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(57)【要約】
【課題】石灰化の発生を抑制できる脱細胞化生体組織の
調製方法、該脱細胞化生体組織の調製方法に用いる洗浄
液、並びにこの脱細胞化生体組織を備える移植片を提供
すること。
【解決手段】単離された生体組織内の細胞を破壊した後
に、前記生体組織内の破壊された細胞を、リン酸イオン
の含有量が２．０ｍｍｏｌ／Ｌ以下であり、クエン酸、
エチレンジアミン四酢酸、及びこれらの生理的に許容さ
れる塩からなる群より選択される１種以上の化合物を含
有する緩衝液により除去する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動物由来の生体組織が脱細胞化された脱細胞化生体組織の調製方法であって、
　単離された生体組織内の細胞を破壊する破壊手順と、
　破壊された細胞を、リン酸イオンの含有量が２．０ｍｍｏｌ／Ｌ以下であり、クエン酸
、エチレンジアミン四酢酸、及びこれらの生理的に許容される塩からなる群より選択され
る１種以上の化合物を含有する緩衝液により除去する除去手順と、を含む脱細胞化生体組
織の調製方法。
【請求項２】
　前記緩衝液として、クエン酸、及びクエン酸の生理的に許容される塩からなる群より選
択される１種以上の化合物を含有するものを用いる請求項１に記載の脱細胞化生体組織の
調製方法。
【請求項３】
　前記緩衝液として、さらに、塩化ナトリウム及びＤ－グルコースを含有するものを用い
る請求項１又は２に記載の脱細胞化生体組織の調製方法。
【請求項４】
　前記緩衝液として、界面活性剤を実質的に含まないものを用いる請求項１から３のいず
れかに記載の脱細胞化生体組織の調製方法。
【請求項５】
　前記破壊手順は、前記生体組織に超高静水圧を印加する手順を有する請求項１から４の
いずれかに記載の脱細胞化生体組織の調製方法。
【請求項６】
　前記超高静水圧は、１０００気圧以上である請求項５に記載の脱細胞化生体組織の調製
方法。
【請求項７】
　前記破壊手順と前記除去手順との間に、前記生体組織を有機溶媒又は有機溶媒の水溶液
に接触させる手順を含む請求項１から６のいずれかに記載の脱細胞化組織の調製方法。
【請求項８】
　前記有機溶媒が低級アルコールを含む請求項７に記載の脱細胞化組織の調製方法。
【請求項９】
　前記生体組織を有機溶媒又は有機溶媒の水溶液に接触させる手順を含まない請求項１か
ら６のいずれかに記載の脱細胞化組織の調製方法。
【請求項１０】
　単離された生体組織内の破壊された細胞を除去するために用いる洗浄液であって、
　リン酸イオンの含有量が２．０ｍｍｏｌ／Ｌ以下であり、クエン酸、エチレンジアミン
四酢酸、及びこれらの生理的に許容される塩からなる群より選択される１種以上の化合物
を含有する洗浄液。
【請求項１１】
　前記洗浄液が、クエン酸、及びクエン酸の生理的に許容される塩からなる群より選択さ
れる１種以上の化合物を含有する請求項１０に記載の洗浄液。
【請求項１２】
　前記洗浄液が、さらに、塩化ナトリウム及びＤ－グルコースを含有する請求項１０又は
１１に記載の洗浄液。
【請求項１３】
　動物に移植される移植片であって、
　請求項１から９のいずれか記載の調製方法で調製された脱細胞化生体組織を備える移植
片。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、動物由来の生体組織を脱細胞化する脱細胞化生体組織の調製方法、該脱細胞
化生体組織の調製方法に用いる洗浄液、及びこの脱細胞化生体組織を備える移植片に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　他人の生体組織由来の移植片を移植する場合、被移植者側組織による移植片の拒絶反応
が問題である。そこで、このような問題の解決手段として、人工組織の開発が待望されて
いる。
【０００３】
　人工組織の素材としては、種々の合成高分子が試みられている。しかし、これら素材と
生体組織との適合性が低いため、移植片と生体組織との接合部位における脱落や感染症が
発生する場合がある。
【０００４】
　そこで、生体組織との適合性を向上するべく、生体組織から細胞を除去して残存する支
持組織である脱細胞化生体組織を、移植片として使用する技術が近年開発された。細胞成
分の除去、つまり脱細胞化は、まず、界面活性剤を含有する処理液を用いて生体組織を処
理したり、生体組織に超高静圧を印加したりすることで細胞を破壊し、次に破壊した細胞
を生体組織から除去することで行われる（特許文献１、２、及び３を参照）。従来、細胞
を除去するための洗浄液としては、ＰＢＳ（リン酸緩衝化生理食塩水）等のリン酸イオン
を含有する緩衝液が使用されている（特許文献３を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００５－５１４９７１号公報
【特許文献２】特表２００６－５０７８５１号公報
【特許文献３】特表２００５－５３１３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の洗浄液を用いて洗浄した生体組織は、何らかの理由により、生体への移
植後、経時的に石灰化を生じやすいという問題がある。
【０００７】
　本発明は、以上の実情に鑑みてなされたものであり、石灰化の発生を抑制できる脱細胞
化生体組織の調製方法、該脱細胞化生体組織の調製方法に用いる洗浄液、並びにこの脱細
胞化生体組織を備える移植片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】
【０００８】
　本発明者らは、動物由来の生体組織中の細胞を破壊する手順を含む脱細胞化生体組織の
調製方法において、細胞を破壊する手順の後に、リン酸イオンの含有量が２．０ｍｍｏｌ
／Ｌ以下であり、クエン酸、エチレンジアミン四酢酸（以下、ＥＤＴＡとも記す。）、及
びこれらの生理的に許容される塩からなる群より選択される１種以上の化合物を含有する
緩衝液により脱細胞化生体組織をさらに洗浄することによって、高い効率での石灰化の抑
制を実現できることを見出し、本発明を完成するに至った。具体的には、本発明は以下の
ようなものを提供する。
【０００９】
　（１）動物由来の生体組織が脱細胞化された脱細胞化生体組織の調製方法であって、
　単離された生体組織内の細胞を破壊する破壊手順と、
　破壊された細胞を、リン酸イオンの含有量が２．０ｍｍｏｌ／Ｌ以下であり、クエン酸
、エチレンジアミン四酢酸、及びこれらの生理的に許容される塩からなる群より選択され
る１種以上の化合物を含有する緩衝液により除去する手順と、を含む脱細胞化生体組織の



(4) JP 2010-227246 A 2010.10.14

10

20

30

40

50

調製方法。
【００１０】
　（２）前記緩衝液として、クエン酸、及びクエン酸の生理的に許容される塩からなる群
より選択される１種以上の化合物を含有するものを用いる（１）に記載の脱細胞化生体組
織の調製方法。
【００１１】
　（３）前記緩衝液として、さらに、塩化ナトリウム及びＤ－グルコースを含有するもの
を用いる、（１）又は（２）のいずれかに記載の脱細胞化生体組織の調製方法。
【００１２】
　（４）前記緩衝液として、界面活性剤を実質的に含まないものを用いる、（１）から（
３）のいずれかに記載の脱細胞化生体組織の調製方法。
【００１３】
　（５）前記破壊手順は、前記生体組織に超高静水圧を印加する手順を有する、（１）か
ら（４）のいずれかに記載の脱細胞化生体組織の調製方法。
【００１４】
　（６）前記超高静水圧は、１０００気圧以上である（５）に記載の脱細胞化生体組織の
調製方法。
【００１５】
　（７）前記破壊手順と、前記除去手順との間に、前記生体組織を有機溶媒又は有機溶媒
の水溶液に接触させる手順を含む、（１）から（６）のいずれかに記載の脱細胞化組織の
調製方法。
【００１６】
　（８）前記有機溶媒が低級アルコールを含む（７）に記載の脱細胞化組織の調製方法。
【００１７】
　（９）前記生体組織を有機溶媒又は有機溶媒の水溶液により接触させる手順を含まない
、（１）から（６）のいずれかに記載の脱細胞化組織の調製方法。
【００１８】
　（１０）単離された生体組織内の破壊された細胞を除去するために用いる洗浄液であっ
て、
　リン酸イオンの含有量が２．０ｍｍｏｌ／Ｌ以下であり、クエン酸、エチレンジアミン
四酢酸、及びこれらの生理的に許容される塩からなる群より選択される１種以上の化合物
を含有する洗浄液。
【００１９】
　（１１）前記洗浄液が、クエン酸、及びクエン酸の生理的に許容される塩からなる群よ
り選択される１種以上の化合物を含有する（１０）に記載の洗浄液。
【００２０】
　（１２）前記洗浄液が、さらに、塩化ナトリウム及びＤ－グルコースを含有する（１０
）又は（１１）に記載の洗浄液。
【００２１】
　（１３）動物に移植される移植片であって、
　（１）から（９）のいずれか記載の調製方法で調製された脱細胞化生体組織を備える移
植片。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、生体組織内を脱細胞化する際に、石灰化の発生を抑制できる脱細胞化
生体組織を調製することが可能となる。さらに本発明の方法により得られる脱細胞化生体
組織は移植片としても有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施例１及び２により得られた脱細胞化生体組織の石灰化の観察結果を
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示す図である。
【図２】本発明の実施例３及び４により得られた脱細胞化生体組織の石灰化の観察結果を
示す図である。
【図３】本発明の実施例５及び６により得られた脱細胞化生体組織の石灰化の観察結果を
示す図である。
【図４】本発明の実施例７及び８により得られた脱細胞化生体組織の石灰化の観察結果を
示す図である。
【図５】本発明の比較例１及び２により得られた脱細胞化生体組織の石灰化の観察結果を
示す図である。
【図６】本発明の比較例３及び４により得られた脱細胞化生体組織の石灰化の観察結果を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について説明するが、本発明を限定することを意図するもので
はない。
【００２５】
＜調製方法＞
　本発明の脱細胞化生体組織の調製方法は、生体組織内の細胞を破壊する破壊手順と、リ
ン酸イオンの含有量が２．０ｍｍｏｌ／Ｌ以下であり、クエン酸、エチレンジアミン四酢
酸、及びこれらの生理的に許容される塩からなる群より選択される１種以上の化合物を含
有する緩衝液により除去する、除去手順とを含む。
【００２６】
［破壊手順］
　生体組織内の細胞を破壊する手順としては、良好に細胞が破壊される限り特に制限され
ず、従来知られる方法により行えばよい。
【００２７】
　細胞破壊手順に供される動物由来の生体組織の例としては、角膜、軟骨、気管、心膜、
羊膜、及び皮膚等の軟組織、心筋等の嵩高い組織や骨等の硬組織が挙げられる。
【００２８】
　生体組織内の細胞を破壊する好適な手順の具体例としては、
　１）動物由来の生体組織を、ＳＤＳ、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００（登録商標）、ＰＥＧ
、ＰＥＯ等の人工化合物や、コール酸ナトリウム等の生体由来の化合物から選択される界
面活性剤を含有する洗浄液により生体組織を洗浄する方法、又は、２）動物由来の生体組
織に超高静水圧を印加する方法が挙げられる。
【００２９】
　これらの方法のなかでは、条件によって生体組織中の細胞やウイルスを破壊することが
可能であることや、界面活性剤等の生体組織への残留の問題が無いこと等から、２）の超
高静水圧を印加する方法を用いるのがより好ましい。
【００３０】
　２）の超高静水圧を印加する方法についてより具体的に説明する。
　生体組織内の細胞を破壊する際の超高静水圧としては、１０００気圧以上であることが
好ましく、生体組織内の細菌を破壊できる点で４０００気圧以上であることがより好まし
く、ウイルスを破壊できる点で６０００気圧以上であることがさらに好ましい。
【００３１】
　超高静水圧の印加は媒体中で行い、媒体としては水や水溶性多糖の水溶液を用いること
ができる。動物由来の生体組織が、例えば、角膜、軟骨、気管、心膜、羊膜、及び皮膚等
の軟組織である場合には、媒体として水溶性多糖の水溶液を用いるのが好ましい。水溶性
多糖の水溶液を媒体に用いることにより、超高静水圧の印加後の軟組織の膨潤を大幅に抑
制することができるからである。
【００３２】
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　媒体として用いる水溶性多糖の水溶液に使用する、水溶性多糖の好ましい例としては、
デキストラン、アルギン酸、ヒアルロン酸、トレハロース、２－メタクリロイルオキシエ
チルホスホリルコリン、ポリビニルピロリドンが挙げられる。これら水溶性多糖は、１種
単独で又は複数種を混合して使用されてよい。
【００３３】
　媒体として水溶性多糖の水溶液を用いる場合の水溶性多糖の濃度は、印加される超高静
水圧値、使用される軟組織の種類等に応じ、許容される範囲内に膨潤度を制限できるよう
適宜設定されてよい。
【００３４】
　具体的な超高静水圧の印加の手順としては、例えば、まず、水不透過性フィルムの袋内
に媒体を満たし、媒体に動物由来の生体組織を湿潤させる。そして、内部に気体が残留し
ないように留意しつつ、袋を厳重に密閉する。この袋を、超高静水圧処理装置（例えば、
「Ｄｒ．ＣＨＥＦ（型式）」（神戸製鋼所社製））のチャンバー内に設置し、装置を作動
させればよい。超高静水圧の印加時間は、細胞良好に破壊される限り特に限定されず、通
常１０～３０分程度であり、印加時の媒体温度は通常２５～４０℃、好ましくは３０℃付
近である。
【００３５】
［除去手順］
　上記方法により生体組織中の細胞を破壊した後には、除去手順を行う事前に、生体組織
に影響を与えない有機溶媒又は有機溶媒の水溶液と、細胞を破壊された生体組織を浸漬等
の方法により接触させて処理してもよい。後述する緩衝液での洗浄時に、破壊された細胞
の除去が容易になるためである。前記の有機溶媒としては、エタノール、イソプロパノー
ル等の低級アルコール、グリセリン、又はこれらの水溶液等が好ましく、接触させた後に
生体組織から除去しやすいことからエタノール又はその水溶液を用いるのがより好ましい
。
【００３６】
　また、有機溶媒又は有機溶媒の水溶液と細胞を破壊された生体組織を接触させる手順を
含まない態様も、脱細胞化組織の調製方法として好ましい。生体組織の洗浄にエタノール
等を用いた場合には、凍結乾燥等の方法により洗浄後の生体組織からエタノール等を完全
に除去する必要があることや、生体組織に残留するエタノール等の量を分析する必要が生
じる等から、凍結乾燥装置や残留溶媒の分析装置等の高価な装置を必要とし、脱細胞化組
織の調製のための作業量が増加するからである。
【００３７】
　前記の破壊手順において、破壊された生体組織内の細胞は、除去手順により生体組織か
ら除去される。除去手順においては、リン酸イオンの含有量が２．０ｍｍｏｌ／Ｌ以下で
あり、クエン酸、ＥＤＴＡ、及びこれらの生理的に許容される塩からなる群より選択され
る１種以上の化合物を含有する緩衝液により、生体組織中の破壊された細胞を洗浄する。
前記緩衝液はリン酸イオンを実質的に含有しないことがより好ましい。リン酸イオンを実
質的に含有しないとは、僅少量のリン酸イオンが不可避的に混入した場合や迂回目的で僅
少量を含有させた場合を包含し、リン酸イオンの含有量が１．０ｍｍｏｌ／Ｌ以下、より
具体的には０．７ｍｍｏｌ／Ｌ以下、さらに具体的には０ｍｍｏｌ／Ｌである。
【００３８】
　生体組織中の破壊された細胞の洗浄に用いる前記緩衝液中のリン酸イオンの含有量は、
イオンクロマトグラフィー、キャピラリー電気泳動法、原子吸光法、モリブデンブルー法
等の公知の方法により測定することができる。
【００３９】
　本発明においては、細胞を破壊された生体組織を、リン酸イオンの含有量が２．０ｍｍ
ｏｌ／Ｌ以下と非常に少なく、且つ、クエン酸、ＥＤＴＡ、及びこれらの生理的に許容さ
れる塩等のカルシウム等の金属イオンをキレートする効果のある化合物を含む緩衝液を用
いて洗浄することにより、脱細胞化生体組織の石灰化を著しく抑制することが可能となる
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。
【００４０】
　ここで生理的に許容される塩の例としては、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属塩
、アルギニン、リジン、ヒスチジン、及びオルニチン等のアミノ酸塩、アンモニウム塩、
各種有機塩基の塩等が挙げられ、これらの中では、入手が容易で、脱細胞化生体組織に残
留した場合の問題がより少ないことからナトリウム、カリウム等のアルカリ金属塩である
のがより好ましい。
【００４１】
　緩衝液中の、クエン酸、ＥＤＴＡ、及びこれらの生理的に許容される塩からなる群より
選択される１種以上の化合物の濃度は、通常緩衝液として使用される溶液の濃度であり、
本発明の効果を損なわないものであれば特に制限されないが、通常０．１～１００ｍｍｏ
ｌ／Ｌ、より好ましくは０．１～７０ｍｍｏｌ／Ｌである。
【００４２】
　緩衝液中に含まれる化合物としては、脱細胞化生体組織に残留した場合の問題がより少
ないこと等からクエン酸、及びクエン酸の生理的に許容される塩からなる群より選択され
る１種以上の化合物を用いるのがより好ましい。
【００４３】
　緩衝液は、クエン酸、ＥＤＴＡ、及びこれらの生理的に許容される塩からなる群より選
択される１種以上の化合物の他に、塩化ナトリウム、及びＤ－グルコースを含むものがよ
り好ましい。緩衝液が、塩化ナトリウム及びＤ－グルコースを含むものである場合には、
塩化ナトリウムの緩衝液中の濃度は好ましくは０．１～１０ｇ／Ｌ、より好ましくは０．
５～５ｇ／Ｌであり、Ｄ－グルコースの濃度は好ましくは１～５０ｇ／Ｌ、より好ましく
は５～３０ｇ／Ｌである。これらの緩衝液の中で特に好ましく用いられるものとしては、
特定量のクエン酸、クエン酸塩、塩化ナトリウム、及びＤ-グルコースを含有する緩衝液
であるＡｌｓｅｖｅｒ’ｓ液が挙げられる。
【００４４】
　以上説明した、本発明において脱細胞化された生体組織の洗浄に用いる緩衝液は、得ら
れる脱細胞化生体組織の石灰化を生じ難くするために、実質的に界面活性剤を含まないも
のを用いるのが好ましい。
【００４５】
　生体組織中の破壊された細胞の除去は、細胞を破壊された生体組織を上記の緩衝液に浸
漬することにより行われる。緩衝液に浸漬する処理温度は通常２５～４０℃であり、３７
℃付近がより好ましい。緩衝液に浸漬する処理時間は破壊された細胞の除去が良好に行わ
れる限り特に制限されないが、通常１～７日、より好ましくは３日程度である。
【００４６】
　このようにして調製される脱細胞化生体組織の保存方式は、滅菌状態である限り特に限
定されず、冷凍状態、液体内での湿潤状態、又は乾燥状態であってよい。
【００４７】
＜移植片＞
　このように調製される脱細胞化生体組織は、動物に移植される移植片の構成物として有
用である。即ち、本発明の移植片は、前述の脱細胞化生体組織を備える。
【実施例】
【００４８】
＜実施例１～８、及び比較例１～２＞
［破壊手順］
　食用ブタ養殖場からブタ由来の大動脈を購入し、４℃にて搬送した。この大動脈を１ｃ
ｍずつに輪切りし、Ａｌｓｅｖｅｒ’ｓ液５ｍｌが満たされたポリエチレン製フィルムの
袋内に湿潤させた。この袋を、「Ｄｒ．ＣＨＥＦ」（神戸製鋼所社製）のチャンバー内に
載置し、温度を３０℃に保持しつつ、１００００気圧の静水圧を１０分間印加した。この
間、昇圧及び降圧速度がそれぞれ６６６気圧／分となるように、「Ｄｒ．ＣＨＥＦ」を制
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御した。印加後の大動脈（生体組織）を清潔操作で取り出した。
【００４９】
［除去手順］
　破壊手順により得られた生体組織を、約１００ｍＬのＥＢＭ－２にＤＮａｓｅ（４ｍｇ
／ｍｌ、ロシュ・ダイアグノスティックス（株））５００μＬを加えたものに３７℃で１
４日間浸漬して生体組織の洗浄を行った。
【００５０】
　次いで、所望により、濃度８０重量％のエタノール水溶液（Ａｌｓｅｖｅｒ’ｓ液を用
いてエタノールを希釈して調製）約１００ｍＬに生体組織を３７℃で３日間浸漬して洗浄
を行った後、表１に示す緩衝液約１００ｍＬに３７℃で３日間浸漬処理を行った。
【００５１】
　［石灰化の観察］
　破壊手順及び除去手順を経て得られた脱細胞化生体組織を、ＦＢＳ（インビトロジェン
（株））に１０日間浸漬した後に、コッサ染色を行ない、顕微鏡により石灰化により発生
する脱細胞化生体組織内の黒点を観察し、石灰化の程度を比較した。
【００５２】
　実施例１～８、及び比較例１～４におけるＥＢＭ浸漬処理後の処理条件及び石灰化の観
察結果を表１に記す。
【００５３】
【表１】

【００５４】
＊１：Ａｌｓｅｖｅｒ’ｓ液（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社、組成：塩化ナトリウム４
．２ｇ／Ｌ、クエン酸三ナトリウム二水和物８．０ｇ/Ｌ、クエン酸一水和物０．５５ｇ
／Ｌ、Ｄ－グルコース２０．５ｇ／Ｌ。）
＊２：ＰＢＳ／Ａｌｓｅｖｅｒ’ｓ混合液（ＰＢＳ：Ａｌｓｅｖｅｒ’ｓ液を１：９（体
積比）で混合したもの。リン酸イオン濃度０．６６ｍｍｏｌ／Ｌ。）
＊３：生理食塩水＋クエン酸（クエン酸濃度４１．６ｍｍｏｌ／Ｌ。）
＊４：生理食塩水＋ＥＤＴＡ（二ナトリウム塩）（ＥＤＴＡ濃度５．９ｍｍｏｌ／Ｌ）
＊５：ＰＢＳ（組成：塩化ナトリウム９０００ｍｇ／Ｌ、リン酸一水素ナトリウム（無水
）８００ｍｇ／Ｌ、リン酸二水素カリウム（無水）１４４ｍｇ／Ｌ。リン酸イオン濃度６
．６５）
【００５５】
　表１及び図５から６に示されるように、６．６５ｍｍｏｌ／Ｌと多量のリン酸イオンを
含むＰＢＳや、リン酸イオンを含まないがクエン酸やＥＤＴＡ等も含まない生理食塩水を
緩衝液として用いた比較例１から４により得られた脱細胞化生体組織では、激しい石灰化
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が起きていることがわかる。
【００５６】
　一方、表１及び図１から４に示されるように、リン酸イオンを少量含むか全く含まず、
クエン酸、ＥＤＴＡ、及びその塩から選択される化合物を特定量含有する緩衝液を用いた
実施例１から８により得られた脱細胞化生体組織では、石灰化は生じないか、生じてもわ
ずかなものであることがわかる。
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