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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリエステルを含有する生分解性材料を用いた体内留置型の部材であって、前記生分解
性材料が、平均粒径が１０～５００ｎｍである焼成体リン酸カルシウム粒子を含み、前記
焼成体リン酸カルシウム粒子が生分解性材料基材中に練り込まれていることを特徴とする
部材。
【請求項２】
　前記焼成体リン酸カルシウム粒子が焼成体ハイドロキシアパタイト粒子である、請求項
１記載の部材。
【請求項３】
　前記焼成体リン酸カルシウム粒子の含有量が、前記材料の総質量を基準として、０．１
～５０質量％である、請求項１又は２記載の部材。
【請求項４】
　ステントである、請求項１～３のいずれか一項に記載の部材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　生分解性材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ステントや骨固定部材等の生体に適用するための望ましい部材として、生分解性のポリ
マーを基材とする生体材料が研究されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、Ｌ－体の光学純度を所定の範囲とし、重量平均分子量を所定
の範囲としたポリ乳酸（ＰＬＬＡ）により形成されており、生体内に植え込まれた後、生
体内で分解され消失する脈管用ステントが記載されている。
【０００４】
　しかし、このような生分解性のポリエステルを生体に適用した場合、ポリエステルが体
内で分解された際に酸性を示す分解生成物が生じ、炎症を惹起し得ることが問題視されて
いる。
【０００５】
　このような問題に対して、特許文献２では、生分解性ポリマーであるポリ乳酸と共に、
水酸化カルシウムなどのアルカリ無機材料で処理されたリン酸カルシウム（例えばハイド
ロキシアパタイト等）を含有することで、酸性の生分解性ポリマー分解生成物を中和する
ことが可能なステントが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－０３１０６４号公報
【特許文献２】特開２００７－３１３００９号公報
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に記載のステントは、必ずしも十分とはいえない機械的強度
であることに加え、ポリエステル分解生成物の酸性成分を中和する効果が十分ではない場
合があり、生体内における炎症が十分に抑制されない場合があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで本発明は、生体内への利用も考慮された十分な機械的強度を有すると共に、生分
解性ポリマーの酸性分解生成物によるｐＨ変化を抑えることが可能な生分解性材料を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、鋭意研究の結果、生分解性のポリマーと、リン酸カルシウムを配合した
生分解性材料において、リン酸カルシウムを特定の粒径とすることにより、長期にわたっ
てポリマーが分解されることによる酸性成分の拡散を抑制し、十分な機械的強度を有する
生分解性材料が得られることを見出し、本発明を完成させた。即ち、本発明は下記構成を
有するものである。
【００１０】
　本発明は、ポリエステルを含有する生分解性材料であって、平均粒径が１０～１０００
ｎｍであるリン酸カルシウム粒子を含むことを特徴とする生分解性材料である。ここで、
リン酸カルシウム粒子の平均粒径が１０～５００ｎｍであってもよい。また、リン酸カル
シウムがハイドロキシアパタイトであってもよい。更に、リン酸カルシウム粒子が焼成体
あってもよい。また、リン酸カルシウム粒子の含有量が、前記材料の総質量を基準として
、０．１～５０質量％であってもよい。更に、当該生分解性材料が体内留置型生体材料用
であってもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　生体内への利用も考慮された十分な機械的強度を有すると共に、生分解性ポリマーの酸
性分解生成物によるｐＨ変化を抑えることが可能な生分解性材料を提供することが可能で
ある。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施例及び比較例に係るフィルムの重量の経時変化を示した図である。
【図２】図２は、実施例及び比較例に係るフィルムの表面性状のＳＥＭ写真である。
【図３】図３は、実施例及び比較例に係る各サンプルをリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）
中に浸漬し、３７℃で静置し、回収したＰＬＧＡフィルムの重量平均分子量を測定した結
果を示した図である。
【図４】図４は、実施例及び比較例に係る各サンプルを生理食塩水中に浸漬し、３７℃で
静置し、得られた溶液のｐＨを測定した結果を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本実施形態に係る生分解性材料は、特定粒径のリン酸カルシウムを生分解性ポリエステ
ル基材に配合した材料である。以下、本実施形態に係る生分解性材料の、構成成分、組成
、物性、製造方法及び用途に関して詳述する。尚、本実施形態は一例であり、特許請求の
範囲に記載された発明の範囲内で当業者が想到し得る他の形態または各種の変更例につい
ても、本発明の技術的範囲に属する。
【００１４】
≪生分解性材料の構成成分≫
　本実施形態に係る生分解性材料の構成成分に関して説明する。本実施形態に係る生分解
性材料は、生分解性ポリエステルを基材とし、当該基材中にハイドロキシアパタイト粒子
が練り込まれた材料である。以下に、本実施形態に係る生分解性材料の原材料である、ポ
リエステル（ポリエステル基材）及びリン酸カルシウム粒子に関して説明する。
【００１５】
＜ポリエステル基材＞
　本実施形態に係る生分解性材料は、ポリエステルを基材とする。当該ポリエステルを生
分解性のポリエステルとすることで、このような材料を、例えば生体内に適用した場合に
は、経年により体内にて分解されることで、最終的には体内に残らない（異物として体内
に残存しない）こととなる。ここで、生分解性ポリエステルとは、脂肪族ジカルボン酸と
脂肪族ジオールを主成分として重縮合した脂肪族ポリエステル、環状ラクトン類を開環重
合した脂肪族ポリエステル、合成系脂肪族ポリエステル、菌体内で生合成される脂肪族ポ
リエステル等の結晶性樹脂等を例示出来る。脂肪族ポリエステル樹脂としては、例えばポ
リシュウ酸エステル、ポリコハク酸エステル、ポリヒドロキシ酪酸、ポリジグルコール酸
ブチレン、ポリカプロラクトン、ポリジオキサノン、例えば乳酸、リンゴ酸若しくはグル
コール酸等のオキシ酸の重合体又はこれらの共重合体等のヒドロキシカルボン酸系脂肪族
ポリエステル樹脂等を例示出来る。中でも、成形性、耐熱性、耐衝撃性及び生分解性等の
面から、ヒドロキシカルボン酸系脂肪族ポリエステル樹脂（特にポリ乳酸）が好ましい。
【００１６】
＜リン酸カルシウム粒子＞
　次に、本実施形態に係る生分解性材料に用いられるリン酸カルシウム粒子の、種類、好
適な態様としての焼成体、粒径、製造方法に関して説明する。
【００１７】
（種類）
　リン酸カルシウムは、カルシウムイオンと、リン酸イオンからなる塩であり、具体的に
は、リン酸一カルシウム、リン酸二カルシウム、リン酸三カルシウム（α－リン酸三カル
シウムやβ－リン酸三カルシウム）、リン酸四カルシウム、リン酸八カルシウム、リン酸
水素カルシウム、リン酸二水素カルシウム、ハイドロキシアパタイト（ＨＡｐ）、フルオ
ロアパタイト（ＦＡｐ）、炭酸アパタイト（ＣＡｐ）、銀アパタイト（ＡｇＨＡｐ）等が
例示出来る。これらの内、リン酸カルシウム粒子をハイドロキシアパタイト粒子とするこ
とにより、酸中和能を向上することが可能なため、特に好適である。尚、ここでいうハイ
ドロキシアパタイト（ＨＡｐ：Ｈｙｄｒｏｘｙａｐａｔｉｔｅ）とは、化学式Ｃａ１０（
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ＰＯ４）６（ＯＨ）２で示される塩基性のリン酸カルシウムを示す。
【００１８】
（焼成体）
　リン酸カルシウム粒子としては、焼成されたリン酸カルシウム粒子（以下、焼成リン酸
カルシウム粒子等とする。）を用いることが好適である。リン酸カルシウム粒子を焼成（
例えば、８００℃で１時間）することにより、粒子の結晶性が高くなり、且つ複数の一次
粒子の凝集体が熱により融着して、より強固で安定な粒子となる。尚、リン酸カルシウム
粒子が焼成されているか否かは、当該粒子の結晶性の度合いにより判断することができる
。リン酸カルシウム粒子の結晶性の度合いは、Ｘ線回折法（ＸＲＤ）により測定すること
が出来、各結晶面を示すピークの半値幅が狭ければ狭いほど結晶性が高いといえる。例え
ば、リン酸カルシウムがハイドロキシアパタイトである場合には、本形態における焼成ハ
イドロキシアパタイト粒子とは、ｄ＝２．８１４での半値幅が０．８以下（好適には、０
．５以下）の高結晶性のハイドロキシアパタイト粒子をいう。
【００１９】
　リン酸カルシウム粒子は、焼成されることによって、より強固で安定な粒子となる。従
って、焼成リン酸カルシウム粒子は、酸性成分との中和反応において、穏やかに溶解しな
がらも所望の酸中和能を発揮すると共に、酸性成分によって粒子が溶解された際にも粒子
が崩壊し難いため、より長時間にわたる酸中和能を発揮することが可能となる。
【００２０】
（粒径）
　本実施形態に係る生分解性材料に用いられるリン酸カルシウム粒子の粒径は、１０ｎｍ
以上１０００ｎｍ以下である。本実施形態に係る生分解性材料を生体内に適用した場合、
ポリエステル基材の分解に伴い、一部のリン酸カルシウム粒子がポリエステル基材から脱
落し、生体内へと放出される。ここで、リン酸カルシウム粒子の粒径を１０ｎｍ未満とし
た場合には、生体内へと放出されたリン酸カルシウム粒子は、リン酸カルシウム粒子が小
さ過ぎることに起因し、生体における血管内皮細胞間の隙間（一般に、１５～２０ｎｍと
言われている。）を容易に透過し拡散する可能性がある。対して、リン酸カルシウム粒子
の粒径を１０ｎｍ以上（血管内皮細胞間に存在する隙間の大きさに近いかそれ以上となる
粒径）とすることにより、血管内皮細胞間の隙間を介したリン酸カルシウム粒子の拡散が
行われ難くなる（換言すれば、リン酸カルシウム粒子が、ポリエステル基材が分解するこ
とにより生じる酸性成分の存在領域に留まり易くなる）。そのため、ポリエステル基材内
部（又は表面）に存在するリン酸カルシウム粒子と合わせ、ポリエステル基材から放出さ
れたリン酸カルシウム粒子をも、酸中和成分として寄与させることが可能となる。他方、
リン酸カルシウム粒子の粒径を１０００ｎｍ超とした場合には、リン酸カルシウム粒子は
、ポリエステル基材に分散された際に、当該ポリエステル基材における欠陥となり得るた
め、生分解性材料の機械的強度が大幅に低下され得る。また、リン酸カルシウム粒子径が
大き過ぎる場合には、ポリエステル基材からリン酸カルシウム粒子が脱落し易くなり、ポ
リエステル基材が分解することにより生じる酸性成分に対する中和能が低下してしまう（
生分解性材料全体のｐＨ安定性が保たれなくなる）。このような、リン酸カルシウム粒子
の機能を十分に発揮させつつも、分解性材料の機械的強度の低下を防ぐ、という効果をよ
り高めるために、リン酸カルシウム粒子の粒径は、１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下であるこ
とがより好適である。
【００２１】
　更に、リン酸カルシウム粒子の粒径が大きい場合（例えば、粒径を１０００ｎｍ以上と
した場合）には、ポリマーが分解される際に、粒子全てが酸の中和によって消費される前
に、粒子形状のままポリエステル基材から脱落され易い（酸の中和によって消費される前
に、ポリエステル基材から脱落してしまうような粒子が多くなる）と考えられる。更に、
このように粒径の大きな粒子がポリエステル基材から脱落した際には、当該脱落箇所に形
成される孔等により、表面性状（例えば、クラックやホール等の存在量）が大きく変化す
るものと考えられる。このように、リン酸カルシウム粒子の粒径が大きい場合、ポリマー
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が分解される際に、生分解性材料の性状（生分解性材料の重量や特に生分解性材料の表面
性状等）が変化し易くなり、当該生分解性材料に接触する箇所の血流において乱流が発生
し易くなる（血流を乱し易くなる）、といったことも予想される。
【００２２】
　尚、本実施形態に係る生分解性材料に用いられるリン酸カルシウム粒子の粒径とは、以
下の方法によって得られた数値を示す。リン酸カルシウム粒子を撮影したＳＥＭ画像にお
いて、粒子上にその両端が粒子の外周上に位置する２本の線分を引く。このとき、一方の
線分は、その長さが最大となるものとする。更に、当該線分の中点で、互いに直交するよ
うにもう一方の線分を引く。このようにして引かれた２本の線分のうち、短い方の線分の
長さを短径、長い方の線分の長さを長径とした。更に、長径の大きなものから順に選んだ
１５０個の粒子における当該長径の平均値を求め、粒径とした。
【００２３】
（製造方法）
　本実施形態に係るリン酸カルシウム粒子としては、一般的なリン酸カルシウム粒子の製
造方法によって製造されたリン酸カルシウム粒子を用いればよい。溶液法（湿式法）、乾
式法又は熱水法等が挙げられ、特に工業的に大量生産する際には、溶液法（湿式法）が用
いられる。溶液法（湿式法）とは、中性若しくはアルカリ性の水溶液中でカルシウムイオ
ンとリン酸イオンとを反応させることにより合成する方法であり、中和反応によるものや
、カルシウム塩とリン酸塩を反応させるものがある。また、一次粒子を焼成する等し、粒
子を凝集させたより粒径の大きい粒子としたり、より緻密な粒子としたりすることも可能
である。また、例えば、ｍｉｃｒｏ－ＳＨＡｐ（ＩＨＭ－１００Ｐ０００、ソフセラ社）
等のように、種々のハイドロキシアパタイト粒子が市販されており、その製造法や形状・
特性等も様々なものが入手可能である。
【００２４】
＜その他の成分＞
　尚、本実施形態に係る生分解性材料は、その他の成分として、更に抗生剤、抗癌剤、免
疫抑制剤、細胞増殖抑制剤、抗血栓剤、抗血小板薬、抗炎症薬、カルシウム拮抗剤、抗ア
レルギー剤、抗高脂血症剤、レチノイド、フラボノイド、カロチノイド、脂質、タンパク
質、サイトカイン、ビタミン類、糖類、生体由来材料、無機塩等を含んでいてもよい。
【００２５】
≪組成≫
＜配合量＞
　ポリエステルとリン酸カルシウム粒子との合計含有量は、本実施形態に係る生分解性材
料の質量を基準として、１～１００質量％が好適であり、１０～１００質量％がより好適
であり、５０～１００質量％がより好適である。
【００２６】
＜配合比＞
　リン酸カルシウム粒子とポリエステルとの配合量比（リン酸カルシウム粒子：ポリエス
テル）としては、質量比で０．０１：９９．９９～７０：３０であることが好適であり、
０．０５：９９．９５～６０：４０であることがより好適であり、０．１：９９．９～５
０：５０であることが特に好適である。ポリエステルとリン酸カルシウム粒子の配合量比
をこのような範囲とすることにより、機械的強度を保持しつつ、分解生成物に由来する酸
の中和効果発現が期待できる。
【００２７】
≪生分解性材料の物性≫
　次に、本実施形態に係る生分解性材料の、各物性に関して詳述する。
【００２８】
＜機械的強度＞
　本形態に係る生分解性材料は、少なくとも数週間程度の形状保持性及び表面性状保持性
を有する程度の機械的強度を有する。
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【００２９】
＜ｐＨ安定性＞
　測定対象となる生分解性材料を生理食塩水溶液中に浸漬し、適当な温度にて適当な時間
静置した後、当該水溶液のｐＨ値を調べることで、ｐＨ安定性を測定可能である。ポリエ
ステル基材が浸漬された生理食塩水溶液では、ポリエステル基材の分解（酸性成分の放出
）が進行し、ｐＨ値が低くなる方へ変化するが、当該試験にて測定されたｐＨ値が７に近
い程、生分解性材料のｐＨ安定性が高く、生体内に生分解性材料を適用しても、炎症等を
抑制することが可能であるといえる。本実施形態に係る生分解性材料は、リン酸カルシウ
ム粒子による酸中和能が発揮され易いように構成されているため、ｐＨ安定性も高いもの
となる。
【００３０】
≪生分解性材料の製造方法≫
　以上、本実施形態に係る生分解性材料の構造及び物性等について説明したが、続いて、
上述した構造及び物性を有する生分解性材料の製造方法について説明する。
【００３１】
＜原料＞
　本実施形態に係る生分解性材料の製造方法における原料である、リン酸カルシウム粒子
の種類や製造方法、ポリエステル基材のポリエステルの種類、並びにリン酸カルシウム粒
子やポリエステルの配合量等に関しては上述した通りであるので、ここでは詳細な説明を
省略する。
【００３２】
＜製造工程＞
　上記に示した配合量にて配合したポリエステル及びリン酸カルシウム粒子を混練するこ
とで、生分解性材料を製造する。尚、当該混練方法としてはどのような方法であってもよ
いが、例えばポリマーを各種溶媒へ溶解しリン酸カルシウム粒子を混合する、ポリマーを
加熱溶融しリン酸カルシウム粒子を混合する、等とすればよい。次に、当該混合物を所望
の用途に合わせた形状として成形する。このような成形方法としては、既存の方法（例え
ば、射出形成、押出成形、ブロー成形等）を適宜用いればよい。
【００３３】
≪生分解性材料の用途≫
　本実施形態に係る生分解性材料は、高いｐＨ安定性と、十分な機械的強度と、を有する
生分解性材料であり、様々な用途に使用することが可能である。例えば、生体材料等とし
て用いることが出来、特に体内留置型生体材料用（例えばステント等）としても好適に用
いることが出来る。
【００３４】
≪実施例≫
　以下、実施例を参照しながら本発明を具体的に説明する。尚、本発明は当該実施例に限
定されるものではない。
【００３５】
＜製造例＞
（ＳＨＡｐの製造）
（ＳＨＡｐ／ＰＬＧＡフィルムの製造）
　ＰＬＧＡ（シグマアルドリッチ社製ＲＧ　７５２　Ｈ／乳酸：グリコール酸＝７５：２
５）とＳＨＡｐ（ＩＨＭ－１００Ｐ０００、ソフセラ社製、焼成ハイドロキシアパタイト
、平均粒径４３ｎｍ）とを、質量比（ＳＨＡｐ／ＰＬＧＡ）で、０／１００，１／９９，
５／９５，１０／９０及び３０／７０にて混合し、当該混合物をシート状のサンプル（約
４００ｍｇ）に形成した。
【００３６】
＜試験方法＞
　リン酸生理食塩水（ＰＢＳ）を充填させたサンプル管に前記サンプルを浸して蓋をし、
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３７℃でインキュベートした。その後、異なるインキュベーション時間｛０日（インキュ
ベーション前）、１週間、３週間｝にて前記サンプルを取り出し（それぞれｎ＝７）、乾
燥させた後の前記サンプルの質量を測定した。その後、重量変化及び表面性状（ＳＥＭで
観察）及び重量平均分子量変化を評価した。尚、比較のため、ＳＨＡｐを含有しないもの
についての引張強度と、ＰＢＳでのインキュベーション前のサンプルの分子量と、も測定
した。
【００３７】
＜結果＞
（重量変化）
　図１は、実施例及び比較例に係るフィルムの重量の経時変化を示した図である。この結
果から、ＳＨＡｐの有無によらず、いずれのサンプルも同様の重量減少傾向が確認された
。尚、当該結果から、２１日を経ても重量減少が１０％程度であるため、材料の「形」自
体はほとんど変化を生じていないことが分かる。言い換えれば、分解によって表面が粗造
になることも無く、ポリマー分解による血流の乱流発生が起こりにくいことが分かる。
【００３８】
（表面性状）
　図２は、実施例及び比較例に係るフィルムの表面性状のＳＥＭ写真である。当該写真か
ら分かるように、ＳＨＡｐの有無による差異は見出せず、また、２１日後でも表面の性状
はほとんど変化しなかった。この結果から、ＳＨＡｐが多く含まれている系でも、表面に
大きなクラックやホールを確認できず、２１日経過では、分解が進んでいたとしても表面
の性状が大きく変化しないことが判明した。
【００３９】
（分子量変化）
　図３は、実施例及び比較例に係る各サンプルをリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）中に浸
漬し、３７℃で静置し、回収したＰＬＧＡフィルムの重量平均分子量を測定した結果を示
した図である。ここで、縦軸は分子量（表記した数字は、実際の値の千分の一）、横軸は
経過時間を表す。当該図から分かるように、スタート時は、約２１万の分子量であったが
、７日目には、当初の１／３程度まで分解が促進した。尚、７日経過の段階で、ＳＨＡｐ
の有無による差異は無かった。言い換えれば、ＳＨＡｐの有無がポリマーの分解速度に大
きな影響を及ぼさないことが判明した（２１日目でも同傾向）。尚、別実験にて、粒子径
が大きいと、粒子の脱落が生じ、材料と媒体（生体内の水）との接触面積が大きくなるた
め、加水分解が促進され、分子量低下が加速し、十分な機械的強度が保てる期間が短くな
ってしまうことも確認された。
【００４０】
（ｐＨ変化）
　図４は、実施例及び比較例に係る各サンプルを生理食塩水中に浸漬し、３７℃で静置し
、得られた溶液のｐＨを測定した結果を示した図である。スタート時点の溶液はｐＨ：６
．３７であった。尚、縦軸数値が小さくなるほど、酸性に偏っていることを示し、逆に、
数値が大きくなるほど、中性（７）、それ以上であれば、アルカリ性に偏っていることを
表している。７日後、生理食塩水中に何も浸していないコントロール群（Ｓａｌｉｎｅ；
破線）は、ほぼ横ばいの６．３２であった（若干、経時的に酸性よりに変化しているが、
大気中の二酸化炭素の溶存量の差による影響であり、誤差範囲）。また、ＳＨＡｐを含ん
でいないＰＬＧＡシートを浸したコントロール群（ＰＬＧＡ；破線）は、少し中性よりに
変化し、６．５５であった。他方、ＳＨＡｐを含むＰＬＧＡシートを浸した群では、すべ
て中性よりに変化した。特に、ＳＨＡｐ含有量が５重量％以上の実施例について特に大き
く中性よりに変化した。尚、２１日経過後は、生理食塩水中に何も浸していないコントロ
ール群は、若干酸性に偏ったもののほぼ横ばいであった。また、ＳＨＡｐを含んでいない
ＰＬＧＡシートを浸したコントロール群は、顕著に酸性に偏った。一方、ＳＨＡｐを含む
ＰＬＧＡシートを浸した系は、いずれも、スタート時点よりも中性よりに液性が変化して
いることが明らかとなった。このように、ＳＨＡｐの有無で比較すると、ＳＨＡｐを含ま
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ない系と比べ歴然とした差を見出すことが出来た。
【００４１】
　尚、比較として、粒径が１～５μｍについても検証したが、溶媒除去中に粒子が沈降し
、材料中の均一性が保てないという点で実用上問題があることが判明した。また、焼成し
ないものについては、焼成したものと対比し、溶解性が若干早く、適応可能時間が短期間
になってしまうという点で効果に劣るものの実用上問題無いことが確認された。加えて、
ハイドロキシアパタイトでないものα-TCPについては、ハイドロキシアパタイトと対比し
、水と反応し、一旦カルシウム欠損型ハイドロキシアパタイトへ変化し、若干反応速度が
遅くなるという点で効果に劣るものの実用上問題無いことが確認された。
【００４２】
＜結果＞
　以上のデータより、従来より生分解性ポリマーの分解生成物が酸性を示すことにより炎
症を惹起することが指摘されてきた問題をＳＨＡｐが緩和できることが判明した。

【図１】 【図２】

【図３】
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