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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生物学的活性物質を送達するためのビヒクルであって、
ａ）ポリペプチド、ポリヌクレオチド、核タンパク質、多糖類、糖タンパク質、抗エイズ
物質、抗ガン物質、殺菌剤、ＡＣＥ阻害薬、抗原、アドレナリン作動拮抗薬、制酸剤、免
疫抑制薬、免疫調整因子、抗ウィルス物質、酵素阻害薬、神経毒、オピオイド、催眠薬、
抗ヒスタミン薬、潤滑剤、トランキライザー、抗痙攣薬、筋弛緩薬、抗パーキンソン物質
、鎮痙薬、筋収縮薬、下痢止め薬、制吐薬、緩下薬、利尿薬、縮瞳薬、抗コリン作用薬、
抗緑内障化合物、抗寄生虫化合物、抗原生動物化合物、抗高血圧薬、鎮痛薬、解熱薬、抗
炎症薬、咳止め剤、抗めまい薬、抗無気力薬、抗乗物酔い薬、局所麻酔薬、眼病薬、プロ
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スタグランジン、抗抑鬱薬、抗精神病性物質、イメージング剤、特定標的剤、栄養因子、
成長因子、神経伝達物質、細胞応答調節剤、及びワクチンから成る群から選択される生物
学的活性物質、
及び
ｂ）非晶質リン酸カルシウム（ＡＣＰ）を、ペースト又はパテの粘稠度を有する水和プリ
カーサーが形成されるように制限された量の水溶液の存在下で、酸性リン酸カルシウムか
ら選択されるプロモーターに暴露させることによって得られる合成の結晶性不良のアパタ
イト（ＰＣＡ）リン酸カルシウム物質
を含むビヒクル。
【請求項２】
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生物学的活性物質を送達するためのビヒクルであって、
ａ）ポリペプチド、ポリヌクレオチド、核タンパク質、多糖類、糖タンパク質、抗エイズ
物質、抗ガン物質、殺菌剤、ＡＣＥ阻害薬、抗原、アドレナリン作動拮抗薬、制酸剤、免
疫抑制薬、免疫調整因子、抗ウィルス物質、酵素阻害薬、神経毒、オピオイド、催眠薬、
抗ヒスタミン薬、潤滑剤、トランキライザー、抗痙攣薬、筋弛緩薬、抗パーキンソン物質
、鎮痙薬、筋収縮薬、下痢止め薬、制吐薬、緩下薬、利尿薬、縮瞳薬、抗コリン作用薬、
抗緑内障化合物、抗寄生虫化合物、抗原生動物化合物、抗高血圧薬、鎮痛薬、解熱薬、抗
炎症薬、咳止め剤、抗めまい薬、抗無気力薬、抗乗物酔い薬、局所麻酔薬、眼病薬、プロ
スタグランジン、抗抑鬱薬、抗精神病性物質、イメージング剤、特定標的剤、栄養因子、
成長因子、神経伝達物質、細胞応答調節剤、及びワクチンから成る群から選択される生物
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学的活性物質、
及び
ｂ）非晶質リン酸カルシウム（ＡＣＰ）を、ペースト又はパテの粘稠度を有する水和プリ
カーサーが形成されるように制限された量の水溶液の存在下で、酸性リン酸カルシウムか
ら選択されるプロモーターに暴露し、水和プリカーサーを硬化させることによって得られ
る硬化した結晶性不良のアパタイト（ＰＣＡ）リン酸カルシウム物質
を含むビヒクル。
【請求項３】
２２℃において１時間より長い時間の後に硬化する水和プリカーサーからＰＣＡリン酸カ
ルシウムが形成された、又は、３７℃において１時間より短い時間の後に硬化する水和プ
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リカーサーからＰＣＡリン酸カルシウムが形成された、請求項２に記載のビヒクル。
【請求項４】
酸性リン酸カルシウムプロモーターが、ＡＣＰとの反応において１．１〜１．９の範囲内
のＣａ／Ｐ比を有するＰＣＡリン酸カルシウムを生産するように選択される、請求項１〜
３の何れか一項に記載のビヒクル。
【請求項５】
酸性リン酸カルシウムプロモーターが、メタリン酸カルシウム、リン酸二カルシウム二水
和物、デカリン酸七カルシウム、リン酸三カルシウム、ピロリン酸カルシウム、リン酸八
カルシウム及び非晶質リン酸カルシウムより成る群から選択される、請求項１〜４の何れ
か一項に記載のビヒクル。
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【請求項６】
ビヒクルの物理学的パラメーターを変化させるために選択される追加の材料をさらに含み
、前記物理学的パラメーターが強度、再吸収時間、付着性、注入可能性、摩擦特性、及び
放出速度より成る群から選択される、請求項１〜５の何れか一項に記載のビヒクル。
【請求項７】
ＰＣＡリン酸カルシウムが１．５より小さいＣａ／Ｐ比を有する、請求項４に記載のビヒ
クル。
【請求項８】
被験者の骨又は軟骨の成長に使用するための請求項１〜７の何れか一項に記載のビヒクル
。
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【請求項９】
被験者の移植に使用するための請求項１〜７の何れか一項に記載のビヒクル。
【請求項１０】
被験者がヒトである請求項８又は９に記載のビヒクル。
【請求項１１】
ａ）非晶質リン酸カルシウム（ＡＣＰ）と水溶液を任意の割合で混合する工程、
ｂ）ポリペプチド、ポリヌクレオチド、核タンパク質、多糖類、糖タンパク質、抗エイズ
物質、抗ガン物質、殺菌剤、ＡＣＥ阻害薬、抗原、アドレナリン作動拮抗薬、制酸剤、免
疫抑制薬、免疫調整因子、抗ウィルス物質、酵素阻害薬、神経毒、オピオイド、催眠薬、
抗ヒスタミン薬、潤滑剤、トランキライザー、抗痙攣薬、筋弛緩薬、抗パーキンソン物質

50

(3)

JP 4260891 B2 2009.4.30

、鎮痙薬、筋収縮薬、下痢止め薬、制吐薬、緩下薬、利尿薬、縮瞳薬、抗コリン作用薬、
抗緑内障化合物、抗寄生虫化合物、抗原生動物化合物、抗高血圧薬、鎮痛薬、解熱薬、抗
炎症薬、咳止め剤、抗めまい薬、抗無気力薬、抗乗物酔い薬、局所麻酔薬、眼病薬、プロ
スタグランジン、抗抑鬱薬、抗精神病性物質、イメージング剤、特定標的剤、栄養因子、
成長因子、神経伝達物質、細胞応答調節剤、及びワクチンから成る群から選択される生物
学的活性物質を添加する工程、
及び
ｃ）前記の混合及び添加工程の前、それらの工程中、又はそれらの工程の後、ＡＣＰを酸
性リン酸カルシウムプロモーターから選択されるプロモーターに暴露し、ペースト又はパ
テの粘稠度を有する水和プリカーサーを形成する工程を含む
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生物学的活性物質を送達するためのビヒクルの製造方法であって、
該水和プリカーサーが硬化し合成の結晶性不良のアパタイト（ＰＣＡ）リン酸カルシウム
物質を形成する方法。
【請求項１２】
ａ）非晶質リン酸カルシウム（ＡＣＰ）と水溶液を任意の割合で混合する工程、
ｂ）ポリペプチド、ポリヌクレオチド、核タンパク質、多糖類、糖タンパク質、抗エイズ
物質、抗ガン物質、殺菌剤、ＡＣＥ阻害薬、抗原、アドレナリン作動拮抗薬、制酸剤、免
疫抑制薬、免疫調整因子、抗ウィルス物質、酵素阻害薬、神経毒、オピオイド、催眠薬、
抗ヒスタミン薬、潤滑剤、トランキライザー、抗痙攣薬、筋弛緩薬、抗パーキンソン物質
、鎮痙薬、筋収縮薬、下痢止め薬、制吐薬、緩下薬、利尿薬、縮瞳薬、抗コリン作用薬、
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抗緑内障化合物、抗寄生虫化合物、抗原生動物化合物、抗高血圧薬、鎮痛薬、解熱薬、抗
炎症薬、咳止め剤、抗めまい薬、抗無気力薬、抗乗物酔い薬、局所麻酔薬、眼病薬、プロ
スタグランジン、抗抑鬱薬、抗精神病性物質、イメージング剤、特定標的剤、栄養因子、
成長因子、神経伝達物質、細胞応答調節剤、及びワクチンから成る群から選択される生物
学的活性物質を添加する工程、
ｃ）前記の混合及び添加工程の前、それらの工程中、又はそれらの工程の後、ＡＣＰを酸
性リン酸カルシウムプロモーターから選択されるプロモーターに暴露し、ペースト又はパ
テの粘稠度を有する水和プリカーサーを形成する工程
及び
ｄ）混合物を硬化させ、それにより合成の結晶性不良のアパタイト（ＰＣＡ）リン酸カル
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シウム物質を形成する工程を含む、
生物学的活性物質を送達するためのビヒクルの製造方法。
【請求項１３】
ａ）非晶質リン酸カルシウム（ＡＣＰ）と水溶液を任意の割合で混合する工程、
ｂ）前記の混合ａ）及び添加工程ｄ）の前、それらの工程中、又はそれらの工程の後、Ａ
ＣＰを酸性リン酸カルシウムプロモーターから選択されるプロモーターに暴露し、ペース
ト又はパテの粘稠度を有する水和プリカーサーを形成する工程、
ｃ）混合物を硬化させ、それにより合成の結晶性不良のアパタイト（ＰＣＡ）リン酸カル
シウム物質を形成する工程、
及び
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ｄ）ポリペプチド、ポリヌクレオチド、核タンパク質、多糖類、糖タンパク質、抗エイズ
物質、抗ガン物質、殺菌剤、ＡＣＥ阻害薬、抗原、アドレナリン作動拮抗薬、制酸剤、免
疫抑制薬、免疫調整因子、抗ウィルス物質、酵素阻害薬、神経毒、オピオイド、催眠薬、
抗ヒスタミン薬、潤滑剤、トランキライザー、抗痙攣薬、筋弛緩薬、抗パーキンソン物質
、鎮痙薬、筋収縮薬、下痢止め薬、制吐薬、緩下薬、利尿薬、縮瞳薬、抗コリン作用薬、
抗緑内障化合物、抗寄生虫化合物、抗原生動物化合物、抗高血圧薬、鎮痛薬、解熱薬、抗
炎症薬、咳止め剤、抗めまい薬、抗無気力薬、抗乗物酔い薬、局所麻酔薬、眼病薬、プロ
スタグランジン、抗抑鬱薬、抗精神病性物質、イメージング剤、特定標的剤、栄養因子、
成長因子、神経伝達物質、細胞応答調節剤、及びワクチンから成る群から選択される生物
学的活性物質を添加する工程を含む、
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生物学的活性物質を送達するためのビヒクルの製造方法。
【請求項１４】
酸性リン酸カルシウムプロモーターが、ＡＣＰとの反応において１．１〜１．９の範囲内
のＣａ／Ｐ比を有するＰＣＡリン酸カルシウムを生産するように選択される、請求項１１
〜１３の何れか一項に記載の方法。
【請求項１５】
酸性リン酸カルシウムプロモーターが、メタリン酸カルシウム、リン酸二カルシウム二水
和物、デカリン酸七カルシウム、リン酸三カルシウム、ピロリン酸カルシウム、リン酸八
カルシウム及び非晶質リン酸カルシウムより成る群から選択される、請求項１１〜１４の
10

何れか一項に記載の方法。
【請求項１６】
水溶液が生物学的活性物質との適合性のために選択される緩衝液である、請求項１１〜１
５の何れか一項に記載の方法。
【請求項１７】
硬化が吸熱反応である、請求項１２〜１６の何れか一項に記載の方法。
【請求項１８】
ＰＣＡリン酸カルシウムを予め決定された形状に成形する工程をさらに含む、請求項１２
〜１７の何れか一項に記載の方法。
【請求項１９】
ＰＣＡリン酸カルシウムが１．５より小さいＣａ／Ｐ比を有する、請求項１４に記載の方

20

法。
【請求項２０】
３７℃において１０〜３０分の後に硬化する水和プリカーサーからＰＣＡリン酸カルシウ
ムが形成された、請求項３に記載のビヒクル。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
生物薬剤学の領域における多くの研究は、薬物送達やその他の外科的用途用に有効な移植
可能なビヒクルを開発する方向に指向される。そのようなビヒクルは、生物学的適合性で
なければならずかつまたそれらを送達することを意図する任意の生物学的に活性な薬剤の
活性を保護することができなければならない。多くの生物学的に活性な薬剤は、不安定で
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あり、かつそれらを送達物質中に組み込む場合に、容易に活性を失う。タンパク質活性の
保存は、特に困難な問題を持ち出してきた。
薬物送達アリーナでは、リン酸カルシウムセラミックスが、それらの良く知られた生物学
的適合性及びそれらのタンパク質試薬に対する親和力により、潜在的送達ビヒクルとして
研究されてきた（例えば、ＩＪｎｔｅｍａ等、Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｈａｒｍ．１１２：２１５
，１９９４；イトカズ等、Ｊ．Ｏｒｔｈ．Ｓｕｒｇ．２：４７，１９９４；シント等、Ｊ
．Ｂｏｎｅ

Ｊｏｉｎｔ

Ｓｕｒｇ．７４−Ｂ：６００，１９９２；ウチダ等、Ｊ．Ｏｒ

ｔｈ．Ｒｅｓ．１０：４４０，１９９２を参照）。しかし、既知のリン酸カルシウムセラ
ミックス材料を製造するのに採用される反応は、高い温度及び／又は圧力を要し、かつま
た酸又は塩基の存在を要するのが典型的である。ほとんどの生物学的に活性な薬剤は、セ
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ラミックを製造するのに要求される条件の一つ又はそれ以上によって破壊されるであろう
ことから、生物学的に活性な薬剤は、物質が製造された後に入れられることができるだけ
であり、これは、送達することができる薬剤の量及びタイプを制限し得る。
また、多数のリン酸カルシウム材料が、「再吸収性」と言われてきたが、そのような化合
物は、通常リン酸三カルシウム、リン酸四カルシウム又はヒドロキシアパタイトを含み又
はこれらに由来し、実際ほんのわずかに再吸収性である。群の中で、リン酸三カルシウム
化合物は、最も再吸収性であることが立証されており、それらは、何年もの研究の後に、
依然臨床設定において広く用いられていない。リン酸三カルシウムは、長くかつ幾分予測
し得ない再吸収プロフィルを有することが知られており、再吸収のために１年以上を要す
るのが普通である。極めて多孔質又は溝を切ったリン酸三カルシウムを製造するための工
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程が取られない場合には、これらの化合物は骨によって代わられない。最近の研究は、「
［ヒドロキシアパタイト］よりも大きいＴＣＰの生分解が、十分なものでないという結論
に至った（Ｂｅｒｇｅｒ等、Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ，１６：１２４１，１９９５）」
。
リン酸四カルシウム及びヒドロキシアパタイト由来の化合物もまたほんのわずかに再吸収
性である。リン酸四カルシウム充填剤の公表された報告は、長い期間にわたる部分的再吸
収性について一般的に記載している。例えば、Ｈｏｒｉｏｇｌｕ等により報告されている
通りに、そのような材料が８０％再吸収のために３０ヶ月を要することは異常なことでは
ない（Ｓｏｃ．ｆｏｒ

Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ，１９８頁、１９９５年３月１８〜２

２日）。また、リン酸カルシウム材料の「再吸収」について記載している多くの報告は、
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著者等が、例えば移植部位からのビヒクルの移行を除かないことから、実際には再吸収を
立証しない（例えば、上記のＩＪｎｔｅｍａ等を参照）。
外科的アリーナでは、再建手術のゴールの内の一つは、損傷された組織を新しい組織、お
そらく患者自身の細胞から生長された組織に代えることができることである。例えば、研
究者等は、分離された軟骨細胞を損傷された領域中にポリマー骨格の関係で注入する軟骨
再生系を開発しようと努めてきた（例えば、Ａｔａｌａ等、Ｊ．Ｕｒｏｌ．１５０：７４
７，１９９３；Ｆｒｅｅｄ等、Ｊ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．５１：２５７，１９９３
及びそれらにおいて引用される文献を参照）。同様の播種された骨格系が骨修復の関係で
研究されてきており、この場合造骨細胞がポリマー又はセラミック支持体と共に利用され
る（例えば、Ｅｌｇｅｎｄｙ等、Ｂｉｏｍａｔｅｒ．１４：２６３，１９９３；Ｉｓｈａ
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ｕｇ等、Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ．２８：１４４５，１９９４を参照）。
播種された組成物もまた膀胱調節及び膀胱尿管用途におけるそれらの使用効果について研
究されてきた（例えば、Ｇｒｉｆｆｉｔｈ−Ｃｉｍａ等、公表されたＰＣＴ出願第ＷＯ９
４／２５０８０号を参照）。
その分野における研究者等は、そのような播種された組成物において使用すべき骨格材料
について望ましいいくかの特性を識別してきた。例えば、Ｆｒｅｅｄ等（Ｂｉｏ／Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ

１２：６８９，１９９４）は、望ましい特徴として下記の６つの要因を

リストしている：
（１）骨格表面は、細胞付着及び生長を可能にすべきである；
（２）骨格材料もその分解生成物も、インビボに移植した際に、炎症又は毒性を引き起こ
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すべきでない；
（３）骨格材料は、三次元構造に再現可能に加工されるべきである；
（４）骨格材料は、細胞−骨格相互作用のための大きな表面積、細胞外マトリックス再生
のための十分なスペース、及びインビトロ培養の間の最少の拡散制限を備えるように多孔
度少なくとも９０％を有すべきである；
（５）骨格材料は、一旦再生中の組織用のテンプレートとなることの目的にかなったら、
再吸収されるべきである；及び
（６）骨格分解速度は、関心のある細胞タイプによる組織再生速度と調和するために調節
可能であるべきである。
生物適合性であり、完全に再吸収可能でありかつ薬物活性に有害でない薬物送達ビヒクル
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を開発する要求が依然ある。また、組織修復において骨格として用いるのに適した材料を
開発したい要求もある。本発明は、薬物送達及び組織修復において有用な物質及び組成物
を提供して、これらの要求を解決する。
定義
「非晶質」−本明細書中で用いる通りの「非晶質」なる用語は、有意の非晶質特性を有す
る物質を意味する。有意の非晶質特性は、非晶質含量が７５％よりも多い、好ましくは非
晶質含量が９０％よりも多いことを意図し、広い、特徴のないＸ線回折図形によって特性
表示される。小さい結晶度が物質中に存在してよいことが認められる。しかし、本発明の
非晶質プリカーサー物質について、結晶度は生成物物質において所望されるよりも小さい
のが好ましい。
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「生物活性な」−「生物活性な」とは、移植片中で及びそのまわりで硬い組織形成を誘発
する物質を言う。軟質組織中に移植する場合、生物活性は、また、成長又は栄養因子の存
在すること、或は硬い組織形成性細胞タイプを移植片に播種することも必要とし得る。
「生物適合性」−本明細書中で用いる通りの「生物適合性」なる用語は、物質が、宿主に
おいて実質的に好ましくない応答を引き出さないことを意味する。外来の物体がリビング
体中に導入される場合には、常に、物体が、宿主に対してネガティブ作用を与えることに
なる炎症応答のような免疫反応を誘発することになる懸念がある。例えば、ヒドロキシア
パタイトは、一般に「生物適合性」であると考えられるが、結晶性ヒドロキシアパタイト
マイクロキャリヤーが動物の筋肉内に挿入される場合には、有意の炎症及び組織壊死が観
察された（例えば、ＩＪｎｔｅｍａ等、Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｈａｒｍ

１１２：２１５（１９

10

９４）を参照）。
「生物再吸収性」−「生物再吸収性」とは、物質がインビボで再吸収されることができる
ことを言う。「完全な」再吸収とは、有意の細胞外断片が残らないことを意味する。再吸
収プロセスは、元の移植片物質を体液、酵素又は細胞の作用によって除去することを伴う
。再吸収されるリン酸カルシウムは、例えば、骨ミネラルとして、又は体内でその他の方
法で利用されることによって再付着され、又は排出されることができる。本明細書中で用
いる通りの「強度に生物再吸収性」なる用語は、筋肉内に又は皮下に植片された物質の全
質量の少なくとも８０％、好ましくは９５〜９９％、最も好ましくは＞９９％が１年以内
に再吸収されることを意味する。発明の好適な実施態様では、吸収性の強い結晶性不良の
アパタイト系（ａｐａｔｉｔｉｃ）（ＰＣＡ）リン酸カルシウムは、少なくとも１ｇ（好
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ましくは１〜５ｇ）のＰＣＡ物質を皮下又は筋肉内部位に移植する場合に、物質の少なく
とも８０％が１年以内に再吸収されることを特徴とする。一層好適な実施態様では、その
物質は、９ヶ月、６ヶ月、３ヶ月、理想的には１ヶ月以内に再吸収されることになる。そ
の上に、特に好適な物質は、規定の期間で完全に吸収されることができることを特徴とす
る。この開示の目的で、吸収性の「弱い」とは、出発物質の８０％未満が１年経過後に再
吸収されることを意味する。
「有効量」−生物学的に活性な薬剤の有効量は、所望する生物学的応答を引き出す程の量
である。
「硬化」−「硬化」とは、水和されたプリカーサーが変形されて硬化されたＰＣＡ物質に
なるプロセスを言う。ＰＣＡ物質は、それが実質的に非成形適性固体になる場合に、「硬
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化された」と考える。そのような硬化されたＰＣＡ物質は、最少の圧縮性を有しかつ弾性
変形と対照してプラスチックを受ける傾向にある。
「水和されたプリカーサー」−本明細書中で用いる通りの「水和されたプリカーサー」な
る用語は、乾燥したＰＣＡプリカーサーを限られた量の水溶液（すなわち、およそ１ｍＬ
よりも少ない水溶液／プリカーサー粉末１ｇ）の存在において水和することによって形成
されるペースト又はパテを言う。水和されたプリカーサーは、転化が進行した程度に応じ
て、反応体及び生成物の両方を種々の組合せで含んでよい。本明細書中に記載する「注入
適性な」及び「成形適性な」プリカーサーペーストは、共に水和されたプリカーサーであ
る。好適な「注入適性な」水和されたプリカーサーは、１８ゲージ針を通って送達するた
めに適したコンシステンシーを有する。
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本明細書中で用いる通りの「結晶性不良のアパタイト系リン酸カルシウム」、「ＰＣＡリ
ン酸カルシウム」及び「ＰＣＡ物質」なる用語は、合成の結晶性不良のアパタイト系リン
酸カルシウムを表示する。ＰＣＡ物質は、それが固有のＸＲＤ及びＦＴＩＲ図を有しさえ
すれば、必ずしも単一のリン酸カルシウム相に限定されない。ＰＣＡリン酸カルシウムは
、実質的に骨と同じＸ線回折スペクトルを有する。そのスペクトルは、２０〜３５°の領
域における２つだけの広いピークで、一つは２６°を中心にしかつ他は３２°を中心にす
ることを特徴とする。それは、更に５６３ｃｍ‑1、１０３４ｃｍ‑1、１６３８ｃｍ‑1及び
３４３２ｃｍ‑1（±２ｃｍ‑1）におけるＦＴＩＲピークを特徴とする。鋭いショルダーが
、６０３ｃｍ‑1及び８７５ｃｍ‑1において、１４２２ｃｍ‑1及び１４５７ｃｍ‑1に最大を
有する二重項と共に観測される。

50

(7)

JP 4260891 B2 2009.4.30

「プロモーター」−本明細書中で用いる通りの「プロモーター」なる用語は、水和された
プリカーサーの硬化を促進しかつＡＣＰのＰＣＡリン酸カルシウムへの転化を増進させ得
る物質又は処理を表示する。いくつかのプロモーターは、転化に加わって生成物ＰＣＡ物
質中に組み込まれ；「不動の」プロモーターとして知られる他のプロモーターは、加わら
ない。
「反応性」−「反応性」とは、本明細書中、非晶質のリン酸カルシウムに水和されたプリ
カーサーを形成するために液を混合する際に、プロモーターの存在においてプリカーサー
物質の硬化に関連して本発明のＰＣＡ物質への転化を受ける能力を言う。好適なＡＣＰは
、完全に転化する能力、硬化により急速に転化する能力、その他は不活性な化合物により
転化を受ける能力及び／又は実質的に均質なＰＣＡ物質に転化する能力を特徴とする。Ａ
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ＣＰに第二のリン酸カルシウムを反応させる場合に、「転化」は、ＡＣＰ及び第二リン酸
カルシウムの両方の転化を包含することができる。硬化度及び硬化プロセスの速度論もま
た反応性の重要な要素である。いくつかのＡＣＰは、他に比べて一層反応性である。ＡＣ
Ｐは、それが、１００μｍよりも大きい粒度の有意のフラクションを含有する粒子分布を
有するリン酸二カルシウム二水和物（「ＤＣＰＤ」）のような弱いプロモーターの存在に
おいてＰＣＡ物質への転化及び硬化を受けるならば、「高度に反応性」と考える。好適な
高度に反応性のＡＣＰは、弱く促進するＤＣＰＤ及び３７℃の水の存在において硬化され
たＰＣＡ物質を１２時間よりも短い時間で生成し、硬化は、約１〜５時間、理想的には１
０〜３０分で実質的に完全である。
発明の要約
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本発明は、優れた生物適合性、再吸収性、及び加工性特性を有しかつ薬物送達及び細胞播
種（インビボ及びインビトロ）用途において有用な合成の結晶性不良のアパタイト系リン
酸カルシウム物質を提供する。
本発明において用いる合成のＰＣＡ物質は、細胞及び多数の生物学的に活性な薬剤と適合
し得る。その物質は、薬剤又は細胞を体中の種々の部位のいずれかに送達するのに用いる
ことができ、又はインビトロで使用することができる。その物質は、それの結晶性不良を
示す示差的Ｘ線回折図形によって特性表示される。
その物質は、カルシウム対ホスフェート比約１．１〜１．９の範囲を有するのが好ましい
。この比は、約１．３〜１．５の範囲であるのが一層好ましい。
本発明において用いるＰＣＡ物質は、強度に生物適合性である。すなわち、物質少なくと
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も１ｇを含む移植片をペレット形態で筋肉内又は皮下部位に移植する場合に、物質の少な
くともおよそ８０％、好ましくは９０〜９５％、最も好ましくは＞９５％が１年以内に、
好ましくは９ヶ月、６ヶ月、３ヶ月、理想的には１ヶ月以内に再吸収される。一層好まし
くは、移植片５ｇの少なくとも８０％、好ましくは９０〜９５％、最も好ましくは＞９５
％がこれらの時間枠内に再吸収される。物質の配座（例えば、棒又はその他の形状に比べ
て球の）が、それの再吸収速度に影響を与え得ることは認められるものと思う。その上に
、送達ビヒクルの再吸収速度は、それの製造様式によって変えることができる。
本発明の好適な実施態様では、合成のＰＣＡ物質は、少なくとも一種の非晶質リン酸カル
シウム（ＡＣＰ）プリカーサーをプロモーターに暴露する反応において形成される。特に
好適な実施態様では、プロモーターは、第二のリン酸カルシウム物質を含む。本発明にお
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いて用いるＰＣＡ物質を製造するのに採用する反応条件は、穏和であり、それで所望なら
ば、生物学的薬剤又は細胞を形成反応の間に物質中に組み込むことができる。別法として
、薬剤は、送達ビヒクルを造った後に、組み込んでもよい。送達ビヒクル物質は、生物学
的に活性な薬剤又は細胞を導入する前か又は後のいずれかに、種々の有用な送達形状のい
ずれかに形成してよく、かつ例えば注入又は外科的移植によって部位に送達してよい。そ
の物質は、湿潤の非硬化状態（すなわち、水和されたプリカーサーとして）で部位に導入
して現場で硬化させてもよい。ビヒクルは、代わりに、高い温度、通常３７℃で又はそれ
よりも高い温度でインビトロで硬化させ、その後被検者（動物又はヒト）の中に外科的移
植してもよい。
本発明のＰＣＡ物質は、インビトロで生物学的に活性な薬剤又は細胞の存在又は不存在の
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いずれかにおいて加工してもよい。別法として、生物学的に活性な薬剤又は細胞は、予備
成形したビヒクルを薬剤に暴露することによって硬化後に加えてもよい。
従って、本発明は、ＰＣＡリン酸カルシウム及び生物学的に活性な薬剤を含む、生物学的
に活性な薬剤を送達するためのビヒクルを提供する。発明は、随意に、他の生物再吸収性
物質、侵食速度調節剤、細胞、又はビヒクルの一つ又はそれ以上の特性（強度、粘着性、
注入適性、摩擦特性、等のような）を改質するその他の因子を含む。本発明の送達系の利
点の一つは、薬物の高い局部濃度を達成することを可能にすることであり、これは、毒性
の副作用を有する薬物かつまた不安定な薬物に関して特に有用である。
発明は、また、送達ビヒクルを調製する方法、送達ビヒクル特性を変更する方法、及び生
物学的に活性な薬剤を部位に送達する方法を提供する。好適な送達部位は、インビボ部位
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及びインビトロ部位の両方を含む。発明の送達ビヒクルは、ヒト又は動物の部位中に送達
するために適している。好適なインビボ部位は、骨性部位、筋肉内部位、腹膜間部位、皮
下部位、中枢神経系部位、及び視覚部位を含む。
本発明は、加えて、ＰＣＡ物質及び少なくとも一種の細胞を含む、治療上、構造上、又は
化粧上の移植片を提供する。少なくとも一種の細胞は、骨形成性又は骨分解性細胞である
のが好ましい。特に有用な細胞タイプは、軟骨細胞、骨細胞、骨芽細胞、破骨細胞、間葉
幹細胞、線維芽細胞、筋細胞、肝細胞、実質細胞、腸原の細胞、神経細胞、及び皮膚細胞
を含み、一次組織外植、一次組織外植の調剤、分離細胞、細胞株、変換細胞株、及び宿主
細胞として供することができる。移植片は、また、特性（生物再吸収性、強度、粘着性、
注入適性、摩擦特性、等のような）を変更する生物学的に活性な薬剤又は因子のような更
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なる成分を含んでもよい。
発明は、また、そのような移植片を調製する方法；骨又は軟骨をインビボ又はインビトロ
で、天然の部位又は異所性部位において成長させる方法；骨性増強の方法；及び宿主から
分離した細胞の組織形成性ポテンシャルをアセイすることによって疾患状態を診断する方
法を提供する。発明は、また、インビトロ細胞培養系及び細胞被包マトリックスも提供す
る。
図面の説明
図１は、相対的に不明瞭な境界を有しかつ一部無形の形態（矢印）に浸漬されたクラスタ
ー中のナノメートルサイズの粒子を例示する反応性の非晶質リン酸カルシウムの高分解能
透過電子顕微鏡写真である；
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図２は、真空加熱手順後にＣａ／Ｐが１．５８であることを生じた本発明の反応性の非晶
質リン酸カルシウムのエネルギー分散型電子マイクロプローブスペクトルである；
図３は、本発明の非晶質リン酸カルシウムに由来する結晶性不良のアパタイト系リン酸カ
ルシウム生成物の、結晶性ヒドロキシアパタイトに比較した際の溶解度カーブである。３
７℃の溶液中に放出されるカルシウムイオンの量によって測定する通りの、本発明の物質
の、一層結晶性のヒドロキシアパタイトの形態に対して溶解度が相対的に一層大きいこと
に留意すること；
図４は、発明の骨代用物質を形成する反応において使用する（ａ）反応性の非晶質リン酸
カルシウム；及び（ｂ）二リン酸二カルシウムのＸ線回折図形である；
図５ａ〜ｄは、本発明のＰＣＡ物質を形成するための反応性の非晶質リン酸カルシウムと
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二リン酸二カルシウムとの混合物の反応の進行をたどるＸ線回折図形である；
図６は、（ａ）リン酸二カルシウム二水和物、（ｂ）発明の活性されたＡＣＰ、及び（ｃ
）本発明のＰＣＡ物質の赤外スペクトルである；
図７は、天然産の骨のＸ線回折図形である。
図８は、例５に記載する種々の配合物の粒径分布を示す棒グラフである。
図９は、本発明のＰＣＡ物質を種々の骨性部位において使用することを表す。
図１０は、本発明のＰＣＡ物質によって処理しない（１０ａ）又は処理した（１０ｂ）の
いずれかの頸骨欠陥の顕微鏡写真を提示する。図１０ａにおいて、小さい矢印は、欠陥の
一縁を示し；大きい矢じりは、まだ架橋されない欠陥にある。図１０ｂにおいて、大きい
矢じりは、欠陥の一縁を示す。両方の図において、倍率は４×であり、骨は脱灰され、か
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つスライドはヘマトキシリン及びエオシンで処理される。
図１１は、本発明の薬剤送達ビヒクルで外科処理して８週後の欠陥中に成長した犬の小柱
骨の顕微鏡写真である（倍率１０×；脱灰された；ヘマトキシリン及びエオシン）。
図１２は、本発明の薬剤送達ビヒクルで処理した手術後４週の犬の皮質骨の顕微鏡写真で
ある（倍率４×；未脱灰の；Ｌｉｇｈｔ

Ｇｒｅｅｎ

Ｂａｓｉｃ

Ｆｕｃｈｓｉｎ）。

図１３は、手術後４週の未処理の（図１３ａ）及び処理した（図１３ｂ）ウサギの頸骨欠
陥の顕微鏡写真を提示する（倍率４×；脱灰された；マッソンの三色法）。
図１４は、軟骨形成が生じた骨部位の外にある領域の顕微鏡写真である（ヘマトキシリン
及びエオシン）。
図１５は、例１〜２に記載する通りにして調製したＰＣＡリン酸カルシウムＸ線回折図形
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である；
図１６は、例１〜４に記載する通りにして調製したＰＣＡリン酸カルシウムのＸ線回折図
形である；
図１７は、Ａｌ2Ｏ3ピークが線によって示される、Ａｌ2Ｏ3不動プロモーターから調製し
たＰＣＡリン酸カルシウムのＸ線回折図形である；
図１８は、ウサギから回収した物質のＸＲＴ分析を示す。
図１９は、ウサギから回収した物質のＦＴＩＲ分析を示す。
図２０は、新しい骨形成及びＰＣＡ物質再吸収についての結果を示す。
好適な実施態様の記述
20

ＰＣＡ物質
本発明のＰＣＡ物質は、同時継続中の出願Ｕ．Ｓ．Ｓ．Ｎ．０８／６５０，７６４及び／
又はＵ．Ｓ．Ｓ．Ｎ．０８／４４６，１８２に記載されており、これらの各々を本明細書
中に援用する。その物質は、また、「Ｄｅｌｉｖｅｒｙ
ｅｒｓｉｏｎ
Ｆｏｒｍ
ｄ

ｏｆ
ａ

Ｄｅｎｔａｌ

Ｃｅｒａｍｉｃ

Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ

Ｎｏｖｅｌ

Ｖｅｈｉｃｌｅ」；「Ｃｏｎｖ
Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ

ｔｏ

Ｂｉｏｃｅｒａｍｉｃ」；「Ｏｒｔｈｏｐｅｄｉｃ

ａｎ

Ｃｅｒａｍｉｃ

Ｃａｌｃｉｕｍ

Ｉｍｐｌａｎｔｓ」；及び「Ｂｉｏａｃｔｉｖｅ

Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ」なる表題の一連の関連する出願中にも記載され

ており、これらの各々は、本願と同じ日付であり、かつ本明細書中に援用する。これらの
関連する出願の各々における開示の幅に照らしてみれば、発明のＰＣＡ物質の詳細は、こ
こに詳説しないことにする。その特徴の要約が十分になる。

30

本発明において採用するＰＣＡ物質は、その生物適合性、その生物学的再吸収性及びその
最少の結晶性を特徴とする。その物質は、高度に多孔質でありかつ急速に再吸収可能でも
又は多孔度の低いかつ吸収性の遅いものでもよい。その結晶特性は、実質的に天然の骨と
同じであり、当分野に知られている骨代用物質において見られる一層高い結晶度が欠けて
いる。発明のＰＣＡ物質は、また、生物適合性でありかつ宿主に有害でない。
本発明のＰＣＡ物質は、患者にペースト又はパテ形態で（すなわち、水和されたプリカー
サーとして）移植することができる。硬化されたＰＣＡ物質を生成する発明の反応は、体
外で開始させることができ、かつ室温でゆっくり進行するので、その物質が、外科部位に
適用する前に「硬化し」て使えなくなることになるという可能性を最少にする。反応は、
体温で有意に速くなり、その物質は適所で硬化する。この特徴は、デバイスを移植位置に

40

慣習的に取り付けることが典型的に要求される外科的設定において特に有用である。例え
ば、発明のいくつかの好適な実施態様では、抗生物質及び／又は再生因子を骨折部位に送
達する。そのような実施態様では、治療薬剤を含有する発明のペーストを、骨折部位に適
用する及び骨折部位を充填するのに、並びに所望の薬剤を送達するのに使用することにな
る。
別法として、発明のＰＣＡ物質は、体外で予備硬化させ、所望の生物学的薬剤又は細胞を
入れ、そしてもっと後の時間に移植してもよい。このアプローチは、慣習的形状が必須で
なく、かつ移植片を多数製造することが所望されるそれらの情況において有用である。
本発明の形成反応は、外科部位に適用した後に、完了させるのが普通である。その物質は
、生理的条件下で、５時間よりも短い時間で硬化するのが典型的であり、約１〜５時間で
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硬化するのが実質的である。その物質は、約１０〜３０分内で実質的に硬化されるのが好
ましい。ＰＣＡ物質のコンシステンシー及び成形適性、並びに形成反応の速度は、治療要
求に従いいくつかの簡単なパラメーターを変えることによって変更してもよい。
本発明において採用するＰＣＡ物質の再吸収性は、その多孔度、その化学的組成、及びそ
の結晶度に起因し得る。アパタイトは、低い結晶特性を有し、一層結晶性の種に比べた場
合に、水性系への幾分増大した溶解度を示す。発明のＰＣＡ物質の低い結晶度、及び／又
はその中に安定な非晶質領域が存在することは、それの生物学的系における再吸収性を促
進すると考えられる。
本発明のＰＣＡ物質の再吸収性は、その密度及び／又は多孔度を変更することによって改
質することができる。多孔度は、その物質の内部への及び内部からの物質の拡散を共に、
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かつ所定の用途では、細胞及び細胞プロセスの物質マトリックス中への浸透を容易にする
。薬物送達物質は、多孔度が小さい程、多孔度が大きいものに比べて、インビボで再吸収
されるのに一層時間がかかる傾向にある。発明の一実施態様では、多孔度は、調節された
粒度の反応体の乾燥混合物を使用することによって増大させ；他の実施態様では、化学的
又は物理的エッチング及び浸出技術を採用する。
これより、本発明の異なる実施態様は、異なる再吸収レートを有するＰＣＡ物質をもたら
す。反応体、多孔度、最終の結晶度、並びに使用する結晶化抑制剤の量及びタイプは、本
発明のＰＣＡ物質の異なる実施態様を生じ、それで、異なる実施態様では、物質１ｇは、
２週〜１、３、６、又は９ヶ月、１年までの任意の所望の期間内で再吸収される（すなわ
ち、少なくとも８０％、好ましくは９０〜９５％、最も好ましくは＞９５％、再吸収され

20

る）。
本発明の好適な実施態様では、ＰＣＡ物質を生成する反応は、生理的塩類溶液を２つの乾
燥成分の混合物に加えることによって開始させ、それで約半時間で硬化する濃いペースト
を形成するようにする。血清、組織培地、又は別の緩衝溶液又は蒸留水のようなその他の
水性薬剤を、血清に代えて使用してよい。生成した再吸収性ＰＣＡ物質が「カルシウム欠
乏」になるのは、最もしばしばであり、ホスフェートに対するカルシウムの比は、ヒドロ
キシアパタイトについての理想的な化学量論値およそ１．６７に比べて、１．５よりも小
さい。
発明は、適したＰＣＡ物質及び反応性プリカーサーを識別するためのテストを提供する。
詳細には、プリカーサーを一緒にし、限られた量の水で水和し（ペースト又はパテを形成
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するように）、硬化させてＰＣＡ物質にする。望ましいプリカーサーは、湿り環境におい
て、体温で又は体温近くで硬化することができる。硬化された生成物を、次いでテスト動
物の筋肉内又は皮下に入れる。望ましい物質は、少なくとも１ｇのペレットとして移植す
る場合に、少なくとも８０％、好ましくは９０〜９５％、最も好ましくは＞９５％が１年
（又はそれ以下）以内にに再吸収される物質である。好ましくは、その物質は、完全に再
吸収されることができる。グラム量の物質を皮下部位に再吸収されるのをテストするのが
一層容易であるのが普通である。
本発明のＰＣＡ物質は、少なくとも一種の非晶質リン酸カルシウム（ＡＣＰ）プリカーサ
ー、好ましくは活性化されたＡＣＰ（例えば、例１〜４を参照）を用いる反応において形
成する。反応は、一種だけのプリカーサーＡＣＰを用い、これを管理された方式で一部又
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は完全に発明のＰＣＡ物質に転化させてもよい例が、いくつかある。別法として、反応は
、一種又はそれ以上の更なるプリカーサー（好ましくは、一種又はそれ以上のカルシウム
及び／又はホスフェート源）を含むプロモーターを用い、ＡＣＰを一緒にして発明のＰＣ
Ａ物質を生じてもよい。また、非関与性プロモーターを用いて、活性化されたＡＣＰを発
明のＰＣＡ物質に転化させるのを助成してもよい。何にしても、体外で開始させることが
でき、ペースト様形状で実施することができ、かつ３７℃において有意に速度が増して硬
化されたリン酸カルシウム生成物になる反応は、非常に好適である。
ＡＣＰのＰＣＡ物質への転化は、水の存在において促進される。ＡＣＰは、粉末として供
し、他の反応体（例えば、第二のリン酸カルシウム）を組み合わせ、ペースト又はパテを
形成するように、限られた量の水に暴露する。水和されたプリカーサーは、次いで硬化し
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、硬化は、ＰＣＡ物質の形成と関連付けられる。本発明の目的は、ＡＣＰのＰＣＡ物質へ
の転化を管理された方式で促進し、予想通りに硬化しかつ歯科、整形外科、薬物送達、細
胞治療、及び／又はその他の用途において実用性を有する水和されたプリカーサーペース
ト又はパテを製造する方法を提供するにある。この転化を行うのに用いるプロモーターは
、それら自体ＰＣＡ物質に転化されてもよく、或は他の化学的又は物理的反応に加わって
もよい。いくつかの好適なプロモーターは、また、転化の間変化しないで、触媒又は成核
剤機能を与えてもよい。これに関して特に適しているのは、ＰＣＡリン酸カルシウムを製
造するための結晶化を弱く助成する反応性表面を備えた物質である。
ＡＣＰプリカーサーだけ：非晶質リン酸カルシウムを再吸収可能なＰＣＡ物質を製造する
ための単一のプリカーサーとして使用する場合に、ＡＣＰが高結晶性ヒドロキシアパタイ
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トに転化する自然の傾向を調節することが重要である。他方で、転化の時間経過は、外科
的使用効果を有する程に速くすべきである。一つのアプローチは、結晶形成の抑制剤を含
有するプリカーサーＡＣＰ（例えば、例１の）ＡＣＰを、結晶形成の抑制剤を含有しない
ＡＣＰ（例えば、プリカーサー）と組み合わせることである。反応体を、乾燥状態で、適
当な粒子サイズ及び過剰の抑制剤含有ＡＣＰと混合してもよい。反応体を、次いで、水を
添加するような結晶形成条件に暴露した後に、温度の上昇（例えば、体中に導入した後に
起きる通りの）に暴露して反応体を発明のＰＣＡ物質に転化させることができる。転化を
調節する他の方法は、触媒の使用を伴う。
ＡＣＰプリカーサー＋更なるリン酸カルシウム源：ＡＣＰを、第二のカルシウム源（第二
のＡＣＰを含む）と、任意の反応促進技術を用いて反応させることができる。好適な実施

20

態様では、第二のカルシウム源は、それ自体プロモーターである。促進させる反応は、非
晶質リン酸カルシウムの硬化されたナノ結晶性又は結晶性不良のアパタイト系リン酸カル
シウムへの転化である。そのような反応は、酸／塩基、変異、置換、及び加水分解反応並
びに純粋に物理的又は機械的反応（例えば、粉砕、混合）を含む。また、ＡＣＰのＰＣＡ
物質への表面触媒される転化のような触媒転化を採用してもよい。任意の反応スキーム下
で、ＡＣＰは、反応中ずっと有意の非晶質性を保留することが重要である。詳細には、出
発ＡＣＰ内の総括結晶度は、最終生成物において所望する結晶度を越えるべきでない。こ
れより、所定の反応スキームは、反応期間中ずっとＡＣＰの非晶質性の安定化を要し得る
。当分野に知られかつそのような安定化について有用な結晶形成の抑制剤の例は、カーボ
ネート、ピロホスフェート及びマグネシウムを含む。

30

いくつかの好適な実施態様では、第二カルシウム含有反応体又はその他のプロモーターに
よって促進する転化を助成するために、ＡＣＰ成分を熱下で活性化する。適したそのよう
な第二反応体プロモーターの例は、ＤＣＰＤ、その他の結晶性又は結晶性不良のリン酸カ
ルシウム、カルシウム源、ホスフェート源、又は第二のＡＣＰを含む。置換基の間の反応
を促進するのに、触媒作用或はイオン性溶媒又は核形成のプロモーターの使用のような、
転化を促進するその他の方法を採用してもよい。第二のリン酸カルシウム反応体は、任意
の結晶構造のものでよく、第一ＡＣＰと直接か或はイオン性溶媒又は触媒のような反応増
進用ビヒクルを使用することによるのいずれかで反応性になるように選ぶべきである。適
した反応条件は、反応体を混合しかつ水を加えた後に、３７℃において急速に硬化するこ
との証拠によって決めることになる。
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送達ビヒクル形成反応は、また、多孔質である最終生成物を製造するようにデザインして
もよい。一実施態様では、管理した粒子サイズの反応体の乾燥混合物を使用すると、多孔
質物質になる。化学的又は物理的エッチング及び浸出のような、多孔度を助成するその他
の方法を採用してもよい。
本発明は、標準の非晶質性のリン酸カルシウム沈殿を活性化して高度に反応性の非晶質固
体にする新規なプロセスを提供する。非晶質固体を上記した反応において用いて、生物活
性、生物適合性及び構造上の結合性を備えた結晶性不良の又はナノ結晶性の合成アパタイ
ト系リン酸カルシウムを形成することができる。新規な非晶質物質は、他のリン酸カルシ
ウムと３７℃又はそれ以下で反応させて結晶性不良のアパタイト系リン酸カルシウムから
なる骨様物質を形成することができる。
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慣用の結晶性リン酸カルシウムの従来技術の酸−塩基反応は、反応不良の固体を生成し、
あまりに結晶性でリビング組織に十分に再吸収され得ない反応生成物を有する。従来技術
からの反応は、一般に不完全であり、かつ反応生成物は、不均質である。対照して、本発
明の非晶質リン酸カルシウムは、広い範囲のリン酸カルシウム及びその他のカルシウム又
はリン保持物質と急速にかつ完全に反応して均質な生成物をもたらす。
本発明のＡＣＰの高い反応性の源は、完全には理解されない；しかし、それは、本発明の
プロセスによって造られる通りの、物質における非晶質性（結晶性の不足）、いくつかの
実施態様では、イオン対部位空格子と関連づけられると考えられる。空格子は、続く反応
用の反応性部位となり得る。これらの観察を、下記に一層完全に検討することにする。
本発明の方法は、１０００オングストロームよりも小さい、好ましくは２００〜５００オ

10

ングストローム、最も好ましくは３００オングストロームの非晶質リン酸カルシウム粒子
の初期形成を可能にし、粒子のそれ以上の成長は、生成物を溶液から急速に沈殿させるこ
とによって短縮する。カルシウム及びホスフェートイオン源を反応させて非晶質リン酸カ
ルシウムを形成する間、第三イオンを溶液中に導入し、それでこの第三イオンを、三価の
ＰＯ43‑基の代わりに非晶質沈殿構造に組み込むようにする。いくらかのＰＯ43‑が第三イ
オンに代わられることから、総括のＰＯ43‑は減少し、こうして非晶質沈殿のＣａ／Ｐ比
を増大し（標準の非晶質リン酸カルシウムに比べて）かつリン酸カルシウムの原子価又は
電荷状態を改質する。次いで、非晶質固体を急速に凍結乾燥させて物質の化学的及び物理
的性質を保存してもよい。次いで、非晶質固体を第三イオンの少なくともいくらかを除く
のを促進するために選ぶ特定の条件下で処理してよい。第三イオンがカーボネートである
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場合に、特定の温度及び圧力条件は、生成物非晶質性を保ちながら、非晶質固体から全炭
素を、おそらくはガス状二酸化炭素として減少させるに至る。
生成する物質は、非晶質リン酸カルシウムにおいて典型的に認められる（過去において一
般に報告される比は、１．５０である）のに比べて高いＣａ／Ｐ比を有する非晶質固体で
ある。更に、その物質から炭素を除くと、非晶質固体内の隙間構造に空格子を生じる。い
くつもの可能な空格子源が存在し得る。その物質は、表面積の増大のような、種々の手段
によって反応性を促進する多孔度を保有する。その物質は、また、第三イオンを除く際に
、化学量論バランスの変化を受け得る。この化学量論変化は、電荷の不均衡を生じ得、こ
れは、非晶質リン酸カルシウムの反応性の増大の原因になる。
プロセス全体を通して物質内に実質的な非晶質特性を維持することが望ましい。全体とし
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て（単一の結晶性領域）、又は局部領域（微結晶性領域）においてさえの結晶度をプロセ
スの間又は最終生成物において過度に導入するならば、固定は、反応性が低くなることが
分かった。生成した高度に反応性のリン酸カルシウムは、性質が非晶質でありかつカルシ
ウム対三価リン比１．５５〜１．６５の範囲を有する。好適な実施態様では、非晶質リン
酸カルシウムは、Ｃａ／Ｐ比約１．５８を有する。
非晶質リン酸カルシウムの非晶質状態は、沈殿プロセスの速度及び期間を調節することに
よって誘発させる。本発明の非晶質リン酸カルシウムは、溶液から初期の沈殿が急速な条
件下で沈殿させる。急速な沈殿は、多数の極端に小さいリン酸カルシウム核の形成を生じ
る。加えて、急速な結晶又は粒子成長は、各々の粒子内で一層多くの欠陥を生じるに至り
、それによりまた溶解度を増大させる。範囲の一番端において、結晶又は粒子成長は、非
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常に急速でありかつ欠陥密度は、非常に有意であるので、非晶質リン酸カルシウムが生じ
る。非晶質リン酸カルシウムは、ゲル様でありかつ可変の組成を有する固溶体を含む。こ
れらのゲルは、長距離構造を持たないが、オングストロームスケールで測定する場合に、
均質である。これらの非晶質化合物は、生理的条件下で、高い溶解度、高い形成速度及び
結晶性不良のアパタイト系リン酸カルシウムへの高い転化速度を有する。
この方法によって獲得される非晶質リン酸カルシウム固体は、最終反応中に実質的に非晶
質の固体として導入する程に十分に長くそれらの非晶質性を保留する。また、それらにホ
スフェートを含有するその他の固体又は溶液を混合及び反応させて、均質な分布のナノメ
ートルサイズの結晶を含有する固体を得ることもできる。更に、好適な実施態様では、非
晶質リン酸カルシウムは、他の固体と完全に反応することから、生成する固体のＣａ／Ｐ
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は、そのような溶液から全カルシウム及び三価リンを構成することになる、すなわち本質
的に完全な反応が存在することになる。溶液又は固体からの適当なモル濃度のホスフェー
トを新規な非晶質リン酸カルシウム物質と反応させる場合に、結晶性不良のアパタイト系
リン酸カルシウム物質（Ｃａ／Ｐ１．１〜１．９）が得られる。これより、本発明は、生
成する生成物の化学的組成をデザイン及び改質することを可能にし、それにより送達ビヒ
クル又は細胞骨格として用いる最終生成物の生物活性を調節するそれ以上のモードを提供
する。
本発明の一実施態様では、カルシウム及びホスフェートイオン並びに第三イオンを、リン
酸カルシウムの急速な核形成及び沈殿を促進することになる濃度、ｐＨ、及び温度で含有
する溶液を調製する。沈殿が十分に速い場合に、非晶質のゲル様リン酸カルシウムが形成

10

される。ヒドロキシアパタイトの熱力学的に有利な結晶性形態は、反応の速度を低下する
ことによって増進されることから、確実に非晶質化合物を得るには、反応の速度を増大さ
せる所定の加工工程を採るのがよい。本発明の非晶質リン酸カルシウムを急速に沈殿させ
るための溶液をデザインする場合に、取り分け下記の要因を考慮すべきである。
好適な条件：反応の速度を増大させるためのカルシウム及びホスフェート源の急速な混合
物。生成物として不安定な相を有利にするために反応速度を増大させる。イオンの各々が
正しく並んで固体を形成するために反応時間を長くさせる程、一層熱力学的に有利な結晶
性及び安定性の構造を生じることになる。
好適なカルシウム及びホスフェート源：極めて濃厚な又は近過飽和の溶液を使用すると、
20

一層急速な反応が起きるのを確実にする。
好適な温度：反応を室温で実施することができるが、一反応体の濃度を増大させるための
近沸点の温度は、反応の速度を増大させる可能な手段である。
一実施態様では、カルシウムイオン、ホスフェートイオン及びカーボネートイオンを水溶
液中で一緒に急速に混合してカーボネート含有非晶質リン酸カルシウム固体を得る。イオ
ンの相対濃度を選定して所望のＣａ／Ｐ比を有する沈殿とする。カーボネートイオンは、
非晶質リン酸カルシウムにおいてホスフェートイオンに代わる。カーボネート水溶液から
沈殿させることによって、炭酸塩化された非晶質リン酸カルシウムを得てもよい。適した
カーボネート水溶液は、単に例として、バイカーボネート溶液、炭酸カルシウム、炭酸カ
リウム溶液を含む。更に、非水性溶液を使用することは、発明の範囲内と考える。
炭酸塩化された物質を使用することは、ＰＯ43‑をＣＯ32‑に代えることによってＣａ／Ｐ
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2‑

比の操作を可能にすることから、望ましい。加えて、ＣＯ3

の存在は、非晶質リン酸カ

ルシウムにおいて結晶度の発現を遅らせることが知られている。しかし、Ｃａ／Ｐ比を改
質する際に及び反応性部位空格子を非晶質リン酸カルシウム中に導入する際に、カーボネ
ートイオンの代わりに又はカーボネートイオンに加えて、単に例として、ニトレート、ニ
トリット、アセテート、Ｍｇ+2及びＰ2Ｏ74‑イオンのようなその他のイオン又はイオンの
混合物が適し得ることが認められる。
非晶質リン酸カルシウム沈殿を収集しかつろ過した後に活性化してよい。この工程を、収
集した沈殿の非晶質状態を保存するように、冷温室中で又は周囲以下の温度で行うのが好
適である。収集は、典型的には、重力ろ過、真空ろ過又は遠心分離を含み、これらにいさ
さかも限定しない任意の慣用手段によって実施することができる。収集された沈殿は、ゼ
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ラチン状であり、蒸留水で１回よりも多く洗浄する。
洗浄した沈殿を、次いで物質の非晶質特性を維持する条件下で乾燥させる。凍結乾燥が適
しているが、唯一の技術ではない。沈殿を凍結させ、かつ凍結させたままにしながら、乾
燥させて同伴される液のバルクを除く。この手順は、凍結された沈殿を真空室中に所定の
期間入れることによって行ってもよい。凍結乾燥は、典型的には、液体窒素温度において
１２〜７８時間の範囲、好ましくは約２４時間の時間かつ１０‑1〜１０‑4トルの範囲、好
ましくは１０‑2トルの真空下で行われる。凍結乾燥において典型的に用いられる極低温は
物質のそれ以上の結晶化を抑制することから、好適な方法は、凍結乾燥を含む。その結果
、それによって得られる非晶質リン酸カルシウムは、極めて微細な自由流動性粉末である
。
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乾燥されたＡＣＰを、次いで活性化してよい。好適な実施態様では、カーボネートがＡＣ
Ｐ中に存在する場合に、ＡＣＰ粉末を加熱して残留する自由水及び水和の水を駆逐しかつ
炭素を、おそらくはＣＯ32‑をＣＯ2及び酸素に分解することによって除く。加熱工程は、
非晶質リン酸カルシウムを結晶性ヒドロキシアパタイトに転化させないように、５００〜
６００℃よりも低いが４２５℃よりも高い温度で実施する。加熱は、温度４５０〜４６０
℃の範囲で、好ましくは１／２時間〜６時間実施するのが好ましい。
結晶性及び部位空格子（多孔度及び／又は化学量論的変化）が低いことは、本発明の活性
化された非晶質リン酸カルシウムの観測される反応性が一層高いことを説明する。これは
、下記の観測によって例証される。５２５℃に加熱したカーボネート含有非晶質リン酸カ
ルシウムは、結晶性ヒドロキシアパタイトの形成の増大を有しかつ対応する反応性の低下

10

を有することが観測される。たった４００℃に加熱しただけの非晶質リン酸カルシウムは
、その非晶質特性を保留するが、反応性の低下を示す。おそらくは、この反応性の低下は
、この低い温度で処理されたサンプルにおいてＩＲによって観測されるカーボネートレベ
ルが高い（かつ部位空格子が少ない）ことに関係される。これらの知見は、非晶質性及び
炭素含量の低減（空位の反応性部位）が、共に反応性の要因であることを示唆する。これ
は、決して反応性についての唯一のベーシスであることを意図しない。観測される反応性
についてのその他のベースは、発明の範囲内であると考える。生成した非晶質リン酸カル
シウム粉末は、Ｃａ／Ｐ比１．１〜１．９、好ましくは約１．５５〜１．６５、最も約１
．５８を有する高度に反応性の非晶質リン酸カルシウム物質である。その粉末を、種々の
分析技術によって特性表示した。
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図１では、高分解能透過電子顕微鏡写真は、本発明の好適な反応性の非晶質リン酸カルシ
ウム形態学的特性及びオングストロームサイズの性質を例示するのに示す。好適な粒子サ
イズは、１０００オングストロームよりも小さい、好ましくは３００〜４００オングスト
ロームの範囲である。結晶性物質に対照して、明瞭な縁及び表面を欠いている、小球様ク
ラスターを分離する不明瞭な境界に留意すること。
発明の反応性ＡＣＰの非晶質性は、既知の結晶性リン酸カルシウムに一致する回折角の任
意の位置において鋭いピークが欠けているＸ線図形によって特性表示される（図４ａ）。
波長分散型Ｘ線分析を使用して電子マイクロプローブで行った熱処理した後の同じ物質の
Ｃａ／Ｐ測定は、Ｃａ／Ｐが１．５８であることを生じる（図２）。
これらの特性表示は、たとえ非晶質リン酸カルシウム固体における所定のグループの局部
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部分に変化が存在するとしても、総括の非晶質性がプロセス全体を通して維持されること
を立証する。
別の好適な実施態様では、高度に反応性の非晶質リン酸カルシウムに第二のリン酸カルシ
ウムを反応させてＰＣＡ物質を得る。上に検討した通りに、結晶性ヒドロキシアパタイト
は、熱力学的に好適な反応生成物であり、かつ通常生理学的条件下で再吸収性でないと記
載されている。急速かつ完全に転化して有意に結晶化しないでアパタイト性化合物を生成
することができる非晶質リン酸カルシウムを使用することは、生理学的条件下で再吸収可
能な結晶性不良のアパタイト系リン酸カルシウムへの新規なルートを提供する。
本発明の非晶質リン酸カルシウム粉末にプロモーターを混合し、それにより転化してＰＣ
Ａ物質を形成してもよい。この反応は、粉末を種々の酸性及び塩基性リン酸カルシウムの
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両方のいずれかと限られた量の水、塩類液、緩衝溶液、血清又は組織培地（これらに限定
されない）のような液の存在において混合する際に、室温において起き得る。本発明の非
晶質リン酸カルシウムと第二リン酸カルシウムとの混合物は、加える液の量に応じて、様
々のペーストコンシステンシーの度合を有する極めて成形適性な及び／又は極めて注入適
性なペーストを生じる。
プロモーター及び／又はＡＣＰを調製する方法は、水和されたプリカーサーがＰＣＡ物質
に転化される容易性に影響を与えることになる。上述したとおりに、液体を加える前に、
反応体粉末を混合する方法は、系の反応性に影響を与える。これより、乳鉢及び乳棒を使
用するハンド混合は、反応体粉末を長期に機械粉砕する程に反応性の系を生じない。従っ
て、プロモーターを比較する場合に、標準化された調製条件を用いることが重要である。
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ＡＣＰを反応性のＰＣＡリン酸カルシウムに転化させることは、表面触媒される現象であ
ることが仮定される。そうとすれば、再現可能な表面積を有する特定のプロモーターを製
造するのが望ましくなり得る。ＡＣＰ及びプロモーター粉末の比表面積を調節して反応条
件及び最終のＰＣＡ物質特性を調節することができる。これより、反応再現性を調節する
ために、既知の粒度分布を有するプロモーターを提供するのが有利である。標準の篩技術
が、特定の粒度を選定するために適している。表面積は、ＰＣＡ物質の圧縮強度、おそら
く多孔度及び再吸収性に相関されることが示された。
多数のカルシウム−又はホスフェート−含有化合物を、硬化反応において関与的プロモー
ターとして用いてよい。リン酸カルシウムプロモーターは、任意の結晶構造のものでよく
、ＡＣＰと直接に又は増進用プロモーターを使用することによるのいずれかで反応性にな

10

るように選ぶべきである。好適な関与的プロモーターは、それら自体中間のＰＣＡリン酸
カルシウム相を通してヒドロキシアパタイトへの転化を受ける傾向にあるものである。
本明細書中に記載するＡＣＰに関してプロモーターとして使用するのに適したリン酸カル
シウムは、中性、塩基性、及び酸性リン酸カルシウム、好ましくはアパタイト性ホスフェ
ートを含み、これらは、アパタイト性リン酸カルシウムを得るための反応について適当な
化学量論をもたらす。好適な実施態様では、酸性（ｐＨ５〜７）リン酸カルシウムを使用
する。適したリン酸カルシウムは、下記を含むが、いささかもこれらに限定しない：メタ
リン酸カルシウム、リン酸二カルシウム二水和物、デカリン酸七カルシウム、リン酸三カ
ルシウム、ピロリン酸カルシウム二水和物、発明の結晶性不良のアパタイト性物質、ピロ
リン酸カルシウム、リン酸八カルシウム、リン酸四カルシウム及び更なるＡＣＰ。単に例

20

として、ＣａＯ、ＣａＣＯ3、酢酸カルシウム、及びＨ3ＰＯ4のようなホスフェート又は
カルシウムの源となるであろうその他の固体を混合して最終生成物を形成して約１．１〜
１．９、好ましくは約１．３〜１．５に近い所望のＣａ／Ｐ比を生じてもよい。同様に、
第二成分を非晶質又は結晶性不良の状態で供するのが望ましかもしれない。
いくつかのリン酸カルシウムプロモーターを、弱いプロモーターか又は強いプロモーター
のいずれかとして調製してよい。例えば、粒度１００〜１２５μｍ（又は例５における分
布Ｂ３）の範囲を有するＤＣＰＤサンプルは、発明の高度に反応性のＡＣＰと所定の条件
下で境界的だけで反応する（例５を参照）。この粒度のＤＣＰＤは、「弱く促進する」と
考えることができる。これより、ＤＣＰＤは、このフォーマットで高度に反応性のＡＣＰ
についてスクリーンするのに用いることができる。
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発明のいくつかの実施態様では、反応が関与用第二リン酸カルシウムを採用してＰＣＡ物
質を生成することは要求されない。むしろ、単に、反応に関与しない一種又はそれ以上の
「不動の」プロモーター（また、「非反応性」又は「非関与性」プロモーターとも呼ぶ）
を加えることによって硬化及び反応性ＡＣＰのＰＣＡ物質への転化を促進することは、発
明の範囲内である。適した不動性プロモーターは、前にリン酸カルシウム物質のヒドロキ
シアパタイトへの転化を促進すると記載した物質又は処理を含み、これらに限定しない。
例えば、水、熱、核形成剤及び触媒を不動性プロモーターとして用いることができる。い
くつかの実施態様では、触媒は、表面積であって、それの存在が硬化及びＡＣＰの結晶性
不良のアパタイト系リン酸カルシウムへの転化を促進するものを供する。例えば、Ａｌ2
Ｏ3、マイカ、ガラス及び砂が、取り分け有用な不動性物質である。好適な実施態様では
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、水に不溶性又は低い溶解度の、直径１〜２００μｍの範囲の粒状形態で調製することが
できかつインビボで再吸収可能な物質プロモーターを採用する。これより、ポリＬ−乳酸
（ＰＬＬＡ）及びポリグリコール酸（ＰＧＡ）のようなポリマーが特に望ましいプロモー
ターである。
第二のリン酸カルシウムをプロモーターとして採用する場合に、それは、Ｘ線回折図形（
図４ｂ）において関心のあるリン酸カルシウムに典型的な鋭い回折ピークの存在によって
立証される通りに、しばしば結晶性である。対照して、反応性のＡＣＰは、非晶質であり
かつＸ線回折により識別可能なピークを示さない（図４ａ）。しかし、それの結晶度が一
層高いにもかかわらず、Ｘ線回折は、リン酸二カルシウムが反応性のＡＣＰとの反応にお
いて消費されかつ生成物ＰＣＡ物質がずっと低い結晶度のものであることを示唆する。同
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様に、化学量論的ＨＡを第二リン酸カルシウム源として採用する場合に、それもまた反応
において消費されかつ低い結晶度のＰＣＡ物質が生成される。
反応体の内の少なくとも一種が非晶質でありかつ高度に反応性であることから、本発明の
形成反応は室温において又はそれよりも高い温度において進行して結晶性不良の又は微結
晶性のミクロ構造を有する硬化されたアパタイト性物質をもたらす。好適な実施態様では
、転化反応もまた実質的に完全であり、それにより混合物のすべてのカルシウムホスフェ
ートが、生成するＰＣＡ生成物によって消費されることを確実にする。この結果は、単に
出発の非晶質及び第二のリン酸カルシウムの相対割合を選定することによってアパタイト
性生成物の信頼できる製造を可能にする。カルシウム対ホスフェート比約１．２〜１．６
８、好ましくは１．５未満、最も好ましくは約１．３８を維持するのが望ましい。

10

生成物アパタイト性物質は、天然産の骨の特徴の不安定な環境を含有する。天然産の骨で
は、ミネラルは、ナノメートルサイズの構造を特徴とし、周囲の組織環境と相互作用する
ための高い表面積を備え、組織の再吸収及び改造を生じる。本発明は、生成物としてのそ
のナノメートルサイズの結晶により、天然産の骨ミネラルによく似ている。更に、結晶度
やＣａ／Ｐのような性質を本発明において正確にデザインして骨のリビング組織において
認められるミネラル性をシミュレートする。
発明の反応の間に生成されたＰＣＡは、水和されたプリカーサー物質の硬化と関連付けら
れる。しかし、ＡＣＰプリカーサーの完全な転化は好適な実施態様であるが、水和される
プリカーサーの硬化は、完全な転化の前に又は完全な転化の不存在においてさえ起き得る
ことに留意すべきである。そのような一部転化するが、それでも硬化する反応は、発明の

20

範囲内であると考える。
上述した通りに、乾燥ＡＣＰとその他の反応体及び限られた量の水溶液とを組み合わせる
と、水和されたプリカーサーを生成する。反応体に加えるべき適当な量の液を選定するこ
とにより、粘度を要求に応じて調整することができる。水和されたプリカーサーは、注入
適性又は成形適性なコンシステンシーのいずれかを有して調製することができる。注入適
性なコンシステンシーとは、依然１６〜１８ゲージ針を通過することができながら、でき
るだけ濃いことを意味する。これは、「練り歯磨き」様コンシステンシーになるのが最も
しばしばである。成形適性なとは、物質にその形状を保留させるコンシステンシーを言う
。成形適性なコンシステンシーの極端な場合では、水和されたプリカーサーは、艶出し用
パテ又はコーキングコンパウンドのコンシステンシーを有することになる。水和されたプ
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リカーサーは、また、丁度注入適性及び成形適性の両方になる程の液で調製してもよい。
物質は、ペースト形態で、従来技術の組成物に勝る顕著に改良された流動特性を有する。
流動特性は、練り歯磨き様であり、一方、従来技術の物質は、粒状又はオートミール様コ
ンシステンシーを示すのが普通である。水和されたプリカーサーは、使用する前、室温に
保ちかつ蒸発を最少にするならば何時間かの期間までに、調製することができる。貯蔵時
間は、蒸発損失を最少にする工程を取りさえすれば、ペーストを冷蔵庫内で１〜１０℃の
範囲の低い温度に保つことによって伸ばすことができる。
いくつかの好適な実施態様（例えば、下記の例９〜１４）では、反応は、吸熱であり、室
温においてゆっくり起きるが、体温において有意に促進される。これは、外科的場面にお
いて特に有用である、というのは、反応体と水とを混合することによって形成されるペー
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ストは、室温に又はそれよりも低い温度に保ちながら、相当の期間（何時間かまで）注入
適性なままである。これより、ペーストは、室温（およそ２２℃）において、１時間より
も長い時間経過後に硬化しかつ１０分よりも長い間、好ましくは１時間よりも長い間、最
も好ましくは３時間よりも長い間成形適性及び／又は注入適性なままである。移植部位（
およそ３７℃）に注入した後に、ペーストは、約１時間よりも短い時間で、好ましくは約
１０〜３０分で硬化する。
複合材及び添加剤
本発明のＰＣＡ物質は、他の物との複合材として形成してよい。複合材は、下記を含み、
これらに限定しないビヒクルの任意の数の物理的パラメーターを変えるのに望ましくなり
得る：強度、再吸収時間、付着力、注入適性、摩擦特性、又は治療剤輸送能力又は放出速
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度論。複合材加工の分野の当業者ならば、複合材加工において重要な方法及び概念を理解
すると思う。ＰＣＡ物質複合材を調製するための更なるガイダンスは、本願と同じ日付け
で出願した、「Ｂｉｏｒｅｓｏｒｂａｂｌｅ

Ｃｅｒａｍｉｃ

Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ」

なる表題の同時継続中の米国特許出願において得ることができ、同米国特許出願を本明細
暑中に援用する。
インビトロ移植成形
発明の移植片は、ペースト形態で外科適用するのに加えて、体外で予備成形し、硬化し、
固体形態で移植してもよい。予備成形したデバイスを、ハンドで造形、成形又は機械加工
してもよい。治療剤を入れることは、薬剤を、水和されたプリカーサーを調製するのに用
いる緩衝液又はビヒクルに直接加えることによって達成してもよい。別法として、硬化し

10

た後に、ビヒクルを、浸漬、ローリング又はスプレーコート法を使用して治療剤に暴露し
てもよい。
生物学的に活性な薬剤
任意の生物学的に有用な薬剤を発明のＰＣＡ物質移植片から送達することができる。唯一
の要件は、物が加工する間その物質の存在において活性なままであり或は次いで活性化又
は再活性化することができることであるのが普通である。発明のペーストは、多数の水性
ビヒクル及び代用品によって調製することができるので、当業者ならば、薬剤の安定性を
改良するためにどの特定の添加剤を入れることができるかを良く知っていると思う。特定
の薬剤の発明の物質との安定性及び／又は適合性、並びに加工戦略は、インビトロで実験
的にテストすることができる。詳細には、薬剤は、本明細暑中に記載する方法の内の一つ
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又はそれ以上によって発明の物質中に組み込むことができる。ビヒクルを３７℃で硬化さ
せた後に、物を物質から水又は適当な緩衝液のような分析媒体中に浸出させ、コンパウン
ドを物質から拡散により分析媒体中に収集することができる。次いで、分析媒体を活性な
薬剤の存在について分析することができる。物質を砕く、粉砕する、又はその他の方法で
分解した後に、分析媒体を接触させることになる例がいくつかある。物質上での細胞の成
長のような、薬剤拡散を必要としないその他の分析方法或はその他の物理的、化学的又は
生物学的アセイは、特定のコンパウンドについて実施者に知られていると思う。
本発明の実施において有用な生物学的に活性な薬剤は、生物学的活性を有する任意の物質
を含み、下記を含む：有機分子、タンパク質、ペプチド、核酸、核蛋白、多糖、糖タンパ
ク質、リポタンパク質、並びにそれらの合成的及び生物工学的に作り出された類似物。生
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物学的作用を有する化学的薬剤（例えば、抗生物質、染料、等）も含む。タンパク質は、
合成的、生化学的又は組み換え技術によって調製することができる。生物学的に活性な薬
剤は、必要なことではないが、適当な政府の機関又は組織体により使用について安全かつ
有効と見なされたものであるのが好ましい。例えば、合衆国においてヒト使用について承
認された薬物は、食品医薬品局（ＦＤＡ）により２１Ｃ．Ｆ．Ｒ．§§３３０．５、３３
１〜３６１，及び４４０〜４６０でリストされており；合衆国において獣医使用について
承認された薬物は、ＦＤＡにより２１Ｃ．Ｆ．Ｒ．§§５００〜５８２でリストされてい
る。
「生物学的に活性な薬剤」なる用語は、動物、植物、又はウイルスにおいて局部性又は全
身性の作用を生じる薬物学的に活性な物を含む。すなわち、その用語は、疾患の診断、治
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療、緩和、処理又は予防において或は望ましい身体的又は精神的発達の増進及び動物、植
物、又はウイルスにおける状況において使用するために意図する任意の物を意味する。本
明細暑中で用いる「動物」なる用語は、霊長類（ヒトを含む）のような哺乳動物、羊、馬
、牛、豚、犬、猫、ラット及びマウス；鳥類；は虫類；昆虫類；くも類；原生生物（例え
ば、原生動物）；並びに原核バクテリアを意味するのに採用する。
本発明の送達ビヒクルに入れることができる生物学的に活性な化合物のクラスは、下記を
含むが、これらに限定しない：抗エイズ物質、制ガン物質、抗生物質、ＡＣＥ抑制剤、抗
原、アドレナリン作動拮抗薬、制酸剤、免疫抑制剤、抗ウイルス物質、酵素抑制剤、神経
毒、オピオイド、催眠剤、抗ヒスタミン薬、滑剤、精神安定剤、抗けいれん薬、筋弛緩薬
及び抗パーキンソン物質、鎮けい薬及び筋収縮剤、抗下痢止め剤、制吐薬、緩下薬、利尿
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薬、縮瞳薬及び抗コリン作用薬、抗緑内障化合物、駆虫及び／又は抗原虫化合物、抗高血
圧症薬、鎮痛剤、解熱薬、抗炎症剤、抗ヒスタミン薬、咳止め剤、抗めまい剤、アンチナ
ーチジック（ａｎｔｉｎｅｒｔｉｇｉｃ）及び抗乗物酔い薬剤、局部麻酔剤、眼薬、プロ
スタグランジン、抗うつ薬、抗精神病物質、制吐薬、イメージング剤、特異的標的剤、栄
養因子、成長因子、免疫抑制剤、免疫活性剤、抗有糸分裂性神経伝達物質、タンパク質、
細胞応答調節剤、ワクチン、核酸、遺伝子、遺伝子断片、遺伝子調節配列（プロモーター
、エンハンター、又はその他の調節部位のような）、アンチセンス分子、及びその他の生
合成経路の生活性な部分又は成分。
本発明に従って送達ビヒクルに入れるのに適した化合物のクラスの一層完全なリスチング
は、Ｐｈａｒｍａｚｅｕｔｉｓｃｈｅ

Ｗｉｒｋｓｔｏｆｆｅ（Ｖｏｎ

Ｋｌｅｅｍａｎ

10

ｎ等（編集）、シュトゥットガルト、ニューヨーク、１９８７）に、或はＬｉｐｐｉｎｃ
ｏｔｔ

ｓ

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ

Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ

Ｒｅｖｉｅｗｓ（Ｈ

ａｒｖｅｙ等（編集）、Ｊ．Ｂ．Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ

Ｃｏ．、フィラデルフィア、１

９９２）又はＥｘａｍｉｎａｔｉｏｎ

Ｒｅｖｉｅｗ

＆

Ｂｏａｒｄ

ｏｌｏｇｙ（Ｋａｔｚｉｎｇ等、Ａｐｐｌｅｔｏｎ

＆

Ｐｈａｒｍａｃ

Ｌａｎｇｅ、コネチカット、１

９９３）のような種々の入手し得る薬物学テキストブックに見出すことができ、これらの
各々を本明細暑中に援用する。特定の生物学的に活性な物の例を下記に提示する：
脈管形成因子は、血管系の成長を刺激する物であり、ｖｅｇ−ｆのような化合物、並びに
いくつかの成長因子及びマイトジェンを含む。
抗エイズ物質は、自己免疫欠乏症候群（ＡＩＤＳ）を治療又は予防するのに用いる物であ
る。そのような物の例は、ＣＤ４、３

−アジド−３

20

−デオキシチミジン（ＡＺＴ）、

９−（２−ヒドロキシエトキシメチル）−グアニンアシルクロバー（ａｃｙｌｃｌｏｖｉ
ｒ）、ホスホノ蟻酸、１−アダマンタンアミン、ペプチドＴ、及び２

，３

ジデオキシ

シチジンを含む。
制ガン物質は、ガンを治療又は予防するのに用いる物である。そのような物の例は、下記
を含む：アンチメタボライト（例えば、メトトレキセート、フルオロウラシル、５−フル
オロウラシル、シタラビン（ｃｙｔａｒａｂｉｎｅ）、メルカプトプリン、６−メルカプ
トプリン、６−チオグアニンのような）、抗生物質（例えば、ダウノルビシン、ドクソル
ビシンのような）、アルキル化剤（例えば、メクロレタミン、シクロホスファミド、ウラ
シルマスタード、ブスルファン、カルムスチン、ロムスリンのような）、紡錘体毒（例え
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ば、ビニブラスチン、ビンクリスチンのような）、ホルモン（例えば、ヒドロキシプロゲ
ステロン、メドロキシプロゲステロンアセテート、医師処方のアセテート、ジエチルスチ
ルベストロール、テストステロンプロピオネート、フルオキシメステロンのような）、及
びその他の薬剤（例えば、ビンデシン、ヒドロキシ尿素、プロカルバジン、アミノグルテ
チミド、メルファラン、クロラムブシル、アカルバジン（ＤＴＩＣ：ジメチルトリアゼノ
ミダゾールカルボキシアミド）、シトシンアラビノキド）。
抗生物質は、当分野で認識されており、微生物の成長を抑制する又は微生物を殺す物であ
る。抗生物質は、合成的に又は微生物によって製造することができる。抗生物質の例は、
下記を含む：アミノグリコシド（例えば、ゲンタマイシン、トブラマイシン、ネチルマイ
シン、ストレプトマイシン、アミカシン、ネオマイシン）、バシトラシン、コルバペネム
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（例えば、イミペネム／シスラスタチン）、セファロスポリン、コリスチン、メセナミン
、モノバクタム（例えば、アズトレオナム）、ペニシリン（例えば、ペニシリンＧ、ペニ
シリンＶ、メチシリン、ナトシリン、オキサシリン、クロキサシリン、ジクロキサシリン
、アンピシリン、アモキシリン、カーベニシリン、チカルシリン、ピペラシリン、メズロ
シリン、アズロシリン）、ポリミキシンＢ、キノロン、及びバンコマイシンのような殺菌
剤；並びにクロラムフェニコール、クリンダミアン、マクロライド（例えば、エリトロマ
イシン、アジトロマイシン、クラリトロマイシン）、リンコミアン、ニトロフラントイン
、スルホナミド、テトラサイクリン（例えば、テトラサイクリン、ドキシサイクリン、ミ
ノサイクリン、デメサイクリン）、及びトリメトプリムのような静菌剤。また、メトロニ
ダゾール、フルオロキノロン、及びリタンピンも含む。抗生物質は、時には不溶性形態で
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供し、これは、遅延送達を所望する場合に用いることができる。
抗ウイルス剤は、ウイルスの複製を破壊する又は抑制することができる物である。抗ウイ
ルス剤の例は、下記を含む：ａ−メチル−Ｐ−アダマンタンメチルアミン、１−Ｄ−リボ
フラノシル−１，２，４−トリアゾール−３カルボキシアミド、９−［２−ヒドロキシエ
トキシ］メチルグアニン、アダマンタンアミン、５−ヨード−２

−デオキシウリジン、

トリフルオロチミジン、インターフェロン、及びアデニンアラビノシド。ヘルペスウイル
スの治療において有用な特定の薬剤は、アシルクロバー、ビダラビン、イドクスウリジン
、及びガンシクロバーを含む。
酵素抑制剤は、酵素反応を抑制する物質である。酵素抑制剤の例は、下記を含む：エドロ
ホニウムクロリド、Ｎ−メチルフィゾスチグミン、ネオスチグミンブロミド、フィゾスチ

10

グミンスルフェート、タクリンＨＣｌ、タクリン、１−ヒドロキシマレエート、ヨードツ
ベルシジン、ｐ−ブロモテトラミソール、１０−（アルファ−ジエチルアミノプロピオニ
ル）−フェノチアジンヒドロクロリド、カルミダゾリウムクロリド、ヘミクロリニウム−
３，３，５−ジニトロカテコール、ジアシルグリセロールキナーゼインヒビターＩ、ジア
シルグリセロールキナーゼインヒビターＩＩ、３−フェニルプロパルギルアミン、Ｎ6−
モノメチル−Ｌ−アルギニンアセテート、カルビドパ、３−ヒドロキシベンジルヒドラジ
ンＨＣｌ、ヒドララジンＨＣｌ、クロルギリンＨＣｌ、デプレニルＨＣｌ、Ｌ（−），デ
プレニルＨＣｌ、Ｄ（＋）−，ヒドロキシルアミンＨＣｌ、イプロニアジドホスフェート
、６−ＭｅＯ−テトラヒドロ−９Ｈ−ピリド−インドール、ニアラミド、パルギリンＨＣ
ｌ、キナクリンＨＣｌ、セミカルバジドＨＣｌ、トラニルシプロミンＨＣｌ、Ｎ，Ｎ−ジ
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エチルアミノエチル−２，２−ジフェニルバレラートヒドロクロリド、３−イソブチル−
１−メチルキサンスン、パラベリンＨＣｌ、インドメタシンド、２−シクロオクチル−２
−ヒドロキシエチルアミンヒドロクロリド、２，３−ジクロロ−ａ−メチルベンジルアミ
ン（ＤＣＭＢ）、８，９−ジクロロ−２，３，４，５−テトラヒドロ−１Ｈ−２−ベンズ
アゼピンヒドロクロリド、ｐ−アミノグルテチミド、ｐ−アミノグルテチミドタートレー
ト、Ｒ（＋）−，ｐ−アミノグルテチミドタートレート、Ｓ（−）−，３−ヨードチロシ
ン、アルファ−メチルチロシン、Ｌ−，アルファ−メチルチロシン、ＤＬ−，アセタゾル
アミド、ジクロルフェナミド、６−ヒドロキシ−２−ベンゾチアゾールスルホナミド、及
びアロプリノール。
神経毒は、神経系、例えば神経細胞に対するそれらの作用を通して毒作用を有する物質で
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ある。神経毒は、アドレナリン作動性神経毒、コリン作動性神経毒、ドーパミン作動性神
経毒、カルシウムチャネルブロッカ、及びその他の神経毒を含む。アドレナリン作動性神
経毒の例は、Ｎ−（２−クロロエチル）−Ｎ−エチル−２−ブロモベンジルアミンヒドロ
クロリドを含む。コリン作動性神経毒の例は、アセチルエチルコリンマスタードヒドロク
ロリドを含む。ドーパミン作動性神経毒の例は、６−ヒドロキシドーパミンＨＢｒ、１−
メチル−４−（２−メチルフェニル）−１，２，３，６−テトラヒドロ−ピリジンヒドロ
クロリド、１−メチル−４−フェニル−２，３−ジヒドロピリジニウムペルクロレート、
Ｎ−メチル−４−フェニル−１，２，５，６−テトラヒドロピリジンＨＣｌ、１−メチル
−４−フェニルピリジニウムヨージドを含む。カルシウムチャネルブロッカの例は、Ω−
コナトキシン及びベラパミルを含む。
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オピオイドは、阿片に由来しない阿片剤様作用を有する物である。オピオイドは、オピオ
イド作用薬及びオピオイド拮抗薬を含む。オピオイド作用薬は、コデインスルフェート、
フェンタニルシトレート、ヒドロコドンバイタートレート、ロペラミドＨＣｌ、モルヒネ
スルフェート、ノスカピン、ノルコデイン、ノルモルヒネ、テバインを含む。オピオイド
拮抗薬は、ｎｏｒ−ビナルトルフィミンＨＣｌ、ブプレノルフィン、クロルナルトレキサ
ミン２ＨＣｌ、フナルトレキサミオンＨＣｌ、ナルブフィンＨＣｌ、ナロルフィンＨＣｌ
、ナロキソンＨＣｌ、ナロキソナジン、ナルトレキソンＨＣｌ、及びナルトリンドールＨ
Ｃｌを含む。
催眠剤は、催眠作用を生じる物である。催眠剤は、ペントバルビタールナトリウム、フェ
ノバルビタール、セコバルビタール、チオペンタール及びこれらの混合物、複素環式催眠
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剤、ジオキソピペリジン、グルタルイミド、ジエチルイソバレラミド、ａ−ブロモイソバ
レリル尿素、ウレタン及びジスルファンを含む。
抗ヒスタミン薬は、ヒスタミンの作用を完全に抑制する物である。例は、ピリラミン、ク
ロルフェニラミン、テトラヒドラゾリン、等を含む。
滑剤は、それらが送達される環境の滑性を増大させる物質である。生物学的に活性な滑剤
の例は、水及び塩類液を含む。
精神安定剤は、鎮静作用をもたらす物質である。精神安定剤の例は、クロロプロマジン、
プロマジン、フルフェナジン、レセルピン、デセルピジン、及びメプロバメートを含む。
抗けいれん薬は、けいれんを予防する、低減させる、又は除く作用を有する物である。そ
のような薬剤の例は、プリミドン、フェニトイン、バルプロエート、Ｃｈｋ及びエトスク
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シミドを含む。
抗炎症薬は、炎症を抑制する化合物である。異なるタイプの抗炎症薬剤は、異なる化学的
媒介物をブロックする。抗炎症剤の例は、抗炎症性、鎮痛性、及び解熱性活性を有する、
アスピリン、フェニルブタゾン、インドメタシン、スリンダク、トルメチン、イブプロフ
ェン、ピロキシカム、フェナメートのような非ステロイド系抗炎症薬剤（ＮＳＡＩＤＳ）
を含む。また、抗炎症活性は弱いが、アセトアミノフェンやフェナセチンのような非麻酔
性の鎮痛剤も含む。金塩、クロロキン、Ｄ−ペニシルアミン、及びメトトレキセートのよ
うな所定の活性ののろい抗炎症薬は、関節炎の治療において有用である。痛風特異的抗炎
症薬は、コルヒチン、アロプリノール、プロベネシド、及びスルフィンピラゾンを含む。
筋弛緩薬及び抗パーキンソン剤は、筋肉を弛緩させる或はパーキンソン病に伴う症状を低

20

減又は除く薬剤である。そのような薬剤の例は、メフェネシン、メトカルボマル、シクロ
ベンザプリンヒドロクロリド、トリヘキシルフェニジルヒドロクロリド、レボドパ／カル
ビドパ、及びビペリデンを含む。
鎮けい薬及び筋収縮剤は、筋肉発作又は収縮を予防又は和らげることができる物である。
そのような薬剤の例は、アトロピン、スコポラミン、オキシフェノニウム、及びパパベリ
ンを含む。
縮瞳薬及び抗コリン作用薬は、気管支拡張を引き起こす化合物である。例は、エコチオフ
ェート、ピロカルピン、フィゾスチグミンサリチレート、ジイソプロピルフルオロホスフ
ェート、エピネフリン、ネオスチグミン、カルバコール、メタコリン、ベタネコール、等
を含む。
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抗緑内障化合物は、ベタキサロール、ピロカルピン、チモロール、チモロール塩、並びに
チモロール、及び／又はその塩とピロカルピンとの組合せを含む。
駆虫、抗原虫及び抗真菌薬は、下記を含む：イベルメクチン、ピリメタミン、トリスルフ
ァピリミジン、クリンダマイシン、アンフォテリシンＢ、ナイスタチン、フルシトシン、
ケトカナゾール、フルコナゾール、ナタマイシン、ミコナゾール、メトロニダゾール、ジ
ロキサニドフロエート、パロモマイシン、クロルキン、エメチン、デヒドロエメチン、ナ
トリウムスチボグルコナート（リーシュマニア症について）、メラルソプロール（トリパ
ノソーマ症について）、ニフルチモックス（トリパノソーマ症について）、スラミン（ト
リパノソーマ症について）、ペンタミドン（トリパノソーマ症について）、及び抗マラリ
ア性剤（例えば、プリマキン、クロロキン、キニーネ、メフロキン、ピリメタミン、及び
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クロルグアニドのような）。
抗高血圧症薬は、高い血圧に反作用することができる物である。そのような物の例は、ア
ルファ−メチルドパ及びアルファ−メチルドパのピバロイルオキシエチルエステルを含む
。
鎮痛剤は、痛みを予防する、低減させる、又は軽減することができる物であり、解熱薬は
、熱を軽減する又は低減させることができる物である。そのような物の例は、アスピリン
、フェニブタゾン、イドメタシン、スリンダク、トルメチック、イブプロフェン、ピロキ
シカム、フェナメート、アセトアミノフェン、フェナセチン、モルヒネスルフェート、コ
デインスルフェート、メペリジン、及びナロルフィンを含む。
局部麻酔剤は、局部領域において麻酔作用を有する物質である。そのような麻酔剤の例は
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、プロカイン、リドカイン、テトラカイン及びジブカインを含む。
眼薬は、ナトリウムフルオレセイン、ローズベンガル、メタコリン、アドレナリン、コカ
イン、及びアトロピンのような診断剤を含む。眼科外科添加剤は、アルファ−キモトリプ
シン及びヒアルロニダーゼを含む。
プロスタグランジンは、当分野で認識されており、種々の生物学的作用を有する天然産の
化学的に関連した長鎖ヒドロキシ脂肪酸のクラスである、
抗うつ薬は、うつ病を予防又は軽減することができる物である。抗うつ薬の例は、イミプ
ラミン、アミトリプチリン、ノルトリプチリン、プロトリプチリン、デシプラミン、アモ
キサピン、ドキセピン、マプロチリン、トラニルシプロミン、フェネルジン、及びイソカ
アルボキサジドを含む。
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抗精神病物質は、精神病挙動を改質する物である。そのような薬剤の例は、フェノチアジ
ン、ブチロフェノン及びチオキサンテンを含む。
制吐薬は、吐き気又はおう吐を予防又は軽減する物である。そのような物の例は、ドラマ
ミンを含む。
イメージング剤は、所望の部位、例えば腫瘍をインビボでイメージすることができる薬剤
である。イメージング剤の例は、インビボで検出可能な標識を有する物質、例えば蛍光標
識に結合させた抗体を含む。抗体なる用語は、抗体全体又はそれらの断片を含む。
特異的標的剤は、治療剤を所望の部位、例えば腫瘍に送達し、治療作用をもたらすことが
できる物である。標的剤の例は、有利な作用をもたらす毒素又はその他の薬剤を運ぶこと
ができる薬剤を含む。標的剤は、毒素、例えばリシンＡに結合させた抗体又は薬物に結合
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させた抗体にすることができる。
神経伝達物質は、興奮時の神経細胞から放出され、移動して標的細胞を抑制するか又は興
奮させるかのいずれかをする物である。神経伝達物質の例は、ドーパミン、セロトニン、
γ−アミノ酪酸、ノレピネフリン、ヒスタミン、アセチルコリン、及びエピネフリンを含
む。
栄養因子、成長因子、及び細胞応答調節剤は、因子であって、それらの連続した存在が、
細胞の生育可能及び寿命を改良するものである。それらが走化性作用を生じ、或は毒素又
は神経毒素に対し、又は神経退化に対して保護作用を有する場合がいくつかある。適した
そのような因子は、下記を含むが、これらに限定しない：血小板由来成長因子（ＰＤＧＦ
）、好虫球活性化タンパク質、単核細胞化学誘引性タンパク質、マクロファージ炎症性タ
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ンパク質、血小板因子、血小板塩基性タンパク質、及びメラノーマ成長刺激活性；表皮細
胞成長因子、形質転換成長因子（アルファ）、線維芽細胞成長因子、血小板由来内皮細胞
成長因子、インシュリン様成長因子、グリア由来成長神経因子、毛様体神経因子、神経成
長因子、並びに骨成長／軟骨誘導因子（アルファ及びベータ）、又はその他の骨形態形成
タンパク質。
その他の細胞応答調節剤は、下記である：インターロイキン１〜インターロイキン１０を
含む、インターロイキン、インターロイキンインヒビター又はレセプター；アルファ、ベ
ータ及びガンマを含む、インターフェロン；エリスロポエチン、顆粒球コロニー刺激因子
、マクロファージ刺激因子及び顆粒球−マクロファージコロニー刺激因子を含む、造血因
子；アルファ及びベータを含む、腫瘍壊死因子；ベータ−１、ベータ−２、ベータ−３、
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インヒビン、及びアクチビンを含む、形質転換成長因子（ベータ）；並びにＯＰ−１、Ｂ
ＭＰ−２及びＢＭＰ−７のような骨形態形成タンパク質。
ホルモンは、下記を含む：エストロゲン（例えば、エストジオール、エストロン、エスト
リオール、ジエチルスチベストロール、キネストロール、クロロトリアニセン、エチニル
エストジオール、メストラノールのような）、抗エストロゲン（例えば、クロミフェン、
タモキシフェンのような）、プロゲスチン（例えば、メドロキシプロゲステロン、ノレチ
ンドロン、ヒドロキシプロゲステロン、ノルゲストレルのような）、抗黄体ホルモン（ミ
フェプリストン）、アンドロゲン（例えば、テストステロンシピオネート、フルオキシメ
ステロン、ダナゾール、テストラクトンのような）、及び抗男性ホルモン（例えば、シプ
ロテロンアセテート、フルタミドのような）。ホルモンは、ホルモン置換治療用に及び／
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又は産児制限の目的に用いられるのが普通である。プレドニソンのようなステロイドもま
た免疫抑制薬及び抗炎症薬として用いられる。ステロイドホルモンの送達は、エステル化
によって遅延させることができる。甲状腺ホルモンは、トリヨードチロン、チロキシン、
プロピルチオウラシル、メチマゾール、及びヨージキソド（ｉｏｄｉｘｏｄｅ）を含む。
脳下垂体ホルモンは、コルチコトロピン、スムトトロピン、オキシトシン、及びバソプレ
ッシンを含む。
核酸は、一種又はそれ以上のヌクレオシド及び／又はヌクレオチドを含む、ＤＮＡ又はＲ
ＮＡ分子を含む分子である。カルシウム化合物は、いくつかの系において細胞移入及びＤ
ＮＡ吸収を促進するのが知られているので、本送達デバイスの再吸収は、移入効率を向上
し得ることが期待される。核酸分子は、ワクチンとして又は例えば、アンチセンス剤とし
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て送達することができる。別法として、ＤＮＡ分子は、遺伝子治療において使用するため
に調製することができ、かかる遺伝子治療において、分子は、ＤＮＡ分子を導入するつも
りの細胞において遺伝的エラーを矯正する又は補正することができる。
上にリストした薬剤を送達するための標準のプロトコル及びレジメンは、当分野において
知られている。これらのプロトコルは、経口又は静脈送達をベースにするのが典型的であ
る。本発明が代わりの送達モードをもたらす程度に、これらのプロトコルへの変更が適し
得る。
生物学的に活性な薬剤を、本発明のＰＣＡ物質から提供される送達ビヒクル中に、それを
形成する間又はそれを形成した後に導入する（例２０〜２１を参照）。薬剤を簡便にペー
スト中に混合した後にセットすることができる。別法として、ビヒクルを造形しかつ硬化
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させ、次いで溶液中の治療剤に暴露してもよい。この特別のアプローチは、アパタイト性
物質に対して親和力を有することが知られているタンパク質において特に良く適している
。生物学的に活性な薬剤を含有する緩衝溶液を、水の代わりに水溶液として用い、該水溶
液中で、非晶質リン酸カルシウムを本発明の合成の結晶性不良のアパタイト性物質に転化
させる。緩衝液は、任意のｐＨ範囲で用いてよいが、５．０〜８．０の範囲で用いること
になるが最もしばしばであり、好適な実施態様では、ｐＨは、所望する治療剤の長期の安
定性及び効力と適合すことになり、最も好適な実施態様では、ｐＨは、５．５〜７．４の
範囲になる。適した緩衝液は、Ｔｒｉｓ、ＨＥＰＥＳ、やＭＯＰＳのようなカーボネート
、ホスフェート（例えば、食塩加リン酸緩衝液）、及び有機緩衝液を含むが、これらに限
定しない。緩衝液は、それの宿主組織との生物適合性及びそれの治療剤との適合性につい
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て選ぶことになるが最もしばしばである。核酸、ペプチド又は抗生物質のほとんどは、簡
単な食塩加リン酸緩衝液が十分になる。
生物学的に活性な薬剤は、適当な用量の薬剤を移植部位に送達するのを可能にする量でビ
ヒクル中に導入する。ほとんどの場合に、用量は、実施者に知られておりかつ当該特定の
薬剤に適用し得るガイドラインを用いて決める。レセプターに結合するそれらの薬剤につ
いて、レセプター−薬剤複合体の解離定数に比べておよそ１〜２倍高い局部レベルを達成
するのが通常好適である。配合レベル、デバイスサイズ、及び再吸収特性は、製薬工業に
おいて一般的な通りに、動物モデル及びヒト効力研究を用いることによって実験的に求め
ることができる。
一般的にセラミックデバイス、特にリン酸カルシウム材料に比べて、本送達物質の利点の
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内の一つは、それを穏和な反応条件下で形成することができることである。例えば、リン
酸カルシウムベースのセラミックス（例えば、ヒドロキシアパタイト）は、それらが生物
適合性でありかつタンパク質薬剤に対して親和性であることが知られていることから、潜
在的な薬物送達材料として大いに研究されてきたが、そのような物質は、多くの治療剤に
対して有害な作用を有するプロセスにおいて調製されるのが典型的である。例えば、５０
０℃よりも高い温度で焼結することを要する方法がいくつかあり、他の方法は、酸性条件
を用いることを要し、更に他の方法は、治療剤を含有する結晶を成長させるのに長い期間
を要する。対照してみると、本合成のＰＣＡ薬物送達ビヒクルは、周囲温度及び生理学的
に関連するｐＨにおいて調製することができる（例４を参照）。よって、標準のリン酸カ
ルシウム材料を調製する間に破壊され得る広い範囲の生物学的に活性な材料を本発明の薬
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物送達物質中に組み込むことができる。特にタンパク質薬剤は、熱やその他の不都合な条
件に感応性であるのがしばしばであり；本合成のＰＣＡ物質は、従ってタンパク質薬剤用
の特に改良された送達系を構成する。
細胞
発明のＰＣＡ物質を細胞播種用途において利用するつもりの場合には、水和されたプリカ
ーサーを生理的媒体である水溶液で調製するのが好ましい。そのような媒体の例は、当分
野において良く知られており（例えば、ダルベッコの最小必須媒体；食塩加リン酸緩衝液
；及びカーボネート、ＴＲＩＳ、又はＨＥＰＥＳ緩衝溶液）；当業者ならば、所望する細
胞タイプと適合し得る特定の媒体を知っている。
水和されたプリカーサーを水よりもむしろ緩衝水溶液で調製することが必須でないのはも
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ちろんである。しかし、細胞成育可能性を維持することが望ましいので、水（又はその他
の最小水溶液）を使用して調製した水和されたプリカーサー又は硬化されたＰＣＡ物質を
、それを細胞に暴露する前に、又は少なくともそれを細胞に暴露するのと同時に、成長媒
体に暴露することにするのが好ましい。物質を動物中に導入することは、物質を成長媒体
に（及び細胞に）暴露することを構成することができる。
本発明のＰＣＡ物質は、種々の添加剤の内の任意のものと共に調製してよく、及び／又は
複合材として調製してもよい。望ましいＰＣＡ物質複合材の例については、本願と同じ日
付で出願した「Ｂｉｏａｃｔｉｖｅ

Ｃｅｒａｍｉｃ

Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ」なる表題

の米国出願を参照；細胞播種する前又は細胞播種した後にＰＣＡ物質中に組み込むことが
できる生物学的に活性な材料の例については、本願と同じ日付で出願した「Ｄｅｌｉｖｅ
ｒｙ

20

Ｖｅｈｉｃｌｅ」なる表題の米国出願を参照。細胞成長、分化、及び／又は局在に

影響を与えることができる因子、例えばラミニン、フィブロネクチン、コラーゲン、マト
リゲル及びその成分、及びその他の成長因子並びに細胞外マトリックス成分をＰＣＡ物質
に加えることが特に望ましくなる場合がいくつかある。
細胞
発明のＰＣＡ物質に、種々の細胞の内の任意のものを播種してよい。「細胞」は、本発明
に従えば、一次組織外植片及びそれらの製剤、分離された細胞、細胞株（形質転換された
細胞を含む）、及び宿主細胞を含む、リビング細胞の任意の製剤である。自己細胞を用い
るのが好ましいが、異種の、異質遺伝子型の、又は同系の細胞もまた有用である。細胞が
自己由来でない場合、拒絶を最少にするために、免疫抑制を投与するのが望ましくなり得

30

る。好適な実施態様では、そのような薬剤を、播種された組成物内に入れて、薬剤の有効
な局部濃度を確実にしかつそれらの投与の全身系作用を最少にすることができる。用いる
細胞は、一次細胞でも、外植片でも、又は細胞株でもよく、分裂細胞でも又は非分裂細胞
でもよい。細胞は、半ビボで拡大させた後に発明のＰＣＡ物質中に導入してよい。自己細
胞は、十分な数の生細胞が宿主から収穫されることができないならば、このようにして拡
大させのが好ましい。
本発明のＰＣＡ物質に播種するのに、リビング細胞の任意の製剤を使用してよい。例えば
、培養された細胞又は分離された個々の細胞を使用してよい。別法として又は加えて、あ
る内部構造を有する組織を含む組織の片を使用してもよい。細胞は、一次組織外植片及び
それらの製剤でも、細胞株（形質転換された細胞を含む）でも、又は宿主細胞でもよい。

40

細胞が宿主細胞でありかつ細胞を発明のＰＣＡ物質中にインビボで導入する場合（下記を
参照）、好適な細胞源は、骨膜又は軟骨膜の内層、選定の細胞を含有する血液又はその他
の液、及びそのような細胞を含む損傷された宿主組織（特に骨又は軟骨）を含むが、これ
らに限定しない。
本発明において用いるための細胞を収穫、維持、拡大、及び調製するのに、任意の利用可
能な方法を採用してよい。そのような手順について記載している有用な文献は、例えばＦ
ｒｅｓｈｎｅｙ，Ｃｕｌｔｕｒｅ
ｏｆ

Ｂａｓｉｃ

ｏｆ

Ａｎｉｍａｌ

Ｃｅｌｌｓ；ａ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ，Ａｌａｎ

Ｒ．Ｌｉｓｓ

Ｍａｎｕａｌ

Ｉｎｃ．，ニュー

ヨーク、ＮＹを含み、同文献を本明細暑中に援用する。
発明のＰＣＡ物質は、硬質又は軟質組織を生成するための骨組みとして有用である。その
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物質中に組み込むことができる組織産生又は組織分解細胞は、下記を含むが、これらに限
定しない：軟骨細胞、骨細胞、骨芽細胞、破骨細胞、間葉幹細胞、その他の骨又は軟骨産
生細胞又は細胞株、線維芽細胞、筋細胞、肝細胞、実質細胞、腸原の細胞、神経細胞、及
び皮膚細胞。
そのような組織産生又は組織分解細胞及び／又はそれらのプリカーサーを分離及び培養す
る方法は、当分野において知られている（例えば、Ｖａｃａｎｉｔｉ等の米国特許第５，
０４１，１３８号；Ｅｌｇｅｎｄｙ等、Ｂｉｏｍａｔｅｒ．１４：２６３，１９９３；Ｌ
ａｕｒｅｎｃｉｎ等、Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｒｅｓ．２７：９６３，１９９３；Ｆｒｅｅｄ
等、Ｊ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．５１：２５７，１９９３；Ａｔａｌａ等、Ｊ．Ｕｒ
ｏｌ．１５０：７４５，１９９３；Ｉｓｈａｕｇ等、Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａｔｅｒ．Ｒ

10

ｅｓ．２８：１４４５，１９９４；Ｃｈｕ等、Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ．
２９：１１４７，１９９５；Ｔｈｏｍｓｏｎ等、Ｊ．Ｂｉｏｍａｔｅｒ．Ｓｃｉ．Ｐｏｌ
ｙｍｅｒ

Ｅｄｎ．７：２３，１９９５を参照、これらの各々を本明細暑中に援用する）

。
例えば、間葉幹細胞は、種々の間葉又は結合組織（例えば、脂肪の、骨性、軟骨質、弾性
、及び繊維質結合組織を含む）に分化することができ、既知の技術に従って分離、精製、
及び複製することができる（Ｃａｐｌａｎ等、米国特許第５，４８６，３５９号；Ｃａｐ
ｌａｎ等、米国特許第５，２２６，９１４号；Ｄｅｎｎｉｓ等、Ｃｅｌｌ
ｌａｎｔａｉｏｎ

Ｔｒａｎｓｐ

１：２３，１９９２を参照、これらの各々を本明細暑中に援用する）

。そのような間葉細胞は、リン酸三カルシウム及びヒドロキシアパタイトキャリヤーに関

20

連して研究されてきかつそのようなキャリヤー内からうまく分別することができるのが判
明された（Ｃａｐｌａｎ等、米国特許第５，１９７，９８５号を参照、これを本明細暑中
に援用する）。同様の手順を本発明のＰＣＡ物質骨組内の直接の間葉細胞分別に採用する
。
本発明は、組織産生性細胞を使用することに限定しないのはもちろんである。発明の所定
の好適な実施態様は、主に発明のＰＣＡ物質が、組織再生用途（特に骨及び／又は軟骨の
成長を伴うものに関して）に非常に良く適していることから、そのような細胞を利用する
。任意の細胞を発明のＰＣＡ物質中に播種してよい。その他の細胞を更に組織産生性細胞
と共に入れるのが望ましくなる場合がいくつかある。
発明のＰＣＡ物質中に播種する細胞は、例えば特定の用途において有用なタンパク質又は

30

その他の因子を生成するために、遺伝子的に作り出してもよい。好適な実施態様では、細
胞を処理して宿主免疫攻撃及び拒絶への耐性を付与する分子を製造してもよい。Ｆａｓ−
Ｌ及びＣＲ−Ｉ遺伝子は、そのような有用な遺伝子の例である。
その他の成分
発明のＰＣＡ物質を細胞播種用途において使用する場合に、一種又はそれ以上の添加剤を
、播種する前又は播種した後に、ＰＣＡ物質中に導入してよい。発明の所定の好適な実施
態様では、一種又はそれ以上の生物学的に活性な薬剤をＰＣＡ物質中に組み込む。そのよ
うな生物学的に活性な薬剤の検討及びそれらを発明のＰＣＡ物質と共に使用することにつ
いては、本願と同じ日付で出願した「Ｄｅｌｉｖｅｒｙ

Ｖｅｈｉｃｌｅ」なる表題の米
40

国出願を参照。
本発明の播種されたＰＣＡ物質組成物において用いるための好適な生物学的に活性な薬剤
は、細胞成長、分化、移動及び／又は局在に影響する因子を含む。例えば、骨マトリック
スは、細胞挙動に影響する種々のタンパク質因子を含有する（例えば、Ｈｕｂｂｅｌｌ，
Ｂｉｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

１３：５６５，１９９５；Ｃａｐｌａｎ等、米国特許第

４，６０９，５５１号；Ｃａｐｌａｎ等、米国特許第４，６２０，３２７号を参照）。
また、細胞マトリックス成分は、分裂、分化、移動、及び局在において重要な役割を果た
すことができる（例えば、Ｈｕｂｂｅｌｌ，Ｂｉｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

１３：５６

５，１９９５を参照）。従って、そのような細胞マトリックス成分を本発明の播種された
ＰＣＡ物質内に局在させるのが望ましいかもしれない。しかし、細胞と細胞マトリックス
成分との間の連合によって達成される機能の内の多く（例えば、細胞形状の画定、細胞極
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性及び体制化の達成、等）は、多分直接に発明のＰＣＡ物質への細胞結合によって達成さ
れることになろう。
発明の所定の実施態様において使用するために好適なその他の生物学的に活性な薬剤は、
栄養源、脈管形成因子、リンパ網又は神経繊維の内殖を増進する又は可能にする化合物、
等を含む。免疫調節因子、特に炎症の抑制剤を、移植された組成物への宿主応答を抑制す
るのが望ましい場合に、入れてよい。薬物もまた入れてもよい。
インビボ播種アプローチは、いくつかの情況で採用されるとはいえ、細胞は、本発明のＰ
ＣＡ物質中にインビトロで導入するのが普通である（下記を参照）。細胞を水和されたプ
リカーサーペースト又はパテと混合した後に硬化させてもよく、又は代わりに、ＰＣＡ物
質組成物中に、それが硬化した後に導入してもよい。いずれの場合でも、細胞生育可能性

10

を確実にするために、適当な成長（又は貯蔵）媒体を供するのが重要である。組成物をイ
ンビトロ播種した後にインビボで使用するために移植するつもりならば、生育可能性を移
植処置全体を通して、及び移植処置後短い時間の間確実にするために、十分な成長媒体を
供給しなければならない。一旦組成物を移植したら、ＰＣＡ物質の多孔性は、細胞の栄養
要求を宿主の循環する液によって満足させることができる。
本発明者等は、ダルベッコの最小必須媒体が本発明の実施において特に有用であることを
見出した。用いることができるその他の溶液は、食塩加リン酸緩衝液；カーボネート−Ｈ
ＥＰＥＳ−、又はＴＲＩＳ−緩衝溶液を含むが、これらに限定しない。血清、成長因子、
アミノ酸栄養源、糖、や塩のような更なる成長刺激成分を本発明において用いる水溶液に
加えてよい場合がいくつかある。しかし、添加剤は、発明のＰＣＡ物質の硬化プロセスを

20

変更し得るので、添加剤を回避するのが通常望ましい。添加剤の特定の収集を用いるのに
選定したが、ＰＣＡ物質特性に対してネガティブ作用を有したならば、精確なＰＣＡ配合
物を、それが添加剤の存在において硬化パラメーターを満足させる能力について変更して
テストすることができる。
細胞をＰＣＡ物質中に導入するのに、任意の利用可能な方法を採用してよい。多くの場合
において、硬化する前に、細胞を水和されたプリカーサー中に導入するのが望ましくなる
。例えば、細胞を水和されたプリカーサー中に注入してもよく（特に成長媒体と組み合わ
せて）、或は圧力、真空又は浸透のようなその他の手段によって導入してもよい。代わり
に（又は加えて）、細胞を水和されたプリカーサー上に層にしても、或は水和されたプリ
カーサーを細胞懸濁液中に浸漬して細胞が物質に含浸又は結合する程の条件下でかつ時間

30

の間そこに残留させてもよい。通常、含浸手順の間細胞死を最少にするために、細胞の過
度の手動操作を回避するのが望ましい。例えば、ほとんどの状況では、細胞をＰＣＡ物質
ペーストと手動で混合又は混練することは望ましくないであろう；しかし、そのようなア
プローチは、十分な数の細胞が手順の後も生きることになるそれらの場合において完全に
有用である。細胞は、また、水和されたプリカーサー中にインビボで、単に物質を所望す
る細胞の源に隣接する体に入れることによって導入してもよい。そのようなインビボ細胞
含浸を、適当な送化因子、連合因子（すなわち、細胞が結合する因子）、又は細胞の所望
する細胞タイプへの分化を誘発する因子を物質内に入れることによって増進させるのが望
ましくなり得る場合がいくつかある。
細胞は、硬化されたプリカーサー中に導入するよりもむしろ、発明のＰＣＡ物質中に、そ

40

れが硬化した後に導入してもよい。物質は多孔性であることから、細胞は、物質中に容易
に移動することができる。細胞は、硬化されたＰＣＡ物質中に任意の利用可能な手段によ
って導入してよい。例えば、細胞を物質上に層にしても、或は圧力、真空又は浸透によっ
て導入してもよい。代わりに（又は加えて）、硬化された物質を細胞懸濁液に入れて細胞
が物質に含浸する程の条件下でかつ時間の間そこに維持させてもよい。その上に、硬化さ
れたＰＣＡ物質は、金型により又は浸出可能な物質（例えば、糖、塩結晶、又は酵素分解
性充填剤）との複合材として調製してデバイス内に播種用室又は領域をもたらしてもよい
。そのようなアプローチでは、細胞をこれらの室中にピペット又は注射器によって導入す
るのが好ましい。細胞は、また、発明の硬化されたＰＣＡ物質中にインビボで、物質を水
和されたプリカーサーについて上記した通りの望ましい細胞又は細胞プリカーサーの源に
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隣接する体に入れることによって導入してもよい。好適な実施態様では、硬化された物質
を骨膜又は軟骨膜に隣接して入れ、又は望ましい細胞を含有する血液、液、又は損傷され
た宿主組織に暴露する。
当業者ならば容易に認める通りに、発明の物質（それが水和されたプリカーサーであろう
と又は硬化されたＰＣＡ物質であろうと）中に導入するつもりの細胞の数は、播種された
物質の意図する用途及び用いる細胞のタイプに基づいて変わることになる。分裂する自己
細胞を水和されたプリカーサー中に注入することによって導入している場合に、１ｃｍ3
当たり細胞２０，０００〜１，０００，０００を使用すると、物質内で細胞増殖及び細胞
外マトリックス形成を生じると予期される。非分裂細胞を採用する場合には、一層多い数
の細胞を必要とするのが普通である。播種をインビボでの物質中への宿主細胞移動によっ

10

て行うそれらの場合では、物質を、細胞（例えば、骨形成用細胞）を含有する液に、又は
組織（例えば、骨）自体に暴露すると、物質に細胞を特定数の細胞を接種することを必要
としないで播種するのに有効であることが分かった。
送達動力学の改変
本発明のＰＣＡ物質の一つの利点は、この物質の再吸収の速度を、製造方法における改変
によって調節することができることである。特に、一層密な硬化した生成物は、一般に、
純粋な発明のＰＣＡリン酸カルシウムのイン・ビボでの一層遅い再吸収時間を生じる。こ
の点において、この硬化した生成物の密度又は再吸収動力学を変化させる様々な方法があ
る。これらには、ペーストを作るのに用いる液体の体積の調節、出発物質の粒度の変更、
及び硬化中のペーストの圧縮が含まれる。浸出可能な又は生物分解性の粒子又は物質がペ

20

ーストに取り込まれた複合材料（及び最終的に硬化されたＰＣＡ物質）も又、製造するこ
とができる。これらの浸出可能な又は生物分解性の物質は、その後に、高度に多孔性の移
植物が生成するように硬化した物質からイン・ビボで除去され得る（例えば、浸出により
）。更に、この発明のＰＣＡ物質は、同一の移植物中に密度の分布を有するように製造す
ることができる。これが達成され得る一つの方法は、一の密度のイン・ビトロで硬化した
ＰＣＡ物質を調製し、この硬化した物質を所望の粒度に粉砕し、次いで、この粉砕した物
質を異なる密度のＰＣＡ物質を生成するようにデザインした第２のＰＣＡ物質ペーストと
混合することによる。この方法で作製したＰＣＡ物質は、非同時的に再吸収されよう。
ＰＣＡ物質前駆体粉末を製造するための全体的に一層小さい粒度の物質の利用は、イン・
ビボで再吸収し及び／又は再骨化するための一層長い時間を生じる（実施例５及び１９を

30

参照されたい）。ＡＣＰ前駆物質は、一般に、非常に小さい粒度で調製されるので、２種
類の成分を用いてこの発明のビヒクルを生成する場合には、一般に、他の非ＡＣＰ成分の
粒度を再吸収時間を調節するために利用する。この点において、粒度を、粉砕してふるい
分けした第２の成分を用いることにより調節して、最終混合物への添加のための特異的な
粒度分布を選択することができる。他の具体例においては、第２の成分をＡＣＰと共に粉
砕して、再吸収速度に影響を及ぼす時間の量を変える。
ＰＣＡ物質に、「侵食速度調節剤」（これは、その存在が全体としてデバイスの再吸収性
の速度を変化させる物質である）を取り込むことにより、変化した再吸収性動力学を有す
る複合材料が生成される。薬物送達デバイスの再吸収速度を増大させる侵食速度調節剤に
は、このデバイスのイン・ビボでの経時的溶解度に影響を及ぼす（例えば、多孔度を変え

40

ることによる）任意の浸出可能な又は生物分解性化合物が含まれる。薬物送達デバイスの
再吸収速度を減少させる侵食速度調節剤には、結晶性リン酸カルシウム特にヒドロキシア
パタイト及び二リン酸化合物が含まれる。
この発明のＰＣＡ物質の再吸収速度を調節することのできる他の方法は、破骨細胞及び／
又はマクロファージ細胞の作用による。破骨細胞（及び多分マクロファージ）は、自然に
骨を消化する。本発明により、破骨細胞又はマクロファージ細胞、又はそれらの発生及び
／又は活性を調節する因子を発明のＰＣＡ物質移植物と共に投与して、ＰＣＡ物質の再吸
収速度を加速し又は遅延させることができる。
例えば、破骨細胞の活性又は発生を直接又は間接に（例えば、骨芽細胞により）刺激する
任意の剤を用いて、ＰＣＡ物質移植物の再吸収速度を増大させることができる。逆に、破
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骨細胞の活性又は発生を直接又は間接に阻害する任意の剤を用いて、移植物の再吸収速度
を減ずることができる。かかる刺激剤又は阻害剤は、当分野で周知である（例えば、Atha
nasou,J.Bone Joint Surg.,78‑A:l096,1996及びRoodman Endocrine Rev.17:308,1996を参
照されたい。これらの各々を参考として本明細書中に援用する）。例えば、インターロイ
キン１（ＩＬ−１）、コロニー刺激因子（ＣＳＦ）例えばマクロファージ（Ｍ）−ＣＳＦ
、トランスフォーミング成長因子α（ＴＧＦα）、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、インターロ
イキン６（ＩＬ−６）、インターロイキン１１（ＩＬ−１１）、インターロイキン３（Ｉ
Ｌ−３）、上皮小体ホルモン（ＰＴＨ）、ビタミンＤ３代謝物（例えば、カルシトリオー
ル）、プロスタグランジン（ある種の公知の条件下）、及び酸素遊離基が、破骨細胞の発
生及び／又は活性を刺激することが知られている。ＳＣＦが有用である場合には、その後

10

の１，２５−ジヒドロキシビタミンＤ3の投与は、更に、破骨細胞を刺激することができ
る。対比してみると付随するコロニー刺激因子及び１，２５−ジヒドロキシビタミンＤ3
の投与は、破骨細胞を阻害する。
破骨細胞の発生及び／又は活性を阻害する他の因子には、トランスフォーミング成長因子
β（ＴＧＦβ）、γ−インターフェロン、インターロイキン４（ＩＬ−４）、一酸化窒素
、抗体（例えば、破骨細胞ビトロネクチンレセプターに対する抗体）、カルシトニン及び
プロスタグランジン（ある公知の条件下）が含まれる。
勿論、再吸収を刺激するために、破骨細胞自体（又は、破骨細胞前駆細胞、好ましくは、
それらの破骨細胞への分化を刺激する剤を伴う）をＰＣＡ物質移植物中に導入することも
可能である。

20

ＰＣＡ物質の再吸収速度を変える剤は、全身投与することも局所投与することもできる。
局所投与は、好ましくは、その薬剤をＰＣＡ物質自身に導入するか会合させることにより
達成する（好ましくは、ここに記載の手順による）。局所投与を用いる場合には、薬剤の
ＰＣＡ物質移植物からの拡散が最小化されることが好ましい。例えば、比較的不溶性の薬
剤は、移植物から拡散して身体内の他の細胞に望ましくない影響を与えることは一層あり
そうにないので好ましい。
応用
上でほのめかしたように、本発明の細胞播種したＰＣＡ物質は、通常、様々なイン・ビボ
及びイン・ビトロ系の何れにおいても用いることができる。例えば、この物質を用いて、
生物学的に活性な薬剤又は細胞を身体（獣医学への応用もこの発明の範囲内にあるが、好

30

ましくは、ヒトの身体）内の様々な部位の何れへでも送達することができる。別法として
又は追加として、この物質は、骨組織、修復応用又は塑性増強療法においてイン・ビボで
用いることができる。この物質は又、細胞カプセル封入用の膜若しくはマトリックスとし
て、又は人工臓器の構築若しくは修復においても用いることができる。
イン・ビトロでは、この物質を、３次元細胞培養マトリクスとして、及び破骨細胞、骨芽
細胞、軟骨細胞及び／又はマクロファージ培養、前駆細胞の分化及び／又は再骨化及びリ
ン酸カルシウムの再吸収を分析するためのモデルとして用いることができる。この物質は
、例えば、前駆細胞、幹細胞、骨細胞、破骨細胞、骨芽細胞、軟骨細胞、マクロファージ
、筋原細胞及び繊維芽細胞等の細胞を用いる組織形成及び／又は分解の研究特に有用であ
る。この物質は又、生物学的に活性な薬剤のイン・ビトロでの送達を達成するために用い

40

ることもできる。
ある好適な応用を、下記において一層詳細に検討するが、これは、説明を目的とすること
のみを意図しており、限定することを意図するものではない。
イン・ビボ又はイン・ビトロ送達用ビヒクルとして用いる場合には、本発明のＰＣＡ物質
は、制御され、局在化された送達の利点を提供する。周知のように、生物学的に活性な薬
剤は、全身投与されるよりも特異的部位に送達されるならば一層少量しか必要とされない
。その上、薬剤の潜在的に有毒な副作用は、その薬剤を本発明の送達用ビヒクルから送達
する場合には、最小化される。又、薬剤活性も、その部位に送達されるまで送達用ビヒク
ル中に保護されているので、最大化される。
本発明のＰＣＡ物質は、任意の許容し得る組織中に注射し又は移植することができる。経
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口投与用配合物も又、この発明の範囲内にあると考えられる。好適な送達部位には、骨、
筋肉、脊髄、中枢神経系、腹膜腔、皮下並びに目の硝子液及び水様液中の部位が含まれる
。ＰＣＡ物質を移植物の移動が懸念される情況下にある部位へ送達する場合には、係留用
の糸又はフックをビヒクルに取り込ませてそれがその場所に付着されて維持されるように
することができる。適宜、ＰＣＡ物質を、骨質部位中への挿入により係留することができ
る（下記参照）。特別の応用及び好適な送達部位を、以下で一層詳細に検討する：
生物学的に活性な薬剤の骨質部位への送達
本発明のＰＣＡ物質は、生物学的に活性な薬剤の骨内の部位への送達に特に有利である。
本発明のＰＣＡ物質から形成された送達用ビヒクルの骨質部位への移植は、送達用ビヒク
ルを係留するため及び薬物の全身への送達を達成するために別法として又は追加として利

10

用することができ、又は厳密に骨の「内部」ではないがその隣接部位への送達を達成する
ために利用することができる。図９は、本発明のＰＣＡ物質の骨質部位における多くの有
用な応用を描いている。
天然の骨物質は、ナノメートルサイズの、不十分に結晶化したアパタイト構造を有するリ
ン酸カルシウムよりなる。しかしながら、理想的に化学量論的な結晶性ヒドロキシアパタ
イト、１．６７のＣａ／Ｐ原子比を有するＣａ10（ＰＯ4）6（ＯＨ）2と異なり、骨物質
の組成は、有意に異なっており、下記式により表され得る、
Ｃａ8.3（ＰＯ4）4.3（ＨＰＯ4，ＣＯ3）1.7（ＯＨ，ＣＯ3）0.3
骨の無機質の非化学量論は、主として、２価イオン例えばＣＯ32‑及びＨＰＯ42‑（これら
は、ＰＯ43‑イオンの代用にされる）のためである。ＣＯ32‑及びＨＰＯ42‑イオンの代用

20

は、Ｃａ／Ｐ比の変化を生じ、年齢及び骨質部位に依って、１．５０〜１．７０で変化し
得るＣａ／Ｐ比を生じる。一般に、Ｃａ／Ｐ比は、骨の加齢中に増大し、これは、炭酸塩
種の量が典型的には老化した骨について増加することを示唆している。骨の無機質の特異
的な溶解特性を生じるのは、ナノ結晶サイズ及び不十分に結晶性の性質と関連したＣａ／
Ｐ比である。そして、骨組織は、無機質再吸収細胞（破骨細胞）と無機質産生細胞（骨芽
細胞）により調節される一定の組織修復を受けるので、無機質の溶解挙動は、これらの細
胞活性の間の微妙な代謝バランスの維持において重要である。
本発明のＰＣＡ物質は、ナノサイズの、不十分に結晶性の、天然の無機質に匹敵するＣａ
／Ｐ比を有する固体である。この物質は、生体再吸収性であり、低温で生成することがで
き、二次成形可能であり且つ注射可能である。これらの理由のすべてにより、この発明の

30

物質は、骨質部位における薬物送達に特によく適合している。その上、この合成のＰＣＡ
物質は、それが結局患者自身の骨により置換されるように骨の成長を支持することができ
る。しかしながら、骨の内植が本発明の薬物送達用物質の再吸収速度に十分影響を及ぼし
得るということを心に留めておくべきである。従って、ある状況（例えば、生物学的に活
性な薬剤を正確な予め決めた投与スケジュールに従って送達しなければならない場合）に
おいては、例えば、骨細胞若しくは軟骨細胞又は前駆細胞の透過をブロックすることによ
り、薬物送達ビヒクル中への骨の成長を減じることが望ましいであろう。殆どの状況にお
いては、骨化は、デバイスを骨から幾らか離して置くことにより回避することができる。
一般に、１ｍｍは、それより離したほうが好ましくても十分であろう。インドハリネズミ
遺伝子及び遺伝子産物、上皮小体ホルモン関連蛋白質（ＰＴＨＲＰ）及びＰＴＨＲＰレセ

40

プターアゴニスト等の化合物も又、骨の成長を阻害する薬物送達デバイス中に含まれ得る
し、該デバイス上又はそれに隣接し得る。
他の状況においては、かかる骨の内植は、望ましく、助長することができる。実施例１４
、１７及び１８に示すように、ＰＣＡリン酸カルシウム物質は、身体部位内に配置するこ
とができ、見かけ上新しい骨での完全な（１００％の）置換を生じるような仕方で再吸収
させることができる。最適の骨化が望まれる場合には、デバイス及び物体に骨形成細胞を
播種することができる（下記参照）。このゴールは、デバイスを患者自身の骨形成細胞の
源と接触させて配置することにより最も容易に達成される。かかる細胞は、骨組織中又は
骨に伴う血液又は体液｛骨又は骨物質又は領域（骨膜、海綿状骨又は骨髄を含む）と接触
した外因性の液体を含む｝中に見出され得る。ねじ又はピン等のデバイスの場合には、そ
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れらの骨への導入は、出液により達成され、更なる播種は必要でない。皮層骨にのみ対峙
するプレートについては、デバイスと接触するであろう骨膜損傷の誘導が推奨される。更
に別の具体例においては、移植部位の皮層骨の一部を取り出すことにより骨の中に外科的
に座席を用意することが有用であろう。骨化を増強する他のステップを取ることもできる
（患者から採取した骨形成細胞の移植片への導入、又は栄養因子又は骨成長誘導蛋白質の
デバイス中又はデバイス上への導入を含む）。非自家骨細胞も又、宿主の骨形成細胞の拒
絶の前に所望の量の骨の再生が起きるならば、この発明の範囲内にある。この点において
、免疫抑制剤を、幾つかの場合にはデバイス中に取り込ませることにより、デバイスレシ
ピエントに投与することができる。従って、一次起源、細胞株又は細胞バンクから得られ
た細胞又は組織は、すべて、ある具体例において有用であり得る。

10

生物学的に活性な薬剤のある範疇は、骨質部位への送達に特に適していることが期待され
る。例えば、薬物送達ビヒクルをダメージを受けた骨の部位に適用する場合に、骨再生蛋
白質（ＢＲＰ）をそのビヒクルに取り込ませることは望ましいであろう。ＢＲＰは、骨の
成長速度を増大させ、骨の治癒を加速することが示されている（例えば、Appel等，Exp.O
pin.Ther.Patents 4:1461,1994を参照されたい）。典型的なＢＲＰには、トランスフォー
ミング成長因子ベータ（ＴＧＦ−β）、細胞接着因子（ＣＡＦ）、内皮成長因子（ＥＧＦ
）、ＯＰ−１及び骨形態形成蛋白質（ＢＭＰ）が含まれるが、これらに限られない。かか
るＢＲＰは、現在、マサチューセッツ州、CambridgeのGenetics Institute；カリフォル
ニア州、Palo AltoのGenentech；及びマサチューセッツ州、HopkintonのCreative Biomol
eculesにより開発中である。骨再生蛋白質及び栄養因子は又、所望であれば、異所性の骨

20

の形成を刺激するために用いることもできる。ＢＭＰ−７を含むこの発明のＰＣＡ物質を
、皮下に配置することができ、骨の形成が、１〜２ヶ月以内に起きるであろう。
抗生物質及び殺菌剤も又、望ましくは、本発明のＰＣＡ薬物送達ビヒクルを用いて骨質部
位へ送達される。例えば、骨の移植片の外科手術から生じる主な臨床的掛かり合いの一つ
は、手術後の炎症又は感染症特に骨髄炎の感染を制御する必要である。本発明の１つの具
体的な抗生物質を含む薬物送達デバイスは、改良された骨移植片として（又は該移植片と
共に）用いて、手術部位での局所的感染の機会を減じ、感染のない、従って、一層早い骨
の治癒プロセスに貢献することができた。抗生物質の効力は、この不十分に結晶性のヒド
ロキシアパタイトの再吸収を、それが抗生物質ペプチド又はその活性成分を最も効果的な
投薬量で組織修復部位に送達する速度で溶解するように制御することにより更に増大され

30

る。
典型的な抗生物質には、ペニシリン、テトラサイクリン、カナマイシン、ゲンタマイシン
、クロルテトラサイクリンヒドロクロリド（オーレオマイシン）、ミノシリン、ドシサイ
クリン、バノマイシン、バシトラシン、ネオマイシン、エリスロマイシン、ストレプトミ
アン、セファロスポリン、クロラムフェニコール、オキシテトラサイクリン（テラマイシ
ン）及びこれらの誘導体が含まれるが、これらに限られない。抗生物質及び骨再生蛋白質
を、一緒に、本発明のＰＣＡ物質に取り込んで、骨組織修復の最適条件を促進するために
必要な成分の殆ど又はすべてを局所的に送達することができる。
骨質部位に送達するのが望ましい他の生物学的に活性な薬剤には、抗癌剤例えば骨の腫瘍
の治療のための抗癌剤が含まれる（例えば、Otsuka等，J.Pharm.Sci.84:733,1995参照）

40

。本発明の薬物送達ビヒクルは、例えば、外科的に除去された骨の腫瘍を有していた場合
に特に有用である（何故なら、本発明の合成のＰＣＡ物質は、骨の部位の機械的完全性を
改善することができ、同時に如何なる残留癌細胞をも治療して転移を回避することもでき
るからである）。典型的な抗癌剤には、例えば、メトトレキセート、シスプラチン、プレ
ドニゾン、ヒドロキシプロゲステロン、メドロキシプロゲステロンアセテート、メゲスト
ロールアセテート、ジエチルスティルベストロール、テストステロンプロピオネート、フ
ルオキシメステロン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンデシン、ダウノルビシン、
ドクソルビシン、ヒドロキシウレア、プロカルバジン、アミノグルテチミド、メクロレタ
ミン、シクロホスファミド、メルファラン、ウラシルマスタード、クロラムブシル、ブス
ルファン、カルムスチン、ロムスリン、デカルバジン（ＤＴＩＣ：ジメチルトリアゼノミ
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ダゾールカルボキサミド）、フルオロウラシル、５−フルオロウラシル、シタラビン、シ
トシンアラビノキシド、メルカプトプリン、６−メルカプトプリン、チオグアニンが含ま
れる。
本発明の骨質部位への送達のための合成ＰＣＡ薬物送達システムに望ましく取り込まれ得
る更なる生物学的に活性な薬剤は、骨粗鬆症を軽減させる薬剤である。例えば、アミド化
サケカルシトニンは、骨粗鬆症に効果的であることが示されている。
ビタミンＤ及びビタミンＫも又、望ましく、骨質部位に送達され、これらは、血管新生を
増大させることが望ましい場合に用いることのできる脈管形成因子（例えば、ｖｅｇｆ）
である。
骨の産生及び治癒

10

本発明の好適具体例においては、ＰＣＡ物質に骨形成細胞又はその前駆細胞を播種する。
好ましくは、ＰＣＡ物質を配合し、細胞集団を選択して、ＰＣＡ物質が約４〜１２週以内
に骨化されるようにする。
この発明の特に好適な具体例においては、播種を、ＰＣＡ物質を宿主自身の骨産生細胞の
起源と接触するように配置することにより達成する。かかる細胞は、骨組織中に又は骨に
伴う血液又は体液｛骨（海面状の骨を含む）と接触した外因性の液体、骨物質又は骨領域
例えば骨膜又は骨髄を含む｝中に見出される。
この発明のＰＣＡ物質を骨質部位に導入する様々な方法は、「Orthopedic and Dental Ce
ramic Implants」と題する米国出願に綿密に記載されており、これと同日に出願されてい
る。ＰＣＡ物質が、出血を誘導する方法でイン・ビボで骨質部位に移植される場合には、
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かかる出血は、効果的に骨形成細胞をこの物質中に導入することができ、更なる播種は必
要とされない。出血を誘導するアプローチには、ＰＣＡ物質をねじ又はピンに成形するか
、又は他の物質から作製したねじ又はピンと共に適用するものが含まれる。
ＰＣＡ物質を、皮層骨にのみ対峙するプレートとして又は該プレートと共に用いる場合に
は、骨膜損傷をＰＣＡ物質とその損傷との間の接触を創るように導入するのが好ましく、
それにより、細胞は、その損傷からのＰＣＡ物質に浸透することができる。同様に、この
発明の幾つかの具体例においては、移植部位の皮質骨の一部を取り出すことによりＰＣＡ
物質の座席を骨の中に外科的に用意することが有用であろう。移植部位の細胞は、ＰＣＡ
物質中に移動して播種されるであろう。
勿論、ＰＣＡ物質デバイスが宿主自身の細胞の移動によりイン・ビボで播種されることは
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、必要とされない。宿主から採取した骨形成細胞を、イン・ビトロでデバイスに導入して
、播種された組成物を宿主に移植することができる。その上、非自家骨細胞の播種も又、
この発明の範囲内にある（但し、宿主の骨形成細胞の拒絶の前に所望量の骨の成長が起き
ることを確実にするように注意しなければならない）。かかる非自家細胞は、様々な起源
（一次起源、細胞株及び細胞バンクを含むが、これらに限定しない）の何れからでも得る
ことができる。
ＰＣＡ物質内の又はその周囲の骨形成は、栄養因子及び／又は骨成長誘導因子のＰＣＡ物
質デバイス中への又は該デバイス上への取込みにより促進することができる。
骨の増強
本発明の播種したＰＣＡ組成物は、骨質構造（例えば、あご先）の形状の増大又は変更に
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有用である。かかる適用のためには、ＰＣＡ物質を、予備硬化した形状又は成形したパテ
形態にて供給し、そして骨表面に適用することができる。一般に、増強適用のために選択
されるＰＣＡ物質配合物は、比較的一層遅いタイムコースで再吸収が起きる（典型的には
、再吸収に６〜１２週を要する）ものである。
増強適用に用いられるＰＣＡ物質は、幾つかの好適具体例は宿主細胞播種を含むが、典型
的には、適用を通して、ＰＣＡ物質に対する細胞又は細胞株を播種される。この用語「宿
主細胞播種」は、宿主の細胞をＰＣＡ物質中に導入する任意の方法を包含する。例えば、
この用語は、宿主細胞の移植されたデバイス中へのイン・ビボでの移動、並びに骨血液又
は骨膜のフラグメントをデバイス上に置き又はデバイスと接触させること（イン・ビボ又
はイン・ビトロ）により達成される補助された移動を包含する（他のものの内で）。
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軟骨の産生及び治癒
軟骨に対するダメージは、重大な物理的変形を生じ得る。現在、軟骨の喪失に対する最も
一般的な治療は、補綴材料での置換であるが、このアプローチは、多くの困難と出くわし
てきた。この分野の指導者の一人により述べられたように、「真に生体適合性の機能的補
綴の欠如は、火傷や怪我のために鼻や耳を失った個人に深く痛ましい影響を有し得る」。
本発明の播種したＰＣＡ組成物は、ＰＣＡ物質が二次成形可能な足場（その中へ又はその
中で組織が成長できる）として作用する魅力的な代替品を提供する。このＰＣＡ物質は、
生体再吸収性であり、それ故、結局、このＰＣＡ物質移植物は、天然の組織により置換さ
れ得；それ故、長期の補綴移植物の負の影響を回避することができる。
本発明のＰＣＡ物質は、軟骨形成を最適化するために軟骨形成細胞を播種することができ
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る。好ましくは、この播種を、デバイスを宿主自身の軟骨形成細胞（例えば、軟骨細胞）
又はその前駆細胞の起源と接触させて配置することにより達成する。かかる細胞は、軟骨
に伴う血液又は体液（軟骨又は軟骨性物質と接触した外因性の液体を含む）中に見出され
る。従って、軟骨膜、軟骨又は骨髄と接触したことのある液体は、典型的に、かかる細胞
を含んでいる。
多くの場合（例えば、ダメージを受けた耳の増強のためにデザインされたＰＣＡ物質）に
おいて、播種は、ＰＣＡデバイスを軟骨膜の裂けた領域に接触させて配置することにより
達成することができる。他の場合においては、移植部位の軟骨の一部を取り出すことによ
り存在する軟骨性組織内にＰＣＡデバイスのための座席を外科的に用意することが有用で
あろう。
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本発明の幾つかの具体例において、この播種したＰＣＡ物質と関係した軟骨形成を増強す
る追加のステップを行うことができる。例えば、移植後にイン・ビボでデバイスに浸透す
る細胞に加えて（或は、別法として）患者から採取した軟骨形成細胞をデバイス中に導入
することができる。別法として又は追加として、栄養因子又は軟骨成長誘導因子をデバイ
ス中に又はデバイス上に取り込ませることができる。
自家細胞が軟骨形成適用において用いられる播種したＰＣＡ組成物に必要とされないこと
は、明らかであるべきであり；非自家細胞も又、宿主の軟骨形成細胞の拒絶の前に所望量
の軟骨の再生が起きるように細胞を選択し、ＰＣＡ物質を配合する限り、この発明の範囲
内にある。従って、一次起源、細胞株又は細胞バンクから得られる細胞又は組織は、本発
明のこの具体例の実施において有用である。
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異所性の骨又は軟骨の産生
本発明の播種したＰＣＡ物質組成物を用いて、骨又は軟骨が通常生じない部位に骨又は軟
骨の形成を生じさせることができる。骨又は軟骨産生細胞を播種したＰＣＡ組成物のイン
・ビボの移植部位への導入は、その部位における骨又は軟骨の形成を生じるであろう。好
適具体例において、このＰＣＡ物質は、播種された細胞に加えて、成長因子及び／又は栄
養因子を含み、それにより、異所的に形成された骨又は軟骨の維持が延長され得る。一度
生じた場合には、かかる異所的組織は、その意図する用途に依って、その場に残すか又は
外科的に取り出すことができる。別法として又は追加として、移植物にとって外的物であ
る栄養因子又は成長因子を、例えばカプセル封入した細胞、ポリマー移植物の利用により
、又は他の因子送達方法により与えることができる（例えば、Aebischer等の米国特許第
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４，８９２，５３８号；Seftonの米国特許第４，３５３，８８８号及びWinn等，Experime
ntal Neurology 140:126（1996）を参照されたい）。
異所性組織は、発明の播種したＰＣＡ物質組成物を用いてイン・ビトロで形成することが
できる。好ましくは、水和した前駆物質を調製し、手で又は型の利用により形作り、その
後、高めた温度（２７〜５０℃）で硬化させる。別法として、ＰＣＡ物質を、先ず硬化し
、その後、機械加工し又は所望の形状に成形することができる。細胞播種は、異所性組織
がイン・ビトロで所望の形状に形成されるように、ここに記載の任意の方法により達成す
ることができる。一般に、この形状が細胞成長中維持されることを確実にするためには、
当分野で公知のように、分解性酵素又は細胞の作用を阻害するのが望ましいであろう。
細胞封入マトリクス
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本発明のＰＣＡ物質は、細胞封入環境内での利用のための優れた成長マトリクスを提供す
る。この物質の利用は、細胞定着を阻害し、細胞分散を与え、そして封入した細胞による
栄養局在化を最適にすることができる。従って、この発明により、細胞を本発明の水和し
た前駆物質又は硬化したＰＣＡの存在下で封入用デバイス内に封入することができ、その
結果生成した封入デバイスを、次いで、封入細胞療法応用における使用のためにイン・ビ
ボに移植することができる。細胞封入デバイスを製造し及び利用するのに有用な技術は、
例えば、Winn等，Expt.Neurol.140:126,1996及びAebischerの米国特許第４，８９２，５
３８号；Seftonの米国特許第４，３５３，８８８号、及びKordower等，Cell Transplanta
tion，14:155,1995に記載されている（これらの各々を参考として本明細書中に援用する
）。
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研究応用
本発明のＰＣＡ物質は、その製造容易さ、穏やかな形成条件、最も水性の系における乏し
い溶解度及び細胞埋め込み応用における利用のための細工のし易さのために、研究及び組
織培養応用における利用のための魅力的な３次元成長マトリクスを提供する。その上、こ
の物質は、組織形成及び／又は退化（例えば、骨又は軟骨）の研究に有用である。好まし
くは、かかる研究において用いる物質は、細胞例えば前駆細胞、幹細胞、骨細胞、破骨細
胞、骨芽細胞、軟骨細胞、マクロファージ、筋芽細胞及び繊維芽細胞を播種されている（
但し、これらに限定されない）。
診断薬
本発明の細胞播種したＰＣＡ物質は、様々な健康又は病気の状態を検出する診断薬におい
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て用いることができる。例えば、この発明のＰＣＡ物質を定性的又は定量的アッセイで用
いて、診断されるべき患者から採取した細胞の潜在的な骨又は軟骨を形成する能力を測定
することができる。この発明の物質は又、血管新生及び硬組織退化をアッセイするための
診断薬においても用いることができる。様々な軟組織の診断も又、この発明のＰＣＡ物質
組成物を用いて可能となる。
生物学的に活性な薬剤の皮下移植部位への送達：
本発明の薬物送達デバイスの応用は、勿論、骨質部位に限られない。非骨質部位において
は、この物質は、骨化を伴わない再吸収が知られている。
本願の送達デバイスを皮下に置くことは、生物学的に活性な化合物のもっと全ゲン及び／
又はプロゲステロンの投与は、皮下適用の例である。更に、抗原及び／又はワクチンの投
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与は、皮下移植により達成することができる。
生物学的に活性な薬剤の中枢神経系への送達：
治療物質の中枢神経系への送達を、この発明の送達ビヒクルを用いて達成することができ
る。有用な治療用物質には、γ−アミノ酪酸のてんかん病巣への送達、パーキンソン病の
治療のためのＬ−ドーパ又はドーパミンの線条又は黒質への送達、パーキンソン病の治療
のための側脳室、線条又は黒質における神経退行の阻止のための成長因子例えばＧＤＮＦ
の送達、アルツハイマー病の治療のためのＮＧＦの皮質その他の領域への投与、又は無骨
髄側部（amyelolateral）硬化症の治療のためのＣＮＴＦの仙骨又は腰部脊髄への投与が
含まれる。
その他：生物学的に活性な薬剤の各部位への送達
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他の潜在的な送達部位には、筋肉内、腹腔内及び眼の領域が含まれる。
実施例
実施例１：反応性非晶質リン酸カルシウムの製造
この実施例は、比較的不活性な非晶質のリン酸カルシウム固体のステップ−バイ−ステッ
プ製造法及び該リン酸カルシウム固体を本発明の高度に反応性の非晶質リン酸カルシウム
にする方法を記載している。
溶液Ａを、５５ｇのＮａＨＰＯ4・７Ｈ2Ｏ（リン酸ナトリウム）、５０ｇのＮａＯＨ（水
酸化ナトリウム）、３０ｇのＮａＨＣＯ3（重炭酸ナトリウム）及び２ｇのＮａ4Ｐ2Ｏ2・
１０Ｈ2Ｏの、１．３ｌの蒸留水中への急速溶解により室温で調製した。溶液Ｂを、４３
ｇのＣａ（ＮＯ3）2・４Ｈ2Ｏ（硝酸カルシウム四水和物）及び１ｇのＭｇＣｌ2・６Ｈ2
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Ｏの０．５ｌの蒸留水中への急速溶解により室温で調製した。
不活性な炭酸ガス飽和の非晶質リン酸カルシウムを、次いで、室温で、溶液Ｂの急速撹拌
中の溶液Ａへの急速添加により調製した。こうして形成されたゲル様の非晶質リン酸カル
シウムの沈殿を、濾紙（０．０５ｓｑ．ｍ）及び約１０‑2トルの真空圧力を用いて、中位
のフィルター速度で直ちに濾過した。この物質は、薄いケークを形成し、それを、濾過用
漏斗中に水を加えることにより約４リットルの蒸留水で洗浄した。この洗った物質を、次
いで、スパーテルを用いて集め、２．５Ｌコンテナ中の液体窒素に浸した。硬い凍結片の
形成後に、このコンテナを、２４時間、細かい乾燥した粉末が得られるまで、真空チャン
バー（１０‑1〜１０‑2トル）中に移した。
上記の手順は、室温で実施できるが、全プロセスは、更に、非晶質状態が一層安定な結晶
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形態に転換するのを阻止するために、好ましくは、周囲温度より低温（４〜５℃）で催さ
れる。更に、かかる結晶質ヒドロキシアパタイト形成の阻害剤として作用することが知ら
れている元素又はイオンを、極微量で、この溶液に加えることができる。
このプロセスのこの点における不活性非晶質物質の赤外スペクトルは、Ｐ−Ｏ基（６００
及び１０００ｃｍ‑1）、ＣＯ32‑基（１，４２０〜１，４５０ｃｍ‑1）に特徴的なピーク
を含み、比較的大きいＯ−Ｈ基のピーク（〜３，５５０ｃｍ‑1）を伴う。同じ物質のＸ線
回折パターンは、コヒーレントピークのバックグラウンドに対する比を取ることにより結
晶化度を測定したときに如何なる鋭いピークも存在しないことにより示されるように、こ
の物質の非晶質の性質を示している。
上記の不活性な非晶質物質を、次いで、６０分間４５０℃（±３℃）に加熱することによ
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り反応性形態にした。この加熱した物質のＩＲ（示さない）は、特定のＰ−Ｏ基及びＣＯ
2‑
3

基の減少を示し、Ｈ2Ｏ及びＣＯ32‑のＣＯ2及びＨ2Ｏとしての有意の減少を示してい

る。同様にして調製した試料において、炭素含量が約６０％落ちたことが認められ、全炭
酸塩比が１．５６〜０．５％減少していた。しかしながら、この物質の非晶質の性質は、
図４（ａ）に示したＸ線回折パターンにより示されるように、このプロセス中失われなか
ったことに注意されたい。加熱処理後のこの物質のＣａ／Ｐ比の測定値は、定量的電子マ
イクロプローブ分析を用いて、１．５７５であると測定された（図２）。透過型電子顕微
鏡下で見られる非晶質物質の全体的な形態的及び超微細構造的特性を、図１に示す。鋭い
縁のない「非晶質の」外観は、この無定形形態を示す物質のある部分を有する各顆粒を分
離することに注意されたい（矢印）。１２０ｍ2／ｇの極度に高い比表面積が、約１３０
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Åの平均細孔寸法と共に、この物質において観察された。
実施例２：反応性非晶質リン酸カルシウムの製造
溶液Ａ及びＢの調製を下記の反応で置き換えたこと以外は、実施例１に記載したようにし
て製造を行った。溶液Ａを、９０．６８ｇのＣａ（ＮＯ3）2・４Ｈ2Ｏの１．２リットル
の炭酸ガス飽和した蒸留したＨ2Ｏ中への急速溶解により、室温で調製した。溶液Ｂを、
４０．５７ｇのＫ2ＨＰＯ4を１．５３リットルの蒸留したＨ2Ｏ（２４ｍｌの４５ｖｏｌ
．％溶液を含む）中に溶解させることにより調製した。この手順により生成した生成物の
非晶質リン酸カルシウムの化学的及び物理的特性は、実施例１に従って製造した物質の特
性に類似していた。
実施例３：反応性非晶質リン酸カルシウムの製造

40

溶液Ａ及びＢの調製を下記の反応で置き換えたこと以外は、実施例１に記載したようにし
て製造を行った。溶液Ａを、１０．５８ｇのＣａ（ＮＯ3）2・６Ｈ2Ｏの０．１５リット
ルの炭酸ガス飽和した蒸留したＨ2Ｏ中への急速溶解により、室温で、９．０より大きい
ｐＨ（ＮａＯＨにより調整）にて調製した。溶液Ｂを、７．８ｇの（ＮＨ4）2ＨＰＯ4を
０．３５リットルの蒸留したＨ2Ｏ中に溶解させることにより調製した。この手順により
生成した生成物の非晶質リン酸カルシウムの化学的及び物理的特性は、実施例１及び２に
従って製造した物質の特性に類似していた。
実施例４：反応性の非晶質リン酸カルシウムからの、合成の不十分に結晶性のアパタイト
物質の製造
この実施例は、この発明のＰＣＡ物質の製造を記載する。
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この実施例で用いるリン酸二カルシウム二水和物（ＤＣＰＤ）を、下記の方法で調製した
。溶液Ａを、１０ｇのＨ9Ｎ2Ｏ4Ｐ（リン酸水素二アンモニウム）の５００ｍｌの蒸留水
（ｐＨ４．６〜４．８）中への急速溶解により室温で調製した。
溶液Ｂを、１７．１ｇのＣａ（ＮＯ3）2・４Ｈ2Ｏ（硝酸カルシウム四水和物）の２５０
ｍｌの蒸留水中への急速溶解により室温で調製した。リン酸二カルシウム二水和物を、溶
液Ｂの撹拌中の溶液Ａへの急速添加により室温で調製した。その後直ちに、この試料を、
中位のフィルター速度で、濾紙（０．０５ｓｑ．ｍ）及び約１０‑2トルの真空圧力を用い
て濾過した。この物質は、ケークを形成し、それを約２リットルの蒸留水で洗い、次いで
、室温で、２４〜７２時間風乾した。
実施例１で製造した反応性の非晶質リン酸カルシウム物質を、乳鉢及び乳棒を用いて、３

10

〜５分間、リン酸二カルシウム二水和物（ＣａＨＰＯ4・２Ｈ2Ｏ）と５０：５０ｗｔ％に
て物理的にドライブレンドした。次いで、水（ブレンドした物質１ｇ当たり１ｍｌ）をこ
の粉末混合物に加えてペースト状のコンシステンシーとした。添加するＨ2Ｏの量は、濃
いペーストを所望するか薄いペーストを所望するかに依って変化した。このペースト物質
を、次いで、湿らせたティシューペーパーで包み、３７℃に加熱することにより固体のマ
スに固めた。この固化工程は、試料をパラフィルムに包んで４℃に保持することにより数
時間遅延させることができた。固化は又、セットアップ時間が延びるであろうが、周囲温
度で進行させることができる。
固化した物質は、合成のヒドロキシアパタイト物質について報告された溶解度を超える固
有の溶解特性を有するナノメートルサイズの結晶性の乏しいアパタイトリン酸カルシウム

20

よりなっていた。これは、図３に示されており、そこでは、制御されたｐＨ緩衝溶液中に
３７℃で２４時間にわたって放出されるカルシウムイオンの濃度が、標準結晶性ヒドロキ
シアパタイト物質（曲線５２）よりも、本発明のＰＣＡ物質（曲線５０）について有意に
高かった。
実施例５：合成の不十分に結晶性の物質の、選択した粒子サイズの前駆物質からの製造
この実施例は、選択した粒子サイズを有する前駆物質を用いる、合成のＰＣＡ物質の製造
を示す。
ＤＣＰＤを、実施例４に記載のように調製した。この乾燥物質を、ＳＰＥＸ８５０５アル
ミナセラミック粉砕用チャンバーを備えたＳＰＥＸ８５１０ラボラトリーミルで５分間粉
砕した。粉砕後に、その物質を、順次、Tylerテストシーブシェーカーによってふるいに
かけて、表１に示したように８つの異なる粒度分布のＤＣＰＤを生成した。
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20
ふるい分け前のＤＣＰＤの予備粉砕は、実質的に結果を変えずに、乳鉢及び乳棒を用いる
簡易な手作業の粉砕により置き換え得るということが見出されている。
実施例１、２又は３から調製した反応性非晶質リン酸カルシウム物質を、ＤＣＰＤと１：
１（ｗｔ／ｗｔ）で、１０分間、ＳＰＥＸ８５０５アルミナセラミック粉砕チャンバーを
備えたＳＰＥＸ８５１０ラボラトリーミルを用いて物理的にドライブレンドした。次いで
、水（ドライブレンド１ｍｇ当たり１．０〜０．８ｍｌ）をこの粉末混合物に加えてペー
スト状コンシステンシーとした。表１に示した８の試料中の５が、３７℃３０分にてよく
固化した。試料６、７及び８は、他の試料程に急速又は堅固には固化しなかった。これら
の試料の各々は、他の試料よりも有意に高い＞１００μｍの粒子のパーセンテージを有し
た。これらの観察から、一層小さい粒度のＤＣＰＤの使用が、一層大きい粒度のＤＣＰＤ

30

中で一層急速且つ完全な固化へ導くということが結論され得る。
実施例６：合成のＰＣＡ物質の、反応性非晶質リン酸カルシウムからの製造
実施例１で製造した反応性非晶質リン酸カルシウム物質を、実施例４で記載した方法に従
って、他のリン酸カルシウム化合物とドライブレンドした。これらの化合物には、制限は
しないが、Ｃａ（ＰＯ3）2（メタリン酸カルシウム）、Ｃａ7（Ｐ5Ｏ16）2（十リン酸七
カルシウム）、Ｃａ2Ｐ2Ｏ7（ピロリン酸カルシウム）、Ｃａ3（ＰＯ4）2（リン酸三カル
シウム）が包含される。この乾燥混合比を、反応性非晶質カルシウムと混合した化合物の
モルＣａ／Ｐ比に依って、１．５〜１．７０のＣａ／Ｐ比であるように適当に計算した。
その結果生成した物質は、実施例３に示したのと同じ溶解度特性を有する不十分に結晶性
のアパタイトリン酸カルシウム固体であった。

40

実施例７：合成のＰＣＡ物質の、反応性非晶質リン酸カルシウムからの形成のための注射
可能なペーストの製造
この実施例は、不十分に結晶性のアパタイトリン酸カルシウム固体の形成のための注射可
能なペーストの製造を記載する。
実施例４〜６に従って製造した乾燥混合物質を、蒸留したＨ2Ｏ（２．３ｍｌ／ｍｇ）と
混合した。手で容易に形づくることができ又は０．５ｍｍＩＤ程の小さいノズルを通して
注射可能なペーストが形成された。その流動性は、このペーストを２〜３時間４℃に冷却
した後に増大した。
この物質は、ペースト形態にて、固化することなく、気密容器内で、４℃で約１２時間に
わたって貯蔵することができた。
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実施例８：合成の不十分に結晶性のアパタイトリン酸カルシウム物質の特性。
ＰＣＡ物質の結晶含有量を、Ｘ線回折及びＩ−Ｒ分光測定により測定した。
図５ａ〜ｄは、実施例４に記載したＤＣＰＤと反応性非晶質リン酸カルシウムとの間の反
応生成物のＸ線回折スペクトルである。この反応混合物を、３７℃の湿った環境に置き、
Ｘ線回折分光測定により種々の時間にて試験した。Ｘ線スキャン条件は、（ａ）銅製陽極
、（ｂ）λ＝１．４５４０５９８Å及び（ｃ）０．０２°のステップでのスキャンレンジ
２０〜３５°及び２秒のステップ間隔。図６は、リン酸二カルシウム二水和物（ａ）、こ
の発明の活性化ＡＣＰ（ｂ）、及び本発明のＰＣＡ物質（ｃ）の赤外スペクトルを示して
いる。
図５ａ〜ｄの試料を、それぞれ、０、２０分、７５分及び５時間にわたってインキュベー
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トした。これらの試料を、記した時間に取り出し、凍結乾燥して化学的特徴を保存した。
図５ａ（反応開始時に測定）は、開始時のＡＣＰ及び二リン酸二カルシウムに帰すことの
できるピークの組合せを表している（成分のＸＲＤパターンについて図４参照）。結晶性
二リン酸二カルシウムについてのｃａ．２０．２５°、２３．５°、２９．５°、３０．
７５°及び３４．２°における鋭いピークが、容易に観察される。反応時間の増加と共に
、鋭い結晶性のピークは落ち込み、広い（非晶質）ピークが、２６°、２８．５°、３２
．０°及び３３．０°に集中して現れている。７５分間の反応後に有意のスペクトルの変
化がないということに注目することは、この変換反応が本質的に１時間少々で完結したこ
とを示しており、興味深いことである。この発明のＰＣＡ物質のＸ線回折パターン（図５
ｄ）は、図７に示した天然の骨のそれに匹敵し得る。これらの２つのスペクトルは、ほぼ
同じであり、これは、この発明のアパタイトリン酸カルシウムの密接な生体模倣性を示し
ている。
実施例９−１２：合成のＰＣＡ物質の反応性非晶質リン酸カルシウムからの形成のための
注射可能なペーストの特性
これらの実施例は、合成の不十分に結晶性のヒドロキシアパタイト物質の形成に用いるべ
き注射可能なペーストのコンシステンシー及び反応性に対する液体容積の効果を示す。こ
れらのペーストの各々を実施例７に記載のように製造し、室温及び３７℃におけるコンシ
ステンシー及び反応速度を測定した。観察を、表２に報告する。
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実施例１３：前駆物質及び生成物質の赤外スペクトル

30

この実施例は、これらの実施例により生成された結晶性及び非晶質の前駆物質及び類似の
前駆物質の反応により生成された最終的なＰＣＡ物質の赤外スペクトルを比較する。図７
ａは、実施例４に記載のようにして調製したブラッシュ（ＤＣＰＤ）のＩＲスペクトルを
表し；図７ｂは、実施例１に記載のように調製した熱処理後のＡＣＰのスペクトルを表し
；そして図７ｃは、実施例４に記載のように調製したＰＣＡ物質のＩＲスペクトルである
。
実施例１４：骨質部位におけるＰＣＡ物質の移植及び再吸収
この研究の目的は、骨質移植部位におけるＰＣＡリン酸カルシウムの再吸収及び骨化をア
ッセイすることである。この方法は又、この発明のＰＣＡリン酸カルシウム配合物及び組
成物の再吸収及び骨化特性を試験するのにも有用である。
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試験物品は、実施例４に記載のように調製したＰＣＡリン酸カルシウム配合物であった。
ＡＣＰ及びＤＣＰＤを特定の割合で混合し、ＳＰＥＸグラインダー装置にて１分、３０秒
粉砕した。
成体（＞５月齢）のＮＺＷ雄ウサギを、研究の開始前に少なくとも１０日間にわたって隔
離して順化させた。動物を、個体ごとに、吊り下げたステンレス鋼製ケージに収容した。
木の削りくずをケージの下の糞皿にて用いた。研究の開始前に、動物をグループ又は処置
群にランダムに割り当て、耳に番号を入れ墨することにより及び対応ケージカードにより
識別した。すべての動物は、一の脛骨中に単一の欠損を有した。評価の時点は、２、４及
び８週であった（各時点にて動物２匹）。外科手術を、完全麻酔下で且つ無菌外科手術条
件下で行った。
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十分な麻酔を得た後に（例えば、麻酔効果を奏するためのケタミン／キシラジン）、無菌
技術を用いて、外側近位脛骨上に切り込みを入れた。軟組織を一方にそらせて骨を露出さ
せた。低速の歯科用ハンドピースにて約５ｍｍの穿孔器を、必要なだけの灌注（０．９％
生理食塩水）と共に用いて、〜５．５ｍｍの直径の穴を骨の表層部を通して開けた。この
骨質ディスクを皮層を含まないように切り分け、その部位を移植用に準備した。ペースト
状の水和した前駆物質をこの欠損中に配置した。対照用動物の欠損は、未処理のままであ
った。次いで、軟組織を重ねて閉じた。動物一匹当たり一の試料を、この方法を用いて調
製した。
これらの動物の一般的健康及び安寧の並びにそれらの歩行能力に対する特別の注意を伴う
臨床的観察を少なくとも毎週行った。すべての動物は、良好な健康状態に見えた。研究の
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終わりに、これらの動物を過量の麻酔により安楽死させて、移植部位を集めた。これらの
脛骨の放射線写真を予定した間隔（手術後及び検死時を含む）で作成した。
これらの移植部位をホルマリンで固定し、ヘマトキシリン及びエオシンの何れか、マッソ
ン三色染色法、又は石灰質を除いた試料からのフォン・コッサ染色スライドで染色した。
石灰質除去してない組織学的試料も又、調製して、黄緑色の塩基性フクシンで染色した。
研究室での動物の病理学の経験のある免許のある獣医の病理学者の委員（ＡＣＶＰ）が、
スライドを顕微鏡観察により評価した。骨の形態学についての主観的な観察を行い、組織
化された骨の存否及び検出可能なＰＣＡリン酸カルシウム物質の存否を書き留めた。
組織学的結果は、２週目において幾らかの無機質化を示した。４〜６週までに、移植を受
けた動物は、ＰＣＡリン酸カルシウムを残している形跡を伴わずに、移植部位に正常な小
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柱骨を有した。未処理の対照は、十分な内植及び／又は非皮質型の骨を有さず、十分に治
癒しなかった。図１０ａ及びｂは、それぞれ、外科手術の２週間後の未処理の及び処理し
た脛骨欠損の顕微鏡写真である。見られるように、未処理試料の欠損の縁の右側の骨は、
薄い小柱骨であり（図９ａ）；処理した試料の欠損の縁の右側の新たな骨は、厚い小柱骨
である。
実施例１５：皮下部位におけるＰＣＡ物質の移植及び再吸収
この実施例は、ラットの皮下に移植したときの、この発明のＰＣＡリン酸カルシウムの再
吸収を示す。それは又、バイオセラミック移植材料及び複合材料の新しい配合の再吸収特
性を試験するのに有用なスクリーニング手順をも示す。
８０匹の雄の及び８０匹の雌のSprague‑Dawleyラットに、各々、４ｍｌ（２〜４ｇ）のこ

30

の発明のＰＣＡ（実施例４で製造）を背側の皮下に移植した（ｋｇ当たりで考えたヒトで
の最大量の１０倍より多い）。対照用動物を、等容積の生理食塩水で処理した。操作手順
は、実施例１６に記載してある。これらのラットを、表３に与えたスケジュールに従って
犠牲にし；移植部位を、実施例１６に記載したように調べた。

40

臨床病理学分析用の血液を、これらの動物をＣＯ2麻酔して、後眼窩血脈洞又は心臓穿刺
により集めた（全部同じ方法による）。血液試料を各動物のグループから予定された犠牲
に供する前に集めた。これらの動物の一般的健康及び安寧についての臨床的観察を、３ヶ
月間は少なくとも毎週、その後は毎月行った。
１週目において、ＰＣＡ物質は、移植部位に存在し、おそらく再吸収プロセスと関連する
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中位の乃至顕著な肉芽腫を伴って見出された。２週目において、少量のＰＣＡ物質が、依
然として、移植部位に存在し、随伴する肉芽腫は、軽度乃至中程度であった。４週目まで
に、殆どの組織は、移植部位に僅かに残った肉芽種を有する正常のものに見えた。１２週
目において、移植の形跡は残っていなかった。
実施例１６：筋肉内部位におけるＰＣＡ物質の移植及び再吸収
この実施例は、変化させた粉砕時間の結果としての変化したイン・ビボでの再吸収時間を
有するＰＣＡ物質の移植物の製造を記載する。個々の乾燥前駆物質、ＡＣＰ及びＤＣＰＤ
を実施例４に記載のようにして製造した。次いで、ＤＣＰＤ及びＡＣＰの幾つかの異なる
配合物を、ｉ）ＤＣＰＤをＳＰＥＸグラインダーにて１５秒、３０秒、１分、２．５分又
は５分間にわたって粉砕し；ii）粉砕したＤＣＰＤを１：１でＡＣＰと合わせ；そしてii
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i）この混合物を、それぞれ、更に１５秒、３０秒、１分、２．５分又は５分間粉砕する
ことにより製造した。それ故、これらの異なる標品の総粉砕時間は、３０秒、１分、２分
、５分及び１０分間であった。
約２．５Ｍラドのガンマー線照射により滅菌した粉末形態のＰＣＡリン酸カルシウムを、
粉末形態のこの物質を取って滅菌水又は滅菌生理食塩水と混合し、それを２ｍｍの厚みの
約１ｃｍのディスクに成形することにより実施例４に記載のように製造し、少なくとも３
０分間にわたって３７℃でインキュベートした。ディスクを、製造後直ちに、成体の雄の
ニュージーランドホワイトラビットに移植した。
動物を、３匹の雄を含む投与グループに割り当てた（総数は、１５匹）。これらの移植物
をこれらのウサギにランダムに割り当てた。外科手術の１０〜１５分前に、動物にキシラ
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ジン（１０ｍｇ／ｋｇ、ｉ．ｍ．）を前投薬した。次いで、その動物にケタミン（５０ｍ
ｇ／ｋｇ、ｉ．ｍ．）を与えた。その動物の背面を刈り込んで毛をなくし、ベタディン外
科用溶液とアルコールで洗った。外科手術前に、この動物が適当に麻酔されていることを
確認するために監視した。これを行うために、圧力を足蹠に加えた。応答がない場合には
、その動物は、適当に麻酔された。この手順の間中、その動物を、ひげのひきつり及び足
指をつねることへの反射について監視した（これは、この動物が起きていないことを示し
た）。
無菌技術及び円刃刀を用いて、腰部最長筋（m.longissimus lumborum）（背骨の両側に沿
って位置している）上の皮膚に１〜２ｃｍ長の切開を作った。この切開を作るときに、下
にある筋膜及び筋肉も切断して、試料を筋肉中に入れることを可能にした。試料ディスク

30

を直接この筋肉中に配置して、移植物全体が確実に筋肉中に埋まるようにした。この筋肉
を、一本の吸収可能な縫合糸を用いて閉じ、皮膚を一針ずつの縫合により皮下で閉じた。
金属製の皮膚用ステープルを用いて、外側の皮膚表面の切り口を閉じた。５つの試料を、
この方法にて、各側に配置した。各試料を切開の末端に配置し、それらは、互いに約１ｃ
ｍ離れていた（図解参照）。これらの試料は、７ｍｍ×２ｍｍのディスクの形態で重さ約
１５０ｍｇであった。これらの動物を監視し、起床時にブプレノルフィン（０．０２〜０
．０５ｍｇ／ｊｇ、ｓ．ｑ．）を与えた。手術後３日間にわたって、鎮痛薬を１日２回投
与した。
これらの動物を、手術後直ちに、及びその後２週間毎に放射線写真を撮った。これらの放
射線写真を、これらの物質の再吸収を追跡するために比較した。時点間の如何なる変動を
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も最小にするために放射線写真のための標準化法を用いた。
安楽死後、移植部位を、先ず肉眼での検査により評価した。可視的な移植物を伴う部位に
おいて、これらの移植物は、灰色乃至黄色の固体のディスクに見えた。移植物が再吸収さ
れた部位では、筋肉の赤色乃至黄褐色の変色領域が観察された。
移植物を含む筋肉組織を、それらの移植物を乱さないよう注意しながら取り出した。これ
らの組織及び識別マークを、１０％の中性の緩衝されたホルマリンを満たした標識したジ
ャーに入れた。すべての移植部位を顕微鏡下で処理して評価した。観察には、病巣繊維症
、病巣肉芽腫炎症及び移植物の外観が含まれた（幾つかの場合）。繊維症は、最初、繊維
細胞及びコラーゲンとして見られた。肉眼的再吸収を伴う動物は、繊維症及び最小の乃至
中程度の肉芽腫病巣炎症を有した。肉芽腫炎症は、病巣のマクロファージ及び巨細胞の凝
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集として見られ、ときには細胞質内結晶を伴い、時折異種親和性及びリンパ球を伴った。
再吸収されなかった移植物の周囲の炎症は、第一に、軽度の繊維症及び／又は肉芽腫炎症
に対して最小であり、これらの両者は、筋肉内移植物について許容範囲内である。
４週目において、３０秒、１分又は２分間にわたって粉砕することにより製造したＰＣＡ
リン酸カルシウム移植物から作成したペレットは、完全に再吸収された。５分又は１０分
間にわたって粉砕することにより製造したものは、完全には再吸収されなかった。
実施例１７：骨質部位におけるＰＣＡ物質の移植及び再吸収
この研究の目的は、骨質部位におけるこの発明のＰＣＡリン酸カルシウムのし吸収及び骨
化をアッセイすることであった。
成熟（＞１年齢）ビーグル犬を、それらの大きさ及び骨研究用のモデルとしての歴史的な

10

利用の故に採用した。このイヌの脛骨は、大きい（＞５ｍｍ）欠損を創り、動物の歩き回
る能力を傷つけることなく骨における欠損の誘導に対する二次的な骨折を誘導することな
く研究することを可能にするだけ十分に大きい。
１０匹の成体の雄及び雌のビーグル犬（６．０〜１５．０ｋｇ）が同じ処置を受け；欠損
を、各脛骨の脛骨稜皮質の側面に創った（８ｍｍ又は１０ｍｍ）。ＰＣＡリン酸カルシウ
ムを、一方の脛骨中に配置し、他方の脛骨は、対照とされた。
切り込みを近位脛骨上に創った。軟組織を一方にそらせて骨を露出させた。低速の歯科用
ハンドピースにて８ｍｍの穿孔器を、必要なだけの灌注（０．９％生理食塩水）と共に用
いて骨質ディスクを切り分けて遊離させ、その部位を移植用に準備した。この発明のリン
酸カルシウム物質（固体又はペースト）を、この欠損中に配置した。次いで、軟組織を重
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ねて閉じた。動物一匹当たり１〜３の試料をこの方法を用いて行った。これらの動物を、
予定期間にわたって治癒させた。
動物を、０、２、４及び８週目に、臨床的観察、放射線写真及び欠損部位の顕微鏡検査に
より評価した。特に、脛骨の放射線写真を、研究中、２週間毎に撮った。これらの放射線
写真を、研究の継続期間の決定に用いた。隔週の終わり頃に、２匹の動物を犠牲にして、
試験部位を組織学用に取り出した。これらの移植部位を石灰質除去してない及び石灰質除
去した切片として調製した。
２匹のイヌをパイロット動物として用い、それらは、ＰＣＡ物質を受けなかった。これら
のパイロット動物において、幾らかの治癒が、２週目において放射性写真により認められ
た。６〜８週までに、欠損は、完全に治癒した。イヌの欠損の大きさを１ｃｍにおいて最
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適であるとして測定した。残りの８匹のイヌにおいて、対照用の欠損は、６週間以内に治
癒し；処置した欠損は、２〜４週間で治癒した。これらの対照用欠損における骨の質は、
薄い小柱骨であり；処置した欠損においては、骨は、厚い小柱骨乃至皮層型の骨であった
。従って、処置した欠損は、処置しなかった欠損より約２週間早く治癒し、且つより良い
骨の厚みで治癒した。
図１１は、この発明のＰＣＡ物質で処理した欠損部位中へのイヌの小柱骨の、手術後８週
間での成長の高度に拡大した（１０×）写真を示している。小さい矢印は、骨片を裏打ち
する骨芽様細胞を示しており、増大された細胞活性を示している。
図１２は、この発明のＰＣＡ物質で処理したイヌの皮層骨欠損の顕微鏡写真を示している
。大きい矢印は、欠損の縁を示している。この新たな骨の成長は、欠損の右側にあり；手
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術後４週間で、この成長は、厚い小柱骨である。
実施例１８：骨質部位におけるＰＣＡ物質の移植物の移植及び再吸収
この研究の目的は、この発明のＰＣＡリン酸カルシウムの再吸収及び骨化をアッセイする
こと及び試験ＰＣＡリン酸カルシウム物質をスクリーニングするためのパラメーターを確
立することであった。
１８匹の成体（＞３月齢）ＮＺＷ雄ウサギをこれらの研究において用いた。十分な麻酔を
得た後に（例えば、麻酔効果を奏するケタミン／キシラジン）、無菌技術を用いて、近位
脛骨上に切り込みを創った。軟組織を一方にそらせて骨を露出させた。低速の歯科用ハン
ドピースにて約５ｍｍの穿孔器を、必要なだけの灌注（０．９％生理食塩水）と共に用い
て骨質ディスクを切り分けて遊離させ、その部位を移植用に準備した。この発明のＰＣＡ
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リン酸カルシウム物質（固体、顆粒又はペースト）を、欠損中に配置した。次いで、軟組
織を重ねて閉じた。
動物の一般的健康及び安寧の臨床的観察（特に歩行に関する観察）を、毎週行い、一層詳
しくは、週２回の放射性写真の時点に行った。これらの脛骨の放射性写真を、予定した間
隔で作成した（手術後及び検死の時を含む）。
移植部位を、ヘマトキシリン及びエオシン、マッソン三色染色法石灰質除去した試料とし
て及び石灰質除去してないスライドとして調製した。
発見及び臨床的観察は、外科手術と関係しており、ＰＣＡリン酸カルシウム移植物とは関
係しなかった。手術後の臨床的観察は、手術に関連した外傷に関して予想される発見の範
囲内であった。手術後直ちに及び各々の予定の犠牲の時点において放射性写真を撮った。

10

手術の直後に、すべての骨の欠損部位は、明確であり；移植物は、骨と同じ放射性密度を
有するように見えた。手術の２週間後に、対照用の欠損は、明確な部位を有し、移植部位
は、一層明確でなく、周囲の骨の中へブレンドされており；類似の発見が４週目において
観察された。７週目に、すべての部位は、増大した放射性密度と同様に見えた。肉眼的に
、２週目の欠損部位は、対照の及び処理した動物においてはっきりと見ることができた。
４週以上経過すると、移植物又は対照部位は、肉眼的には確認できなかった。
放射性写真による発見は、対照用動物において７週目までに僅かな変化しか示さず；発明
のＰＣＡ物質で処理した動物は、時間を超えて増大する放射性密度を欠損において有した
。対照用動物における欠損は、４〜７週以内に、主として薄い小柱型の幾らかの新しい骨
の内植を有した。処理した動物における欠損は、２週目という早期に骨の内植を有し、７
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週目までに新しい骨で満たされた。顕微鏡による発見は、増大された骨のＰＣＡリン酸カ
ルシウム移植物との置換と一致している。合わせると、この研究は、対照用動物で７週目
までに、この発明のＰＣＡ物質で処理した動物で４週目までに、ウサギの脛骨中の５ｍｍ
の欠損が治癒し又は新たな骨の成長を有したことを示している。又、このウサギの単一皮
層の５ｍｍの決定的サイズの欠損のモデルは、試験物品を再吸収及び骨化特性について分
析するのに有用である。
図１３は、未処理（図１３ａ）の及び処理した（１３ｂ）ウサギの脛骨の欠損の手術後４
週目の顕微鏡写真を示している。大きい矢印は、欠損の縁を示している。図１３ａにおい
て、小さい矢印１００は、欠損部位における豊富な繊維性結合組織を示している。大きい
矢尻１０２は、この欠損における新しい小柱骨を示している。図１３ｂにおいて、２つの
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小さい矢印１０４は、この欠損における厚い小柱骨の成長の境界線を画定している。
実施例１９：粒子サイズを変えることによる合成ＰＣＡ物質の再吸収速度の変化
ＰＣＡ前駆物質を、実施例５に従って調製する。２つの前駆体混合物、試料６に対応する
試料Ａ及び試料１、２、３及び４の２：４：３：１混合物に対応する試料Ｂを調製する。
水和したこれら２つの試料の前駆体ペーストを、ゲッ歯動物において、実施例１５の皮下
試験にて試験する。再吸収を、様々な時点において監視する。
実施例２０：生物学的に活性な剤のＰＣＡ物質デバイスへの取込み及びイン・ビトロ安定
性の保護
この実施例は、蛋白質の本発明の送達ビヒクル中へのその蛋白質のイン・ビトロ安定性を
保存するような仕方での取込みを示す。
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ウシ膵臓トリプシンを、リン酸緩衝塩溶液中で、１００ｍｇ／ｍｌの濃度で調製する。こ
の溶液の０．８ｍｌを、活性化ＡＣＰとＤＣＰＤの１：１混合物１ｇ（実施例１７、試料
Ｂに記載）に加える。この混合物を大丸薬に成形して３７℃で３０分間湿った環境中で硬
化させる。硬化した大丸薬を、次いで、一晩凍結乾燥し、続いて、それを乳鉢と乳棒を用
いて粉砕する。この方法で形成した粉末を１ｍｌの水と混合し、カゼインアッセイプレー
ト中のウェルに塗布する。このウェルの周囲の環中の濁ったカゼインのクリアランスを、
熱不活性化したトリプシンに続いて凍結乾燥したＰＣＡ試料を同様に加えたウェル中で認
められたクリアランスと比較する。
実施例２１：生物学的に活性な剤のＰＣＡ物質デバイスへの取込み及びイン・ビボ安定性
の保護
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この実施例は、蛋白質の本発明の送達ビヒクル中へのその蛋白質のイン・ビボ活性を保存
するような仕方での取込みを示す。
２００ｍｇ／ｍｌのベータガラクトシダーゼ（Worthington LS004093）をリン酸緩衝塩溶
液（ｐＨ７．０）中で調製する。この溶液の０．８ｍｌを、活性化ＡＣＰとＤＣＰＤの１
：１混合物１ｇ（実施例１７、試料Ｂに記載したように調製）に加え、パテに混合する。
この二次成形可能なＰＣＡを、次いで、大丸薬に調製し、ラットの皮下に移植する。２週
間後に、このＰＣＡ大丸薬を取り出し、凍結乾燥して乳鉢と乳棒で粉砕する。この粉末を
、次いで、例えばMiller（Experiments in Molecular Genetics,Cold Spring Harbor Lab
oratory Press,Cold Spring Harbor,NY,1972）に記載されたような液体アッセイを用いて
、ベータガラクトシダーゼ活性についてアッセイする。
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実施例２２：抗生物質の送達
この実施例は、歯科用途において抗生物質を送達するための本発明の送達ビヒクルの利用
を示す。
１００ｍｇ／ｍｌのゲンタマイシンを、リン酸緩衝塩溶液（ｐＨ７．０）中で調製した。
この溶液の０．８ｍｌを、活性化ＡＣＰとＤＣＰＤの１：１混合物１ｇ（実施例１７、試
料Ｂに記載したように調製）に加え、パテに混合する。この二次成形可能なＰＣＡを、次
いで、大丸薬に調製し、ラットの皮下に移植する。２週間後に、このＰＣＡ大丸薬を取り
出し、凍結乾燥して乳鉢と乳棒で粉砕する。この粉末を、次いで、殺菌活性について、Ｕ
ＳＰ阻止試験の殺菌／細菌停止ゾーンを用いてアッセイする。
20

実施例２３：ワクチンの送達
この実施例は、ワクチンを送達するための本発明の送達ビヒクルの利用を示す。
スカシ貝ヘモシアニンを、リン酸緩衝塩溶液（ｐＨ７．０）中で、０．５ｍｇ／ｍｌの濃
度で調製する。この溶液の０．８ｍｌを、活性化ＡＣＰとＤＣＰＤの１：１混合物１ｇ（
実施例１７、試料Ｂに記載したように調製）に加え、パテに混合する。この二次成形可能
なＰＣＡを、次いで、大丸薬に調製し、ラットの皮下に移植する。この工程を、４ヶ月間
、月ベースで繰り返す。血液試料を、標準ベースで採取し、抗スカシ貝ヘモシアニン抗体
力価をＥＬＩＳＡにより測定する。
実施例２４：核酸の送達
この実施例は、細胞のトランスフェクションの目的のための核酸の筋肉内送達のための本
発明の送達ビヒクルの利用を示す。この方法は又、ＤＮＡを筋肉以外の組織に取り込ませ
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るために利用することもできる。
ｐＵＣ１９プラスミドＤＮＡを、ＥＤＴＡ

ＴＲＩＳ（ｐＨ７．４）にて、２ｍｇ／ｍｌ

で調製する。この溶液の０．８ｍｌを、活性化ＡＣＰとＤＣＰＤの１：１混合物１ｇ（実
施例１７、試料Ｂに記載したように調製）に加え、パテに混合する。この二次成形可能な
ＰＣＡを、次いで、大丸薬に調製し、ラットの筋肉中に移植する。４週間後に、移植部位
の筋肉を切開して、Ｂガラクトシダーゼ遺伝子産物の存在について組織学的に染色する。
実施例２５：パーキンソン病の治療のためのＰＣＡ物質デバイスの移植及び再吸収
この実施例は、パーキンソン病の治療のための薬物を送達するための本発明の送達ビヒク
ルの利用を示す。
霊長類を、ＭＰＴＰを用いて半パーキンソン症候群患者にし、Kordower等、Cell Transpl
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antation 14:155‑171,1995に記載されたように、行動を評価する。
２００ｍｇ／ｍｌのＧＤＮＦを、リン酸緩衝塩溶液（ｐＨ７．０）中で調製する。この溶
液の０．８ｍｌを、活性化ＡＣＰとＤＣＰＤの１：１混合物１ｇ（実施例１７、試料Ｂに
記載したように調製）に加え、パテに混合する。水和したＰＣＡ前駆物質を、次いで、３
つの円柱（各々、約１ｍｍ×１ｃｍ）に形作り、３７℃で湿った環境中で硬化させる。
これらの円柱を、次いで、実験動物の傷害された側の側脳室に入れ、それらの霊長類の行
動を、継続的に評価する。２ヶ月後に、これらの動物を犠牲にして、黒質及び線条のニュ
ーロンをチロシンヒドロキシラーゼ活性について分析する。
実施例２６：予備硬化した移植物：イヌの下顎アンレーモデルにおける増大及び再吸収
この研究の目的は、イヌの下顎部位における、この発明のＰＣＡリン酸カルシウムの２つ
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の配合物の再吸収、骨化及び生体適合性を評価することであった。予備硬化したＰＣＡリ
ン酸カルシウムを、イヌの下顎アンレーモデル（これは、更に、増大モデルとして用いる
ことができる）において、移植した。
この試験物品は、実施例１６に記載したタイプ２及び１０に対応する２種類の配合のＰＣ
Ａリン酸カルシウムであった。このＰＣＡリン酸カルシウムを、移植前に約４０℃で湿っ
た環境中で予備硬化させた。対照用移植物は、それぞれ、シリコーンの及び多孔性ヒドロ
キシアパタイトの３ｍｍ×４ｍｍの円柱であった。
２匹の成体の雌の猟犬タイプのイヌ（２０〜２５ｋｇ）をこの研究において用いた。両方
のイヌは、２つの対照用の移植物を下顎の右側に受け（各１つずつ）、タイプ２及びタイ
プ１０のＰＣＡリン酸カルシウム配合物の各一方を左側（反対側）に受けた。

10

移植を、完全麻酔下で且つ無菌的外科手術の条件下で行った。これらの動物にトランキラ
イザー及びアトロピン型剤を前投薬して、バルビツール酸塩で誘導した。この動物の生命
徴候（温度、心拍数、呼吸速度）を、この手順の前及び実施中を通して監視した。これら
の動物を、足指をつねること及び角膜刺激により適当な麻酔の深さについて試験した。適
当な麻酔を得た後に、無菌技術を用いて、下顎と頸基部（下顎の下縁を超える）の中側（
midlateral）腹側面上の皮膚を切開した。軟組織を一方へそらせて骨を露出させた。外側
の下顎面上の骨膜を持ち上げて、骨面をバー又はドリルで、それが円柱状移植物を受け入
れる形状で粗く出血するまででこぼこにした。この方法を用いて、各外側下顎面上に、動
物当たり及び側面当たり２つの試料を置いた（２つの実験用のＰＣＡリン酸カルシウム試
料と２つの対照）。これらの試料を、それらが互いに近くに置かれることのないことを保

20

証するために約１ｃｍにて配置した。骨膜を、先ず、３．０ビクリルを用いて閉じた。次
いで、軟組織を重ねて３−０ビクリル吸収可能な縫合糸で閉じた。皮膚を５−０ナイロン
の単純結節縫合により閉じた。これらの動物を、予定期間にわたって治癒させた。一方の
イヌを３週目に、他方のイヌを３ヶ月日に犠牲にし、試験部位を組織学用に取り出した。
すべての動物を安楽死させて識別マークを集めた。
移植部位を石灰質除去してない切片として調製した。切片を生体同化、生物分解及び生体
適合性について評価した。
これらの結果は、次の通りであった：すべての時点において、優れた生体適合性が認めら
れた。巨細胞は認められず、最小限のマクロファージが認められた。ＰＣＡリン酸カルシ
ウム移植物の底部に少数の細胞の厚みだけの最小限の反応層だけがあった。これは、対照
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の何れかについて認められたものより有意に優れている。
３週目において、タイプ２の物質の大部分は、再吸収された。１２週目において、タイプ
２は、元々の骨の表面に完全に再吸収された。更に、窩中の骨は、完全には分化してなか
った。
タイプ１０の試料は、新たな骨の内植及び移植物中への細胞移動を伴う骨の完成を示した
。移植物自体は、１２週間後には、約１０％が再吸収されていた。
シリコンの対照用移植物は、再吸収可能でなく、軽度乃至中程度の外来抗体反応を示した
。空隙は、３週目には埋まってなかったが、１２週目までには繊維性の組織で満たされた
。ヒドロキシアパタイトの対照用移植物は、最初の１２週間以内に再吸収又は骨の完成の
如何なる徴候も示さなかった。

40

この実験は、この発明のＰＣＡリン酸カルシウムの優れた生体適合性を確認した。更に、
２つのＰＣＡ配合物の間で再吸収時間に差が認められ、前駆物質が一層長時間にわたって
混合／粉砕された試料（タイプＢ）についての再吸収のタイムコースが延長されていた。
これらの結果は又、急速に骨化する装入物を有する実施例１４、１７及び１８の適用と比
較して一層遅い再吸収及び骨化特性（装入物を有しない下顎移植部位で認められた）をも
示す。
実施例２７：異所性の骨の生成
この実施例は、発明の細胞播種したＰＣＡ物質を用いる、モデル動物における異所性の骨
の生成を記載する。
このＰＣＡ物質を、該物質を予備硬化させること、用いる水和媒質が０．８ｍｌ／ｇのリ
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ン酸緩衝塩溶液（ｐＨ７．４）であること、及びこの物質に下記のように細胞を播種する
ことを除いては、実施例１５及び１６に記載したように調製して、皮下又は筋肉中に移植
する。幾つかの場合においては、０．２ｍｇ／ｍｌのＢＭＰ７が水和媒質中に含まれてい
る。
移植前に、水和したＰＣＡの１ｇの試料に、生検針を用いて予め採取した約５０μｌの患
者の骨髄を注射器を用いて接種する。次いで、水和した前駆物質を移植する。週２回ＰＣ
Ａを回収できるように十分な患者を利用して、異所性の骨の生成を研究する。
実施例２８：自家細胞播種によるイン・ビボでの軟骨の生成
この実施例は、自家軟骨産生細胞を播種した発明のＰＣＡ物質組成物からの骨の表面での
10

軟骨の生成を記載する。
イヌ及びウサギを含む多くの場合において、ＰＣＡ物質で処理した骨を組織学的に調べた
ときに、予想外の軟骨の形成が認められた。図１８は、ＮＺＷウサギからの放射状の骨の
顕微鏡写真である（ヘマトキシリン及びエオシンで染色）。ＰＣＡ物質の小丘を、偶然に
、健康な骨の領域に適用したが、軟骨の形成が、ＰＣＡの小丘の中央にはっきりと認めら
れる。天然の骨を２で示し、軟骨性の領域を１で示してある。
実施例２９：イン・ビトロでの軟骨の生成
この実施例は、本発明の細胞播種したＰＣＡ物質組成物からのイン・ビトロでの軟骨の生
成を記載する。
ヒトの軟骨細胞を用意し、軟骨生成をGoldring（Methods in Molecular Human Cell Cult
ure Protocols,Jones編、Human Press.p.217‑232,1996、参考として本明細書中に援用す

20

る）に従って測定し；ラットの細胞株ＣＦＫ２をBernier等（1993 J.Bone Miner.Res.8:4
75,1993）に従って維持し；そして椎間軟骨細胞をRivard等（Fifth World Biomaterials
Congress,pg.291,1996）に従って調製する。すべての手順を無菌条件下で無菌的に行う。
無菌のＰＣＡの水和した前駆物質を、実施例５、試料５に従って調製する。水和媒質は、
２×ＨＢＳＳ（５０ｍＭ
２ｍＭグルコース

ＨＥＰＥＳ、１０ｍＭ

ＫＣｌ、２８０ｍＭ

ＮａＣｌ及び１

ｐＨ７．５）である。この水和した前駆物質を、２つのスラブ（各々

は、約１ｍｍの厚みで約１平方ｃｍである）に成形する。第１のスラブに小さいくぼみを
作り、１０％ＦＣＳを含む約５μｌの成長培地中の約２５，０００細胞を、このウェル中
に配置する。第２のスラブを第１のスラブの上に置き、これら２つのスラブの縁を一緒に
締め付ける。その結果生成した組成物を、それが１０％ＦＣＳを含む成長培地に水没する
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ようにペトリ皿中に置く。このペトリ皿を３７℃の５％ＣＯ2インキュベーター中に置く
。この培地を、３〜４日毎に交換する。週ベースで軟骨の形成について試料を分析するの
に十分な複製が調製される。
実施例３０：異所性の軟骨形成
この実施例は、発明の細胞播種したＰＣＡ物質組成物を用いる、動物モデルにおける異所
性の軟骨の生成を記載する。
このＰＣＡ物質を調製し、実施例１５及び１６に記載のようにウサギの皮下又は筋肉中に
移植する（但し、この物質を予備硬化せず、用いる水和媒質は０．８ｍｌ／ｇのリン酸緩
衝塩溶液（ｐＨ７．４）であり、そしてＰＣＡ物質には下記のように細胞を播種する）。
幾つかの場合には、０．２ｍｇ／ｍｌの１型コラーゲンをこの水和媒質中に含有させる。

40

移植前に、水和したＰＣＡの１ｇの試料に、約１００μｌの酵素的に単離した自己の膝関
節の軟骨細胞を接種する。好ましくは、これらの軟骨細胞を、ＰＣＡ物質中に注射器を用
いて送達する。この細胞播種された水和した前駆物質を移植する。週２回のＰＣＡの回収
を可能にするだけ十分な患者を用いて、異所性の軟骨生成を研究する。
実施例３１：イン・ビボでの軟骨の修復
この実施例は、発明の細胞播種したＰＣＡ物質組成物を用いる、動物モデルにおける異所
性の軟骨の生成を記載する。
ＰＣＡ物質水和前駆物質を調製し、外科的に軟骨を除去したイヌの膝関節に移植する。用
いる水和媒質は、０．８ｍｌ／ｇのリン酸緩衝塩溶液（ｐＨ７．４）であり、水和した前
駆物質に下記のように細胞を播種する。幾つかの場合には、０．２ｍｇ／ｍｌの１型コラ
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ーゲンをこの水和媒質中に含有させる。
移植前に、水和した前駆物質の１ｇの試料に、約２００μｌの酵素的に単離した自己の膝
関節の軟骨細胞を接種する。これらの軟骨細胞は、好ましくは、注射器により送達する。
この細胞播種された水和した前駆物質を移植する。週２回のＰＣＡの回収を可能にするだ
け十分な患者を用いて、関節の軟骨の生成を研究する。
実施例３２：細胞をカプセル封入したマトリクス
この実施例は、カプセル封入細胞治療のための発明のＰＣＡマトリクスの利用を記載する
。カプセル封入デバイスを、公知の方法に従って製造する（Aebischer等の米国特許第４
，８９２，５３８号；Sefton等の米国特許第４，３５３，８８８号、Winn等Experimental
Neurology 140:126（1996）、これらの各々を参考として本明細書中に援用する）。

10

デバイスに、１５，０００の繊維芽細胞の存在下で水和した前駆物質ペーストを詰め込ん
でシールする。デバイスは、イン・ビトロに維持するか又はレシピエント動物に移植する
。デバイスを周期的に外植し、トリパンブルーで細胞の生存力をチェックする。
実施例３３：ＰＣＡ／ＨＡ複合材料を用いるイン・ビボ増強
この実施例は、長期間持続し形状を保持する骨格増強を生じるためのＰＣＡ／ＨＡ複合材
料における比較的ゆっくり再吸収されるＰＣＡ物質の利用を示す。
ＰＣＡ／ＨＡ複合材料は、微粒子のＨＡ（粒度＜２００μｍ）を、実施例５、試料５に記
載した発明の水和した前駆物質パテと、０．０５〜３０％ｗｔ／ｖｏｌに及ぶ比で混合す
ることにより製造する。この混合により生成した粒状パテを、移植に適した形態に形作る
。この粒状パテを、次いで、３７℃で硬化させる。

20

この移植部位を、皮層の骨（骨膜を含む）数ミリメートルを切り分けることにより調製す
る。可能であれば、移植部位に骨膜を皮層の骨表面から剥がすが、付着したままにしてお
く。この物質及び切り分けた骨からの血液を、保持し、そして新鮮なＰＣＡ物質ペースト
（即ち、水和した前駆物質）と約１：３の体積比で混合し、取っておく。新鮮なＰＣＡ物
質ペーストをセメントとして用いて、移植物を露出した皮層の骨面へ貼り付ける。必要な
らば、更なるＰＣＡ物質ペーストを塗布して移植物の接着を確実にする。保持されたＰＣ
Ａ／組織物質混合物を、次いで、移植物のための播種源として用いて可能な限り多くの移
植物表面に塗布する。次いで、骨膜をできるだけ移植物上に引き戻す。
実施例３４：ＡＣＰ及び関係する促進剤を用いるＰＣＡリン酸カルシウムの生成
この実施例は、硬化特性及び種々の関連する促進剤を用いるＡＣＰからのＰＣＡリン酸カ
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ルシウム形成を示す。高度に反応性のＡＣＰを、実施例１に従って製造した。
試料１−１、１−２及び１−３の微結晶性ヒドロキシアパタイトを、次のように、結晶化
の阻害剤を用いずに調製した：２１８ｇのオルトリン酸水素二ナトリウム（Ｎａ2ＨＰＯ4
・１２Ｈ2Ｏ）を１２００ｍＬの蒸留水の溶液に溶解させた。試料１−１及び１−２の炭
酸ガス飽和のＰＣＡリン酸カルシウムについては、この溶液に８０ｇのＮａＨＣＯ3も加
えた。７０ｇの硝酸カルシウム［Ｃａ（ＮＯ3）2・４Ｈ2Ｏ］を、５００ｍＬの蒸留水に
溶解させた。このカルシウム溶液を急いで、室温で定速で攪拌しているリン酸塩溶液に注
いだ。沈殿が直ちに起こりそして実質的に完結した。酸性リン酸カルシウムの形成を回避
するために、その沈殿のｐＨを水酸化ナトリウム溶液の添加により７．４に調節した。こ
の沈殿を、ブフナーロート（総表面約０．１ｓｑ．ｍ）を通す濾過により溶液から直ちに

40

分離し、約３リットルの蒸留水で洗った。低結晶化度のリン酸カルシウムのゲルケークが
濾紙上で得られた。このゲルケークの一部を、直ちに、試料１−２及び１−３について、
凍結乾燥した。
試料１−１について、ゲルケークを、次のように処理した：濾過及び洗浄の後に、適当量
の蒸留水（５〜８０重量％）をこのゲル沈殿に加えた。次いで、それをポリテトラフルオ
ロエチレン（ＰＴＦＥ）の型（直径６０ｍｍ；高さ２ｍｍ）にキャストし、ゲル中に捕捉
されている空気泡を放出させるために数分間（超）音波処理した。
これらの型を制御された温度（５〜３７℃）及び湿度（１０〜９５％ＲＨ）のチャンバー
中で乾燥させた。これらの試料は、乾燥に際してゆっくり収縮し、殆どの水を放出した。
これらの試料の乾燥及び収縮の速度は、初期水分含量に依存した。この物質は、乾燥に際
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して硬化してガラス質になった。それは、約１０％の残留水を含んでいた。
残りのヒドロキシアパタイト及びカルシウム源は、商業的供給元からのものをそのまま用
いた。

10
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40

ＡＣＰは、特異的な促進剤と約５０：５０の比（ｗｔ／ｗｔ）で、ＳＰＥＸラボラトリー
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ミルにて５分間混合した（表１参照）。乾燥粉末１ｇ当たり約０．８ｍＬのＨ2Ｏを、乾
燥前駆物質混合物に加えて、混合してペーストとした。この混合物を、次いで、大丸薬に
形作り、湿ったティシューペーパーに包んで３７℃で少なくとも３０分間固化させた。３
０分後、及びその後の様々な時点において、このペーストを固さについて監視した。図１
５及び１６は、反応１−２及び１−４からの代表的ＸＲＤである。２つの異なる粒度のヒ
ドロキシアパタイトの関連促進剤としての利用は、異なる粒度のＤＣＰＤを伴う類似の結
果を生じた（実施例５参照）。即ち、粒度の大きいヒドロキシアパタイト程、もっと小さ
い粒度のヒドロキシアパタイトより一層ゆっくり且つ一層不完全に固化した。
実施例３５：中性のアパタイトリン酸カルシウムプロモーターの利用
この実施例は、中性のアパタイトリン酸カルシウムの、骨の成長をイン・ビボで促進する

10

ためのこの発明のＰＣＡリン酸カルシウムへのＡＣＰの変換のための促進剤としての利用
を示す。化学量論的なヒドロキシアパタイトを、実施例３４〜３７に記載のように、反応
性ＡＣＰと混合する。水和した前駆物質ペーストを動物患者に実施例１４、１５又は１６
に記載したように塗布する。骨の治癒及び生体適合性を、記載したように、指示した時点
で監視する。
実施例３６：プロモーターを利用するＰＣＡ物質の製造
この実施例は、種々の受動的促進剤を用いるＰＣＡリン酸カルシウムのＡＣＰからの製造
を示す。
高度に反応性のＡＣＰを、実施例５に従って調製した。ＡＣＰを特異的促進剤と約５：１
又は１：１の重量比（表２参照）で５分間ＳＰＥＸラボラトリーミルで混合した。水（０

20

．７５〜０．８５ｍＬ）を加えて混合してパテを形成した。この混合物を、次いで、大丸
薬に形成し、湿ったティシューペーパーに包んで３７℃に少なくとも３０分間加熱した。
３０分後、及びその後の様々な時点で、このペーストを固さについて監視した。図１７は
、アルミナ促進剤を用いる試料２〜４からの代表的なＸＲＤである。この図において、ア
ルミナのピークは、標準ＰＣＡリン酸カルシウムプロフィル上に重ねて見ることができる
。

30

40

実施例３７：反応プロフィル
この実施例は、活性化ＡＣＰ及びＤＣＰＤ前駆物質を用いる好適具体例の反応の温度感受
性及び正味の熱吸収性を監視するための走査示差熱量計（ＤＳＣ）の利用を示す。
同重量のＡＣＰとＤＣＰＤを含む乾燥前駆物質混合物を、ＳＰＥＸ８５０５アルミナセラ
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ミック粉砕チャンバーを備えたＳＰＥＸ８５０ラボラトリーミルにて実施例４に記載のＡ
ＣＰとＤＣＰＤ前駆物質を２分間混合することにより調製した。この水和した前駆物質の
調製は、混合乾燥前駆物質１グラム当たり０．７〜１．５ｍｌの水を加えることにより達
成した。約４℃に予備冷却した水（０．０５ｍＬ）を４７．２７ｍｇの乾燥前駆物質混合
物に加えて、直ちに熱量計に入れた。このＤＳＣ（Perkin Elmer 7シリーズ熱分析システ
ム）を、走査速度５℃／分で、開始温度０℃にセットした。結果は、図１６に示してある
。このプロットは、最初の７分間の反応性の監視を表しており、本質的に０．０℃と凡そ
２０℃との間で熱の流れがないことを示している（この点において、吸熱性の熱の流れが
起きる）。この熱の流れの特性は、３７℃において、この反応は本質的に吸熱性であり、
用いた条件下においては、反応は、約２０℃より低温ではあったとしても非常にゆっくり

10

と起きるだけであることを示している。従って、このシステムにおける正味の反応性、即
ちこのシステムの吸熱性及び発熱性の熱の流れの総和は、吸熱性である。
実施例３８：ある組成物における硬化の不在
この実施例は、促進剤の不在におけるＡＣＰのＰＣＡリン酸カルシウムへの変換を記載し
、新たに形成されたＰＣＡリン酸カルシウムが固化できないことを示す。同様に、促進剤
ＤＣＰＤは、それ自身では、固化又は変換することができない。
ＤＣＰＤ及び様々なＡＣＰ及び他のリン酸カルシウムを水と混合して、それらの３７℃で
固化する能力について試験した。表６には、これらの結果並びに試験期間後の反応生成物
の同定をまとめてある。何れの状況下においても、固化は、最長で３日目まで認められた
。ＡＣＰのＰＣＡリン酸カルシウムへの変換が起こり得ても、促進剤の存在は、凝固及び
固化を達成するために望ましいということが結論された。
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実施例３９：種々の硬化剤の硬化及び最終製品に対する効果
水和した前駆物質（ＡＣＰ及びＤＣＰＤ）を実施例４、５又は３７又は１０に記載したよ
うに調製した（但し、様々な水和媒質を用いた）。次いで、試料を固さと反応の完全さに
ついて様々な時点において試験した。すべての場合において、１ｇの混合した前駆物質を
０．７５〜１．０ｍＬの水和媒質を用いて水和してペーストを生成した。表７には、結果
をまとめてあり、様々な水ベースの液体特に生理的に許容し得る液体をＰＣＡリン酸カル
シウムの製造に用いることができることを示している。
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実施例４０：硬化の分析
実施例５に従って製造したＰＣＡリン酸カルシウムの硬化した試料の多孔度を測定した。
ＰＣＡリン酸カルシウムの硬化した試料（１ｇ）を加湿インキュベータ−から取り出して

20

から直ちに重さを量り、次いで、室温で１２時間にわたって乾燥させた。この乾燥させた
試料を注意して重さを量り、次いで、体積を計算した。この試料を２０ｍＬの水の試料中
に入れた。１分後、凡その置換体積を書き留めた。この乾燥試料は、Ｈ2Ｏ中で、最大で
その乾燥重量の５０〜６０％まで吸収することが見出された。これらの結果は、この試料
が最大で５０〜６０％多孔質であることを意味すると解釈される。密度は、約１．６５ｇ
／ｃｍ3であった。
実施例４１：変換を促進する再吸収可能なポリマーの利用
この実施例は、ＡＣＰのＰＣＡリン酸カルシウムへの変換を促進する再吸収可能なポリマ
ーの利用を示す。
顆粒状のＰＬＬＡを調製し、１００μｍの大きさにふるい分けする。こうして得た粉末を
実施例３７のＡＣＰと混合し（５：１

30

ＡＣＰ：ＰＬＬＡ）、５分間にわたってＳＰＥＸ

ラボラトリーミルで粉砕する。水を１ｇのこの混合物に加えて練ることのできるペースト
を形成する。このペーストを大丸薬に形作り、湿った環境中で３７℃で１時間加熱する。
この硬化した試料をＦＴＩＲ及びＸＲＤを用いて分析する。
実施例４２：周囲以下の温度での硬化の特性
この実施例は、周囲以下の温度での水和した前駆物質の硬化の特性を研究する。
水和した前駆物質を、実施例３７に記載のように水を用いて調製し、次いで、しっかりと
シールしてパラフィルム又はアルミニウム管における蒸発による損失を回避した。次いで
、これらの試料を、最大で１時間、２４時間及び６日間保持した。これらの示した時点に
おいて、水和した試料を冷凍から取り出して３７℃の湿った環境に置いた。すべての場合
において、これらの試料は、３０分以内に固化した。
実施例４３：室温での硬化
この実施例は、取り出した水和した前駆物質を室温に維持することの効果を示す。
乾燥前駆物質を、Ｃを除いて実施例６に記載のようにして調製した。この乾燥前駆物質を
示した量の水と混合し、取り出して様々な時間室温に置いた後に硬化及び１６ゲージの針
を通しての注射可能性について試験した。その結果を表８に報告する。

40

(51)

JP 4260891 B2 2009.4.30

10

20

これらの結果は、１グラムの試料が周囲の条件で注射可能なペーストとして最長で４５分
間安定であり得ること及び、５グラムの試料が周囲の条件（空気中、２５℃）で注射可能
なペーストとして最長で３０分間安定であり得ることを示している。
実施例４４：液圧プレスを用いる圧縮前駆物質
この実施例は、液圧プレスを用いるペレットの製造方法を説明する。
Carverラボラトリープレスを用いる。特異的量の粉末を重量により測定する。この粉末を
、次いで、ダイセット型に入れる。高さ又は厚みを、部分的に、型中で用いる物質の量に
よって決定する。一度物質をダイ中にセットしたならば、この型を液圧プレス上に置く。

30

所望の重荷をこのプレス上にセットする。次いで、この物質を特異的な時間にわたって圧
縮する。この時間の経過後に、生じたペレットをダイセットから収容コンテナ中へ排出す
る。
ロットＡＢ９７１００２からの０．５ｇの試料（ＩＤ＝ＡＢｃｏｍ１）を、Carverラボラ
トリープレスにて、５００ｐｓｉ（ponds per square inch）で５分間圧縮した。この生
成したペレットの物理的面は、直径＝１３ｍｍ、高さ＝３ｍｍであり、そして密度は、１
．２７ｇ／ｃｍ3であった。機械的強度は、固く且つ手で破壊できると記載された。ＦＴ
ＩＲ分析後、このペレットは、湿ったティシュー中の７０％ＰＣＡ、２０ｍｌ蒸留水中の
９０％ＰＣＡ、及び炭酸ガス飽和の緩衝溶液（ＣＯ３−２

０．２モル）中の１００％Ｐ

ＣＡであった。ロットＡＢ９７１００２からの第２の０．５ｇの試料（ＩＤ＝ＡＢｃｏｍ

40

２）を、Carverラボラトリープレスにて、４７００ｐｓｉで５分間圧縮した。このペレッ
トは、次の結果を有した：直径＝１３ｍｍ、高さ＝２ｍｍであり、そして密度は、１．９
９ｇ／ｃｍ3である。その機械的強度は、非常に固く且つ手で破壊できると記載された。
このペレットを、３７℃で６０時間インキュベートしてＦＴＩＲ分析により分析したとき
、下記の結果が見出された：湿ったティシュー中の６０％ＰＣＡ、２０ｍｌの蒸留水中の
６０％ＰＣＡ、及び炭酸ガス飽和の緩衝溶液（ＣＯ３−２

０．２モル）中の６０％ＰＣ

Ａ。
実施例４５：手動式プレスを用いる圧縮前駆物質
この実施例は、手動式プレスを用いるペレットの製造方法を示す。
Perkin Elmerクイックプレスを用いる。直径７ｍｍのペレットを、選択したダイセットを
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クイックプレスと共に用いて作製した。他の様々な直径のダイセットを所望の測定に依っ
て用いることもできる。このペレットの表面は、型の形状に依って、平らか又は丸くてよ
い。この試料を選択したダイ型に載せる。試料の量が増す程、ペレットの厚みも増す。次
に、基準位置を、クイックプレスの上部にセットされた種々の手動位置から選択する。こ
のダイセットをクイックプレス中の位置に置く。このクイックプレスのハンドルに選択し
た時間にわたって定常的圧力を加える。一度その時間が経過したならば、底のキャップを
ダイセットから取り外し、ペレットをダイセットから排出するためにダイの上部に圧力を
加えることによりペレットを型から取り出す。
ロットＡＢ９７１００２からのＡＢの０．０８ｇの試料（ＩＤ：ＡＢｃoｍ３）を７ｍｍ
の直径のダイセット中に調整した。クイックプレスの手動位置を２０にセットし、１分間

10

圧縮した。その結果生成したペレットは、７ｍｍの直径と１．５ｍｍの高さを有し；密度
は、１．３９ｇ／ｃｍ3。ロットＡＢ９７１００２からのＡＢの第２の１ｇの試料（ＩＤ
：ＡＢｃoｍ４）を７ｍｍの直径のダイ中に調整した。手動位置を２０にセットし、３０
秒間クイックプレスにて圧縮した。その結果、７．０ｍｍの直径と２．０ｍｍの高さを有
するペレットが形成され；密度は、１．２３ｇ／ｃｍ3であった。
実施例４６：種々の培地を有するＰＣＡペレットの性質
この実施例は、種々の培地におけるＰＣＡリン酸カルシウムペレットの性質を記載する。
４種類の選択した培地は：（−ＭＥＭ（最小必須培地）；ＴＢＳ（トリスウシ血清：５０
ｍＭのトリス＋１５０ｍＭのＮａＣｌ）；（−ＭＥＭ＋ＦＢＳ（ウシ胎児血清１０％）；
及び完全培地（３７℃でのＴＢＳ中での２時間の浸漬及びその後の（−ＭＥＭ＋ＦＢＳ）

20

中への浸漬）であった。
混合した前駆物質ＡＣＰ及びＤＣＰＤの０．３ｇの試料を、Carverラボラトリープレスを
用いて、１分間、７トンで圧縮した。その結果生成したペレットは、１２ｍｍの直径と１
ｍｍの高さを有した。このペレットを、１０ｍｌの３７℃の蒸留水に３０分間入れた。イ
ンキュベーション後、そのペレットを、６ｍｌの種々の培地に３７℃で２４時間及び４８
時間にわたって入れた。
混合した前駆物質ＡＣＰ及びＤＣＰＤの第２の１ｇの試料を、０．８ｍｌの蒸留水と合わ
せた。この混合物を、回転させて大丸薬とし、１０ｍｌの蒸留水中に落とした（３７℃、
３０分間）。次いで、この大丸薬を、乳鉢と乳棒を用いて粉砕して微粉を得た。この粉末
を、Carverラボラトリープレスを用いて、１分間、７トンで加圧した。その結果生成した

30

ペレットは、１２ｍｍの直径と１ｍｍの高さを有した。このペレットを、次いで、種々の
培地に、３７℃で、２４及び４８時間にわたって入れた。
この培地溶液のｐＨを、３７℃でのインキュベーションの後に、０、２４及び４８時間の
種々の時点において測定した（２５（Ｃ）。この研究の結果を表９に示す。

40

実施例４７：反応性前駆物質、凍結乾燥、粉砕、圧縮
この実施例は、どのようにしてＰＣＡリン酸カルシウムペーストからペレットを形成する
かを説明する。
ＰＣＡは、ＡＣＰ及びＤＣＰＤを促進剤として用いて作製する。塩溶液を生理学的に適当
な水性媒質として用いる。調整したＰＣＡペーストを、次いで、イン・ビトロで３７℃で
固化させ、その後、凍結乾燥する。固化したＰＣＡ物質を、次いで、手で粉砕する。一度
粉砕したならば、このＰＣＡ物質を、実施例３４及び３５に記載の方法によってペレット
に形成する。
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実施例４８：形作り、固化、粉砕を伴わない凍結乾燥
この実施例は、どのようにしてＰＣＡリン酸カルシウムペーストからペレットを形成する
かを示す。
ＡＣＰ及びＤＣＰＤを前駆物質として選択する。適当量の塩溶液を用いてＰＣＡペースト
を作製する。このＰＣＡペーストを所望の形態に形作る。それを、次いで、３７℃で、イ
ン・ビトロで３０分間インキュベートする。この固化した物体を、次いで、凍結乾燥する
。
実施例４９：これらの方法を比較するイン・ビボ実験
この実施例は、これらのペレットを生成する方法をイン・ビボ実験により比較する。
ペレットを実施例３２に従って作製する。２つのペレットをイヌの大腿骨中に移植する。

10

これらの動物を犠牲にして移植部位を、３、４及び６週目の時点に残留物質について分析
する。各時点において、移植部位の石灰質除去した及びしてないスライドを調製して染色
する。これらのスライドを組織形態学的に分析して調製したペレットのＰＣＡリン酸カル
シウムペーストのそれに対する類似性を測定する。
実施例５０：充填剤及び接着剤の取り込み
この実施例は、塑性流れを研究するための充填剤の利用を示す（ペレット中の引張強さの
効果における該流れが特に興味深い）。
圧縮可能な糖をペレット製造に関連して充填剤として用いる。この糖を前駆物質ＡＣＰ及
びＤＣＰＤと１：１：１の比で圧縮前に混合する。全圧縮サイクルの持続時間及び最大圧
縮力の持続時間を改変した実施例１に従って、ペレットを製造する。糖の充填剤の有効性

20

を、それらのペレットの引張強さを比較することにより測定する。引張強さを計算するの
に使う方程式は、下記の通りである：
σ0＝２Ｆ／ＩＩｄｔ
（式中、σ0は、引張強さであり、Ｆは、錠剤を開裂させるのに要する力であり、ｄは、
ペレットの直径であり、そしてｔは、錠剤の厚み又は高さである）。
実施例５１：ペレットでのワクチンの送達
この実施例は、どのようにしてペレットをワクチンの送達ビヒクルとして用いるのかを説
明する。
スカシ貝ヘモシアニンを、リン酸緩衝塩溶液（ｐＨ７．０）中で０．５ｍｇ／ｍｌの濃度
で調製する。この溶液の０．８ｍｌを、１ｇの活性化ＡＣＰとＤＣＰＤとの１：１混合物
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に加えて、パテ中に混合する。この調製したＰＣＡパテを、次いで、凍結乾燥する。この
乾燥物質を、ＳＰＥＸ８５０５アルミナセラミック粉砕チャンバーを備えたＳＰＥＸ８５
１０ラボラトリーミルを用いて、１０分間粉砕して粉末にする。この粉末化ＰＣＡを、次
いで、実施例３２に記載のようにペレットに調製する。実施例３２により形成したペレッ
トを、ラットの皮下に移植する。このプロセスを、月ベースで、４ヶ月間繰り返す。血液
試料を定期的に採取し、抗スカシ貝抗体力価をＥＬＩＳＡにより測定する。
実施例５２：イヌの前腰部椎体間融合。この実施例は、イヌの脊椎骨の融合におけるＰＣ
Ａリン酸カルシウムの利用を記載する。
動物を実施例２６に記載のように麻酔し、右側臥床姿勢にし、前部正中線から後部正中線
までの体毛（中胸部から骨盤まで及ぶ）を剃った。無菌の準備及び布をかけた後に、前腰
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部脊椎への後腹膜腔からの到達法（Ｌ３〜Ｌ６椎骨の露出を伴う）を行った。Ｌ４及びＬ
５上に重なる分節血管を結紮して分離し、Ｌ３〜４、Ｌ４〜５及びＬ５〜６椎間板の前外
側露出を可能にした。前部椎間板切除術を平行対刃の振動鋸（Aesculap）を用いて行った
（平行に調整した終板を伴い及び出血軟骨下骨に至る各レベルで）。椎間板切除術の後に
、ＰＣＡリン酸カルシウム若しくは自己の骨を含むチタン製の円柱状ケージ又は未充填ケ
ージを各椎間板スペースに挿入した。自原性の腸骨稜移植片は、ケージへの詰め込み及び
椎間板スペースへの挿入の直前に別の切開により左前腸骨稜から採取した。３つのケージ
すべてを挿入した後に、４．５ｍｍの椎体らせん及び６ｍｍの直径のＬ３〜Ｌ６の縦のロ
ッドを用いて内部固定を適用した。次いで、腹部の傷及び腸骨稜移植部位を、吸収可能な
縫合糸及び皮膚ステープルを用いて、層状に閉じた。
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２及び１２週後に、イヌを犠牲にして、石灰質除去してない切片の組織学を、新たな骨の
成長及び椎骨の融合について調べる。移植物の視覚的検査では、この発明のＰＣＡリン酸
カルシウムを用いた脊髄が融合して見えた。
実施例５３：ＰＣＡ物質の存在時の骨の治癒
この研究の目的は、この発明のＰＣＡ物質の存在下での骨の治癒を調べることであった。
この研究のために、３０匹の成体のＮＺＷウサギを用いた。生水及び認定されたウサギ用
食物のペレットを、研究の過程を通して、無制限に与えた。外科手術の手順は、完全麻酔
と無菌的条件下で行った。次いで、セファゾリンを、外科手術の３０分前に投与した（２
２ｍｇ／ｋｇ）。麻酔は、１０ｍｌ（１００ｍｇ／ｍｌ）のケタミン、１ｍｌ（１００ｍ
ｇ／ｍｌ）のキシラジン及び５ｍｌの０．９％生理食塩水よりなった（８７．５ｍｇ／ｋ
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ｇのケタミン、８．７５ｍｇ／ｋｇのキシラジン）。この麻酔用カクテルを、１．４ｍｌ
／ｋｇ

ｉ．ｍ．の投与レベルで与えた。次いで、動物の後肢の毛を刈り取り、ベタディ

ン外科用溶液とアルコールで洗った。外科手術の前に、動物が適当に麻酔されていること
を確認するべめに監視した。これをするために、足蹠に圧力を加えた。動物が反応しなく
なったならば、更なる麻酔を停止した。この手順の間中、その動物を、ひげのひきつりに
ついて監視した（これは、この動物の意識の回復を示す）。無菌技術を用いて、近位脛骨
上に切開を行った。軟組織を一方にそらせて骨を露出させた。低速の８ｍｍの穿孔器歯科
用ハンドピースを、必要なだけの灌注（０．９％生理食塩水）に用いた。骨質ディスクを
切り分けて遊離させ、次いで、その部位を移植用に準備した。次いで、ＰＣＡ物質をこの
欠損中に配置した。軟組織を重ねて３−０DexonTM縫合材料を用いて閉じた。この方法を
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用いて、動物一匹当たり一の試料を行った。これらの動物を監視し、起床時にブプレノル
フィン（０．０２〜０．０５ｍｇ／ｋｇ、ｓ．ｃ．）及び広いスペクトルの抗生物質を与
えた。手術後３日間にわたって、鎮痛薬と抗生物質を１日２回投与した。各動物から、安
楽死前に、血液を吸い出した。血液を吸い出すために用いた方法は、下記の通りである：
各動物にアセプロマジン（１ｍｇ／ｋｇ

ｓ．ｃ．）を与えてリラックスさせ、血液を吸

い出す前に血管を約１５〜２０分間膨張させた。次に、２３ｇのバタフライ針を中央耳動
脈中に入れた。
２ｃｃのガラス管をセットしたバキュテーナーを用いて、動物から２ｍｌ以下の血液を吸
い出した。血液を吸い出した後にこの針を取り出し、血管に圧力を加えて適当な凝固をさ
せた。更に、動物が完全麻酔下にある手術中に筋肉内注射を行った。次いで、軟組織の毛
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を剃って、タイプ１０．０ＰＣＡ物質の注射の準備をした。腰の筋肉への３〜５回の注射
を、１６ゲージの皮下注射用の針を用いて行った。４、７及び１４日目の時点で、ウサギ
に４回又は５回の注射をして、化学分析用にＰＣＡ物質を回収した。残りの時点は、３回
の注射のみ行った。各注射は、約０．２グラムのＰＣＡ物質を含んだ。対側性側において
、陽性対照として働く再吸収可能な縫合材料の３回の注射を行った。これらの動物を、ペ
ントバルビタールナトリウム静注による麻酔とその後の腋窩動脈の切開による放血により
安楽死させた。ＦＴＩＲ及びＸＲＤ分析用に、ＰＣＡ物質を軟組織の移植部位から取り出
し、イソペンタン中で急速冷凍して、ＥＴＥＸ社へ氷上にて発送するまで、−７０℃に保
存した。軟組織及び硬い組織の試験部位を、組織学用に取り出して調製した。
安楽死及び放血後に、組織を動物から取り出して、組織病理学用切片用に、パラフィンに
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包埋し、切片に切って、ヘマトキシリン及びエオシンで染色した。次に、３００ｍｇの回
収したＰＣＡ物質を、１９９７年１月２２日に、マサチューセッツ州CambridgeのMassach
usetts Institute of TechnologyのCenter for Materials Science and Engineering fac
ilitiesにおいて、Rigaku RU300回転アノードＸ線回折計で分析した。３００ｍｇのＫＢ
ｒと１．５ｍｇの回収したＰＣＡ物質との均質な混合物をSpectrum 1000 Perkin Elmer F
TIRにより分析した。又、組織切片を、骨内の骨形成について、０〜＋３のスケールで採
点評価した。好中球の浸潤のある領域は、一般に、殆ど骨原性細胞又は新たな骨形成はな
かった。０〜＋３のスケール（０は新しい骨内の骨形成がないことであり、＋３は大規模
な新たな骨内骨形成があることである）において、４日目では動物は、０〜＋１であり、
７日目では、＋１、そして１４日目では、＋２を有した。
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４日目及び７日目において、欠損部位上に可視的な僅かな膨潤があった。１４日目の肉眼
的所見は、ドリル部位上のドーム形状の骨質カルスの発達を示した。すべての試験群につ
いて、欠損部位における骨質カルスの増大した成熟（２１日目に評価したとき）があった
が、残りの皮層上には如何なる有意の骨膜反応もなかった。顕微鏡観察により、欠損部位
は、小柱骨及び皮層骨で満たされていた。中位の量の骨内小柱骨形成がＰＣＡ物質の周囲
にあり且つ該物質内へ及んでいた。２１日目には、移植ＰＣＡ物質に対する如何なる有害
な反応を示すものもなかった。試料を、４、７及び１４日目に回収して、ＸＲＤを用いて
分析した。図＿を参照されたい。これらのスペクトルは、次のことを確実にした：ＰＣＡ
物質の結晶構造は、イン・ビボで少なくとも１４日間にわたって安定であり、イン・ビト
ロで製造されたＰＣＡ物質と実質的に同じである。更に、試料を動物から、４、７及び１
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４日目に回収して、ＦＴＩＲにより分析した。図＿を参照されたい。この試験物質は、化
学的に安定であり、反応は、イン・ビボで完結した。ＰＣＡ物質は、筋肉中又は骨の欠損
部位に移植された際に、許容できない炎症応答を引き起こさなかった。ＸＲＤ及びＦＴＩ
Ｒ分析により、ＰＣＡ物質は、イン・ビボで、移植後最長で２１日間化学的に安定である
ことが測定された。
実施例５４：ＰＣＡ物質を用いる骨の治癒の定量
この研究の目的は、この発明のＰＣＡの存在下での骨の治癒を定量すること、及び移植し
たＰＣＡ物質の再吸収を監視することであった。
プロトコールを、１９９６年２月１４日に採用し、研究を、カナダ国ケベック州、Sennev
ille Rd.,87のBio‑Research Laboratory Ltd.にて、米国ＦＤＡ Good Laboratory Practi
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ce Regulations（21 CFR Part 58）に従ってＨ９Ｘ３Ｒ３で行った。外科手術を、１９９
６年２月１５、１６、２２、２３、２９日及び３月（６ヶ月間の研究）及び１９９６年４
月１１及び１２日（１年間の研究）に行った。
ビーグル犬（イヌ科）を、米国、メリーランド州49009 Kalamazoo,South 6th Street,632
2,HRP Inc.より得た。これらのイヌを、４つの別々の部屋のバー型床及び自動給水バルブ
を備えたステンレス鋼製のケージに個体ごとに収容した。すべての動物は、標準的な認定
されたペレット状の市販のドッグフード（４００ｇ−ＰＭＩ認定ＤｏｇＣｈｏｗ５００７
：PMI Feeds Inc．）を毎日１回摂取し、ボールをほぼ２４時間ケージ内に置いておいた
（示した手順の期間を除く）。更に、何匹かの動物は、ときどき、缶詰食品、Ｍｉｘｉｔ
又はＣａｎｉｎｅＩＤ（Hill

s Science Diet）の補足の食餌を与えられた。市営水道水
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を無制限に与えた。
ＰＣＡ物質を、予備測定したパッケージ中の無菌粉末として供給した。この物質を、移植
手術の日に調製した。この物質を、適当量の無菌水で水和し、移植まで室温で覆いをして
保存した。各々のイヌに一定投与量のＰｅｎｌｏｎｇ−ＸＬ（ベンザチンペニシリンＧ及
びプロカインペニシリンＧ）（１ｍＬ）を、手術の少なくとも１時間前に及び手術の２日
後に筋肉内投与した。各々の動物を、ＡＣ−プロマジン（０．０５ｍｇ／ｋｇ）、ブトル
ファノール（０．２ｍｇ／ｋｇ）及びグリコピロレート（０．０１ｍｇ／ｋｇ）の筋肉注
射により、予備外科手術の準備の少なくとも１０分前に予備麻酔した。次いで、これらの
動物を、一方の後肢（グループ１及び２）又は両方の後肢（グループ３及び４）の骨盤か
ら下脚までの毛を剃ることにより外科手術の準備をした。剃った領域をヒビタンＴＭ（４
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％クロルヘキシジングルコネート）で洗い、その後、多量の７０％イソプロパノール及び
ベタディンＴＭ（１０％ポビドンイオディン）を適用した。これらの動物を、２．５％チ
オペントンナトリウムの静脈注射により麻酔したが、グループ２については、皮下注射部
位（背中胸領域）を同様に準備した。手術前に、デュラテアズＴＭ軟膏を各々の目に投与
した。すべての動物を、手術手順中、イソフルラン麻酔下で挿管して維持した。乳酸加リ
ンゲル液を手術中に投与した（１０ｍＬ／ｋｇ／時間の速度で）。
縦方向の皮膚切開を、後肢の側面に沿って行って、約８〜１０ｃｍの大腿骨を露出させた
。大腿骨上の骨膜を骨から折り返した。テンプレート（寸法６ｃｍ）を骨幹の端にあけた
穴にそれらの部位を確認して適用した。適当な寸法のドリルビットを用いて、約３〜５ｍ
ｍの深さの骨片を骨幹の各末端から取り出し、振動鋸を用いて、この穴を遠位に約４〜５
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ｃｍ延長した。骨髄を取り出して任意の有意の出血を適当に制御した。グループ１の動物
については、欠損部位を創った後に、取り出した骨を小片に切り、塩溶液ですすいで、そ
の欠損部位へ自家骨適用として詰めた。グループ２の動物については、欠損部位を創った
後に、骨代用物質をその欠損部位に配置し、過剰量の物質が周囲の組織に残らないことを
確実にした。この手順の後に、若干のＢＳＭＴＭ（最大で２５ｇの総投与量）を、背中胸
領域に皮下注射した。グループ３及び４の動物の場合には、第１の後肢に欠損部位を創っ
た後に、骨代用物質をその欠損部位に配置し、過剰量の物質が周囲の組織に残らないこと
を確実にした。取り出した骨を小片に切り、塩溶液ですすいだ。欠損部位を反対の後肢に
創り、用意した骨をその部位に配置した。各欠損部位を一片の１ｍｍのＫ−ワイヤーを溝
の各末端に配置することにより印した。次いで、筋膜を再吸収可能な縫合糸を用いて縫合
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して閉じ、その物質がその場所に保持されることを確実にした。手術部位を、手術用ステ
ープルで閉じ、これらのステープルを手術の約１０日後に取り除いた。
グループ３の各動物の両方の後肢について、検死の日に、０週目として、及びすべての生
存しているグループ３の動物について、３、１２及び２６週目にラジオグラフィーを行っ
た。動物に、この手順のために、鎮静剤を飲ませた。これらの動物を、ペントバルビター
ルナトリウムの静注による麻酔とその後の腋窩動脈の切開による放血により安楽死させた
。上記の組織をパラフィンワックス中に包埋し、切片に切ってヘマトキシリン及びエオシ
ンで染色することにより調製した。各大腿部移植部位の半分（グループ１、２及び４）を
、石灰質除去した切片として調製し、ヘマトキシリン及びエオシン及びマッソン三色染色
したスライドとして調製した。各部位の残りの半分を、７０％アルコール中に保持して、
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石灰質除去してない切片として調製し（適当な包埋媒質中）、ツェンカー液中で固定して
、フォン・コッサ及びゴルドナーの三色染色法を用いて染色した。
組織病理学的分析の後に、組織形態学的分析を行った。欠損の境界を、主観的に決定し、
骨の全領域及び存在するＰＣＡ物質を、欠損領域について表にした。組織形態計測は、組
織病理学を確認し、拡張した。すべての利用可能な実験群についてのすべてのフォン・コ
ッサ染色した石灰質除去してない切片からの組織形態計測データは、動物がグループ１、
２又は４の何れからのものであるかによらず、移植型によって、各時点でプールした。Ｐ
ＣＡ物質処理した及び自家移植片処理した欠損の両方における新たな骨の形成に関する結
果並びにＰＣＡ物質再吸収を、図＿に与える。自家移植片のレシピエントにおける新たな
骨の形成は、ＰＣＡ物質レシピエントにおける新たな骨の形成の進行より僅かに進んで起
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きるようであった。４週目において、自家移植片レシピエントにおける新しい骨は、７４
．７％＋／−２０（ｓｅｍ；ｎ＝８）のほぼ最大値に達した。２６週目までに、自家移植
片の値は、５６．７８％＋／−２０．９（ｓｅｍ；ｎ＝４）まで減少し、これは、おそら
く幾つかの移植片領域の失敗により増大した再建が起きていることを示唆している。新し
い骨は、ＰＣＡ物質のレシピエントにおいては、１２週目までに最大値に達しなかった（
７７．１８％＋／−１１．２、ｓｅｍ；ｎ＝８）が、２６週目で自家移植片に認められた
見かけの再建は、ＰＣＡ物質レシピエントにおいては認められなかった。２６週目におけ
るＰＣＡ物質の値（７８％＋／−２１．５、ｓｅｍ；ｎ＝４）は、１２週目の値に匹敵し
た。観察可能な残留ＰＣＡ物質は、４週目までに欠損中の全表面積の９５％未満に相当し
、２６週目までには、０．３％未満に相当する。この欠損は、元々１００％ＰＣＡ物質に
より満たされていたので、再吸収は、２６週目までに９９％を上回った。
他の具体例
前述は、単に、この発明のある好適な具体例の記載であり、それを限定することを意図し
たものではないということは、理解されよう。後述の請求の範囲は、本文及び添付の図面
に記載されたこの発明の包括的及び特異的な特徴のすべてをカバーしている。
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