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(57)【要約】
　本発明は、（ａ）共有結合したヨウ素または臭素を含
む少なくとも１つのモノマーと、（ｂ）少なくとも１つ
の親水性モノマーとを含むコポリマーに基づくヒドロゲ
ルに関し、該ヒドロゲルは、完全に水和されたときに３
７℃において０．０１～１００ＭＰａの間の弾性率を有
する。また本発明は、本発明によるヒドロゲルを含む補
綴核と、該補綴の製造方法とに関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）共有結合したヨウ素または臭素を含む少なくとも１つのモノマーと、
　（ｂ）少なくとも１つの親水性モノマーと、
に基づくコポリマーを含み、補綴髄核に適したヒドロゲルであって、完全に水和されたと
きに３７℃において０．０１～１００ＭＰａの間の弾性率を有するヒドロゲル。
【請求項２】
　前記モノマー（ｂ）が、Ｎ－ビニル－２－ピロリジノン（ＮＶＰ）、２－ヒドロキシエ
チルメタクリレート（ＨＥＭＡ）、メタクリル酸（ＭＡＡ）、ポリエチレングリコールメ
タクリレート（ＰＥＧ－ＭＡ）、ビニルアルコール（ＶＡ）の前駆体としての酢酸ビニル
、またはこれらの誘導体からなる群から選択される請求項１に記載のヒドロゲル。
【請求項３】
　前記コポリマーが、
　（ｃ）疎水性モノマー
をさらに含む請求項１または２に記載のヒドロゲル。
【請求項４】
　前記ヒドロゲルが、２０℃において、ヒドロゲルの湿潤重量に関して１０～９５重量％
の間の平衡吸水率を有する請求項１～３のいずれか一項に記載のヒドロゲル。
【請求項５】
　（ａ）共有結合したヨウ素または臭素を含む少なくとも１つのモノマーと、
　（ｂ）少なくとも１つの親水性モノマーと、
から誘導される単位を含むコポリマーに基づくヒドロゲルを含む補綴髄核。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のヒドロゲルを含む補綴髄核。
【請求項７】
　（ａ）共有結合したヨウ素または臭素を含む少なくとも１つのモノマーと、
　（ｂ）少なくとも１つの親水性モノマーと、
に基づくコポリマーを含む放射線不透過性の結合ヒドロゲル材料の塊を、自然の円板核に
ほぼ適合する形状に形成するステップを含む補綴髄核の形成方法。
【請求項８】
　（ａ）共有結合したヨウ素または臭素を含む少なくとも１つのモノマーと、
　（ｂ）少なくとも１つの親水性モノマーと、
の混合物を、結果として得られるヒドロゲルが膨張したときに輪のスペースが十分に満た
されて健康な核を模倣するような量で輪の中に注入することによって、放射線不透過性ヒ
ドロゲルの塊を形成することを含む補綴髄核の形成方法。
【請求項９】
　脱水した形の補綴核を輪の中に挿入するステップを含む、請求項５または６に記載の補
綴髄核、もしくは請求項７に記載の方法から得られる補綴髄核を移植するための方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、椎間円板のための補綴核に関する。より詳細には、ヒドロゲル材料で製造さ
れた人工円板核に関する。
【０００２】
　人体、あるいはより一般的には脊椎動物の椎間円板（ＩＶＤ）は、機能的としての解剖
学的の両方で複雑な関節である。髄核（核）、線維輪（輪）、および椎骨終板の３つの成
分構造で構成される。これらの成分構造内の生化学的組成および解剖学的配置は、円板の
生体力学的機能に関連する。
【０００３】
　ＩＶＤの変性または損傷は、背痛の最も一般的な原因である。西洋諸国では、背痛は、
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４５歳よりも若い人々の間で労働損失日数および活動制限の最大の原因である。
【０００４】
　鎮痛薬および理学療法のような保存治療が十分でない場合、外科的介入（椎間板切除お
よび癒合など）は、痛みを軽減するための選択肢である。しかしながら、これらの方法は
いくつかの欠点を有する。椎間板切除は通常、輪のリング上に増大した圧縮負荷を生じる
ので、生体力学的な観点から望ましくない。これは、長期の間に椎間腔を狭くし、その結
果、椎間関節への負荷が増大する。癒合は癒合セグメントの動きを制限し、それにより、
癒合部分における動きの損失を補わなければならないので、患者の脊椎の移動性が制限さ
れ、隣接している椎骨円板の変性の危険が増大される。
【０００５】
　もう１つの選択肢は補綴関節デバイスを用いることであり、これは、損傷または変性し
た椎間円板を置換することができるだけでなく、置換される円板の生理学的および生体力
学的機能を模倣することもでき、周囲の組織のさらなる変性を防止する。しかしながら、
このような置換は非常に複雑であり、自然の設計と一致させるのは困難である。
【０００６】
　いくつかの場合には、ＩＶＤの輪は、髄核のヘルニア形成が生じるという形で変性また
は破裂される。そして適切な処置は、脱出した核を除去して補綴核で置換した後、輪の欠
陥を修繕することであろう。この処置は、例えば輪の外傷性破裂の場合、あるいは初期の
円板変性の場合には適切であり得る。
【０００７】
　核だけの置換は侵襲性がより低く、残りの組織、すなわち輪および終板が保存され、従
ってその機能も保存されるので、上記のような介入よりもいくつかの利点を有する。
【０００８】
　国際公開第９４／２３６７１号パンフレットは、ヒドロゲル材料で製造された椎骨円板
のための補綴核を開示する。この補綴核の欠点は、手術中および手術後に、移植された補
綴核を視覚化できないことである。核置換の成功は、移植片の正確な位置決めに大きく依
存する。手術中および手術後に移植片の位置を適切に判断するためには、Ｘ線透視を実時
間で用いて監視可能であることが便利である。そうすれば、外科医は、核の空洞内の移植
片を完璧に位置決めすることができる。また、後で起こる合併症の場合には、移植片を容
易に追跡することができる。
【０００９】
　本明細書においてマーカーとして使用される放射線不透過性材料を含む補綴核は、米国
特許出願公開第２００４－００５４４１３Ａ１号明細書に開示されている。放射線不透過
性マーカーは、金属（金、タングステン、チタン、タンタルまたは白金など）であり、ヒ
ドロゲルに結合されることなくヒドロゲル内に配置される。
【００１０】
　このような放射線不透過性マーカーを使用する欠点は、マーカーだけは目に見えるが、
補綴自体は見えないことである。放射線不透過性マーカーの層の場合、補綴の外周が目に
見えず、それにより、その正確な所在についての十分な情報が与えられない。放射線不透
過性マーカーが粉末形態で分散される場合には、ヒドロゲルから外への拡散の危険が増大
し、それによりやはり補綴の正確な位置を探すことができない。金属の放射線不透過性マ
ーカーのもう１つの欠点は、特に高い磁場強度で、核磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）において
アーチファクトを生じ、画像を混乱させ得ることである。
【００１１】
　本発明の目的は、材料の均一性を有しながら一体的に見ることができる補綴核を提供す
ることである。
【００１２】
　これは、意外なことに、
　（ａ）共有結合したヨウ素または臭素を含む少なくとも１つのモノマーと、
　（ｂ）少なくとも１つの親水性モノマーと、
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を含むコポリマーに基づくヒドロゲルの使用によって達成され、該ヒドロゲルは、完全に
水和されたときに３７℃において０．０１～１００ＭＰａの間の弾性率を有する。
【００１３】
　（ａ）共有結合したヨウ素または臭素を含むモノマーと、
　（ｂ）少なくとも１つの親水性モノマーと、
を少なくとも含むコポリマーは、例えば、国際公開第９６／０５８７２号パンフレットか
ら知られている。しかしながら、国際公開第９６／０５８７２号パンフレットは、少なく
とも１つの共有結合したヨウ素または臭素基を含む、ヒドロゲルを形成しない放射線不透
過性ポリマーを開示している。開示されるポリマーは多過ぎる量の疎水性モノマーＭＭＡ
を含み、それによりヒドロゲルの形成を不可能にする。国際公開第９６／０５８７２号パ
ンフレットに開示されるコポリマー中の親水性モノマーの量は、２０モル％以下である。
【００１４】
　さらに、これらの種類の材料の弾性率はＧＰａの範囲であるが、本発明による材料は、
少なくとも因数１０だけ低い。国際公開第９６／０５８７２号パンフレットに開示される
ようなポリマーは、生物医学的な構成材料として、あるいは骨セメントまたは歯科用充填
剤のための放射線不透過剤（ｒａｄｉｏｐａｃｉｆｉｅｒ）として適切であるが、髄核の
置換には適切でない。
【００１５】
　本発明によるヒドロゲルは本質的に放射線不透過性であり、その結果として、移植片の
輪郭をＸ線により目で見えるようにすることができる。さらに、ヒドロゲルの放射線不透
過性は、時間内に安定であることが分かった。さらに、材料の体内への漏出が起こらない
。
【００１６】
　コポリマーは、少なくとも２つのモノマーの混合物を重合させることによって作られる
材料である。適切な組み合わせは、例えば、２つのモノマー、３つのモノマー（いわゆる
ターポリマー）、４つのモノマーなどで存在し得る。
【００１７】
　ヒドロゲルという用語は、ここで、そして以下においては、水または生体液を吸収する
ことができる三次元の親水性高分子網目のために使用される。網目は化学的または物理的
な架橋の存在のために不溶性であり、従って、他で明確に示されない限り、このような高
分子網目に関しては流体が既に吸収されていてもいなくてもよい（ペパス（Ｐｅｐｐａｓ
）ＮＡら、薬剤処方におけるヒドロゲル（Ｈｙｄｒｏｇｅｌｓ　ｉｎ　ｐｈａｒｍａｃｅ
ｕｔｉｃａｌ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ）、Ｅｕｒ　Ｊ　Ｐｈａｒｍ　Ｂｉｏｐｈａｒ
ｍ　２０００（５０）、２７－４６頁も参照）。ヒドロゲルは、平衡含水率（ＥＷＣ）が
到達されたときに十分に水和される。ＥＷＣは、２０℃で測定される湿潤サンプルの質量
が一週間以内に大きく変化しない（±２％）時点で到達される。ＥＷＣは、以下の式を用
いて計算される。
【数１】

式中、ｍｓは、平衡状態の水和サンプルの質量であり、そしてｍｄは、乾燥サンプルの質
量である。
【００１８】
　共有結合したヨウ素または臭素を含むどのモノマーも、本発明によるヒドロゲルにおい
て使用するのに適する。適切なモノマーは、ビニルモノマー、アクリルモノマーおよびメ
タクリルモノマーである。このタイプのモノマーには、式１：
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【化１】

で表される構造の基が含まれるが、これらに限定されない。式中、Ｒ＝Ｈもしくは１個ま
たは２個のＣ原子を有するアルキル基であり、Ｒ１＝Ｉ、Ｂｒまたは
【化２】

であり、式中、Ｒ２＝Ｏ、ＮＨ、Ｏ－［ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ］ｐ－Ｃ（Ｏ）－、Ｏ－［Ｃ
Ｈ２］ｍ－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－、Ｏ－［ＣＨ２］ｐ－、ＮＨ－［ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ］ｐ－Ｃ
（Ｏ）－、ＮＨ－［ＣＨ２］ｍ－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－またはＮＨ－［ＣＨ２］ｐ－であり、こ
こでｍ＞１およびｐ≧１、Ｒ３＝ＩまたはＢｒであり、そしてｎは１、２または３である
。
【００１９】
　このような化合物の製造方法は、例えば、国際公開第９６／０５８７２号パンフレット
に開示されている。好ましくは、ｍまたはｐは１０より小さい。好ましくは、ｍは２であ
る。好ましくは、ｐは１または２である。最も好ましくは、ｍは２、そしてｐは１または
２である。Ｒ３は、オルト、メタ、およびパラの全ての可能な位置にあることができる。
ｎ＝１の場合、Ｒ３は、好ましくは、２位または４位に位置する。最も好ましくは、４位
である。ｎ＝２の場合、Ｒ３は、２位および４位（それぞれオルトおよびパラ）、あるい
は３位および５位（メタ）に位置し得る。ｎ＝３の場合、Ｒ３は好ましくは２位、３位お
よび５位にある。
【００２０】
　共有結合したヨウ素または臭素を含む適切なモノマー（ａ）の例は、２－［２’－ヨー
ドベンゾイル］－オキソ－エチルメタクリレート、２－（４’－ヨードベンゾイル）－オ
キソ－エチルメタクリレート（４ＩＥＭＡ）または２－［２’，３’，５’－トリヨード
ベンゾイル］－オキソ－エチルメタクリレートである。
【００２１】
　好ましくは、共有結合したヨウ素を含むモノマーが使用される。好ましい実施形態では
、４ＩＥＭＡが使用される。というのは、この結晶性材料は、ラジカル重合によって、純
粋な形態で大量で容易に調製することができるからである。もう１つの好ましい実施形態
では、２－［２’，３’，５’－トリヨードベンゾイル］－オキソ－エチルメタクリレー
トが使用され、これは、重合中にモノマーあたり３つのヨウ素原子が導入されるので、コ
ポリマー中に高レベルのＸ線コントラストを導入するために有用である。
【００２２】
　親水性モノマーは、以下において、水に対して強い親和力を有するモノマーと定義され
、水に溶解する、水と混合する、あるいは水で湿潤される傾向にある。適切な親水性モノ
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マー（ｂ）の例は、Ｎ－ビニル－２－ピロリジノン（ＮＶＰ）、２－ヒドロキシエチルメ
タクリレート（ＨＥＭＡ）、メタクリル酸（ＭＡＡ）、ポリエチレングリコールメタクリ
レート（ＰＥＧ－ＭＡ）、ビニルアルコール（ＶＡ）の前駆体としての酢酸ビニル、また
はこれらの誘導体である。本発明では、コポリマー中に少なくとも１つの親水性モノマー
（ｂ）が使用されるが、親水性モノマーの混合物も使用可能であることが重要である。好
ましくは、親水性モノマー（ｂ）は、ＨＥＭＡおよび／またはＮＶＰである。
【００２３】
　本発明によるヒドロゲルにおけるコポリマーを作るために使用される親水性モノマー（
ｂ）の量は、ヒドロゲルを形成するのに十分でなければならない。平衡含水率、膨潤比、
および平衡含水率に到達する時間に関する水和ヒドロゲルの特性は、親水性モノマーごと
に異なる。言い換えると、同じ量の親水性モノマーの場合、これらの特性は、様々な親水
性モノマーに対して実質的に異なり得る。しかしながら当業者は、正確な機械特性を得る
ために、ヒドロゲル中の親水性モノマーの所望の量を容易に決定することができる。
【００２４】
　一般に、本発明によるヒドロゲルは、少なくとも１０重量％のＥＷＣまで水を吸収する
ことができる。好ましくは、ヒドロゲルのＥＷＣは少なくとも１５重量％である。さらに
より好ましくは、ヒドロゲルのＥＷＣは少なくとも２０重量％であり、そして最も好まし
くは少なくとも３０重量％である。
【００２５】
　ヒドロゲルに正確な機械特性を与えるために、ヒドロゲルは通常、９５重量％の最大Ｅ
ＷＣを有する。
【００２６】
　より好ましくは、ヒドロゲルは、２０重量％と９０重量％との間のＥＷＣを有する。
【００２７】
　本発明のもう１つの実施形態では、コポリマーは、疎水性モノマー（ｃ）も含む。疎水
性モノマーは、以下において、水に対する親和力の欠如したモノマーと定義され、水をは
じいて吸収しない傾向があり、水に溶解しない、水と混合しない、あるいは水で湿潤され
ない傾向がある。このようなモノマー（ｃ）の例は、メチルメタクリレート（ＭＭＡ）、
ブチルメチルアクリレート（ｂｕｔｙｌｍｅｔｈｙｌａｃｒｙｌａｔｅ）（ＢＭＡ）、ポ
リ酢酸ビニル（ＶＡｐ）の前駆体としての酢酸ビニルである。
【００２８】
　本発明のコポリマー中の適切なモノマーは、１つまたは複数の反応基を有することがで
きる。本発明の１つの実施形態では、２つ以上の反応基を有する少なくとも１つのモノマ
ーが使用される。この実施形態では、ポリマー網目は形成することができない。本発明に
適した２つの反応基を有するモノマーの例は、ジメタクリレート、ジビニルベンゼン、ま
たはアリルメタクリレートである。
【００２９】
　本発明による完全に水和したヒドロゲルは、好ましくは、３７℃において０．０１～１
００ＭＰａの弾性率（ヤング率）を有する。好ましくは、ヒドロゲルの弾性率は、少なく
とも０．１ＭＰａであり、より好ましくは少なくとも０．２ＭＰａであり、そして最も好
ましくは少なくとも０．３ＭＰａである。ヒドロゲルに正確な機械特性を与えるために、
ヒドロゲルは通常、１００ＭＰａの最大弾性率を有する。好ましくは、ヒドロゲルの弾性
率は、５０ＭＰａ以下であり、より好ましくは２０ＭＰａ以下であり、さらにより好まし
くは１０ＭＰａ以下であり、最も好ましくは５ＭＰａ以下である。好ましくは、ヒドロゲ
ルは、０．１ＭＰａと１０ＭＰａの間の弾性率を有し、より好ましくは０．３ＭＰａと５
ＭＰａの間の弾性率を有する。
【００３０】
　本発明によるヒドロゲルは、補綴髄核において使用することができる。本発明によるヒ
ドロゲルを用いて、関節内の自然の核の挙動にできるだけ近接して適合する補綴をもたら
すことが可能であると分かった。
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【００３１】
　補綴髄核において使用される場合の本発明によるヒドロゲルの利点は、ヒドロゲルが本
質的に放射線不透過性であることである。本発明による補綴髄核のさらなる利点は、補綴
が核の（完全な）除去の後に残っている空洞全体を充填することができ、それにより、移
植片の移動が最小限にされることである。さらなる利点は、補綴が、比較的小さい脱水形
態で移植されることが可能であり、次にその場で水和および膨潤されることである。補綴
は、脱水形態では、膨潤状態の１～５倍小さい。
【００３２】
　補綴において使用されるヒドロゲルの膨潤比を測定することによって、補綴の膨潤比を
決定することが可能である。膨潤比の測定方法は、実験部分において与えられる。膨潤比
を用い、核の空洞の寸法に基づいて、移植前の核補綴の大きさを計算することができる。
それにより当業者は、その平衡まで膨潤した後に空洞を完全に充填し得る補綴を得るため
に、移植前の補綴の寸法を最適化することができる。
【００３３】
　本発明による補綴髄核は、補綴の挿入後に線維輪の治癒を改善するために、他の成分、
例えば抗感染症薬および薬物も含むことができる。
【００３４】
　さらに、本発明は、上記の放射線不透過性の結合ヒドロゲル材料の塊を、自然のヒトの
円板核にほぼ適合する形状に成形するステップを含む、補綴髄核を形成するための方法に
関する。
【００３５】
　本発明の１つの実施形態では、本発明による補綴髄核は、移植の前に形成される。膨潤
または（部分的に）脱水された形態で移植することができる。好ましくは、補綴髄核は脱
水形態で移植され、この形態では比較的小さく、次にその場で膨潤される。この方法の非
限定的な例は、図１、２および３に示される。図１は、椎間円板（１）を含む自然の脊椎
を示しており、自然の髄核（２）は、椎骨（４）内に位置する線維輪（３）によって包囲
されている。図２では、自然の髄核が除去され、脱水補綴髄核（５）によって置換されて
おり、図３では、脱水補綴髄核が膨潤されて（５）、終板と輪との間の空洞全体を充填し
ている。
【００３６】
　本発明のもう１つの実施形態では、補綴髄核は、その場で形成および成形される。この
方法は、少なくとも、
　（ａ）共有結合したヨウ素または臭素を含むモノマーと、
　（ｂ）少なくとも１つの親水性モノマーと、
　（ｃ）任意で、疎水性モノマーと、
の混合物を、結果として得られるヒドロゲルが膨張したときに輪のスペースが十分に満た
されて健康な核を模倣するような量で輪の中に注入することによって、放射線不透過性ヒ
ドロゲルの塊を形成することを含む。
【００３７】
　この方法の利点は、補綴を挿入するために大きな開口を作る必要がないことである。自
然の核は通常、シリンジによる吸引によって除去することができ、その後上記の混合物を
注入することができる。
【００３８】
　本発明は、以下の非限定的な実施例および比較例によって、以下において説明される。
【００３９】
実施例１、２、３、４および比較例Ａ
材料および方法
コポリマーの調製
　ＮＶＰおよびＨＥＭＡをアクロス（Ａｃｒｏｓ）（オランダ、ランドスメール（Ｌａｎ
ｄｓｍｅｅｒ））から購入し、減圧下で蒸留して、阻害性の添加剤を除去した。４－ヨー
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ドベンゾイルクロリドおよび精製ＨＥＭＡからモノマー４ＩＥＭＡを合成した。全てのモ
ノマーの純度および同一性は、１Ｈ－ＮＭＲ分光法によって検査した。フリーラジカル源
として２，２’－アゾビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢＮ）を用いた。この化合物は
、アクロスから入手したままで使用した。モノマーおよび０．０４４モル％（モノマーの
総量を基準として）のＡＩＢＮを混合して、テフロン（登録商標）（Ｔｅｆｌｏｎ）管に
移し、次にこれをサーモスタット付オイルバス中に浸漬した。表１に示される温度プロフ
ァイルを実行した。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　この結果、直径１２ｍｍの透明なガラス状の棒が得られた。調製したコポリマーの組成
は表２に示される。
【００４２】

【表２】

【００４３】
弾性率（ヤング率）の測定
　圧縮状態の静的実験において材料の機械特性を試験するために、±８ｍｍの厚さおよび
±１５ｍｍの直径の完全に膨潤した円筒型のサンプルを使用した。３・１０－３ｓ－１の
ひずみ速度で５００Ｎのロードセルを用い、ツヴィック（Ｚｗｉｃｋ）１４４５圧縮試験
機において、室温（２０℃）および体温（３７℃）の両方でそれぞれの材料の３つのサン
プルを圧縮して水中に沈めた。ヤング率は、弾性変形（±２％～８％の圧縮）の領域内で
計算される。
【００４４】
平衡含水率の測定
　様々な材料の水の吸収を研究するために、直径１２ｍｍおよび厚さ２ｍｍのサンプル円
板（ガラス状の棒から切断）を用いて、室温（２０℃）においてリン酸緩衝食塩水（ＰＢ
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Ｓ）中での膨潤実験を３重に実行した。膨潤の間のコポリマーの不変の組成を保証するた
めに、実験の前に全てのサンプルを洗浄および空気乾燥させた。様々な時間間隔で円板の
材料質量を測定した。一週間以内に湿潤サンプルの質量が大きく（±２％）変化しなかっ
た時点で、サンプルは平衡状態にあると考えた。
【００４５】
　サンプルを秤量する前に表面からの過剰の水をティッシュで除去した。秤量後、サンプ
ルを新しい十分なＰＢＳ中に戻した。以下の式を用いて平衡含水率（ＥＷＣ）を計算した
。
【数２】

ｍｓは、平衡状態の膨潤サンプルの質量であり、そしてｍｄは、乾燥サンプルの質量であ
る。
【００４６】
膨潤比の測定
　平衡含水率の決定と同じ方法で、体積の増大（平衡状態にある膨潤サンプルの体積を、
乾燥サンプルの体積で除する）によって定義される膨潤比を決定した。
【００４７】
放射線不透過性
　資格のある整形外科医によりブタの死体の腰部脊椎の核の空洞内に実施例３および４の
膨潤サンプルを移植することによってＸ線視感度を検査し、続いて、６６ｋＶおよび自動
露出でフィリップスＢＶパルセラ（Ｐｈｉｌｉｐｓ　ＢＶ　Ｐｕｌｓｅｒａ）を用いて、
標準的な病院の条件下でその場で材料のＸ線写真を撮った。
【００４８】
結果
　弾性率、膨潤比および平衡含水率（ＥＷＣ）の測定の結果は、以下の表３に示される。
【００４９】

【表３】

【００５０】
　実施例１、２、および５のＮＶＰベースのヒドロゲルは、ＨＥＭＡベースのヒドロゲル
よりも高い平衡含水率を有する。また、疎水性４ＩＥＭＡの存在がヒドロゲルの吸水を低
下させることも示される。また、ヒドロゲルが水を吸収する速度は、ヒドロゲルの親水性
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約１２時間で到達されるが、あまり親水性でないヒドロゲル（３、４）は、平衡膨潤に到
達するために２日以上かかる。
【００５１】
　比較例Ａは、疎水性モノマーＭＭＡの取り込みがＥＷＣを低下させ、そして材料がヒド
ロゲルと見なされるには大きすぎるほど弾性率を増大させ、従って本発明の目的のために
は適切ではないことを明白に示す。
【００５２】
放射線不透過性
　図４は移植の結果のＸ線画像を示しており、ここで、実施例３（Ｈ９５）および４（Ｈ
９０）のサンプルは、ブタの死体の２つの隣接する椎骨の間に移植した。３つの椎骨間の
構造：底部の自然の円板（＊）、中央の実施例４のサンプル、および上部の実施例３のサ
ンプルが示される。自然の円板は非吸収（白色）帯として見えるが、実験３および４のサ
ンプルはＸ線吸収帯としてはっきりと目に見える。
【００５３】
　図５および６はそれぞれ、ブタの死体内に移植された実施例５のサンプルのＣＴスキャ
ンおよびＭＲＩスキャンを示す。ＣＴスキャンは東芝アクイリオン（Ｔｏｓｈｉｂａ　Ａ
ｑｕｉｌｉｏｎ）（１２０ｋＶ、２０ｍＡｓ）において行い、ＭＲＩスキャンは、フィリ
ップス・ジャイロスキャンＮＴインテラ（Ｐｈｉｌｉｐｓ　Ｇｙｒｏｓｃａｎ　ＮＴ　Ｉ
ｎｔｅｒａ）１．５Ｔにおいて行った。移植片は、空洞を完全に充填する腎臓型の形態で
、はっきりと目に見える。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】図１は、椎間円板（１）を含む自然の脊椎を示す。
【図２】図２では、自然の髄核が除去され、脱水補綴髄核（５）によって置換されている
。
【図３】図３では、脱水補綴髄核が膨潤されて（５）、終板と輪との間の空洞全体を充填
している。
【図４】図４は、移植の結果のＸ線画像を示す。
【図５】図５は、ブタの死体内に移植された実施例５のサンプルのＣＴスキャンおよびＭ
ＲＩスキャンを示す。
【図６】６は、ブタの死体内に移植された実施例５のサンプルのＣＴスキャンおよびＭＲ
Ｉスキャンを示す。
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