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背景
金属、セラミックス、ポリマーおよびこれらを
組み合わせた複合材料がバイオマテリアルとして

近年、患部を切除することなく、がん細胞だけを
死滅させ、その後に正常組織の再生を期待できる、
低侵襲機能温存療法に大きな期待が寄せられてい
る。

臨床使用されている。一般に、セラミックスは、

化学療法、免疫学的療法、放射線療法あるいは

金属やポリマーに比べて、化学的耐久性に優れ、

温熱療法などは、その可能性を有するが、正常細

硬くて耐摩耗性に優れる。さらに、セラミックス

胞を傷めず、がん細胞に対してだけ有効な抗がん

は、それを構成する元素の選択肢が広く、加えて、

剤を用いた化学療法や、がん細胞だけに有効な抗

構成原子が規則正しく配列した結晶質であるか、

体を用いた免疫学的療法は十分には発達していな

構成原子の配列に長距離にわたる規則性のない非

い。放射線あるいは温熱療法においては、主に体

晶質（ガラス）
であるかによっても、その性質を著

外から患部を放射線照射あるいは加温する。その

しく変化させる。これらのセラミックスの特徴を

ため、体内深部のがん（例えば肝臓がん）を効果的

活かして、さまざまなセラミックバイオマテリア

に放射線照射あるいは加温できないばかりでな

ルが開発されてきた。本稿では、クオリティ・オ

く、体表付近の正常組織にも大きな損傷を与えて

ブ・ライフ
（QOL）の維持および向上に貢献する

しまう。

セラミックバイオマテリアルとして、がん治療用

これに対して、β線などの飛程の短い放射線を

材料と骨を中心とした硬組織修復用材料を紹介す

放射する直径 20 ～ 30 μmの微小球をカテーテル

る。

で患部に送り込めば、周囲の正常組織を傷めるこ

技術解説
1 . がん治療用セラミック微小球

となく、がんを局部的に直接放射線照射して治療
できる（図 11））。イットリウム（89Y）に熱中性子線
を照射すると、
β線を放射する 90Yに放射化される。

1981年以来、がんは日本人の死亡原因の第 1位

そこで、イットリウムを含むガラス微小球を作製

を占めている。現在、これを治療する最も一般的

し、これに熱中性子線を照射し、カテーテルを用

な方法は、患部を手術により切除する外科的療法

いて肝臓がんのごく近くの動脈内に注入すると、

である。しかし、患部を切除するとその機能を回

β線を局所的に照射できる。これまでに 17Y2O3・

復できない器官があり、またがんを外科的手術に

19Al2O3・64SiO（mol%）
組成のガラス微小球
（YAS
2

より完全には切除できない場合もある。そこで、

ガラス微小球）が開発され、海外において手術不
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放射性微小球による肝臓がんの放射線塞栓療法
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深部がん放射線治療用Y2O3 微小球

可能な肝細胞がんの治療に用いられている。正常
な肝細胞は必要な血液の 20%しか動脈から受けな
いが、肝臓がん細胞はほとんどの血液を動脈から
受けるので、同微小球は主に腫瘍部に導入され、
肝臓がん細胞は正常な肝細胞の 2 ～ 6倍の放射線
を照射される。また、同ガラスは優れた化学的耐
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微小球の交流磁場下
（100 kHz, 300 Oe）
での発熱特性

そうである。

久性を有し、放射性の Yを体内に溶出しないた

一方で、放射性微小球の代わりに磁性微小球を

め、患部以外の健常な組織が被ばくする心配がな

用いたがん温熱療法は、放射性物質を取り扱わな

い。さらに 90Yのの線の半減期は約 64時間と短い

いため日本の国内事情を勘案すれば、実現に近い

ので、この治療を受けた患者は翌日には退院でき

がん治療技術と言える。温熱療法はがん組織が正

る。しかし、実用化された材料は放射線治療にほ

常組織よりも熱に弱い性質を利用した治療法であ

とんど寄与しないAl2O3 とSiO2 を含んでいる。こ

る。直径20 ～ 30 μmの磁性微小球［例えば、磁性

れらを含まないY2O3 のみからなる微小球を作製

ナノ粒子（MNPs）含有シリカ（SiO2）微小球］を上

できれば、放射線の照射量の増加が見込める。そ

記の放射性微小球と同様に患部に送り込み、患部

こで、プラズマ火炎中で溶融する手法を用いて

を交流磁場の下に置くと、同微小球が磁気ヒステ

Y2O3 のみからなる微小球を作製した
（図 2 ）
。放

リシス損により発熱するので、がんを局所的に加

射化したこのY2O3 微小球を用いた動物実験によ
って、腫瘍増殖抑制効果があることを実証した。

温して治療できる。筆者らはこれまでにマグネタ
イト微小球を用いたin vitro実験によって、同微

しかし、日本国内においてはY2O3 を放射化する

小球が臨床を考慮した磁場環境下で十分な発熱特

施設から患者の待つ病院までの輸送には多くの法

性を有することを明らかにした（図 33））。この治

的・社会的な壁があり、国内における放射性微小

療法の課題は、患部の温度制御である。つまり、

球を用いたがん治療の実現にはまだ時間がかかり

図 3 に示す通り交流磁場の印加を続ければ磁性
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Fn吸着が水酸アパタイト（HAp）およびAl2O3 のMC3T3-E1細胞応答に及ぼす影響

微小球は発熱し続けるため、患部が過度に高温に

損部に材料を埋入すると、骨は材料を異物と認識

なれば、がん組織だけでなく、正常組織にもダメ

して線維性被膜によって覆うため、通常、骨と材

ージを与えてしまう懸念がある。これを避けるた

料は強固には結合しない。これに対して、セラミ

めには、約 50 ℃で磁性を失う
（すなわちキュリー

ックスやガラスなどの中には、骨欠損部に埋入さ

温度が約 50 ℃の）材料が適している。その候補材

れると、周囲の骨と自然に結合し、一体化する（生

料の一つに、窒化鉄（FexNy）がある。x/y比を制

体活性を示す）ものがある。これらは「生体活性セ

御したFexNy は、温熱治療に適したキュリー温度

ラミックス」と呼ばれ、骨修復材料として実用化

を示すだけでなく、Fe3O4 より高い発熱効率を示

されている。生体活性材料は生体内でその表面に

す 可 能 性 が あ る。 し か し、x/y比 を 制 御 し た

骨の無機主成分に類似した構造や組成を有する水

FexNy の合成は容易ではなく、その物性にも未だ

酸アパタイト（骨類似アパタイト）層を形成し、同

不明な点が多い。これまでに、筆者らはFexNy を

層を介して生体骨と結合する。水酸アパタイト［化

温熱治療に用いるための基礎的な材料特性とし

学量論組成ではCa10
（PO4）
（OH）
は、リン酸カル
6
2］

て、主にFe16N2 からなるナノ粒子の磁気特性およ

シウム系セラミックスの一種であり、水酸アパタ

び 細 胞 毒 性 を 調 べ、 報 告 し て き た 。 今 後 は

イトが骨と結合する機構の解明は、セラミックバ

FexNy 微小球の作製と特性評価を進めていく予定

イオマテリアル研究者の長年の課題である。

4）

である。
2 . 硬組織修復用セラミックバイオマテリアル
〈1〉セラミックバイオマテリアルの骨結合機構

これまで水酸アパタイトの骨結合機構の細胞レ
ベルでの理解はかなり進んできたが、生体内に埋
入した材料表面でのイベントを考えると、まず初

－分子レベルからの理解－

めにタンパク質の吸着が起こり、その後に細胞の

超高齢社会の日本では、骨折などにより寝たき

接着・増殖が起こる。従って、水酸アパタイトへ

りになる患者の数は増加傾向にある。寝たきりに

のタンパク質吸着がその後の細胞の挙動、ひいて

なれば、患者のQOLが著しく低下するだけでな

は骨結合性を支配している可能性がある。そこで

く、介護者の負担の増加に繋がる。そのため、運

筆者らは、アルブミン、フィブロネクチン（Fn）、

動機能を回復するためのバイオマテリアル
（骨修

ラミニン
（Ln）といった血清タンパク質の水酸ア

復材料や人工関節）の必要性は非常に高い。骨欠

パタイトへの初期吸着に注目し、「水酸アパタイ
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