1050 UHMWPEについてのＤＳＣ融解吸熱を示す
グラフである。
図１０は、１３０℃の予熱温度を用いてＷＩＲ－ＡＭによって処理されたUHMWPEの断熱加
熱を示すグラフである。
図１１は、未照射のUHMWPE、ＣＩＲ－ＳＭで処理されたUHMWPEおよびＷＩＲ－ＡＭで処理
されたUHMWPEの引張変形挙動を示すグラフである。
詳細な説明
本発明は、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない放射線処理された超高分子量ポ
リエチレン（UHMWPE）から形成される体内で用いるための医療用プロテーゼを提供する。
股関節プロテーゼの形の医療用プロテーゼは、概して、図１の１０で図示される。示され
たプロテーゼは、大腿骨１６に慣用的なセメント１７によって取付けられているステム１
５にネック部分により連結された慣用的なボールヘッド１４を有する。そのボールヘッド
は、慣用的な設計で、しかも当該技術分野において知られているステンレス鋼または他の
合金から形成することができる。ボールヘッドの丸みは、骨盤１１に直接にセメント１３
で取付けることができる寛骨臼カップ１２の内側カップ丸みにとぴったり一致する。或い
は、金属製寛骨臼シェルを骨盤１１にセメント付けしてもよく、そして寛骨臼カップ１２
が、当該技術分野において知られている手段によってその金属製寛骨臼シェルに連結され
たコーティングまたはライナーを形成してもよい。
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プロテーゼの具体的な形は、当該技術分野において知られているように大きく異なること
ができる。多くの股関節構造物が知られているし、そして膝関節、肩関節、踝関節、肘関
節および指関節などの他のプロテーゼが知られている。このような先行技術のプロテーゼ
は、全て、本発明による高分子量ポリエチレン材料からこのようなプロテーゼの少なくと
も一つの耐力表面を製造することによって、利益を得ることができる。このような耐力表
面は、層であっても、ライニングであっても、図１に示したような実際の完全デバイスの
形であってもよい。いずれの場合にも、その耐力表面は、プロテーゼの金属製またはセラ
ミック製嵌合部材と連絡して働けるように、それらの間に滑り面が形成されるのが好まし
い。そのような滑り面は、当該技術分野において知られているポリエチレンでは分解を受
けやすい。そのような分解は、本発明の材料の使用によって大きく減少させることができ
る。
図２は、図３の横断面で一層よく分かる半中空ボール形デバイスの形の寛骨臼カップ１２
を示す。先に説明したように、寛骨臼カップの外面２０は、円形または半球形である必要
はなく、四角であっても、骨盤に直接に若しくは当該技術分野において知られている金属
製シェルを介して骨盤に密着できるいずれの形状であってもよい。好ましい態様の図３の
２１で示された寛骨臼カップの半径は、約２０ｍｍ～３５ｍｍである。概して半球形の中
空部分から外面２０までのこの寛骨臼カップの厚みは、好ましくは約８ｍｍである。外半
径は、好ましくは約２０ｍｍ～約３５ｍｍのオーダーである。
いくつかの場合、ボール関節は本発明のUHMWPEから製造でそして寛骨臼カップは金属から
形成されるが、UHMWPEの寛骨臼カップまたは寛骨臼カップライナーを金属製ボールと嵌合
するように製造するのが好ましい。身体の骨にプロテーゼの構成部品をくっ付ける具体的
な方法は、当該技術分野において知られているように大きく変動し得る。
本発明の医療用プロテーゼとは、プロテーゼデバイス全体またはそれらの部分、例えば、
構成部品、層またはライニングを含む意味である。医療用プロテーゼには、例えば、整形
外科用関節および骨代替部材、例えば、股関節、膝、肩、肘、踝または指用の代替品が含
まれる。プロテーゼは、例えば、耐力表面を有するカップまたはトレー形物品の形であり
うる。当業者に知られている他の形も、本発明に包含される。医療用プロテーゼは、プロ
テーゼのあらゆる摩耗表面、例えば、プロテーゼが本発明のUHMWPEより他の材料から製造
される場合におけるプロテーゼの表面上のコーティングも含む意味である。
本発明のプロテーゼは、例えば、コバルトクロム合金、ステンレス鋼、チタン合金または
ニッケルコバルト合金から形成された金属含有部材との、またはセラミック含有部材との
接触に有用である。例えば、２５ｍｍの内半径を有するカップ形物品が、そのカップ形物
品とぴったり嵌合するように２５ｍｍの外半径を有する金属ボールと接触する股関節を構
築する。この例のカップ形物品の耐力表面は、本発明のUHMWPEから製造され、好ましくは
少なくとも約１ｍｍの厚みを有する、より好ましくは少なくとも約２ｍｍの厚みを有する
、より好ましくは少なくとも約１／４インチ（６.３５ｍｍ）の厚みを有する、そしてよ
り好ましくは少なくとも約１／３インチ（８.４７ｍｍ）の厚みを有する。
本プロテーゼは、あらゆる標準的な既知の形、形状または配置も有することができるし、
または注文設計でありうるが、本発明のUHMWPEの耐力表面を少なくとも一つ有する。
本発明のプロテーゼは、ヒトに対して無毒性である。それらは、正常な体成分、例えば、
血液または間隙液によって劣化しにくい。それらは、例えば、熱またはエチレンオキシド
を含めた標準的な手段によって滅菌することができる。
UHMWPEにより、約５００,０００を越える、好ましくは約１,０００,０００を越える、そ
してより好ましくは約２,０００,０００を越える分子量を有するエチレンの線状非分岐状
鎖が意味される。しばしば、その分子量は、少なくとも約８,０００,０００程度に高いこ
とがありうる。初期平均分子量により、何等かの照射の前のUHMWPE出発物質の平均分子量
が意味される。
慣用的なUHMWPEは、チーグラー・ナッタ触媒によって標準的に生成され、そしてポリマー
が表面触媒部位から生成されるにつれて、それらは結晶化し、鎖が折り畳まれた結晶とし
て重なり合う。既知のUHMWPE粉末の例には、約２,０００,０００ｇ／モルの分子量を有し
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且つステアリン酸カルシウムを全く含有しないHifax Grade 1900ポリエチレン（デラウェ
ア州ウィルミントンのMontellから入手される）；約４,０００,０００～５,０００,００
０ｇ／モルの分子量を有し且つ５００ｐｐｍのステアリン酸カルシウムを含有するGUR 41
5としても知られるGUR 4150（テキサス州ヒューストンのHoescht Celanese Corp.から入
手される）；約４,０００,０００～５,０００,０００ｇ／モルの分子量を有し且つステア
リン酸カルシウムを全く含有しないGUR 4050（テキサス州ヒューストンのHoescht Celane
se Corp.から入手される）；約２,０００,０００ｇ／モルの分子量を有し且つ５００ｐｐ
ｍのステアリン酸カルシウムを含有するGUR 4120（テキサス州ヒューストンのHoescht Ce
lanese Corp.から入手される）；約２,０００,０００ｇ／モルの分子量を有し且つステア
リン酸カルシウムを全く含有しないGUR 4020（テキサス州ヒューストンのHoescht Celane
se Corp.から入手される）；約４,０００,０００～５,０００,０００ｇ／モルの分子量を
有し且つステアリン酸カルシウムを全く含有しないGUR 1050（ドイツのHoescht Celanese
 Corp.から入手される）；約４,０００,０００～５,０００,０００ｇ／モルの分子量を有
し且つ５００ｐｐｍのステアリン酸カルシウムを含有するGUR 1150（ドイツのHoescht Ce
lanese Corp.から入手される）；約２,０００,０００ｇ／モルの分子量を有し且つステア
リン酸カルシウムを全く含有しないGUR 1020（ドイツのHoescht Celanese Corp.から入手
される）；および約２,０００,０００ｇ／モルの分子量を有し且つ５００ｐｐｍのステア
リン酸カルシウムを含有するGUR 1120（ドイツのHoescht Celanese Corp.から入手される
）が含まれる。医療用途に好ましいUHMWPEは、GUR 4150、GUR 1050およびGUR 1020である
。樹脂により、粉末が意味される。
UHMWPE粉末は、種々の異なった技法、例えば、ラム押出法、圧縮成形法または直接圧縮成
形法を用いて固めることができる。ラム押出法では、UHMWPE粉末を加熱バレルを介して加
圧することによって、それをロッド素材、すなわち、棒材に固める（例えば、ＰＡ州Lenn
iのWestlake Plasticsから入手できる）。圧縮成形法では、UHMWPE粉末を高圧下において
金型中で固める（例えば、ＩＮ州Fort WayneのPoly-Hi Solidurまたは英国StanmoreのPer
plasから入手できる）。金型の形状は、例えば、厚いシートでありうる。直接圧縮成形法
は、好ましくは、ネット形製品、例えば、寛骨臼構成部品または脛側膝インサートを製造
するのに用いることができる（例えば、ＩＮ州WarsawのZimmer,Inc.から入手できる）。
この技法では、UHMWPE粉末を直接的に圧縮して最終形状にする。“ホッケーパック”すな
わちパックは、一般に、ラム押出された棒材からまたは圧縮成形シートから機械加工され
る。
放射線処理されたUHMWPEにより、そのUHMWPEのポリマー鎖間に架橋結合を誘導するように
、放射線、例えば、γ線または電子線で処理されたUHMWPEが意味される。
検出可能なフリーラジカルが実質的にないことにより、Jahanら, J. Biomedical Materia
ls Research 25:1005（1991）も記載の電子常磁性共鳴によって、フリーラジカルが実質
的に測定されないことが意味される。フリーラジカルには、例えば、不飽和トランスビニ
レンフリーラジカルが含まれる。融点未満において電離線で照射されたUHMWPEは、架橋結
合を含有するだけでなく、長生きの止められたフリーラジカルも含有する。これらフリー
ラジカルは、長期にわたって酸素と反応し、そして酸化崩壊によるUHMWPEの脆化を引き起
こす。本発明のUHMWPEおよび医療用プロテーゼの利点は、検出可能なフリーラジカルを有
しない放射線処理されたUHMWPEを用いることである。それらフリーラジカルは、この結果
を与えるいずれの方法によっても、例えば、残留結晶構造が実質的に残らないようにUHMW
PEをその融点を越えて加熱することによって除去することができる。結晶構造を除去する
ことにより、フリーラジカルは再結合することができ、したがって除去される。
本発明において用いられるUHMWPEは、架橋構造を有する。架橋構造を有する利点は、プロ
テーゼの装着中のプロテーゼからの粒子の生成を減少させることである。
UHMWPEは、実質的に酸化されないことが好ましい。実質的に酸化されないことにより、架
橋試料のＦＴＩＲスペクトルの１７４０ｃｍ-1でのカルボニルピークの面積のＦＴＩＲス
ペクトルの１４６０ｃｍ-1でのピークの面積に対する比率が、架橋する前の試料の比率と
同じオーダーの大きさであることが意味される。
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UHMWPEは、実質的に耐酸化性であるのが好ましい。実質的に耐酸化性により、それが、少
なくとも約１０年間実質的に酸化されないままであることが意味される。好ましくは、そ
れは、少なくとも約２０年間、より好ましくは少なくとも約３０年間、そして最も好まし
くは患者の全生涯の間、実質的に酸化されないままであることが意味される。
一定の態様において、UHMWPEは３の融解ピークを有する。第１融解ピークは、好ましくは
約１０５℃～約１２０℃であり、より好ましくは約１１０℃～約１２０℃であり、そして
最も好ましくは約１１８℃である。第２融解ピークは、好ましくは約１２５℃～約１４０
℃であり、より好ましくは約１３０℃～約１４０℃であり、またより好ましくは約１３５
℃であり、そして最も好ましくは約１３７℃である。第３融解ピークは、好ましくは約１
４０℃～約１５０℃であり、より好ましくは約１４０℃～約１４５℃であり、そして最も
好ましくは約１４４℃である。一定の態様において、UHMWPEは２の融解ピークを有する。
第１融解ピークは、好ましくは約１０５℃～約１２０℃であり、より好ましくは約１１０
℃～約１２０℃であり、そして最も好ましくは約１１８℃である。第２融解ピークは、好
ましくは約１２５℃～約１４０℃であり、より好ましくは約１３０℃～約１４０℃であり
、またより好ましくは約１３５℃であり、そして最も好ましくは約１３７℃である。一定
の態様において、UHMWPEは１の融解ピークを有する。その融解ピークは、好ましくは約１
２５℃～約１４０℃であり、より好ましくは約１３０℃～約１４０℃であり、またより好
ましくは約１３５℃であり、そして最も好ましくは約１３７℃である。好ましくは、UHMW
PEは２の融解ピークを有する。融解ピークの数は、１０℃／分の加熱速度の示差走査熱量
測定（ＤＳＣ）によって測定される。
本発明のプロテーゼに用いられるUHMWPEのポリマー構造は、プロテーゼ装着中のプロテー
ゼからのUHMWPE粒子の生成の減少をもたらす。体内に放出される粒子の数が制限される結
果として、そのプロテーゼは、より長いインプラント寿命を示す。好ましくは、プロテー
ゼは、少なくとも１０年間、より好ましくは、少なくとも２０年間、そして最も好ましく
は患者の全生涯の間、体内にインプラントされたままである。
本発明は、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない放射線処理されたUHMWPEから製
造された他の二次加工品も包含する。好ましくは、それら二次加工品を製造するのに用い
られるUHMWPEは、架橋構造を有する。好ましくは、そのUHMWPEは、実質的に耐酸化性であ
る。一定の態様において、そのUHMWPEは３の融解ピークを有する。一定の態様において、
そのUHMWPEは２の融解ピークを有する。一定の態様において、そのUHMWPEは１の融解ピー
クを有する。好ましくは、このUHMWPEは２の融解ピークを有する。二次加工品には、造形
品および非造形品が含まれ、例えば、機械加工物、例えば、カップ、ギヤ、ナット、スレ
ッドランナー、ボルト、ファスナー、ケーブル、パイプ等、および棒材、フィルム、円筒
バー、シート材料、パネル、および繊維が含まれる。造形品は、例えば、機械加工によっ
て第２の製品に形状化することができる棒材の形でありうる。それら二次加工品は、耐力
用途、例えば、高耐摩耗用途に、例えば、耐力表面として、例えば、関節表面、および金
属代替品として特に適している。本発明のUHMWPEのフィルムまたはシートは、例えば、グ
ルーで支持体表面上に接着することもでき、したがって、耐摩耗性耐力表面として用いら
れる。
本発明は、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない放射線処理されたUHMWPEも包含
する。そのUHMWPEは架橋構造を有する。好ましくは、そのUHMWPEは実質的に酸化されない
ので、実質的に耐酸化性である。一定の態様において、そのUHMWPEは３の融解ピークを有
する。一定の態様において、そのUHMWPEは２の融解ピークを有する。一定の態様において
、そのUHMWPEは１の融解ピークを有する。好ましくは、UHMWPEは２の融解ピークを有する
。そのUHMWPEを製造するのに用いられる具体的な処理に依存して、本発明のUHMWPE中には
、例えば、ステアリン酸カルシウム、離型剤、エキステンダー、抗酸化剤および／または
ポリエチレンポリマーへの他の慣用的な添加剤を含めた一定の不純物が存在し得る。
本発明は、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない架橋したUHMWPEを製造する方法
も提供する。好ましくは、このUHMWPEは、高耐摩性を有する耐力製品として用いるための
ものである。ポリマー鎖を有する慣用的なUHMWPEを提供する。慣用的なUHMWPEは、例えば
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、棒材、形状化された棒材、例えば、パック、コーティング、または二次加工品、例えば
、医療用プロテーゼで用いるためのカップまたはトレー形物品の形でありうる。慣用的な
UHMWPEにより、約５００,０００を越える分子量の商業的に入手可能な高密度（線状）ポ
リエチレンが意味される。好ましくは、UHMWPE出発物質は、約２,０００,０００を越える
平均分子量を有する。初期平均分子量により、何等かの照射の前のUHMWPE出発物質の平均
分子量が意味される。UHMWPEは、ポリマー鎖を架橋させるように照射される。照射は、不
活性または非不活性環境中で行うことができる。好ましくは、照射は、非不活性環境、例
えば、空気中で行われる。照射されたUHMWPEは、そのUHMWPE中では検出可能なフリーラジ
カルが実質的に存在しなくなるように、UHMWPEの融解温度を越えて加熱される。次に、加
熱されたUHMWPEは室温まで冷却される。好ましくは、冷却工程は、約０.１℃／分を越え
る速度である。場合により、冷却されたUHMWPEを機械加工することができる。例えば、照
射工程中に何等かのUHMWPEの酸化が起こった場合、それを、所望ならば、当業者に知られ
ているいずれかの方法によって機械加工して除去することができる。そして場合により、
冷却されたUHMWPEまたは機械加工されたUHMWPEを、当業者に知られているいずれかの方法
によって滅菌することができる。
この方法の一つの好ましい態様は、いわゆるＣＩＲ－ＳＭ、すなわち、低温照射と引続く
融解である。この態様において、与えられるUHMWPEは、室温または室温未満である。好ま
しくは、それは約２０℃である。UHMWPEの照射は、例えば、γ線照射または電子照射であ
りうる。一般に、γ線照射は高い透過度を与えるが、より長時間を要し、より深遠な酸化
の可能性をもたらす。一般に、電子照射はより限定された透過度しか与えないが、より短
時間であるので、広範な酸化の可能性は減少する。照射は、ポリマー鎖を架橋させるため
に行われる。照射線量を変動させて、最終UHMWPE製品の架橋度および結晶化度を調節する
ことができる。好ましくは、照射の総吸収線量は、約０.５～約１,０００Ｍｒａｄ、より
好ましくは約１～約１００Ｍｒａｄ、またより好ましくは約４～約３０Ｍｒａｄ、またよ
り好ましくは約２０Ｍｒａｄ、そして最も好ましくは約１５Ｍｒａｄである。好ましくは
、UHMWPEを融解させるほどの熱を生じない線量率を用いる。γ線照射を用いる場合、好ま
しい線量率は、約０.０５～約０.２Ｍｒａｄ／分である。電子照射を用いる場合、好まし
くは、線量率は約０.０５～約３,０００Ｍｒａｄ／分、より好ましくは約０.０５～約５
Ｍｒａｄ／分、そして最も好ましくは約０.０５～約０.２Ｍｒａｄ／分である。電子照射
における線量率は、次のパラメータによって決定される。（ｉ）ｋＷで表される加速器の
出力、（ii）コンベヤー速度、（iii）照射検体表面と走査ホーンとの間の距離、および
（iv）走査幅。ｅビーム装置での線量率は、しばしば、ラスタｅビーム下においてMrad／
パスで測定される。本明細書中においてＭｒａｄ／分として示される線量率は、次の等式
：
ＤMrad/min＝ＤMrad/パス×Ｖc÷ｌ
（式中、ＤMrad/minはMrad／分で表される線量率であり、ＤMrad/パスはMrad／パスで表
される線量率であり、Ｖcは、コンベヤー速度であり、そしてｌは、ｅビーム ラスタ面を
移動する検体の長さである）を用いることによってMrad／パスに変換され得る。電子照射
を用いる場合、電子のエネルギーを変動させて、電子の透過度を変化させることができる
。好ましくは、電子のエネルギーは約０.５ＭｅＶ～約１２ＭｅＶ、より好ましくは約５
ＭｅＶ～約１２ＭｅＶである。このような操作性は、照射対象が種々の厚みまたは深さを
有する製品、例えば、医療用プロテーゼの関節用カップである場合に特に有用である。
照射されたUHMWPEは、そのUHMWPEの融解温度を越えて加熱されるので、UHMWPE中に検出可
能なフリーラジカルは存在しない。加熱は、分子に充分な移動度を提供してUHMWPEの結晶
に由来する束縛を排除し、それによって残留するフリーラジカルは実質的に全て再結合す
ることができる。好ましくは、UHMWPEは、約１３７℃～約３００℃、より好ましくは約１
４０℃～約３００℃、またより好ましくは約１４０℃～約１９０℃、またより好ましくは
約１４５℃～約３００℃、またより好ましくは約１４５℃～約１９０℃、またより好まし
くは約１４６℃～約１９０℃、そして最も好ましくは約１５０℃の温度まで加熱される。
好ましくは、加熱工程中の温度は、約０.５分間～約２４時間、より好ましくは約１時間
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～約３時間、そして最も好ましくは約２時間維持される。加熱は、例えば、空気中で、不
活性ガス、例えば、窒素、アルゴン若しくはヘリウム中で、増感雰囲気、例えば、アセチ
レン中で、または真空中で行うことができる。より長い加熱時間には、不活性ガス中また
は真空下で加熱を行うのが好ましい。
この方法のもう一つの好ましい態様は、いわゆるＷＩＲ－ＳＭ、すなわち、加温照射と引
続く融解である。この態様では、与えられるUHMWPEは、そのUHMWPEの融解温度未満の温度
まで予熱される。予熱は、不活性または非不活性環境中で行うことができる。この予熱は
空気中で行うのが好ましい。好ましくは、UHMWPEは、約２０℃～約１３５℃の温度まで、
より好ましくは約２０℃を越える温度～約１３５℃まで、そして最も好ましくは約５０℃
の温度まで予熱される。他のパラメーターは、電子線を用いる照射工程についての線量率
が、好ましくは約０.０５～約１０Mrad／分、そしてより好ましくは約４～約５Mrad／分
であり；そしてγ線照射を用いる照射工程についての線量率が、好ましくは約０.０５～
約０.２Mrad／分、そしてより好ましくは約０.２Mrad／分であることを除いて、ＣＩＲ－
ＳＭに関して上に記載された通りである。
この方法のもう一つの好ましい態様は、いわゆるＷＩＲ－ＡＭ、すなわち、加温照射およ
び断熱融解である。この態様では、与えられるUHMWPEは、そのUHMWPEの融解温度未満の温
度まで予熱される。予熱は、不活性または非不活性環境中で行うことができる。この予熱
は空気中で行うのが好ましい。予熱は、例えば、オーブン中で行うことができる。予熱は
、約１００℃からUHMWPEの融解温度未満の温度までであるのが好ましい。好ましくは、UH
MWPEを約１００℃～約１３５℃の温度まで予熱する。より好ましくはその温度は約１３０
℃であり、そして最も好ましくは約１２０℃である。好ましくは、そのUHMWPEを、加工中
にUHMWPEからの熱損失を減少させるために断熱材中に入れる。熱とは、例えば、照射前に
加えられる予熱および照射中に生じる熱を含む意味である。断熱材により、断熱性を有す
るあらゆる材料、例えば、ガラス繊維パウチが意味される。
次に、予熱されたUHMWPEに、ポリマー中において材料中の結晶を実質的に全て融解させる
のに充分な熱を生じるように充分に高い総線量を充分に速い線量率で照射すると、例えば
照射工程によって生じる検出可能なフリーラジカルが実質的に全て確実に除去される。照
射工程は、このような断熱加熱を生じるように電子照射を用いるのが好ましい。断熱加熱
により、照射中に周囲への熱損失がないことが意味される。断熱加熱は、その温度が融点
を越える場合、断熱融解を引き起こす。断熱融解とは、完全なまたは部分的な融解を含む
意味である。最小の総線量は、ポリマーをその初期温度（すなわち、上で論及された予熱
温度）からその融解温度まで加熱するのに必要な熱、および全ての結晶を融解させるのに
必要な熱、およびポリマーをその融点を越える所定の温度まで加熱するのに必要な熱の量
によって決定される。次の等式は、総線量の量をどのように計算するかを示すものである
。
総線量＝ＣPs（Ｔm－Ｔi）＋ΔＨm＋ＣPm（Ｔf－Ｔm）
式中、ＣPs（＝２Ｊ／ｇ／℃）およびＣPm（＝３Ｊ／ｇ／℃）は、固相状態および溶融状
態のそれぞれのUHMWPEの熱容量であり、ΔＨm（＝１４６Ｊ／ｇ）は、未照射Hoescht Cel
anese GUR 415棒材の融解熱であり、Ｔiは初期温度であり、そしてＴfは最終温度である
。最終温度は、UHMWPEの融解温度を越えるはずである。
好ましくは、UHMWPEの最終温度は、約１４０℃～約２００℃であり、より好ましくは、そ
れは約１４５℃～約１９０℃であり、またより好ましくは、それは約１４６℃～約１９０
℃であり、そして最も好ましくは、それは約１５０℃である。１６０℃を越えると、ポリ
マーは気泡および亀裂を形成し始める。好ましくは、電子線の線量率は、約２～約３,０
００Mrad／分であり、またより好ましくは約２～約３０Mrad／分、またより好ましくは約
７～約２５Mrad／分、またより好ましくは約２０Mrad／分、そして最も好ましくは約７Mr
ad／分である。好ましくは、総吸収線量は約１～約１００Mradである。上の等式を用いる
と、１３０℃の初期温度および１５０℃の最終温度についての吸収線量は、約２２Mradで
あると計算される。
この態様において、その方法の加熱工程は、上記の断熱加熱から生じる。
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一定の態様において、断熱加熱は、UHMWPEを完全に融解させる。一定の態様において、断
熱加熱は、UHMWPEを部分的に融解させるだけである。好ましくは、照射で誘発される断熱
加熱の後に、その照射されたUHMWPEの追加加熱を行なって、追加加熱後のUHMWPEの最終温
度をUHMWPEの融解温度を上回るようにし、UHMWPEの完全な融解を確実にする。追加の加熱
からのUHMWPEの温度は、約１４０℃～約２００℃であり、より好ましくは約１４５℃～約
１９０℃であり、またより好ましくは約１４６℃～約１９０℃であり、そして最も好まし
くは約１５０℃である。
本発明の更にもう一つの態様は、いわゆるＣＩＲ－ＡＭ、すなわち、低温照射と断続的加
熱である。この態様では、室温または室温未満のUHMWPEは、断熱加熱によって、その後の
追加加熱をしてまたはしないで融解される。
本発明は、上記の方法によって製造された製品も包含する。
本発明において更に提供されるのは、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しないUHMW
PEから医療用プロテーゼを製造する方法であり、そのプロテーゼは、プロテーゼの装着中
のプロテーゼからの粒子の生成を減少させる。検出可能なフリーラジカルを有しない放射
線処理されたUHMWPEが提供される。医療用プロテーゼが、プロテーゼの装着中にプロテー
ゼからの粒子の生成を減少させるようにこのUHMWPEから形成され、UHMWPEはプロテーゼの
耐力表面を形成する。プロテーゼの形成は、当業者に知られている標準操作、例えば、機
械加工によって行うことができる。
本発明において更に提供されるのは、医療用プロテーゼを必要とする身体を治療する方法
である。検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない放射線処理されたUHMWPEから形成
された形状化されたプロテーゼが提供される。このプロテーゼは、プロテーゼを必要とす
る身体に適用される。そのプロテーゼは、プロテーゼの装着中のプロテーゼからの粒子の
生成を減少させる。好ましい態様において、超高分子量ポリエチレンが、プロテーゼの耐
力表面を形成する。
本発明の更にもう一つの態様において、プロテーゼ装着中にプロテーゼからの微粒子の生
成を減少させるように、約５０％未満の結晶化度、約２９０Å未満のラメラ厚みおよび約
９４０ＭＰａ未満の引張弾性率を有するポリマー構造を有する超高分子量ポリエチレン（
UHMWPE）から形成される体内使用のための医療用プロテーゼが提供される。
この態様のUHMWPEは、約５０％未満の結晶化度、好ましくは約４０％未満の結晶化度のポ
リマー構造を有する。結晶化度により、ポリマーの結晶性である分率が意味される。結晶
化度は、試料の重量（ｗ，ｇで表される）、融解中に試料によって吸収される熱（Ｅ，ｃ
ａｌで表される）および１００％結晶状態にあるポリエチレンの計算された融解熱（ΔＨ
°＝６９.２ｃａｌ／ｇ）を知り、そして次の等式を用いることによって計算される。

この態様のUHMWPEは、約２９０Å未満のラメラ厚み、好ましくは約２００Å未満のラメラ
厚み、そして最も好ましくは約１００Å未満のラメラ厚みのポリマー構造を有する。ラメ
ラ厚み（ｌ）により次の式を用いて計算されるポリマー中の推定メラ構造の厚みが意味さ
れる。

式中、σeはポリエチレンの最終自由表面エネルギー（end free surface energy）（２.
２２×１０-6ｃａｌ／ｃｍ2）であり、ΔＨ°は１００％結晶状態にあるポリエチレンの
計算された融解熱（６９.２ｃａｌ／ｇ）であり、ρは晶性部分の密度（１.００５ｇ／ｃ
ｍ3）であり、Ｔm°は完全ポリエチレン結晶の融点（４１８.１５Ｋ）であり、そしてＴm

は試料の実験的に決定される融点である。
この態様のUHMWPEは、約９４０ＭＰａ未満の引張弾性率、好ましくは約６００ＭＰａ未満
の引張弾性率、より好ましくは約４００ＭＰａ未満の引張弾性率、そして最も好ましくは
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約２００ＭＰａ未満の引張弾性率を有する。引張弾性率により、標準試験法ASTM 638 M I
IIを用いて測定したときの０.５％未満の歪についての対応する歪に対する法線応力の比
率が意味される。
好ましくは、この態様のUHMWPEは、約４０％の結晶化度、約１００Åのラメラ厚みおよび
約２００ＭＰａの引張弾性率を有するポリマー構造を有する。
この態様のUHMWPEは、止められたフリーラジカル、例えば、不飽和トランスビニレンフリ
ーラジカルを有していない。この態様のUHMWPEは、ショアーＤスケールで約６５未満の硬
度、より好ましくはショアーＤスケールで約５５未満の硬度、そして最も好ましくはショ
アーＤスケールで約５０未満の硬度を有するのが好ましい。硬度により、ASTM D2240に記
載のジュロメーターを用いてショアーＤスケールで測定される瞬間押込硬度が意味される
。この態様のUHMWPEは、実質的に酸化されないのが好ましい。そのポリマー構造は、広範
な架橋を有するので、ポリマー構造のかなりの部分はデカリン中に溶解しない。かなりの
部分により、ポリマー試料乾量の少なくとも５０％が意味される。デカリン中に溶解しな
いことにより、１５０℃で２４時間にわたってデカリン中に溶解しないことが意味される
。好ましくは、この態様のUHMWPEは、不完全な結晶の生成を引き起こし且つ結晶化度を減
少させるように高い絡み合い密度を有する。絡み合い密度により、単位容積中のポリマー
鎖の絡み合い点の数が意味され、より高い絡み合い密度は、そのポリマー試料が慣用的な
UHMWPEと同程度まで結晶化できないことによって示されるので、より小さい結晶化度をも
たらす。
本発明は、約５０％未満の結晶化度、約２９０Å未満のラメラ厚みおよび約９４０ＭＰａ
未満の引張弾性率を有するポリマー構造を有するこの態様のUHMWPEから製造される他の二
次加工品も包含する。そのような製品には、造形品および非造形品が含まれ、例えば、機
械加工物、例えば、カップ、ギヤ、ナット、スレッドランナー、ボルト、ファスナー、ケ
ーブル、パイプ等、および棒材、フィルム、円筒バー、シート材料、パネル、および繊維
が含まれる。造形品は、例えば、機械加工によって製造することができる。それら二次加
工品は、耐力用途に、例えば、耐力表面としておよび金属代替品として特に適している。
溶融照射されたUHMWPEの薄いフィルムまたはシートは、例えば、グルーで支持体表面上に
接着することもでき、したがって、透明な耐摩耗性耐力表面として用いられる。
本発明は、UHMWPEが、約５０％未満の結晶化度、約２９０Å未満のラメラ厚みおよび約９
４０ＭＰａ未満の引張弾性率を特徴とする独特のポリマー構造を有する態様も包含する。
そのUHMWPEを製造するのに用いられる具体的な処理に依存して、本発明のUHMWPE中には、
例えば、ステアリン酸カルシウム、離型剤、エキステンダー、抗酸化剤および／またはポ
リエチレンポリマーへの他の慣用的な添加剤を含めた一定の不純物が存在し得る。一定の
態様において、本UHMWPEは、光の高い透過率、好ましくは１ｍｍ厚の試料を通る５１７ｎ
ｍの光の約１０％を越える光の透過率、より好ましくは１ｍｍ厚の試料を通る５１７ｎｍ
の光の約３０％を越える光の透過率、そして最も好ましくは１ｍｍ厚の試料を通る５１７
ｎｍの光の約４０％を越える透過率を有する。このようなUHMWPEは、種々の製品の支持体
表面上にくっ付けることができる薄いフィルムまたはシートに特に有用であり、そのフィ
ルムまたはシートは透明で耐摩耗性となる。
本発明のもう一つの態様において、架橋したUHMWPEを製造する方法が提供される。この方
法は、いわゆる溶融照射（ＭＩＲ）である。慣用的なUHMWPEが提供される。好ましくは、
そのUHMWPEは、酸素を実質的に含まない不活性物質で取り囲まれている。そのUHMWPEは、
全ての結晶構造を完全に融解させるためにそのUHMWPEの融解温度を越えて加熱される。加
熱されたUHMWPEは照射され、そして照射されたUHMWPEは約２５℃まで冷却される。
好ましくは、この態様から製造されたUHMWPEは、約５０％未満の結晶化度、約２９０Å未
満のラメラ厚みおよび約９４０ＭＰａ未満の引張弾性率を有するポリマー構造を有する。
慣用的なUHMWPE、例えば、棒材、形状化された棒材、コーティングまたは二次加工品が提
供される。慣用的なUHMWPEにより、約５００,０００を越える分子量の商業的に入手可能
な高密度（線状）ポリエチレンが意味される。好ましくは、このUHMWPE出発物質は、約２
,０００,０００を越える平均分子量を有する。初期平均分子量により、何等かの照射の前
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のUHMWPE出発物質の平均分子量が意味される。このUHMWPEは、実質的に酸素を含まない不
活性物質、例えば、窒素、アルゴンまたはヘリウムで取り囲まれているのが好ましい。一
定の態様では、非不活性環境を用いることができる。このUHMWPEは、その融解温度を越え
る温度で、その結晶を全て融解させるのに充分な時間加熱される。好ましくは、その温度
は約１４５℃～約２３０℃であり、そしてより好ましくは約１７５℃～約２００℃である
。好ましくは、その加熱は、ポリマーを好ましい温度で約５分間～約３時間、そしてより
好ましくは約３０分間～約２時間保持するように維持される。次に、そのUHMWPEに、γ線
または電子線で照射する。概して、γ線照射は高い透過度を与えるが、より長時間を要し
、若干の酸化の可能性をもたらす。概して、電子照射はより限定された透過度しか与えな
いが、より短時間であるので、酸化の可能性は減少する。照射線量を変動させて、最終UH
MWPE製品の架橋度および結晶化度を調節することができる。好ましくは、約１Mradを越え
る線量を用い、より好ましくは約２０Mradを越える線量を用いる。電子照射を用いる場合
、電子のエネルギーを変動させて、電子の透過度を変化させることができ、それによって
最終UHMWPE製品の架橋度および結晶化度を調節することができる。好ましくは、そのエネ
ルギーは、約０.５ＭｅＶ～約１２ＭｅＶ、より好ましくは約１ＭｅＶ～約１０ＭｅＶ、
そして最も好ましくは約１０ＭｅＶである。このような操作性は、照射対象が種々の厚み
または深さを有する製品、例えば、プロテーゼの関節用カップである場合に特に有用であ
る。次に、照射されたUHMWPEは約２５℃まで冷却される。好ましくは、冷却速度は、約０
.５℃／分またはそれより大きく、より好ましくは約２０℃／分またはそれより大きい。
一定の態様において、冷却されたUHMWPEは機械加工することができる。好ましい態様にお
いて、冷却された照射UHMWPEは、検出可能なフリーラジカルを実質的に有しない。実施例
１、３および６は、この方法のいくつか好ましい態様を記載している。実施例２、４およ
び５、および図４～７は、これら好ましい態様から得られる溶融照射UHMWPEのいくつかの
特性を慣用的なUHMWPEと比較しながら示している。
本発明は、上記の方法によって製造された製品も包含する。
ＭＩＲの態様では、高度に絡み合って架橋したUHMWPEが製造される。慣用的なUHMWPEが提
供される。好ましくは、そのUHMWPEは、酸素を実質的に含まない不活性物質で取り囲まれ
ている。そのUHMWPEは、UHMWPEの融解温度を越える温度で、UHMWPE中のポリマー鎖の絡み
合いが形成されるのに充分な時間加熱される。加熱されたUHMWPEは、ポリマー鎖を絡み合
った状態に止めるために照射される。照射されたUHMWPEは約２５℃まで冷却される。
本発明は、上記の方法によって製造された製品も包含する。
本発明において更に提供されるのは、プロテーゼの装着中にプロテーゼからの微粒子の生
成を減少させるようにUHMWPEからプロテーゼを製造する方法である。約５０％未満の結晶
化度、約２９０Å未満のラメラ厚みおよび約９４０ＭＰａ未満の引張弾性率を有するポリ
マー構造を有するUHMWPEが提供される。プロテーゼは、このUHMWPEから形成され、そのUH
MWPEはプロテーゼの耐力表面を形成する。プロテーゼの形成は、当業者に知られている標
準操作、例えば、機械加工によって行うことができる。
本発明において更に提供されるのは、プロテーゼを必要とする身体を治療する方法である
。約５０％未満の結晶化度、約２９０Å未満のラメラ厚みおよび約９４０ＭＰａ未満の引
張弾性率を有するポリマー構造を有する超高分子量ポリエチレンから形成された形状化さ
れたプロテーゼが提供される。このプロテーゼは、プロテーゼを必要とする身体に適用さ
れる。そのプロテーゼは、プロテーゼの装着中のプロテーゼからの微粒子の生成を減少さ
せる。好ましい態様において、この超高分子量ポリエチレンは、そのプロテーゼの耐力表
面を形成する。
本発明の製品および方法は、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、線状低密度ポリ
エチレンおよびポリプロピレンなどの他のポリマー材料にも当てはまる。
次の非限定実施例は、本発明を更に詳しく説明するものである。
実施例
実施例１：溶融照射UHMWPEを製造する方法（ＭＩＲ）
この実施例は、溶融UHMWPEの電子照射を例示する。
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慣用的なラム押出UHMWPE棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたHoescht 
Celanese GUR 415棒材）から調製された１０ｍｍ×１２ｍｍ×６０ｍｍ寸法の立方形検体
（パック）をチャンバー中に入れた。チャンバー内雰囲気は、低酸素窒素ガス（＜０.５
ｐｐｍ酸素ガス）（ＮＪ州Murray HillのAIRCOから入手された）から成るものであった。
チャンバー内圧は約１ａｔｍであった。試料および照射チャンバーの温度は、ヒーター、
バリアックおよび熱電対表示器（手動）または温度調節器（自動）を用いて調節された。
チャンバーを２７０Ｗ加熱マントルで加熱した。チャンバーは、試料の定常状態温度が約
１７５℃となるような速度で加熱された（バリアックによって調節された）。試料を定常
状態温度で３０分間保持した後、照射を開始した。
照射は、バンドグラーフ高圧発生装置を用いて２.５ＭｅＶのエネルギーの電子および１.
６７MRad／分の線量率で行った。試料は、試料の６０ｍｍ×１２ｍｍ表面上に衝突する電
子ビームで２０MRadの線量を受けた。ヒーターのスイッチを照射後に切り、そして試料を
チャンバー内の不活性雰囲気、つまり窒素ガス下において２５℃まで約０.５℃／分で冷
却させた。対照として、慣用的なUHMWPEの未加熱および未照射の棒材を用いて同様の検体
を調製した。
実施例２：GUR 415 UHMWPE棒材および溶融照射（ＭＩＲ）GUR 415 UHMWPE棒材（２０MRad
）の特性の比較
この実施例は、実施例１から得られたUHMWPE棒材（GUR 415）の照射および未照射試料の
種々の特性を例示する。試験された試料は、次の通りであった：試験試料は、溶融した後
に溶融中に照射した棒材；対照は棒材（未加熱／未融解、未照射）であった。
（Ａ）示差走査熱量測定（ＤＳＣ）
Perkin-Elmer DSC7を、氷水冷却用放熱器、および連続窒素パージで１０℃／分での加熱
および冷却速度とともに用いた。実施例１から得られた試料の結晶化度を、試料の重量お
よびポリエチレン結晶の融解熱（６９.２ｃａｌ／ｇ）から計算した。吸熱量のピークに
対応する温度を融点とした。ラメラ厚みは、ラメラ結晶形態を推定し、そして１００％結
晶ポリエチレンの融解熱ΔＨ°（６９.２ｃａｌ／ｇ）、完全結晶の融点（４１８.１５Ｋ
）、結晶部分の密度（１.００５ｇ／ｃｍ3）およびポリエチレンの最終自由表面エネルギ
ー（２.２２×１０-6ｃａｌ／ｃｍ2）を知ることによって計算された。結果を表１および
図４に示す。

これら結果は、溶融照射された試料が、より低い結晶化度、より低いラメラ厚みおよびよ
り低い融点によって示されるように、未照射試料よりも多い絡み合いおよび少ない結晶ポ
リマー構造を有したことを示す。
（Ｂ）膨潤比
試料を２ｍｍ×２ｍｍ×２ｍｍ寸法の立方体に切断し、そしてデカリン中に１５０℃で２
４時間浸漬したまま保持した。抗酸化剤（１％Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミン）をデ
カリンに加えて、試料の分解を妨げた。膨潤比および抽出パーセントは、試料の重量を実
験前、２４時間膨潤後、および膨潤した試料を真空乾燥した後に測定することによって計
算された。結果を表２に示す。
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これら結果は、溶融照射されたUHMWPE試料が高度に架橋したため、ポリマー鎖は２４時間
後でも熱溶媒中へ溶解できなかったが、未照射試料は同じ時間内に熱溶媒中に完全に溶解
したことを示す。
（Ｃ）引張弾性率
試料についてASTM 638 M IIIを行った。置換速度は１ｍｍ／分であった。実験はＭＴＳ試
験機で行った。結果を表３に示す。

これら結果は、溶融照射されたUHMWPE試料が、未照射対照より有意に低い引張弾性率を有
したことを示す。溶融照射されたUHMWPE試料のより低い破断点歪が、その試料中の鎖の架
橋についての更にもう一つの証拠である。
（Ｄ）硬度
試料の硬度は、ジュロメーターを用いてショアーＤスケールで測定された。硬度は、瞬間
押込について記録された。結果を表４に示す。

これら結果は、溶融照射されたUHMWPEが、未照射対照より柔軟であったことを示す。
（Ｅ）光透過率（透明性）
試料の透明性は、次のように測定された：光透過率は、２枚のガラススライドの間に置か
れた厚さ約１ｍｍの試料を通る５１７ｎｍの波長の光について検討された。試料は、それ
ら表面を６００グリット紙で磨くことによって調製された。シリコーン油を試料の表面上



(16) JP 4752039 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

に塗布した後、その試料を２枚のスライドの間に置いた。シリコーン油は、ポリマー試料
の表面ざらつきによって拡散光の散乱を減少させるために用いられた。この目的で用いら
れる対照は、シリコーン油の薄いフィルムによって隔てられた２枚の類似のガラススライ
ドであった。透過率は、Perkin-Elmer Lambda 3B uv-vis分光光度計を用いて測定された
。正確に１ｍｍ厚さの試料の吸光係数および透過率は、ランベルト・ベールの法則を用い
て計算された。結果を表５に示す。

これら結果は、溶融照射されたUHMWPE試料が、それを通る光を対照よりはるかに多く透過
したので、対照よりはるかに透明であることを示す。
（Ｆ）環境走査型電子顕微鏡（ＥＳＥＭ）
ＥＳＥＭ（ElectroScan,３型）は、試料上について１０ｋＶ（試料にへの放射線損傷を減
少させる低電圧）で極めて薄い金コーティング（画質を高める約２０Å）を用いて行った
。金コーティングを用いておよび用いることなくＥＳＥＭ下でポリマー表面を研究するこ
とにより、薄い金コーティングは人為的結果物を全く生じないことが示された。
１：１の硫酸／オルトリン酸比率および０.７％（ｗ／ｖ）濃度の過マンガン酸カリウム
での過マンガン酸塩蝕刻を用いて試料を蝕刻した後、ＥＳＥＭ下で観察した。
図４は、慣用的なUHMWPE（GUR 415；未加熱；未照射）の蝕刻面のＥＳＥＭ（１０,０００
×の倍率）を示す。図５は、溶融照射されたUHMWPE（GUR 415；溶融；２０MRad）の蝕刻
面のＥＳＥＭ（１０,０００×の倍率）を示す。ＥＳＥＭは、慣用的なUHMWPEと比較して
、溶融照射されたUHMWPEの結晶化度の大きさの減少および不完全結晶化の発生を示した。
（Ｇ）フーリエ変換赤外分光分析法（ＦＴＩＲ）
試料のＦＴＩＲは、ヘキサンで濯ぎ洗浄して表面の不純物を除去された試料についてマイ
クロサンプラーを用いて行われた。約１７４０～１７００ｃｍ-1で観察されたピークは、
酸素含有基に関係したバンドである。したがって、１７４０ｃｍ-1でのカルボニルピーク
の面積の１４６０ｃｍ-1でのメチレンピークの面積に対する比率は、酸化度の尺度になる
。
ＦＴＩＲスペクトルは、溶融照射されたUHMWPE試料が、慣用的な未照射UHMWPE対照より多
くの酸化を示したが、空気中において室温で照射され溶融照射された試料と同じ照射線量
を与えられたUHMWPE試料よりはるかに少ない酸化を示したことを示している。
（Ｈ）電子常磁性共鳴（ＥＰＲ）
ＥＰＲは、気密石英試験管中の窒素雰囲気中に置かれた試料について室温で行われた。用
いられた計測器はBruker ESP 300 EPR分光計であり、用いられた試験管はＮＪ州BuenaのW
ilmad Glass Companyから入手されたTaperlok EPR試料管であった。
照射は、ポリマー中でフリーラジカルを生成する処理であるので、未照射試料はそれらの
中にフリーラジカルを全く含んでいない。照射で、適当な条件下で数年間存続しうるフリ
ーラジカルが生成される。
ＥＰＲ結果は、溶融照射された試料が、照射直後にＥＰＲを用いて実験された場合にフリ
ーラジカルを全く示さなかったが、窒素雰囲気下の室温で照射された試料は、室温で２６
６日貯蔵した後でも、トランスビニレンフリーラジカルを示したことを示す。溶融照射さ
れたUHMWPE試料におけるフリーラジカルの不存在は、酸化的分解がこれ以上は不可能であ
ったことを意味する。
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（Ｉ）耐摩耗性
試料の耐摩耗性は、二軸ピンオンディスク摩耗試験機を用いて測定された。摩耗試験は、
Ｃｏ－Ｃｒ合金ディスクに対するUHMWPEピン（直径＝９ｍｍ；高さ＝１３ｍｍ）の摩擦作
用を包含した。これら試験は、合計２００万サイクルまで行った。未照射のピンは、８ｍ
ｇ／１００万サイクルの摩耗率を示したが、照射されたピンは、０.５ｍｇ／１００万サ
イクルの摩耗率を有した。これら結果は、溶融照射されたUHMWPEが、未照射対照よりはる
かに優れた耐摩耗性を有することを示す。
実施例３：溶融照射（ＭＩＲ）UHMWPEの慣用的な関節用カップの製造方法
この実施例は、溶融UHMWPEの慣用的な関節用カップの電子照射を例示する。
内径２６ｍｍを有し且つGUR 415ラム押出棒材から調製された慣用的な関節用カップ（Ｉ
Ｎ州WarsawのZimmer,Inc.によって調製された高適格未滅菌UHMWPEカップ）を、底部にチ
タンカップホルダーおよび上部に薄いステンレス鋼箔（０.００１インチ厚）を有する気
密チャンバー内で制御された雰囲気および温度条件下で照射した。このチャンバー内の雰
囲気は、低酸素窒素ガス（＜０.５ｐｐｍ酸素ガス）（ＮＪ州Murray HillのAIRCOから入
手された）から成るものであった。そのチャンバー内圧は約１ａｔｍであった。そのチャ
ンバーは、２７０Ｗ加熱マントルをチャンバーの底部に用いて加熱され、これは、温度調
節器およびバリアックを用いて調節された。チャンバーは、カップ上面の温度が約１.５
℃～２℃／分で上昇して、最終的に約１７５℃の定常状態温度に漸近的に達するように加
熱された。試料カップの厚みおよび用いられる装置の具体的な設計により、カップの定常
状態温度は、底部の２００℃から上部の１７５℃まで変動した。そのカップをこれらの温
度で３０分間保持した後、照射を開始した。
照射は、バンドグラーフ高圧発生装置を用いて２.５ＭｅＶのエネルギーの電子および１.
６７MRad／分の線量率で行った。ビームは、上面の薄い箔を通ってチャンバーに入り、そ
してカップの凹面に衝突した。カップに与えられた線量は、電子が衝突したカップ表面か
ら約５ｍｍ下で２０MRadの最大線量が受けられるようにした。照射後、加熱を停止し、そ
して窒素ガスを含むチャンバー内のままでカップを室温（約２５℃）まで冷却させた。冷
却速度は約０.５℃／分であった。チャンバーおよび試料が室温に達した後、試料をチャ
ンバーから取出した。
容積が増加している（溶融照射後の結晶化度の減少に伴う密度の減少のため）上記の照射
カップは、適当な寸法に再度機械加工することができる。
実施例４：溶融照射（ＭＩＲ）UHMWPE関節用カップの種々の深さでの膨潤比および抽出パ
ーセント
この実施例は、実施例３から得られた溶融照射された関節用カップの種々の深さでの膨潤
比および抽出パーセントを例示する。２ｍｍ×２ｍｍ×２ｍｍ寸法の試料を、カップの軸
に沿った様々な深さでカップから切取った。次に、これら試料をデカリン中に１５０℃で
２４時間浸漬したまま保持した。抗酸化剤（１％Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミン）を
デカリンに加えて、試料の分解を妨げた。膨潤比および抽出パーセントは、実験前、２４
時間膨潤後、および膨潤した試料を真空乾燥した後に試料重量を測定することによって計
算された。結果を表６に示す。



(18) JP 4752039 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

これら結果は、ポリマー鎖が熱デカリン中に２４時間にわたって溶解しないような程度ま
での溶融照射処理のために、カップ中のUHMWPEが１２ｍｍの深さまで架橋していたことを
示す。
実施例５：溶融照射（ＭＩＲ）UHMWPE関節用カップの種々の深さでの結晶化度および融点
この実施例は、実施例３から得られた溶融照射されたカップの種々の深さでの結晶化度お
よび融点を例示する。
試料は、カップの軸に沿った様々な深さでカップから得られた。結晶化度は、結晶性であ
るポリマーの分率である。結晶化度は、試料重量（ｗ，ｇで表される）、融解中に試料に
よって吸収される熱（示差走査熱量測定法を用いて１０℃／分で実験的に測定されたＥ，
ｃａｌで表される）および１００％結晶状態にあるポリエチレンの融解熱（ΔＨ°＝６９
.２ｃａｌ／ｇ）を知り、そして次の等式を用いることによって計算された。

融点は、ＤＳＣ吸熱量のピークに対応する温度である。結果を図７に示す。
これら結果は、実施例３から得られた関節用カップ中の溶融照射されたUHMWPEの結晶化度
および融点が、１ｃｍの深さ（カップの厚みは１.２ｃｍである）まででさえ、慣用的なU
HMWPEの対応する値よりはるかに低かったことを示す。
実施例６：溶融照射（ＭＩＲ）UHMWPE関節用カップの第二製造法
この実施例は、溶融照射されたUHMWPEを用いて関節用カップを製造する方法を例示する。
慣用的なラム押出UHMWPE棒材（ＰＡ州LenniのWest Lake Plasticsから入手されたGUR 415
棒材）を機械加工して、高さ４ｃｍおよび直径５.２ｃｍの円筒形にした。その円筒の一
つの円形面を機械加工して、直径２.６ｃｍの正確に半球形孔を含み、その孔の軸と円筒
が一致するようにした。この検体を、上面に薄いステンレス鋼箔（０.００１インチ厚）
を有する気密チャンバー中に封入した。円筒形検体を、半球形孔が箔に面するように入れ
た。次に、チャンバーを、低酸素窒素ガス（＜０.５ｐｐｍ酸素ガス）（ＮＪ州Murray Hi
llのAIRCOから入手された）でフラッシュして充満させた。このフラッシングおよび充満
の後、チャンバー内圧を１ａｔｍで保持しながら、窒素の遅い連続流を維持した。２７０
Ｗ加熱マントルをそのチャンバーの底部に用いて加熱し、これは、温度調節器およびバリ
アックを用いて調節された。円筒形検体の上面の温度が約１.５℃～２℃／分で上昇して
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、最終的に約１７５℃の定常状態温度に漸近的に達するようにチャンバーを加熱した。次
に、検体をこの温度で３０分間保持した後、照射を開始した。
照射は、バンドグラーフ高圧発生装置を用いて２.５ＭｅＶのエネルギーの電子および１.
６７MRad／分の線量率で行った。ビームは、上面の薄い箔を通ってチャンバーに入り、そ
して半球形孔を有する表面に衝突した。検体に与えられた線量は、電子が衝突したポリマ
ー表面から約５ｍｍ下で２０MRadの最大線量が与えられたようにした。照射後、加熱を停
止し、そして窒素ガスを含むチャンバー内に入れたままで検体を室温（約２５℃）まで冷
却させた。冷却速度は約０.５℃／分であった。チャンバーおよび試料が室温に達した後
、試料をチャンバーから取出した。
次に、この円筒形検体を機械加工して、ＩＮ州WarsawのZimmer,Inc.によって、半球形孔
の凹面が再度機械加工されて関節面になるように製造された内径２６ｍｍの高適格UHMWPE
関節用カップの寸法を有する関節用カップにした。この方法は、溶融照射中に比較的大き
く寸法を変化させることを可能にする。
実施例７：UHMWPEパックの電子照射
この実施例は、UHMWPEパックの電子照射が、不均等な吸収線量プロフィールを与えること
を例示する。
慣用的なUHMWPEラム押出棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたHoescht 
Celanese GUR 415棒材）を用いた。棒材に用いられたGUR 415樹脂は、５,０００,０００
ｇ／モルの分子量を有し且つ５００ｐｐｍのステアリン酸カルシウムを含有した。その棒
材を、“ホッケーパック”形の円筒（高さ４ｃｍ，直径８.５ｃｍ）に切断した。
それらパックに、室温において、１０ＭｅＶおよび１ｋＷで操作された直線電子加速器（
AECL，ピナワ，マニトバ，カナダ）でパックの円形底面の一方へ入射する電子ビームを用
い、３０ｃｍの走査幅および０.０８ｃｍ／秒のコンベヤー速度を用いて照射した。カス
ケード効果のために、電子ビーム照射は、不均等な吸収線量プロフィールを生じる。表７
は、１０ＭｅＶ電子で照射されたポリエチレンの検体の種々の深さでの計算された吸収線
量を示す。吸収線量は、上面（ｅビーム入射面）で測定された値であった。

実施例８：低温照射と引続く融解（ＣＩＲ－ＳＭ）を用いるUHMWPEの製造方法
この実施例は、UHMWPEを低温照射した後、融解させることによって、架橋構造を有し且つ
検出可能なフリーラジカルを実質的に有しないUHMWPEを製造する方法を例示する。
慣用的なUHMWPEラム押出棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたHoescht 
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Celanese GUR 415棒材）を用いた。棒材に用いられたGUR 415樹脂は、５,０００,０００
ｇ／モルの分子量を有し且つ５００ｐｐｍのステアリン酸カルシウムを含有した。その棒
材を、“ホッケーパック”形の円筒（高さ４ｃｍ，直径８.５ｃｍ）に切断した。
それらパックに、室温において２.５Mrad／パスの線量率で、上面（電子ビーム入射）で
測定される２.５、５、７.５、１０、１２.５、１５、１７.５、２０、３０および５０Mr
adの総吸収線量まで照射した（AECL，ピナワ，マニトバ，カナダ）。それらパックは包装
されなかったし、そして照射は空気中で行われた。照射に続いて、ポリマーを融解させる
ことによってフリーラジカルの再結合を引き起こして、残留する検出可能なフリーラジカ
ルを実質的にようにするために、それらパックを真空下において１５０℃まで２時間加熱
した。次に、それらパックを室温まで５℃／分の速度で冷却した。
残留するフリーラジカルは、Jahanら，J.Biomedical Materials Research 25:1005（1991
）で記載のように電子常磁性共鳴によって測定される。
実施例９：加温照射と引続く融解（ＷＩＲ－ＳＭ）を用いるUHMWPEの製造方法
この実施例は、融点未満まで加熱されたUHMWPEに照射した後、そのUHMWPEを融解させるこ
とによって、架橋構造を有し且つ検出可能なフリーラジカルを実質的に有しないUHMWPEを
製造する方法を例示する。
慣用的なUHMWPEラム押出棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたHoescht 
Celanese GUR 415棒材）を用いた。棒材に用いられたGUR 415樹脂は、５,０００,０００
ｇ／モルの分子量を有し且つ５００ｐｐｍのステアリン酸カルシウムを含有した。その棒
材を、“ホッケーパック”形の円筒（高さ４ｃｍ，直径８.５ｃｍ）に切断した。
それらパックを、オーブン中において空気中で１００℃まで加熱した。次に、加熱された
パックに、２.５Mrad／パスの線量率で２０Mradの総線量まで電子ビームを用い（ＮＪ州C
ranburyのE-Beam Services）、３０ｃｍの走査幅および０.０８ｃｍ／秒のコンベヤー速
度を用いて照射した。照射に続いて、それらパックを真空下において１５０℃まで２時間
加熱し、それによってフリーラジカルを再結合させて、残留する検出可能なフリーラジカ
ルが実質的にないようにした。次に、それらパックを室温まで５℃／分の速度で冷却した
。
実施例１０：加温照射と断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）を用いるUHMWPEの製造方法
この実施例は、UHMWPEの断熱融解を生じるように、融点未満まで加熱されたUHMWPEに照射
することによって、架橋構造を有し且つ検出可能なフリーラジカルを実質的に有しないUH
MWPEを製造する方法を例示する。
慣用的なUHMWPEラム押出棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたHoescht 
Celanese GUR 415棒材）を用いた。棒材に用いられたGUR 415樹脂は、５,０００,０００
ｇ／モルの分子量を有し且つ５００ｐｐｍのステアリン酸カルシウムを含有した。その棒
材を、“ホッケーパック”形の円筒（高さ４ｃｍ，直径８.５ｃｍ）に切断した。
それらパックをガラス繊維パウチ（ＰＡ州PittsburghのFisher Scientific Co.）中に入
れて、次の加工工程での熱損失を最小限にした。最初に、それら包まれたパックを、１２
０℃で保持された空気対流オーブン中で一晩中加熱した。パックをオーブンから取出して
直ぐに、それらを、１０ＭｅＶおよび１ｋＷで操作された直線電子加速器（AECL，ピナワ
，マニトバ，カナダ）からパックの円形底面の一方へ入射する電子ビーム下に置き、そし
て直ちに、それぞれ２１および２２.５Mradの総線量まで照射した。線量率は２.７Mrad／
分であった。したがって、２１Mradの放射線は７.８分間、そして２２.５Mradの放射線は
８.３分間であった。照射後、それらパックを室温まで５℃／分の速度で冷却し、その時
点でガラス繊維パウチを除去し、そして検体を分析した。
実施例１１：GUR 415棒材パック、およびＣＩＲ－ＳＭおよびＷＩＲ－ＡＭ処理された棒
材パックの特性の比較
この実施例は、実施例８および１０から得られたUHMWPE棒材GUR 415の照射および未照射
試料の種々の特性を例示する。試験された試料は次の通りであった：（ｉ）室温で照射さ
れ、続いてポリエチレン結晶を完全に融解させるために約１５０℃まで加熱された後、室
温まで冷却された試験試料（パック）（ＣＩＲ－ＳＭ）、（ii）パックからの熱損失を最
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小限するためにガラス繊維パウチ中で１２０℃まで加熱された直後にポリエチレン結晶の
断熱融解を生じた棒材からの試験試料（パック）（ＷＩＲ－ＡＭ）、および（iii）対照
棒材（未加熱／未融解、未照射）。
Ａ．フーリエ変換赤外分光分析法（ＦＴＩＲ）
試料の赤外（ＩＲ）分光分析法は、実施例８および１０から得られた試料の薄形材につい
て、BioRad UMA 500赤外顕微鏡を用いて行った。それら薄形材（５０μｍ）は、スレッジ
ミクロトームで製造された。ＩＲスペクトルを、１０×５０μｍ2の窓寸法でパックの照
射面より２０μｍ、１００μｍおよび３ｍｍ下で集めた。約１７４０～１７００ｃｍ-1で
観察されたピークは、酸素含有基に関係している。したがって、１７４０ｃｍ-1でのカル
ボニルピークの面積の１４６０ｃｍ-1でのメチレンピークの面積に対する比率は、対応す
るベースラインを差引いた後、酸化度の尺度である。表８および９は、実施例８および１
０で記載された検体の酸化度を要約する。
これらデータは、架橋操作の後に、約１００μｍ厚さの薄層中に若干の酸化があったこと
を示す。この層を機械加工して除去すると、その最終製品は未照射対照と同様の酸化レベ
ルを有するであろう。

Ｂ．示差走査熱量測定（ＤＳＣ）
Perkin-Elmer DSC7を、氷水冷却用放熱器、および連続窒素パージで１０℃／分の加熱お
よび冷却速度とともに用いた。実施例８および１０から得られた検体の結晶化度を、試料
の重量および、最初の加熱サイクル中に測定されたポリエチレン結晶の融解熱から計算し
た。結晶化度パーセントは、次の等式によって与えられた。
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グラム）であり、そしてΔＨ°は、ジュール／グラムでの１００％結晶ポリエチレンの融
解熱（２９１Ｊ／ｇまたは６９.２ｃａｌ／ｇ）である。吸熱量のピークに対応する温度
を融点とした。多数の吸熱量ピークが存在した若干の場合、これら吸熱量ピークに対応す
る多数の融点が報告された。実施例８および１０で記載された検体の結晶化度および融点
を、表１０および１１に示す。

データは、結晶化度が２０Mradの吸収線量まで実質的に変化しないことを示す。したがっ
て、架橋材料の弾性は、架橋時に実質的に未変化のままのはずである。他方、より高い線
量で結晶化度を変化させることによって弾性を注文通りにしうる。データは、ＷＩＲ－Ａ
Ｍ材料が３の融解ピークを示したことを示す。
Ｃ．摩耗率のためのピンオンディスク実験
ピンオンディスク（ＰＯＤ）実験は、二軸ピンオンディスク摩耗試験機において２Ｈｚの
周波数で行われ、そこでポリマーのピンは、高度に磨かれたＣｏ－Ｃｒディスクに対する
ピンの摩擦作用によって試験された。円筒形のピン（高さ１３ｍｍ，直径９ｍｍ）を製造
する前に、照射中および加工の前後に酸化された外層を除去するためにパック表面から１
ミリメートルを機械加工して除去した。次に、それらピンをパックの心部から機械加工し
、そしてｅビーム入射面がＣｏ－Ｃｒディスクに面するようなＰＯＤで試験した。摩耗試
験は、ウシ血清中で合計２,０００,０００サイクルまで行われた。５００,０００サイク
ル毎にピンを秤量したが、その損失重量（摩耗率）平均値は、実施例８および１０それぞ
れから得られた検体について表１２および１３で報告される。
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これら結果は、架橋UHMWPEが、未照射対照よりはるかに優れた耐摩耗性を有することを示
す。
Ｄ．ゲル含有量および膨潤比
試料を２×２×２ｍｍ3寸法の立方体に切断し、そしてキシレン中に１３０℃で２４時間
浸漬したまま保持した。抗酸化剤（１％Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミン）をキシレン
に加えて、試料の分解を妨げた。膨潤比およびゲル含有量は、試料重量を実験前、２４時
間膨潤後、および膨潤した試料を真空乾燥後に測定することによって計算された。結果を
、実施例８および１０から得られた検体について表１４および１５に示す。
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これら結果は、膨潤比が、架橋密度の増加を示す吸収線量の増加に伴い減少したことを示
す。増加したゲル含有量は、架橋構造の生成を示す。
実施例１２：引続く融解を伴うおよび伴わない低温照射（ＣＩＲ－ＳＭ）によって製造さ
れたUHMWPEのフリーラジカル濃度
この実施例は、フリーラジカル濃度に対するUHMWPEの低温照射に続く融解の作用を例示す
る。電子常磁性共鳴（ＥＰＲ）は、気密石英試験管中の窒素雰囲気中に置かれた後の試料
について室温で行われた。用いられた計測器は、Bruker ESP 300 EPR分光計であり且つ用
いられた試験管は、Taperlok EPR試料管（ＮＪ州BuenaのWilmad Glass Co.から入手され
た）であった。
未照射試料は、それらの中に検出可能なフリーラジカルを全く有していなかった。照射工
程中に、適当な条件下において少なくとも何年間か存続しうるフリーラジカルが生成され
る。
低温照射UHMWPE検体は、ＥＰＲ技法で試験した場合、強いフリーラジカルシグナルを示し
た。同様の試料を融解サイクル後にＥＰＲで調べた場合、そのＥＰＲシグナルは検出でき
ないレベルまで減少していることが判った。低温照射後に融解した（再結晶した）UHMWPE
試料中のフリーラジカルの不存在は、捕捉された基に対する攻撃によってこれ以上酸化的
分解が起こりえないことを意味する。
実施例１３：低温照射と引続く融解（ＣＩＲ－ＳＭ）によって製造されたUHMWPEの種々の
深さでの結晶化度および融点
この実施例は、２０Mradの全放射線量を用いて実施例８から得られた架橋UHMWPE検体の種
々の深さでの結晶化度および融点を例示する。試料は、架橋検体から種々の深さで得られ
た。結晶化度はおよび融点は、実施例１０（Ｂ）で記載のPerkin-Elmer示差走査熱量計を
用いて測定された。結果を表１６に示す。

これら結果は、結晶化度が、表面から離れた深さの関数として変化したことを示す。１６
ｍｍの場合の突然の降下は、カスケード作用の結果である。吸収線量のピークは、線量レ
ベルが２７Mrad程度も高いかも知れない１６ｍｍ付近に位置した。
実施例１４：真空下融解に対して空気中融解を用いるＣＩＲ－ＳＭによって製造されたUH
MWPEの比較
この実施例は、ＣＩＲ－ＳＭによって製造されたUHMWPEパックの酸化レベルが、空気中で
融解したにせよ真空下で融解したにせよ、パック表面から３ｍｍ下の深さでの未照射パッ
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クと同様であることを示す。
慣用的なUHMWPEラム押出棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたHoescht 
Celanese GUR 415棒材）を用いた。棒材に用いられたGUR 415樹脂は、５,０００,０００
ｇ／モルの分子量を有し且つ５００ｐｐｍのステアリン酸カルシウムを含有した。その棒
材を、“ホッケーパック”形の円筒（高さ４ｃｍ，直径８.５ｃｍ）に切断した。
２個のパックに、室温において２.５Mrad／パスの線量率で、上面（電子ビーム入射）で
測定される１７.５Mradの総吸収線量まで（AECL，ピナワ，マニトバ，カナダ）、３０ｃ
ｍの走査幅および０.０７ｃｍ／秒のコンベヤー速度を用いて照射した。それらパックは
包装されなかったし、そして照射は空気中で行われた。照射に続いて、残留する結晶性含
有物が検出されないおよび残留する検出可能なフリーラジカルを有しない状態になるよう
に、一方のパックを真空下において１５０℃まで２時間加熱し、そしてもう一方のパック
を空気中において１５０℃まで２時間加熱した。次に、それらパックを室温まで５℃／分
の速度で冷却した。次に、それらパックの酸化度について実施例１１（Ａ）で記載のよう
に分析した。表１７は、酸化度について得られた結果を纏めたものである。

これら結果は、自由表面下３ｍｍの範囲内で、照射UHMWPE検体の酸化レベルが、未照射対
照UHMWPEで観察される酸化レベルまで降下したことを示した。これは、照射後の融解雰囲
気（空気または真空）とは無関係の問題であった。したがって、照射後融解は、照射パッ
クの心部を酸化することなく空気対流オーブン中で行いうる。
実施例１５：γ線照射を用いる低温照射と引続く融解（ＣＩＲ－ＳＭ）を用いるUHMWPEの
製造方法
この実施例は、UHMWPEをγ線で低温照射した後に融解させることによって、架橋構造を有
し且つ検出可能なフリーラジカルを実質的に有しないUHMWPEを製造する方法を例示する。
慣用的なUHMWPEラム押出棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたHoescht 
Celanese GUR 415棒材）を用いた。棒材に用いられたGUR 415樹脂は、５,０００,０００
ｇ／モルの分子量を有し且つ５００ｐｐｍのステアリン酸カルシウムを含有した。その棒
材を、“ホッケーパック”形の円筒（高さ４ｃｍ，直径８.５ｃｍ）に切断した。
それらパックに、室温において０.０５Mrad／分の線量率で、上面（γ線入射）で測定さ
れる４Mradの総吸収線量まで照射した（ＭＡ州NorthboroのIsomedix）。それらパックは
包装されなかったし、そして照射は空気中で行われた。照射に続いて、ポリマーを融解さ
せることによってフリーラジカルの再結合を引き起こして、残留する検出可能なフリーラ
ジカルが実質的にないようにするために、それらパックを真空下において１５０℃まで２
時間加熱した。
実施例１６：Ｉ．加温照射と引続く完全融解を伴う部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）を用い
るUHMWPEの製造方法
この実施例は、UHMWPEの断熱部分融解を生じるように融点未満まで加熱されたUHMWPEに照
射し、そして引続きそのUHMWPEを融解させることによって、架橋構造を有し、示差走査熱
量測定法（ＤＳＣ）において二つの異なった融解吸熱量を示し、そして検出可能なフリー
ラジカルを実質的に有しないUHMWPEを製造する方法を例示する。
GUR 4050棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたHoescht Celanese GUR 4
050樹脂から製造された）を機械加工して、直径８.５ｃｍおよび厚さ４ｃｍのホッケーパ
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ックにした。２５個のホッケーパック、２５個のアルミニウムホルダーおよび２５個の２
０ｃｍ×２０ｃｍガラス繊維ブランケットを空気対流オーブン中において１２５℃まで一
晩中予熱した。予熱されたパックを予熱されたアルミニウムホルダーにそれぞれ入れ、こ
れを予熱されたガラス繊維ブランケットで覆って、照射中の周囲への熱損失を最小限にし
た。次に、それらパックに、空気中において１０ＭｅＶ、１ｋＷ電子ビームを用いて３０
ｃｍの走査幅で照射した（AECL，ピナワ，マニトバ，カナダ）。コンベヤー速度は０.０
７ｃｍ／秒であり、７０ｋＧｙ／パスの線量率を与えた。それらパックに、ビーム下の二
つのパスで照射して、１４０ｋＧｙの総吸収線量に達しさせた。第二パスでは、パックが
電子ビームラスタ面から出たら直ぐにコンベヤーベルト運動を逆にして、パックからの熱
損失を免れた。加温照射後、１５個のパックは、結晶を完全に融解させ且つフリーラジカ
ルを実質的に除去するために１５０℃まで２時間加熱された。
Ａ．実施例１６で調製された検体の熱的性質（ＤＳＣ）
Perkin-Elmer DSC7を、氷水冷却用放熱器、および連続窒素パージで１０℃／分の加熱お
よび冷却速度とともに用いた。実施例１６から得られた試料の結晶化度を、試料重量およ
びポリエチレン結晶の融解熱（６９.２ｃａｌ／ｇｍ）から計算した。吸熱量のピークに
対応する温度を融点とした。多数の吸熱量ピークがある場合、多数の融点を示した。
表１８は、ｅビーム入射面から離れた深さの関数としてポリマーの融解挙動および結晶化
度で得られた変化を示す。図８は、引続く融解の前後両方で得られたｅビーム入射面より
２ｃｍ下で得られた代表的なＤＳＣ融解吸熱量を示す。
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これらの結果は、UHMWPEの融解作用が、ＷＩＲ－ＡＭ法のこの態様における引続く融解工
程後に激しく変化することを示す。引き続く融解の前に、ポリマーは３の融解ピークを示
したが、引続く融解後にはそれは２の融解ピークを示した。
Ｂ．実施例１６で調製した検体の電子常磁性共鳴（ＥＰＲ）



(28) JP 4752039 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

ＥＰＲは、実施例１６で得られた試料について、気密石英試験管中の窒素雰囲気中に試料
を置いた後に室温で行われた。用いられた計測器は、Bruker ESP 300 EPR分光計であり且
つ用いられた試験管は、Taperlok EPR試料管（Wilmad Glass Co.，ブエナ，ＮＪから入手
された）であった。
未照射試料は、それらの中にフリーラジカルが全く検出されなかった。照射工程中に、適
当な条件下において少なくとも何年間か存続しうるフリーラジカルが生成される。
引続く融解の前に、ＥＰＲ結果は、エポキシおよび一次フリーラジカル両方から成る複合
フリーラジカルピークを示した。引続く融解後、ＥＰＲフリーラジカルシグナルは検出で
きないレベルまで減少した。これらの結果は、照射処理によって誘導されたフリーラジカ
ルが、引続く融解工程後に実質的に除去されたことを示した。したがって、UHMWPEは極め
て耐酸化性であった。
実施例１７：II．加温照射と引続く完全融解を伴う部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）を用い
るUHMWPEの製造方法
この実施例は、UHMWPEの断熱部分融解を生じるように融点未満まで加熱されたUHMWPEに照
射し、そして引続きそのUHMWPEを融解させることによって、架橋構造を有し、ＤＳＣにお
いて二つの異なった融解吸熱量を示し、そして検出可能なフリーラジカルを実質的に有し
ないUHMWPEを製造する方法を例示する。
GUR 4020棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたラム押出Hoescht Celane
se GUR 4020樹脂から製造された）を機械加工して、直径８.５ｃｍおよび厚さ４ｃｍのホ
ッケーパックにした。２５個のホッケーパック、２５個のアルミニウムホルダーおよび２
５個の２０ｃｍ×２０ｃｍガラス繊維ブランケットを空気対流オーブン中において１２５
℃まで一晩中予熱した。予熱されたパックを予熱されたアルミニウムホルダーにそれぞれ
入れ、これを予熱されたガラス繊維ブランケットで覆って、照射中の周囲への熱損失を最
小限にした。次に、それらパックに、空気中において１０ＭｅＶ、１ｋＷ電子ビームを用
いて３０ｃｍの走査幅で照射した（AECL，ピナワ，マニトバ，カナダ）。コンベヤー速度
は０.０７ｃｍ／秒であり、７０ｋＧｙ／パスの線量率を与えた。それらパックに、ビー
ム下の二つのパスで照射して、１４０ｋＧｙの総吸収線量に達しさせた。第二パスでは、
パックが電子ビームラスタ面から出たら直ぐにコンベヤーベルト運動を逆にして、パック
からの熱損失を免れた。加温照射後、１５個のパックは、結晶を完全に融解させ且つフリ
ーラジカルを実質的に除去するために１５０℃まで２時間加熱された。
実施例１８：III．加温照射と引続く完全融解を伴う部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）を用
いるUHMWPEの製造方法
この実施例は、UHMWPEの断熱部分融解を生じるように融点未満まで加熱されたUHMWPEに照
射し、そして引続きそのUHMWPEを融解させることによって、架橋構造を有し、ＤＳＣにお
いて二つの異なった融解吸熱量を示し、そして検出可能なフリーラジカルを実質的に有し
ないUHMWPEを製造する方法を例示する。
GUR 1050棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたラム押出Hoescht Celane
se GUR 1050樹脂から製造された）を機械加工して、直径８.５ｃｍおよび厚さ４ｃｍのホ
ッケーパックにした。１８個のパック、１８個のアルミニウムホルダーおよび１８個の２
０ｃｍ×２０ｃｍガラス繊維ブランケットを、空気対流オーブン中において１２５℃、９
０℃または７０℃まで一晩中予熱した。６個のパックをそれぞれ異なった予熱温度に用い
た。予熱されたパックを予熱されたアルミニウムホルダーにそれぞれ入れ、これを予熱さ
れたガラス繊維ブランケットで覆って、照射中の周囲への熱損失を最小限にした。次に、
それらパックに、空気中において１０ＭｅＶ、１ｋＷ電子ビームを用いて３０ｃｍの走査
幅で照射した（AECL，ピナワ，マニトバ，カナダ）。コンベヤー速度は０.０６ｃｍ／秒
であり、７５ｋＧｙ／パスの線量率を与えた。それらパックに、ビーム下の二つのパスで
照射して、合計１５０ｋＧｙの吸収線量に達しさせた。第二パスでは、パックが電子ビー
ムラスタ面から出たら直ぐにコンベヤーベルト運動を逆にして、パックからの熱損失を免
れた。加温照射後、半数のパックは、結晶を完全に融解させ且つフリーラジカルを実質的
に除去するために１５０℃まで２時間加熱された。
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Ａ．実施例１８で製造された検体の熱的性質（ＤＳＣ）
Perkin-Elmer DSC7を、氷水冷却用放熱器、および連続窒素パージで１０℃／分の加熱お
よび冷却速度とともに用いた。実施例１８から得られた試料の結晶化度を、試料重量およ
びポリエチレン結晶の融解熱（６９.２ｃａｌ／ｇｍ）から計算した。吸熱量のピークに
対応する温度を融点とした。多数の吸熱量ピークがある場合、多数の融点を示した。
表１９は、ポリマーの融解作用および結晶化度に対する予熱温度の作用を示す。図９は、
引続く融解の前後両方に１２５℃の予熱温度でＷＩＲ－ＡＭ法で処理されたパックのＤＳ
Ｃプロフィールを示す。
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これらの結果は、UHMWPEの融解作用が、ＷＩＲ－ＡＭ処理のこの態様における引続く融解
工程後に激しく変化することを示す。引き続く融解の前に、ポリマーは３の融解ピークを
示したが、引続く融解後にはそれは２の融解ピークを示した。
実施例１９：IV．加温照射と引続く完全融解を伴う部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）を用い
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るUHMWPEの製造方法
この実施例は、UHMWPEの断熱部分融解を生じるように融点未満まで加熱されたUHMWPEに照
射し、そして引続きそのポリマーを融解させることによって、架橋構造を有し、ＤＳＣに
おいて二つの異なった融解吸熱量を示し、そして検出可能なフリーラジカルを実質的に有
しないUHMWPEを製造する方法を例示する。
GUR 1020棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたラム押出Hoescht Celane
se GUR 1020樹脂から製造された）を機械加工して、直径７.５ｃｍおよび厚さ４ｃｍのホ
ッケーパックにした。１０個のパック、１０個のアルミニウムホルダーおよび１０個の２
０ｃｍ×２０ｃｍガラス繊維ブランケットを空気対流オーブン中において１２５℃まで一
晩中予熱した。予熱されたパックを予熱されたアルミニウムホルダーにそれぞれ入れ、こ
れを予熱されたガラス繊維ブランケットで覆って、照射中の周囲への熱損失を最小限にし
た。次に、それらパックに、空気中において１０ＭｅＶ、１ｋＷ電子ビーム加速器（AECL
，ピナワ，マニトバ，カナダ）を用いて照射した。走査幅およびコンベヤー速度は、所望
の線量率／パスに達するように調整された。次に、それらパックに、６１、７０、８０、
１００、１４０および１６０ｋＧｙの総吸収線量まで照射した。６１、７０、８０ｋＧｙ
の吸収線量での照射は、一つのパスで完了したが、１００、１４０および１６０でのそれ
は、二つのパスで完了した。それぞれの吸収線量レベルについて、６個のパックに照射し
た。２個パス実験中、第二パスでは、パックが電子ビームラスタ面から出たら直ぐにコン
ベヤーベルト運動を逆にして、パックからの熱損失を免れた。その照射後、半数のパック
は、結晶を完全に融解させ且つフリーラジカルを実質的に除去するために、空気対流オー
ブン中で１５０℃まで２時間加熱された。
実施例２０：Ｖ．加温照射と引続く完全融解を伴う部分断熱融解（ＷＩＲ－ＡＭ）を用い
るUHMWPEの製造方法
この実施例は、UHMWPEの断熱部分融解を生じるように融点未満まで加熱されたUHMWPEに照
射し、そして引続きそのポリマーを融解させることによって、架橋構造を有し、ＤＳＣに
おいて二つの異なった融解吸熱量を示し、そして検出可能なフリーラジカルを実質的に有
しないUHMWPEを製造する方法を例示する。
GUR 4150棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたラム押出Hoescht Celane
se GUR 4150樹脂から製造された）を機械加工して、直径７.５ｃｍおよび厚さ４ｃｍのホ
ッケーパックにした。１０個のパック、１０個のアルミニウムホルダーおよび１０個の２
０ｃｍ×２０ｃｍガラス繊維ブランケットを空気対流オーブン中において１２５℃まで一
晩中予熱した。予熱されたパックを予熱されたアルミニウムホルダーにそれぞれ入れ、こ
れを予熱されたガラス繊維ブランケットで覆って、照射中の周囲への熱損失を最小限にし
た。次に、それらパックに、空気中において１０ＭｅＶ、１ｋＷ電子ビーム加速器（AECL
，ピナワ，マニトバ，カナダ）を用いて照射した。走査幅およびコンベヤー速度は、所望
の線量率／パスに達するように調整された。それらパックに、６１、７０、８０、１００
、１４０および１６０ｋＧｙの総吸収線量まで照射した。それぞれの吸収線量レベルにつ
いて、６個のパックに照射した。６１、７０、８０ｋＧｙの吸収線量での照射は、一つの
パスで完了し；１００、１４０および１６０でのそれは、二つのパスで完了した。
その照射後、それぞれ異なった吸収線量レベルからの３個のパックを、結晶を完全に融解
させ且つフリーラジカルの濃度を検出できないレベルまで減少させるために１５０℃まで
２時間加熱した。
Ａ．実施例２０で製造された検体の性質
Perkin-Elmer DSC7を、氷水冷却用放熱器、および連続窒素パージで１０℃／分の加熱お
よび冷却速度とともに用いた。実施例２０から得られた試料の結晶化度を、試料重量およ
びポリエチレン結晶の融解熱（６９.２ｃａｌ／ｇｍ）から計算した。吸熱量のピークに
対応する温度を融点とした。多数の吸熱量ピークがある場合、多数の融点が報告された。
得られた結果は、表２０において総吸収線量レベルの関数として示される。それらは、結
晶化度が線量レベルの増加に伴い減少することを示す。実験された吸収線量レベルで、ポ
リマーは、引続く融解工程後に二つの融解ピーク（Ｔ1＝約１１８℃，Ｔ2＝約１３７℃）
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を示した。

実施例２１：ＷＩＲ－ＡＭ処理中の温度上昇
この実施例は、UHMWPEの断熱部分融解または完全融解をもたらす加温照射処理中に温度が
上昇することを示す。
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GUR 4150棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたラム押出Hoescht Celane
se GUR 4150樹脂から製造された）を機械加工して、直径８.５ｃｍおよび厚さ４ｃｍのホ
ッケーパックにした。そのパックの体心中に１個孔を開けた。Ｋ型熱電対をこの孔に入れ
た。そのパックを空気対流オーブン中で１３０℃まで予熱した。次に、そのパックに、１
０ＭｅＶ、１ｋＷ電子ビーム（AECL，ピナワ，マニトバ，カナダ）を用いて照射した。照
射は空気中において３０ｃｍの走査幅で行われた。線量率は２７ｋＧｙ／分であり、そし
てパックをそのビーム下に静置させた。パックの温度を照射中絶えず測定した。
図１０は、照射処理中に得られたパックの温度上昇を示す。最初、その温度は予熱温度（
１３０℃）である。ビームを出すやいなや、温度は増加し、その間にUHMWPE結晶が融解す
る。１３０℃から開始するより小形の結晶の融解があり、加熱中に部分融解が起こること
が示される。加熱作用に急な変化がある約１４５℃では、完全融解に達する。その時点後
、溶融材料中の温度は上昇し続ける。
この実施例は、ＷＩＲ－ＡＭ処理中に、吸収線量レベル（照射期間）が、ポリマーを部分
的にかまたは完全に融解させるように調整することができる。前者の場合、融解は、オー
ブン中での追加の融解工程で完了してフリーラジカルを除去することができる。
実施例２２：低温照射と引続く完全融解を伴う断熱加熱（ＣＩＲ－ＡＭ）を用いるUHMWPE
の製造方法
この実施例は、UHMWPEの断熱加熱を生じるのに充分な高い線量率でUHMWPEに照射し、そし
て引続きそのポリマーを融解させることによって、架橋構造を有し且つ検出可能なフリー
ラジカルを実質的に有しないUHMWPEを製造する方法を例示する。
GUR 4150棒材（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたラム押出Hoescht Celane
se GUR 4150樹脂から製造された）を機械加工して、直径８.５ｃｍおよび厚さ４ｃｍのホ
ッケーパックにした。１２個のパックに、空気中において６０ｋＧｙ／分の線量率で１０
ＭｅＶ、３０ｋＷ電子（E-Beam Services，クランバリー，ＮＪ）を用いて定置照射した
。６個のパックに１７０ｋＧｙの総線量まで照射したが、別の６個には２００ｋＧｙの総
線量まで照射した。照射の最後に、パックの温度は１００℃を越えた。
その照射後、各組の１個のパックを、結晶を全て融解させ且つフリーラジカルの濃度を検
出できないレベルまで減少させるために１５０℃まで２時間加熱した。
Ａ．実施例２２で製造された検体の熱的性質
Perkin-Elmer DSC 7を、氷水冷却用放熱器、および連続窒素パージで１０℃／分の加熱お
よび冷却速度とともに用いた。実施例２２から得られた試料の結晶化度を、試料重量およ
びポリエチレン結晶の融解熱（６９.２ｃａｌ／ｇｍ）から計算した。吸熱量のピークに
対応する温度を融点とした。
表２１は、引続く融解工程の前後両方のＣＩＲ－ＡＭ UHMWPEの熱的性質に対する総吸収
線量の作用を示すものである。得られた結果は、引続く融解工程の前後両方でたった一つ
の融解ピークを示す。

実施例２３：未照射UHMWPE、低温照射後融解UHMWPE（ＣＩＲ－ＳＭ）および加温照射およ
び部分断熱融解後融解UHMWPE（ＷＩＲ－ＡＭ）の引張作用の比較
この実施例は、UHMWPEの未照射型、およびＣＩＲ－ＳＭおよびＷＩＲ－ＡＭ法による照射



(34) JP 4752039 B2 2011.8.17

10

型の引張変形作用を比較する。
ASTM D638 Ｖ型標準を用いて、引張試験用のイヌ骨試験体を製造した。引張試験は、Inst
ron 4120 Universal Testerにおいて１０ｍｍ／分のクロスヘッド速度で行った。工学応
力－歪関係は、ASTM D638後の加重－置換データから計算された。
イヌ骨試験体は、ＣＩＲ－ＳＭおよびＷＩＲ－ＡＭ法によって処理されたGUR 4150ホッケ
ーパック（ＰＡ州LenniのWestlake Plasticsから入手されたラム押出Hoescht Celanese G
UR 4150樹脂から製造された）から機械加工された。ＣＩＲ－ＳＭについては、実施例８
で記載の方法にしたがったが、ＷＩＲ－ＡＭについては、実施例１７で記載の方法にした
がった。どちらの場合も、与えられた総線量は１５０ｋＧｙであった。
図１１は、未照射対照、ＣＩＲ－ＳＭ処理およびＷＩＲ－ＡＭ処理された試験体について
得られた引張作用を示す。それは、ＣＩＲ－ＳＭおよびＷＩＲ－ＡＭで処理されたUHMWPE
において、たとえ両方法において照射が１５０ｋＧｙまで行われた場合でも、引張変形作
用に変化があることを示す。この差は、ＷＩＲ－ＡＭ法を用いることによって生じた二相
構造のためである。
当業者は、常套実験だけを用いて、本明細書中に記載の発明の具体的な態様の多数の均等
物を確認できるであろう。これらおよび他の均等物は、次の請求の範囲によって包含され
るものである。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図９】

【図１０】
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