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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  レジンモディファイドグラスアイオノマーセメントにおいて、フルオロアルミノシリケ
ートガラス粉末、重合開始材、重合促進材を含む粉成分と、液成分として未反応モノマー
０．００００１～１質量％を含む酸性高分子電解質、精製水、ヒドロキシカルボン酸およ
びラジカル重合性単量体からなり、前記未反応モノマーは、限外濾過膜分離によって、前
記０．００００１～１質量％の濃度まで除去されたものであるレジンモディファイドグラ
スアイオノマーセメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の技術分野は歯科領域におけるレジンモデファイドグラスアイオノマーセメントに
関する。
【背景技術】
【０００２】
グラスアイオノマーセメントは、リン酸亜鉛セメント等に比べて生体適合性が高く、歯質
接着性が良好なことや、その優れたフッ素徐放能のためウ蝕予防の可能性があるなど臨床
的期待が高く、今日まで歯科臨床で日常的に使用されている。しかし該セメントに使用さ
れる不飽和カルボン酸のホモポリマーまたはコポリマーである酸性高分子電解質（ポリア
ルケン酸）は一般工業的にはラジカル重合により合成される為に、数％程度以上の未反応
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モノマーを含有する。該酸性高分子電解質（ポリアルケン酸）の基本骨格はアクリル酸モ
ノマーやメタクリル酸モノマーであるが、これらの酸性モノマー類は他の不飽和カルボン
酸モノマーと比較して比較的沸点が低く、このために独特な不快な臭気を有し、また細胞
毒性が高いことで知られている。
【０００３】
さらに最近、レジン成分（ラジカル重合性モノマー）を配合したレジンモディファイドグ
ラスアイオノマーセメントが普及しつつある。特公第２８６９０７８号は、側鎖に不飽和
二重結合基を導入したグラフト化ポリアルケン酸の効果を提案している。これらのセメン
トでは、従来型グラスアイオノマーセメントに比しレジンの化学重合や光重合反応を伴う
ため硬化速度は速くなり、感水の問題も改善されている。しかし、これらのセメントもラ
ジカル重合により合成された不飽和カルボン酸のホモポリマーまたはコポリマーである酸
性高分子電解質（ポリアルケン酸）を含有している点では先のグラスアイオノマー（グラ
スポリアルケノエート）セメントと基本的に変わらず、アクリル酸モノマーやメタクリル
酸モノマーを数％以上含有するという欠点をいまだに有している。
【０００４】
以上のように、臨床にて多量に消費される酸・塩基反応によるグラスアイオノマーセメン
トやレドックス重合を併用したレジンモディファイドグラスアイオノマーセメントでは、
経済的側面からイオン重合等で不飽和カルボン酸のホモポリマーまたはコポリマーである
酸性高分子電解質（ポリアルケン酸）を合成・使用することは事実上不可能であり、反応
論的に未反応モノマーを数％以上含有するラジカル重合に頼らざるを得ない。
【特許文献１】特公第２８６９０７８号
【特許文献２】英国特許１，３１６，１２９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
従来、医科・歯科の分野において使用される硬化性組成物に残存するアクリル酸モノマー
やメタクリル酸モノマーを積極的に除去する試みは存在しなかった。その第一の原因とし
てラジカル重合を利用しアクリル酸やメタクリル酸を基本骨格とする酸性高分子電解質（
ポリアルケン酸）を合成する場合、その反応機構よりどうしても未反応モノマーが残存す
ることは回避できないことによる。また比較的残存モノマーが少ない合成法としてイオン
重合が挙げられるが、本法は重合条件が厳密であり、医科・歯科分野において多量に消費
されるグラスアイオノマーセメントやレジンモディファイドセメントへの適用は経済的側
面から事実上困難であった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  上述した問題を解決すべく鋭意検討した結果、我々は合成方法が経済的な溶液ラジカル
重合後に、限外濾過膜分離を行うことにより、効率的かつ経済的に未重合のアクリル酸モ
ノマーやメタクリル酸モノマー等の低沸点化合物を除去し、該未重合アクリル酸モノマー
やメタクリル酸モノマー等の含有率を１質量％以下含有するポリカルボン酸を組成中に含
む医科・歯科用硬化性組成物に応用し本発明を完結した。
【発明の効果】
【０００７】
本発明により合成・精製された未重合のアクリル酸モノマーやメタクリル酸モノマーの含
有率が１質量％以下の酸性高分子電解質（ポリアルケン酸）を含有する医科・歯科用硬化
性組成物は、従来より課題であった完全硬化前の不快な酸臭気を軽減し更に生体材料とし
て特に求められる細胞毒性の著しい低下が認められた。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
本発明の医科・歯科用硬化性組成物はその実施において、ラジカル重合性レジン成分およ
びポリカルボン酸を含有するレジンモディファイドグラスアイオノマーセメントに好適に
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応用される。即ち、粉成分としてフルオロアルミノシリケートガラス粉末、重合開始材、
重合促進材を基本とし、液成分として未反応モノマー０．００００１～１質量％を含む酸
性高分子電解質（ポリアルケン酸）、精製水、ヒドロキシカルボン酸およびラジカル重合
性単量体が挙げられる。これらを共存可能な組み合わせで任意に１以上選択して使用する
ことにより、目的とする態様で本発明を実施することができる。
【０００９】
ここで言うラジカル重合性単量体として２－ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、２－
または３－ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、６－ヒドロキシブチル(メタ)アクリ
レート、５－ヒドロキシペンチル(メタ)アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル(メタ)ア
クリレート、１０－ヒドロキシデシル(メタ)アクリレート、ジエチレングリコール－モノ
(メタ)アクリレート、トリエチレングリコール－モノ(メタ)アクリレート、テトラエチレ
ングリコール－モノ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコール－モノ(メタ)アクリレ
ート、ジプロピレングリコール－モノ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコール－
モノ(メタ)アクリレート、１,２－または１,３－または２,３－ジヒドロキシプロピル(メ
タ)アクリレート、２－ヒドロキシプロピル－１,３－ジ(メタ)アクリレート、３－ヒドロ
キシプロピル－１,２－ジ(メタ)アクリレート、２,３,４－トリヒドロキシブチル(メタ)
アクリレート、Ｎ－(２－ヒドロキシエチル)(メタ)アクリルアミド、Ｎ－(２,３－ジヒド
ロキシプロピル)(メタ)アクリルアミド、Ｎ－(メタ)アクリロイル－１,３－ジヒドロキシ
プロピルアミン、ビニルピロリドンおよび１－フェノキシ－２－ヒドロキシプロピル(メ
タ)アクリレート、２－ヒドロキシ－３－ナフトキシプロピル(メタ)アクリレートおよび
ビスフェノール－Ａとグリシジル(メタ)アクリレートの付加物のごときフェノールのグリ
シジル(メタ)アクリレート付加物および、２－ヒドロキシエチル(メタ)アクリレートが挙
げられる。２,３－ジヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、Ｎ－(２－ヒドロキシエチ
ル)(メタ)アクリルアミド、Ｎ－(２,３－ジヒドロキシプロピル)(メタ)アクリレートおよ
びビニルピロリドン等が挙げられるが、好ましくは水溶性のラジカル重合性単量体が挙げ
られる。即ち２－ヒドロキシエチル(メタ)アクリレートや重合度９以上のポリエチレング
リコールジメタクリレートが好適である。その含有量は液材中に好ましくは１質量％から
７０質量％、より好ましくは１０質量％から５０質量％、さらに好ましくは２０質量％か
ら４０質量％の範囲である。
【００１０】
重合開始剤としては過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、ベンゾイルパーオキサイド、
４,４'－ジクロロパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、tert-ブチルパーベンゾエ
ート、tert－ブチルパーオキシマレイックアシッド等が挙げられる。特に好ましくはベン
ゾイルパーオキシド、tert－ブチルパーベンゾエートおよびtert－ブチルパーオキシマレ
イン酸が挙げられるが、好ましくは水溶性の重合開始材が挙げられる。即ち、過硫酸カリ
ウム、過硫酸アンモニウムが好適である。これらの含有量はラジカル重合性モノマーに対
して、好ましくは０．０００１質量％から３質量％、より好ましくは０．００１質量％か
ら２質量％、さらに好ましくは０．００５質量％から１質量％の範囲である。
【００１１】
重合促進剤としてアミン類、バルビツール酸誘導体、有機錫化合物およびスルフィン酸の
アルカリ金属またはアルカリ土類金属塩、あるいはアミド塩から硬化方式に応じて選択す
ればよい。好ましい重合促進剤としては、アスコルビン酸、Ｎ－メチルジエタノールアミ
ン、トリブチルホスフィン、アリルチオ尿素、およびＮ,Ｎ－ジメチル－ｐ－トルイジン
が挙げられる。さらに、光重合の場合には、アミン類およびバルビツール酸類のごとき有
機窒素化合物または有機錫化合物が含まれ、特にＮ,Ｎ－ジメチル－Ｐ－トルイジン、Ｎ,
Ｎ－(２－ヒドロキシエチル)－ｐ－トルイジン、トリエチルアミン、Ｎ－メチルエタノー
ルアミン、Ｎ,Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ,Ｎ－ジエチルアミノエチル
メタクリレート、Ｎ－フェニルグリシン－グリシジルメタクリレート、バルビツール酸、
１,３－ジメチルバルビツール酸、１－メチルバルビツール酸、１,３－ジフェニルバルビ
ツール酸、５－ブチルバルビツール酸、１,５－ジメチルバルビツール酸、５－エチルバ
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ルビツール酸、５－イソプロピルバルビツール酸、５－シクロヘキシルバルビツール酸、
１,３－ジメチル－５－エチルバルビツール酸、１,３－ジメチル－５－ｎ－ブチルバルビ
ツール酸、１,３－ジメチル－５－イソブチルバルビツール酸、１,３－ジメチル－５－シ
クロペンチルバルビツール酸、１,３－ジメチル－５－シクロヘキシルバルビツール酸、
１,３,５－ジメチルバルビツール酸、１,３－ジメチル－５－フェニルバルビツール酸、
１－ベンジル－５－フェニルバルビツール酸、１－シクロヘキシル－５－エチルバルビツ
ール酸、チオバルビツール酸、１,３,５－トリメチル－２－チオバルビツール酸、５－ブ
チル－２－チオバルビツール酸、これらのバルビツール酸誘導体の塩類(特にアルカリ金
属またはアルカリ土類金属の塩)、ジ－ｎ－ブチル－錫－マレエート、ジ－ｎ－ブチル－
錫－マレエート(ポリマー)；ジ－ｎ－オクチル－錫－マレエート、ジ－ｎ－オクチル－錫
－マレエート(コポリマー)、ジ－ｎ－オクチル－錫－ラウレートおよびジ－ｎ－ブチル－
錫－ジラウレートが挙げられる。スルフィン酸のアルカリ金属またはアルカリ土類金属あ
るいはアミド塩としては、芳香族スルフィン酸またはその塩が好適に用いられる。好まし
くは歯科領域において通常使用されるベンゼンスルフィン酸、ベンゼンスルフィン酸ナト
リウム、アルキル基置換ベンゼンスルフィン酸ナトリウム、ｐ－トルエンスルフィン酸ナ
トリウム等が例示される。芳香族スルフィン酸アミドとしてはＮ,Ｎ－ジメチル－ｐ－ト
ルエンスルフィン酸アミド、ベンゼンスルフィン酸アミド、Ｎ,Ｎ－ジメチル－ｐ－トル
エンスルフィン酸アミド、ベンゼンスルフィン酸アミド、Ｎ,Ｎ－ジメチル－ｐ－トルエ
ンスルフィン酸モルホリド、ｐ－トルエンスルフィン酸モルホリドが挙げられるが、好ま
しくは水溶性化合物である。即ち、アスコルビン酸、バルビツール酸誘導体が好適である
。これらの含有量はラジカル重合性モノマーに対して、好ましくは０．００１質量％から
３質量％、より好ましくは０．０１質量％から２質量％、さらに好ましくは０．０５質量
％から１質量％の範囲である。
【００１２】
未重合モノマーを１質量％以下含む酸性高分子電解質としてはアクリル酸、メタクリル酸
、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸から適宜組み合わせられる共重合体か単独重
合体が好適である。これらの含有量は液材に対して、好ましくは５質量％から８０質量％
、より好ましくは１０質量％から６０質量％、さらに好ましくは２０質量％から４０質量
％の範囲である。
【００１３】
ヒドロキシカルボン酸としては酒石酸、リンゴ酸が挙げられる。これらの含有量は液材に
対して、好ましくは０．１質量％から２０質量％、より好ましくは０．５質量％から２０
質量％、さらに好ましくは１質量％から１０質量％の範囲である。
酸反応性フィラーとしては酸化アルミニウム－酸化ケイ素を基本骨格とし、修飾イオンン
としてカルシウム及び／またはストロンチウムを含むフルオロアルミノシリケート粉末が
好適である。また該酸反応性フィラーは液材とのなじみ性や寿命性を共存させる目的でシ
ランカップリング剤にて表面処理を施してもよい。
【実施例】
【００１４】
次に実施例および比較例を挙げて本発明を具体的に説明する。なお、本発明はこれらの実
施例に何ら限定されるものではない。
1.酸性高分子電解質の調整
株式会社松風製グラスアイオノマーCX-Plusの液材100mlに蒸留水900mlを加水し、ベーン
ポンプにて日本ミリポア製限外濾過膜（バイオマックス　分画分子量　濾過面積0.1m2）
にて最終体積が100mlになるまで限外濾過を行った。その後、さらに蒸留水を400ml加え予
備凍結し東京理科器械製フリーズドライヤーを使用し、凍結乾燥した。得られたポリアル
ケン酸粉末を蒸留水にて固形分濃度が45wt%になるように溶液調整した。この酸性高分子
電解質溶液をリン酸緩衝液にて希釈しGPC測定を行ったが、未重合モノマーは認められな
かった。この45wt%溶液を標準液1（実施例用液１）とする。
【００１５】
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2.比較酸性高分子電解質の調整
標準液1にアクリル酸モノマーを表1に示した濃度になるように添加した。
【００１６】
【表１】

【００１７】
3.医科・歯科用硬化性組成物の調整例1~5
実施例用液又は比較例用液を用いて粉液型レジンモディファイドグラスアイオノマーセメ
ントの液材を表2の調合組成で調整した。また粉材は表3の調合組成にて調整した。なお表
3に記載した過硫酸カリウムおよびアスコルビン酸は市販薬品の結晶をアルミナ乳鉢にて5
0μm以下に微粉砕し株式会社松風製CX-PLUS粉材に均一混合した。
【００１８】
【表２】

【００１９】
9EG：ポリエチレングリコールジメタクリレートでエチレングリコールの平均重合度が9で
ある水溶性ラジカル重合性モノマー
2-HEMA：２－ヒドロキシエチルメタクリレート
【００２０】

【表３】

【００２１】
4.熱脱離GC－MSによる液材から揮発するアクリル酸モノマー類の定量分析
医科・歯科用硬化性組成物の実施例用液材又は比較例用液材から揮発するアクリル酸モノ
マーの定量分析を以下の分析方法にて行った。
【００２２】
試料前処理
試料50mgを石英製試料皿に秤量し、加熱炉に設置した加熱管（室温２５℃）中央部に導入
した。窒素ガスを50ml/minの流速で流し、追い出される揮発性成分を吸着管（Carbotrap4
00）に捕集した。捕集時間は20分とした。（気体採取量１L）
【００２３】
GC/MS-EI法による分析
捕集した吸着管を熱脱離GC/MS分析システムのチャンバー部にセットした。チャンバー部
（吸着管）を急速加熱して有機成分を離脱させ、GC/MSに導入し測定した。得られたトー
タルイオンクロマトグラム（TIC）で試料間の比較を行い、検出された成分のスペクトル
同定を行った。なお、GC/MS測定条件は以下のとうりである。
【００２４】
GC/MS分析条件
（熱離脱条件）
装置 ：スペルコ社製　熱離脱装置（TDU）
離脱条件 ：300℃まで急速昇温し5分間保持
（GC/MS測定条件）
GC/MS ：HP6890/HP5973
分離カラム：SPB-1（sulfur）30m×0.32mmI.D　4.0μm　Film
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GC温度 ：‐30℃→300℃　昇温10℃/min
GC注入口：TDU使用
キャリアー：ヘリウム　3ml/min
検出器 ：質量分析計（MS）230℃
測定質量範囲：m/Z＝33~600
【００２５】
分析結果
上述した分析の結果を表4に記載する。
【００２６】
【表４】

【００２７】
5.調整した各セメント組成物から溶出する成分のヒト皮膚細胞への毒性試験
東洋紡績株式会社製三次元培養皮膚モデル「テストスキン」を用いて以下に記載した方法
にて抽出した溶液を該細胞に10時間原液のまま作用させた後に細胞生存率を算出した。な
お実験操作は「テストスキン」使用方法に従い行った。
【００２８】
実施例用液材又は比較例用液材1.0gに対して粉材1.6gを紙練板上にて均一に混合した後、
直径10mm／厚さ1.5mmのフッ素樹脂モールドに充填しカバーグラスにて圧接後し練和開始
から2分後に温度37℃‐相対湿度100%の環境にて１時間放置し硬化させた試験体に10ml/cm
2となるように蒸留水を加え37℃にて24時間溶出成分を抽出した。表5に細胞生存率の試験
結果を記載する。
【００２９】

【表５】

【００３０】
以上記載した様に、本発明によるアクリル酸のような低沸点未重合モノマーを意図的に除
去し含有率を１質量％以下にすることにより酸性高分子電解質を含有する系からの臭気は
大幅に低減可能となり（参考表参照）、またそれに起因する細胞毒性も大幅に低減したこ
とは明らかであり、医科・歯科用材料として有用である。
実施例用液材１～３は刺激臭をほとんど感じず、比較例用液材１，２は刺激臭が認められ
た。
【００３１】
【表６】
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