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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体モノマー成分と粉末成分とからなる着色されたポリメチルメタクリラート骨セメン
トにおいて、粉末成分のポリマー粒子の表面が１種又は数種の着色剤と疎水性の低分子量
の又はオリゴマーの有機の定着剤とからなる混合物で部分的に又は完全に被覆されていて
、定着剤として
　１～２２個の炭素原子を有する脂肪族アルコールのオレイン酸エステル及び／又はエラ
イジン酸エステル及び／又はリノール酸エステル及び／又はリノレン酸エステル又は前記
エステルのオリゴマー、又は
　４～１６個の炭素原子を有する脂肪族アルコールのメタクリル酸エステル又はアクリル
酸エステル又は３０００ｇ／ｍｏｌより低い分子量を有する前記メタクリル酸エステル又
はアクリル酸エステルのオリゴマー、又は
　オレイン酸、エライジン酸、リノレン酸、グリセリントリオレアート、グリセリンエラ
イジナート、グリセリントリリノレナート、エチレングリコールジオレイナート、エチレ
ングリコールジエライジナート、エチレングリコールトリリノレナート及びこれらのオリ
ゴマーが存在することを特徴とする、着色されたポリメチルメタクリラート骨セメント。
【請求項２】
　エックス線造影剤の硫酸バリウム及び／又は酸化ジルコニウムの表面又は粉末成分の全
ての成分の表面も、１種又は数種の着色剤と、疎水性の低分子量又はオリゴマーの有機の
定着剤とからなる混合物で部分的に又は完全に被覆されていることを特徴とする、粉末成



(2) JP 4809144 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

分中に付加的に硫酸バリウム及び／又は酸化ジルコニウムを含有する請求項１記載の着色
されたポリメチルメタクリラート骨セメント。
【請求項３】
　１種又は数種の着色剤が疎水性の低分子量又はオリゴマーの有機の定着剤中に溶解され
ているか又は前記定着剤中に懸濁されていることを特徴とする、請求項１又は２記載の着
色されたポリメチルメタクリラート骨セメント。
【請求項４】
　１種／数種の着色剤対疎水性の低分子量の又はオリゴマーの有機の定着剤の質量比が１
．０：０．１～１．０：１０．０であることを特徴とする、請求項１から３までのいずれ
か１項記載の着色されたポリメチルメタクリラート骨セメント。
【請求項５】
　合成により又は部分的合成により製造されかつタンパク質又はタンパク質の分解生成物
を含有していない定着剤が存在することを特徴とする、請求項１から４までのいずれか１
項記載の着色されたポリメチルメタクリラート骨セメント。
【請求項６】
　定着剤として、精製された落花生油、硬化アマニ油、硬化ナタネ油及びヒマワリ油が存
在することを特徴とする、請求項１から４までのいずれか１項記載の着色されたポリメチ
ルメタクリラート骨セメント。
【請求項７】
　定着剤がラジカル重合可能な二重結合を有することを特徴とする、請求項１から６まで
のいずれか１項記載の着色されたポリメチルメタクリラート骨セメント。
【請求項８】
　定着剤と、１種の着色剤又は数種の着色剤とからなる混合物がメチルメタクリラート中
で可溶性であることを特徴とする、請求項１から７までのいずれか１項記載の着色された
ポリメチルメタクリラート骨セメント。
【請求項９】
　着色剤としてクロロフィル、クロロフィリン、インジゴ、マラカイトグリーン、クリス
タルバイオレット、ブリリアントブルー、ブリリアントグリーン、銅フタロシアニン、コ
バルトフタロシアニン、カロテン及びビタミンＢ１２が着色剤として存在することを特徴
とする、請求項１から８までのいずれか１項記載の着色されたポリメチルメタクリラート
骨セメント。
【請求項１０】
　ポリマー粒子、又はポリマー粒子とエックス線造影剤とからなる混合物、又はポリマー
粒子とエックス線造影剤とラジカル開始剤とからなる混合物を、１種若しくは数種の着色
剤と定着剤との液状若しくはペースト状の混合物と、０℃～５０℃の温度範囲内で、空気
又は不活性ガスの存在で混合することにより、被覆された粒子上の前記混合物の層厚が２
μｍより薄くかつ被覆された粒子が相互に接着しない程度に被覆し、その際、定着剤とし
て
　１～２２個の炭素原子を有する脂肪族アルコールのオレイン酸エステル及び／又はエラ
イジン酸エステル及び／又はリノール酸エステル及び／又はリノレン酸エステル又は前記
エステルのオリゴマー、又は
　４～１６個の炭素原子を有する脂肪族アルコールのメタクリル酸エステル又はアクリル
酸エステル又は３０００ｇ／ｍｏｌより低い分子量を有する前記メタクリル酸エステル又
はアクリル酸エステルのオリゴマー、又は
　オレイン酸、エライジン酸、リノレン酸、グリセリントリオレアート、グリセリンエラ
イジナート、グリセリントリリノレナート、エチレングリコールジオレイナート、エチレ
ングリコールジエライジナート、エチレングリコールトリリノレナート及びこれらのオリ
ゴマーを用いることを特徴とする、ポリメチルメタクリラート骨セメントの粉末成分のポ
リマー粒子を着色する方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着色されたポリメチルメタクリラート骨セメントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリメチルメタクリラート骨セメント（ＰＭＭＡ骨セメント）は、数十年来、骨内に生
体プロステーシスを固定するために医学分野において広く使用されている（Klaus-Dieter
 Kuehn著: Knochenzemente fuer die Endoprothetik: ein aktueller Vergleich der phy
sikalischen und chemischen Eigenschaften handelsueblicher PMMA-Zemente.（生体プ
ロテーシス用の骨セメント：市販のＰＭＭＡセメントの生理学的及び化学的特性の最新の
比較）; Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2001）。ポリメチルメタクリラ
ート骨セメントは、一般に液体モノマー成分と粉末成分とから構成されている。前記液体
モノマー成分は、メチルメタクリラートと活性剤とからなる。活性剤として、Ｎ，Ｎ－ジ
メチル－ｐ－トルイジンが有利に使用される。前記粉末成分は、一般に、ポリメチルメタ
クリラート又はポリメチルメタクリラート－コ－メチルアクリラート、エックス線造影剤
及びラジカル開始剤からなる。エックス線造影剤としては、二酸化ジルコニウム及び硫酸
バリウムが常用される。ジベンゾイルペルオキシドはラジカル開始剤として有利に使用さ
れる。モノマー成分と粉末成分との混合の後に、骨セメントはモノマーのラジカル重合に
よって数分で硬化する。
【０００３】
　通常のポリメチルメタクリラート骨セメントは、混合後に白色～わずかに黄色がかった
ペースト状の材料として存在する。それにより、しばしば、骨中に混合された骨セメント
を導入する際に、骨セメントと骨組織の間の光学的差異が問題となる。しかしながら、骨
セメントは周辺の骨組織から視覚的に問題なく区別できることが望ましい。
【０００４】
　この理由から、約３０年来、Heraeus Kulzer GmbH社により製造されたポリメチルメタ
クリラート骨セメントは緑色を有する。この色は、緑色のモノマー成分及び緑色の粉末成
分により達成される。両方の成分中には着色剤としてクロロフィリンが含まれている。
【０００５】
　このクロロフィリンは、Heraeus Kulzer GmbH社のポリメチルメタクリラート骨セメン
トの場合に、溶解補助剤として精製された落花生油（Biskin（Ｒ））を用いて液体モノマ
ー成分中に溶かされている。着色されたモノマー成分の他に、ポリメチルメタクリラート
骨セメントは着色された粉末成分も含有することができる。ポリメチルメタクリラート骨
セメントの粉末成分を着色するための公知の方法は、着色されたポリメチルメタクリラー
ト－又はポリメチルメタクリラート－コ－メチルアクリラート粒子を使用することにあっ
た。これは、ポリメチルメタクリラート骨セメントの特性に影響を及ぼすために、着色さ
れていない第２のポリマーと組み合わせることができる。この場合に生じる問題は、着色
されたポリマー対着色されていないポリマーの多様な混合比でも粉末成分の色、色感覚を
確実に再現することにある。
【０００６】
　着色剤をパール重合の間に生じるポリマーパール中へ閉じ込める着色されたポリメチル
メタクリラート－又はポリメチルメタクリラート－コ－メチルアクリラート粒子の合成は
、工業的条件下で極めて複雑で、コストがかかる。これについての根本的な理由は、パー
ル重合の際に使用されるラジカル開始剤に対して及び重合の差異に生じるラジカルに対し
てして、着色剤の耐性がしばしば低いことにある。特に、前記開始剤は、酸化プロセスを
引き起こすことができ、それにより着色剤は脱色される。
【０００７】
　ポリメチルメタクリラート骨セメントの一定の色調の状態は、顧客に骨セメントを導入
するために重要な要因であり、ひいては経済的意味がある。
【非特許文献１】Klaus-Dieter Kuehn著: Knochenzemente fuer die Endoprothetik: ein
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 aktueller Vergleich der physikalischen und chemischen Eigenschaften handelsuebl
icher PMMA-Zemente.（生体プロテーシス用の骨セメント：市販のＰＭＭＡセメントの生
理学的及び化学的特性の最新の比較）; Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 
2001
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の根底をなす課題は、今まで常用のポリメチルメタクリラート骨セメン
トの公知の問題を克服した着色されたポリメチルメタクリラート骨セメントを開発するこ
とであった。ポリメチルメタクリラート骨セメントの粉末成分は、色を確実に再現できる
ように製造するのが好ましい。低コストの着色されていないポリマー、例えばポリメチル
メタクリラート又はポリメチルメタクリラート－コ－メチルアクリラート又はポリメチル
メタクリラート－コ－スチレン並びに同様に構成されたコポリマー又はターポリマーを着
色されたポリメチルメタクリラート骨セメントの製造のために使用することもできるのが
好ましい。この場合、粉末成分中の骨セメントの色感覚が均一であるのが重要である。こ
れは、粉末成分の色が視覚的に認識可能に均質でなければならないことを意味する。さら
に、前記ポリメチルメタクリラート骨セメントの粉末成分はその流動性において、着色さ
れていないポリメチルメタクリラート骨セメントの流動性及び膨潤性とは異ならないこと
が重要である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題は、本発明の場合に、少なくともポリマー成分のポリマー粒子の表面が１種以
上の着色剤と疎水性の低分子量の又はオリゴマーの、有機定着剤とからなる混合物で部分
的に又は完全に被覆されていて、その際、前記のポリマー粒子が視覚的に認識可能に膨潤
されていない程度の量の定着剤が存在する、着色されたポリメチルメタクリラート骨セメ
ントによって解決された。疎水性の定着剤を使用することにより、少量の染料をポリマー
粒子上に均質に塗布して、前記の染料を前記のポリマー粒子上に固着させることも可能で
ある。それにより、１種の染料又は数種の染料は粒子表面上に固定される。この場合、少
量の定着剤が存在することが重要である。大量の定着剤は、ポリマー粒子を膨潤させるか
又は溶解させ、それにより前記粒子が接着されかねない。それにより、粉末成分の流動挙
動及びそれによる膨潤性も、着色されていないポリメチルメタクリラート骨セメントに対
して明らかに変化してしまう。
【００１０】
　場合により、エックス線造影剤の硫酸バリウム及び／又は酸化ジルコニウムの表面も又
は粉末成分の全ての成分の表面も、１種又は数種の着色剤と疎水性の、低分子量の又はオ
リゴマーの、有機の定着剤とからなる混合物で部分的に又は完全に被覆されていてもよい
。１種又は数種の着色剤は、疎水性の、低分子量の又はオリゴマーの、有機の定着剤中に
可溶性であるか又は前記定着剤中に懸濁されているのが有利である。例えば、クロロフィ
リン（Ｅ１４１）はBiskin又はオレイン酸エチルエステル中に溶解される。「懸濁」の概
念は、前記着色剤粒子が、１μｍ以下の粒度を有し、かつ定着剤中で均質に分布している
ことであると解釈される。
【００１１】
　さらに、１～２２個の炭素原子を有する脂肪族アルコールのオレイン酸エステル及び／
又はエライジン酸エステル及び／又はリノール酸エステル及び／又はリノレン酸エステル
又は前記エステルのオリゴマーが定着剤として有利である。
【００１２】
　さらに、４～１６個の炭素原子を有する脂肪族アルコールのメタクリル酸エステル又は
アクリル酸エステル又は３０００ｇ／ｍｏｌより低い分子量を有する前記メタクリル酸エ
ステル又はアクリル酸エステルのオリゴマーが定着剤として有利である。３０００ｇ／ｍ
ｏｌより高い分子量を有するこの構造のオリゴマーは、室温でペースト状であるか又は粘
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性である限り定着剤として使用することも可能である。
【００１３】
　オレイン酸、エライジン酸、リノレン酸、グリセリントリオレアート、グリセリンエラ
イジナート、グリセリントリリノレナート、エチレングリコールジオレイナート、エチレ
ングリコールジエライジナート、エチレングリコールトリリノレナート及びこれらのオリ
ゴマーが定着剤として特に有利である。このオリゴマーは、高温で空気の作用によってい
わゆる吹込油として製造することができるか又は空気酸素の不在で加熱することによりい
わゆるスタンド油として製造することができる。グリセリン、エチレングリコール、ソル
ビトール、マンニトール、キシリトール、エリトリトール、１，１，１－トリメチロール
プロパンの、不飽和脂肪酸のオレイン酸、エライジン酸、リノレン酸及びアラキドン酸と
の混合エステル並びにそれから誘導されたオリゴマーも定着剤として使用することができ
る。
【００１４】
　１実施態様の場合に、合成により又は部分的合成により製造されかつタンパク質又はタ
ンパク質の分解性生物を含有しない定着剤が有利である。この特性は特に重要である、そ
れというのもタンパク質不含の定着剤を使用する場合に、アレルギーが発生する危険性が
最少化されるためである。
【００１５】
　しかしながら、精製された落花生油、硬化アマニ油、硬化ナタネ油及びヒマワリ油も定
着剤として使用することができる。他の食品分野で常用の脂肪及び植物油を使用すること
も可能である。
【００１６】
　この定着剤は、有利にラジカル重合可能な二重結合を有するのが好ましい。それにより
、前記定着剤は骨セメントの硬化時に重合に関与し、骨セメント中に強固に組み込まれる
ことができる。
【００１７】
　さらに、定着剤と、１種の着色剤又は数種の着色剤とからなる混合物が、メチルメタク
リラート又はメチルメタクリラートと他のメタクリル酸エステル、例えばメタクリル酸エ
チルエステル、メタクリル酸イソボルニルエステル及びメタクリル酸－２－エチル－ヘキ
シルエステル、及びアクリル酸エステル、例えばアクリル酸メチルエステル中に可溶性で
あるのが有利である。粉末成分と液体モノマー成分とを混合する場合に、１種の着色剤又
は数種の着色剤と定着剤とからなる混合物は液体モノマー成分中に溶かされていてかつ前
記液体モノマー成分を着色していてもよい。これは、前記被覆が少なくとも部分的にモノ
マーの作用により剥離されかつモノマーと溶液を形成することを意味する。それにより、
硬化時にポリメチルメタクリラート骨セメントの均質な色感覚が達成される、それという
のもラジカル重合するモノマーが着色剤を溶解して含有していて、それにより硬化の間に
重合して着色されたポリマーが生じるためである。
【００１８】
　着色剤としては、クロロフィル、クロロフィリン（Ｅ１４１）、インジゴ、マラカイト
グリーン、クリスタルバイオレット、ブリリアントブルー、ブリリアントグリーン、銅フ
タロシアニン、コバルトフタロシアニン、カロテン、ビタミンＢ１２及びこれらから誘導
された誘導体が特に有利である。
【００１９】
　前記粉末成分を着色するための本発明による方法は、本質的に、ポリマー粒子又はポリ
マー粒子とエックス線造影剤とからなる混合物又はポリマー粒子とエックス線造影剤と開
始剤とからなる混合物を、１種の着色剤又は数種の着色剤と定着剤との液状又はペースト
状の混合物と、０℃～５０℃の温度範囲内で、空気又は不活性ガスの存在で混合すること
により、被覆された粒子上の前記混合物の層厚が２μｍより薄くかつ被覆された粒子が相
互に接着しない程度に被覆されることにある。その際、前記混合工程をポリマー粒子のガ
ラス転移点を上回らないように実施する場合が特に有利である。ガラス転移点を上回るこ
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とにより、ポリマー粒子は接着され、それによりアグロメレートが形成されてしまう。前
記混合工程は、有利に工業的に常用のミキサー、例えば撹拌ミキサー又はホイール型ドラ
ムミキサー（Roehnradmischer）で実施することができる。被覆は約４０℃の温度で実施
するのが有利である、それというのも加熱された定着剤の粘度が、室温での定着剤の粘度
よりも低下するためである。それにより、定着剤の均質な分布がより容易に可能となる。
【００２０】
　本発明を次の実施例により説明するが、本発明はこれに制限されない。
【実施例】
【００２１】
　実施例１：
　スクリューキャップを備えたプラスチック容器中に、ポリメチルメタクリラート－コ－
メチルアクリラート（分子量約６０００００ｇ／ｍｏｌ、粒子サイズ４～５０μｍ）３３
．２ｇを、クロロフィル１．０ｍｇがオレイン酸エチルエステル３．０ｍｇ中に溶解して
いる混合物４．０ｍｇと、偏心ドラムミキサー中で、室温で２４時間混合した。２４時間
後に、最初に無色のポリマーが緑色に着色された。このポリマー粒子は膨潤されておらず
、かつ相互に接着されていなかった。引き続き、二酸化ジルコニウム６．３ｇ及びジベン
ゾイルペルオキシド０．８４ｇ（水２５％で粘液化）を、前記の着色されたポリマーに添
加し、室温で１０分間、前記偏心ドラムミキサーを用いて混合した。視覚的に均質に見え
る流動性の生じた混合物は、ポリメチルメタクリラート骨セメントの粉末成分として使用
される。
【００２２】
　実施例２：
　スクリューキャップを備えたプラスチック容器中に、ポリメチルメタクリラート－コ－
メチルアクリラート（分子量約６０００００ｇ／ｍｏｌ、粒子サイズ５～４０μｍ）３３
．２ｇと二酸化ジルコニウム６．３ｇとを、クロロフィル１．０ｍｇがオレイン酸エチル
エステル２．０ｍｇ中に溶解している混合物３．０ｍｇと、偏心ドラムミキサー中で、室
温で２４時間混合した。２４時間後に、最初に無色のポリマーが緑色に着色された。引き
続き、ジベンゾイルペルオキシド０．８４ｇ（水２５％で粘液化）を、前記の着色された
混合物に添加し、室温で１０分間、前記偏心ドラムミキサーを用いて混合した。視覚的に
均質に見える生じた混合物は、ポリメチルメタクリラート骨セメントの粉末成分として使
用される。
【００２３】
　実施例３：
　実施例１と同様に、ポリメチルメタクリラート骨セメントの粉末成分を製造するが、そ
の際、クロロフィル１．０ｍｇとグリセリントリオレイナート３．０ｍｇとからなる混合
物４．０ｍｇを使用した。
【００２４】
　実施例４：
　実施例１と同様に、ポリメチルメタクリラート骨セメントの粉末成分を製造するが、そ
の際、ブリリアントブルー１．０ｍｇとオレイン酸３．０ｍｇとからなる混合物４．０ｍ
ｇを使用した。
【００２５】
　実施例５：
　液体モノマー成分をメチルメタクリラート１８．４０ｇとＮ，Ｎ－ジメチル－ｐ－トル
イジン０．３８ｇとから混合によって製造した。この混合物は、次のセメントのモノマー
成分である。
【００２６】
　それぞれ実施例１～４の粉末成分３９．００ｇを、それぞれモノマー成分１８．００ｇ
と組み合わせた。前記粉末成分を液体モノマー成分と混合すると、室温で１分後に緑色の
、塑性変形可能なペーストが生じた。これは３分間加工可能であり、かつその後に完全に
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硬化した。緑色の固体が生じた。
【００２７】
　実施例６：
　液体モノマー成分を、メチルメタクリラート１８．４０ｇと、Ｎ，Ｎ－ジメチル－ｐ－
トルイジン０．３８ｇと、オレイン酸エチルエステル２．０ｍｇ中に溶かしたクロロフィ
ル１．０ｍｇとから、混合により製造した。この緑色の混合物は、次のセメントのモノマ
ー成分である。
【００２８】
　それぞれ実施例１～４の粉末成分３９．００ｇを、それぞれモノマー成分１８．００ｇ
と組み合わせた。前記粉末成分を液体モノマー成分と混合すると、室温で１分後に緑色の
、塑性変形可能なペーストが生じた。これは３分間加工可能であり、かつその後に緑色の
固体に完全に硬化した。
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