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(57)【要約】
【課題】機能的α１，３ガラクトシルトランスフェラーゼを欠く動物に由来する組織生成
物の提供。
【解決手段】本発明は、機能的α１，３ガラクトシルトランスフェラーゼ（α－１，３．
ＧＴ）のいずれの発現も欠く、動物に由来する組織を提供する。そのような組織は、整形
外科再構築および修復、皮膚修復および内部組織修復のような異種移植の分野において、
または医療機器として用いることができる。上記動物はウシ、ブタまたはヒツジのような
反芻動物または有蹄動物であり得る。α－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現も欠
く動物からの組織は、ブタ、ウシまたはヒツジのような出生前、新生、または未成熟また
は十分に成熟した動物から得ることができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本願明細書に記載された発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００４年３月１７日に出願された米国仮特許出願第６０／５５３，８９５
号、および２００４年４月６日に出願された米国仮特許出願第６０／５５９，８１６号に
対する優先権を主張する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、機能的α１，３ガラクトシルトランスフェラーゼ（α１，３ＧＴ）のいずれ
の発現も欠く動物に由来する組織を提供する。そのような組織は整形外科再構築および修
復、皮膚の修復および内部組織の修復のような異種移植の分野において、または医療機器
として用いることができる。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　ブタ、ヒツジおよびウシのような反芻動物は異種移植器官および組織のありそうな源と
考えられる。ブタ異種移植片は最も注目されている。というのは、ブタの供給は豊富であ
り、育種プログラムがよく確立されており、それらのサイズおよび病理学がヒトに適合す
るためである。ウシまたはヒツジのような他の反芻動物源もまた硬いおよび柔軟な組織異
種移植片のための源として提唱されてきた。しかしながら、これらの器官または組織のヒ
トへの導入が成功する前に克服しなければならないいくつかの障害がある。最も重要なの
は免疫拒絶である。最初の免疫学的ハードルは「過剰急性拒絶」（ＨＡＲ）である。ＨＡ
Ｒは、外来性組織に結合する予め形成された天然抗体の高い力価の普遍的な存在によって
定義される。これらの天然抗体のドナー組織内皮上の標的エピトープの結合は、ＨＡＲに
おいて開始事象であると信じられている。この結合に続いて、受容者血液でのドナー組織
の灌流から数分以内に、補体活性化、血小板およびフィブリン沈着が起こり、最終的には
、ドナー器官において間隙浮腫および出血が起こり、その全ては受容者における組織の拒
絶を引き起こす（非特許文献１）。
【０００４】
　ヒトにおける最も頻繁に移植される組織は骨である（非特許文献２）。合衆国単独にお
いて、１００，０００を超える骨移植またはインプラント手法が毎年行われて、外傷、感
染、先天的奇形、または悪性疾患に由来する骨からなる欠陥を修復しまたは置き換えてい
る。ヒト骨は、石灰化基底物質およびコラーゲン繊維の細胞外マトリックスに包埋された
細胞よりなる固い結合組織である（Ｓｔｅｄｍａｎ’ｓ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｉｃｔｉｏ
ｎａｒｙ，Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ，Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ，Ｍｄ．（１９
９５））。
【０００５】
　骨移植片およびインプラントは、しばしば、自家骨から形成される。しかしながら、特
に子供における大きな欠陥用の移植可能な自家骨組織はしばしば入手できない。加えて、
自家骨移植の結果、ドナー部位における疼痛、出血、創傷問題、化粧的不能、感染または
神経損傷のような手術後病的状態が起こり得る。さらに、移植された自家骨組織からの所
望の機能的形状を作成することにおける困難性の結果、骨欠陥の最適な充填を下回りかね
ない。
【０００６】
　腱、靭帯、軟骨、皮膚、心臓組織および弁、および粘膜下組織のような軟組織もまたヒ
トに通常に移植される。構造の多く、および元の組織の特性の多くは、異種移植片材料の
使用を通じて移植において維持できる。異種移植片組織は、ヒトにおける移植で安全なよ
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うに処理できる場合、入手できる材料の限定されない供給を代表する。
【０００７】
　一旦個体に移植されれば、異種移植片は異種移植片の慢性および過剰急性拒絶のような
免疫原性反応を誘起する。この拒絶のため、骨異種移植片は骨折、再吸収および癒着不能
の増大した率を呈する。ヒトにおけるインプラントとしての、ブタ、ウシまたはヒツジの
ような動物組織の使用に対する主な免疫学的障害は、ヒトおよびサルにおける抗体のほぼ
１％を含む、天然の抗－ガラクトースα１，３－ガラクトース抗体である。
【０００８】
　旧世界サル、類人猿およびヒトを除いて、ほとんどの哺乳動物はガラクトースα１，３
－ガラクトースエピトープを含有する細胞表面上の糖蛋白質を有する（非特許文献３）。
対照的に、ガラクトースα１，３－ガラクトースを含有する糖蛋白質はブタのような他の
哺乳動物の細胞で大量に見出されている。ヒト、類人猿および旧世界サルはガラクトース
α１，３－ガラクトースを有さず、大量に生産される天然に生じる抗－ガラクトースα１
，３－ガラクトース抗体を有する（非特許文献４）。抗－ガラクトースα１，３－ガラク
トース抗体は、ガラクトースα－１，３ガラクトースを担う糖蛋白質および糖脂質に特異
的に結合する。
【０００９】
　哺乳動物における「α－１，３　ＧＴエピトープ」および抗－Ｇａｌ抗体（すなわち、
α－１，３ガラクトースを担う糖蛋白質および糖脂質に結合する抗体）のこの異なる分布
は、先祖の旧世界霊長類およびヒトにおける不活化された（すなわち、突然変異された）
α－１，３－ガラクトシドトランスフェラーゼを持つ種につき選択された進化の過程の結
果である。かくして、ヒトはα－１，３－ＧＴの「天然ノックアウト」である。この事象
の直接的な結果は、最初にＨＡＲを介してヒトに移植されたブタ器官の拒絶のような異種
移植片の拒絶である。
【００１０】
　α－ガラクトシダーゼでのエピトープの酵素的除去（非特許文献５）、特異的抗－ｇａ
ｌ抗体の除去（非特許文献６）、α－１，３－ＧＴ発現を排除するのに失敗した他の炭水
化物部位でのエピトープのキャッピング（非特許文献７および非特許文献８）および補体
阻害性蛋白質の導入（非特許文献９、非特許文献１０）を含めた、種々の戦略が、ブタ異
種移植によって引き起こされた抗－Ｇａｌ液性応答を排除または変調するために行われて
きた。非特許文献１１は、Ｈ－トランスフェラーゼトランスジェニックブタにおけるα－
１，３－ＧＴの競合的阻害の結果、エピトープの数の部分的低下のみが得られることを報
告した。同様に、非特許文献１２は、Ｎ－アセチルグルカサミニルトランスフェラーゼＩ
ＩＩトランスジェニックブタにおけるｇａｌエピトープの発現をブロックする試みもまた
、ｇａｌエピトープの数の部分的低下のみをもたらし、霊長類受容者における移植片生存
を有意に拡大しないことを報告した。
【００１１】
　Ｂａｄｙｌａｋらは、膝靭帯（上十字靭帯）および肩回旋腱板を修復するための結合組
織移植片を含めた種々の組織移植片のために使用されるブタの小腸からの粘膜下組織を単
離するプロセスを開発した。小腸粘膜下（ＳＩＳ）材料は化学的および酵素的工程を用い
て処理して、生きた細胞の組織をストリップし、宿主細胞の内植および組織再生を刺激す
る無細胞の細胞外マトリックスを得る（例えば、特許文献１、特許文献２および特許文献
３参照）。このプロセスは、現在、ヒト組織移植片で利用されている。しかしながら、化
学的処理工程にもかかわらず、ガラクトースα１，３ガラクトース糖残基が移植片に包埋
されたままであり、ヒト患者において免疫活性化および炎症を引き起こす（非特許文献１
３；非特許文献１４）。
【００１２】
　Ｓｔｏｎｅらは、ブタ軟組織および骨組織を処理して、細胞材料を取り出すプロセス、
続いての、移植に先立って組織からガラクトースα１，３－ガラクトースを除去するα－
ガラクトシルシダーゼでの処理を開発した（非特許文献１５；非特許文献１６）。このプ
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ロセスは多数の特許出願の主題であり、それらは、上十字靭帯修復、半月修復、関節軟骨
異種移植片、粘膜下異種移植片、骨および骨マトリックス異種移植片、心臓弁置換および
軟組織異種移植片のような種々の適用のためのそのような組織の使用を議論している。例
えば、特許文献４、特許文献５、特許文献６、特許文献７、特許文献８、特許文献９、特
許文献１０、特許文献１１、特許文献１２、特許文献１３および特許文献１４；米国特許
出願第２００２／００８７２１１号明細書、米国特許第２００１／００５１８２８号明細
書、米国特許第２００１／００３９４５９号明細書、特許文献１５、特許文献１６および
特許文献１７；および特許文献１８、特許文献１９、特許文献２０、特許文献２１、特許
文献２２、特許文献２３、特許文献２４、特許文献２５、特許文献２６、および特許文献
２７参照。
【００１３】
　かくして、ヒトにおいて有害効果を引き起こさない組織移植片を提供する必要性が当該
分野に存在する。
【００１４】
　非特許文献１７は、野生型およびα－１，３－ガラクトシルトランスフェラーゼノック
アウトマウスに移植されたブタ軟骨の遅延された拒絶が、軟骨におけるα１，２－フコシ
ルトランスフェラーゼ（ＨＴトランスジェニック）のトランスジェニック発現によって低
下されることを報告している。
【００１５】
　ブタ細胞および生きた動物におけるα－１，３－ＧＴ遺伝子座の単一対立遺伝子ノック
アウトが報告されている。非特許文献１８は、ヒツジにおけるα－１，３－ＧＴ遺伝子の
１つの対立遺伝子の標的化遺伝子欠失を報告した。非特許文献１９は、異種接合性α－１
，３－ＧＴノックアウト体細胞ブタ胎児線維芽細胞の生産を報告した。２００２年に、非
特許文献２０および非特許文献２１は、α－１，３－ＧＴ遺伝子の１つの対立遺伝子が首
尾よく不活性とされたブタの生産を報告した。非特許文献２２は、ＨＴおよびα－１，３
－ＧＴエピトープを発現した、ヒトα－１，２－フコシルトランスフェラーゼ（ＨＴ）を
やはり発現する異種接合α－１，３－ＧＴノックアウトブタの創製を報告した。
【００１６】
　Ａｕｓｔｉｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅに対する特許文献２８および特
許文献２９；Ｂｒｅｓａｔｅｃに対する特許文献３０；およびＢｉｏＴｒａｎｓｐｌａｎ
ｔ，Ｉｎｃ．およびＴｈｅ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎに対する特許文献３１、特許文献３２、特許文献３３および特許文献３４は、（ゲノム
組織化または配列の知識なしで）α－１，３－ＧＴ遺伝子のｃＤＮＡの知識に基づくα－
１，３－ＧＴ陰性ブタ細胞の生産の議論を提供する。しかしながら、そのような細胞がこ
れらの出願の出願日に先立って現実に生産されたという証拠はなく、実施例は全て仮定で
あった。
【００１７】
　ヘテロ接合性α－１，３－ＧＴ陰性ブタ細胞の成功した生産の最初の公の開示がＬａｋ
ｅ　Ｔａｈｏｅ　Ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅにおいて
１９９９年７月に行われた（非特許文献２３）。最近に至るまで、ホモ接合性α１，３Ｇ
Ｔ陰性ブタ細胞の生産を誰も公表せず、公に開示しなかった。さらに、ブタ胚性幹細胞は
今日まで利用できなかったため、α－１，３－ＧＴホモ接合性胚性幹細胞を用いて、生き
たホモ接合性α１，３ＧＴノックアウトブタを調製することを試みる方法はなく、今も依
然としてない。
【００１８】
　２００３年２月２７日に、非特許文献２４は、α－１，３－ＧＴ遺伝子のノックアウト
につきホモ接合性の胎児ブタ線維芽細胞の成功した生産を示す報告を公表した。
【００１９】
　ＰＰＬ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓに対する特許文献３５は、核導入のための体細胞の
遺伝的修飾を記載する。この特許出願は、ブタ体細胞におけるα－１，３－ＧＴ遺伝子の
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遺伝子的破壊、および核導入のためのα－１，３－ＧＴ遺伝子の少なくとも１つのコピー
を欠くこれらの細胞の核の引き続いての使用を開示する。
【００２０】
　Ｃｏｏｐｅｒ　＆　Ｋｏｒｅｎに対する特許文献３６は、シアリルトランスフェラーゼ
またはフコシルトランスフェラーゼ蛋白質を発現する遺伝子工学により作成された哺乳動
物のいずれの現実の生産も確認していない。該特許は、遺伝子工学により作成された哺乳
動物が、哺乳動物の細胞表面でのガラクトシル化蛋白質エピトープの低下を呈すると主張
する。
【００２１】
　Ｔｈｅ　Ｃｕｒａｔｏｒｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｍｉｓｓｏ
ｕｒｉに対する特許文献３７は、異種移植で用いるヘテロ接合性α１，３ＧＴノックアウ
トミニアチュアブタの生産を確認する。この出願は、一般には、破壊されたα－１，３－
ＧＴ遺伝子を含むノックアウトブタに指向され、ここに、ノックアウトブタにおける機能
的α－１，３－ＧＴの発現は野生型と比較して減少している。この出願は、ブタが異種移
植で有用なように、どの程度までα－１，３－ＧＴが減少されなければならないかについ
てのいずれのガイダンスも提供していない。さらに、この出願は、生産されたヘテロ接合
性ブタが、機能的α１，３ＧＴの減少した発現を呈するいずれの証拠も提供していない。
さらに、該出願はホモα１，３ＧＴノックアウトブタに言及するが、いずれかが現実に生
産された、または生産可能であった適用についての証拠はなく、ましてや、得られた子孫
が異種移植で生存可能であり、または表現型的に有用であるという証拠はない。
【００２２】
　ガラクトースα１，３－ガラクトースを含有する糖蛋白質の全部の欠失は、異種移植に
ついてのブタ動物の生産に対する明らかに最良なアプローチである。α１，３ＧＴ遺伝子
の双方のコピーの二重ノックアウト、または破壊は２つの方法：１）子孫を生じさせるた
めの２つの単一対立遺伝子ノックアウト動物の育種、この場合、４つのうち１つが二重ノ
ックアウトであるというメンデルの遺伝学に基づいて予測するであろう、または２）予め
存在する単一ノックアウトを持つ細胞における第二の対立遺伝子の遺伝的修飾によって生
じさせることができることが理論的に可能である。事実、これは、ノックアウトブタ細胞
についての最初の特許出願は１９９３年に出願されたが、最初のホモ接合性α１，３ＧＴ
ノックアウトブタは（ここに記載する）２００２年７月に至るまで生産されなかったとい
う事実によって示されるようにこれはかなり困難であった。
【００２３】
　トランスジェニックマウス（ブタではない）は、歴史的には、そのほとんどが、ブタ胚
性幹細胞は入手できなかったが、マウス胚性幹細胞は入手できたというのではない、多数
の理由で、哺乳動物病理学に対する遺伝子的修飾の効果を調べるのに好ましいモデルであ
った。マウスは基本的な研究適用のための理想的な動物である。なぜならば、それらは取
り扱うのが比較的容易であり、迅速に生殖し、および分子レベルにおいて遺伝子的に操作
することができるためである。科学者はマウスモデルを用いて、結腸癌～精神的遅れまで
の、種々の遺伝子的ベースの病気の分子的病理を調べる。数千の遺伝子的に修飾されたマ
ウスが今日までに作り出されている。マウスノックアウトおよび古典的突然変異について
の表現型および遺伝子型情報の包括的データベースを供するために、「Ｍｏｕｓｅ　Ｋｎ
ｏｃｋｏｕｔ　ａｎｄ　Ｍｕｔａｔｉｏｎ　Ｄａｔａｂａｓｅ（マウスノックアウトおよ
び突然変異データベース）」がＢｉｏＭｅｄＮｅｔによって作り出されており（ｈｔｔｐ
：／／ｒｅｓｅａｒｃｈ．ｂｍｎ．ｃｏｍ／ｍｋｍｄ；非特許文献２５；非特許文献２６
）。このデータベースは、今日までにマウスゲノムにおいて標的化された、３，０００を
超えるユニークな遺伝子についての情報を提供する。
【００２４】
　マウスでのこの広範な実験に基づき、トランスジェニック技術がいくつかの重要な制限
を有することが学習されてきた。開発の欠点のため、多くの遺伝子的に修飾されたマウス
、特に、遺伝子ノックアウト技術によって作成されたヌルマウスは、研究者が実験用のモ
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デルを用いる機会を有する前に胚として死亡する。たとえマウスが生存したとしても、マ
ウスは、マウスを酷く不能、変形または衰弱させかねない、有意に改変された表現型を発
生し得る（非特許文献２７；非特許文献２８；非特許文献２９；非特許文献２５；非特許
文献２６；ｈｔｔｐ：／／ｒｅｓｅａｒｃｈ．ｂｍｎ．ｃｏｍ／ｍｋｍｄ）。さらに、与
えられた遺伝子が生物の発生において臨界的な役割を演じるか否か、かくして、遺伝子の
排除の結果、ノックアウトが首尾よく作り出され、生きた子孫が生産されるまで、致死的
または改変された表現型がもたらされるか否かを予測するのは可能ではないことが学習さ
れた。
【００２５】
　マウスは、遺伝子的には、機能的α－１，３－ＧＴ発現を排除するように修飾されてき
た。二重－ノックアウトα－１，３－ＧＴマウスが生産されてきた。このマウスは発生的
に活力があり、正常な器官を有する（非特許文献３０；非特許文献３１、また、特許文献
３８参照）。しかしながら、これらのマウスにおける２つの表現型異常は明らかであった
。まず、全てのマウスは密な皮質部白内障を発生する。第二に、α－１，３－ＧＴ遺伝子
の双方の対立遺伝子の排除はマウスの発生に有意に影響した。α－１，３－ＧＴ遺伝子に
ついてヘテロ接合性であるマウスの接合は、予測されるメンデルの１：２：１の比率から
有意に偏った遺伝子型比率を生じた（非特許文献３１）。
【００２６】
　ブタは、マウスで見出されたよりも１００～１０００倍高いガラクトースα１，３－ガ
ラクトースを含有する細胞表面糖蛋白質のレベルを有する（非特許文献２４；非特許文献
３２）。かくして、α１，３－ＧＴ活性はマウスよりもブタにおいてより臨界的かつより
豊富である。
【００２７】
　予測および予言的陳述にかかわらず、誰も、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝
子の破壊が致死的であって、またはブタ発生に影響し、または改変された表現型をもたら
すか否かを知らなかった（非特許文献３３；非特許文献２４；非特許文献３４；非特許文
献３５）。事実、当該分野における多くの専門家は、ホモ接合性α－１，３－ＧＴノック
アウトブタが全く活力があり、正常には発生しそうにないか否かについての深刻な疑問を
表した。かくして、生きた二重α－１，３－ＧＴノックアウトブタが生産されるまで、該
時点における当業者によると、（ｉ）子孫が活力があったか否か、または（ｉｉ）子孫が
、ヒトへの移植器官の使用を可能とする表現型を呈するか否かを判断することはできなか
った。
【００２８】
　そのような関心は、二重ノックアウトブタが生産されるまで表された。２００３年にお
いて、非特許文献３６）は、異種移植において主な躍進を表した、α１，３ガラクトシル
トランスフェラーゼのいずれの機能的発現も欠く最初の生きたブタの生産を報告した。
【００２９】
　Ｒｅｖｉｖｉｃｏｒ，Ｉｎｃ．によって出願された特許文献３９は、α１，３ガラクト
シルトランスフェラーゼのいずれの機能的発現も欠く、生きたブタ、ならびにそれに由来
する器官、細胞および組織の成功した生産を記載する。Ｉｍｍｅｒｇｅ　Ｂｉｏｔｈｅｒ
ａｐｅｕｔｉｃｓ，Ｉｎｃ．によって出願された特許文献４０は、α１，３ガラクトシル
トランスフェラーゼノックアウトブタの生産をやはり記載する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３０】
【特許文献１】米国特許第４，９０２，５０８号明細書
【特許文献２】米国特許第４，９５６，１７８号明細書
【特許文献３】米国特許第５，３７２，８２１号明細書
【特許文献４】米国特許第５，８６５，８４９号明細書
【特許文献５】米国特許第５，９１３，９００号明細書
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【特許文献６】米国特許第５，９８４，８５８号明細書
【特許文献７】米国特許第６，０９３，２０４号明細書
【特許文献８】米国特許第６，２６７，７８６号明細書
【特許文献９】米国特許第６，４５５，３０９号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，６８３，７３２号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，９４４，７５５号明細書
【特許文献１２】米国特許第６，１１０，２０６号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，４０２，７８３号明細書
【特許文献１４】米国特許第５，９０２，３３８号明細書
【特許文献１５】米国特許第２００３／００３９６７８号明細書
【特許文献１６】米国特許第２００３／００２３３０４号明細書
【特許文献１７】米国特許第２００３／００９７１７９号明細書
【特許文献１８】国際公開第００／４７１３１号パンフレット
【特許文献１９】国際公開第００／４７１３２号パンフレット
【特許文献２０】国際公開第９９／４４５３３号パンフレット
【特許文献２１】国際公開第０２／０７６３３７号パンフレット
【特許文献２２】国際公開第９９／５１１７０号パンフレット
【特許文献２３】国際公開第９９／４７０８０号パンフレット
【特許文献２４】国際公開第０３／０９７８０９号パンフレット
【特許文献２５】国際公開第０２／０８９７１１号パンフレット
【特許文献２６】国際公開第０１／９１６７１号パンフレット
【特許文献２７】国際公開第０３／１０５７３７号パンフレット
【特許文献２８】国際公開第９４／２１７９９号パンフレット
【特許文献２９】米国特許第５，８２１，１１７号明細書
【特許文献３０】国際公開第９５／２０６６１号明細書
【特許文献３１】国際公開第９５／２８４１２号パンフレット
【特許文献３２】米国特許第６，１５３，４２８号明細書
【特許文献３３】米国特許第６，４１３，７６９号明細書
【特許文献３４】米国公開番号２００３／００１４７７０号明細書
【特許文献３５】国際公開第００／５１４２４号パンフレット
【特許文献３６】米国特許第６，３３１，６５８号明細書
【特許文献３７】国際公開第０３／０５５３０２号パンフレット
【特許文献３８】米国特許第５，８４９，９９１号明細書
【特許文献３９】国際公開第０４／０２８２４３号パンフレット
【特許文献４０】国際公開第０４／０１６７４２号パンフレット
【非特許文献】
【００３１】
【非特許文献１】Ｓｔｒａｈａｎら，Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ
（１９９６）１，ｅ３４－４１
【非特許文献２】Ｊ．Ｍ．Ｌａｎｅら，Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ａｐｐｒｏａｃｈｅｓ　ｔｏ　
Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｂｏｎｅ　Ｇｒａｆｔｉｎｇ，１８　Ｏｒｔｈｏｐｅｄｉｃ
　Ｃｌｉｎｉｃｓ　ｏｆ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，１９８７年，（２）ｐ．２１３
【非特許文献３】Ｇａｌｉｌｉら，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．１９８８年，２６３：ｐ．
１７７５５－１７７６２
【非特許文献４】Ｃｏｏｐｅｒら，Ｌａｎｃｅｔ，１９９３年，３４２：ｐ．６８２－６
８３
【非特許文献５】Ｓｔｏｎｅら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，１９９７年，６３：
ｐ．６４０－６４５
【非特許文献６】Ｙｅら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，１９９４年，５８：ｐ．３
３０－３３７
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【非特許文献７】Ｔａｎｅｍｕｒａら，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．１９９８年，２７３２
１：ｐ．１６４２１－１６４２５
【非特許文献８】Ｋｏｉｋｅら，Ｘｅｎｏｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，１９９７年
，４：ｐ．１４７－１５３
【非特許文献９】Ｄａｌｍａｓｓｏら，Ｃｌｉｎ．Ｅｘｐ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１９９１年
，８６：ｐ．３１－３５
【非特許文献１０】Ｄａｌｍａｓｓｏら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，１９９１）
５２：ｐ．５３０－５３３
【非特許文献１１】Ｃｏｓｔａら，ＦＡＳＥＢ　Ｊ，１９９９年，１３，１７６２
【非特許文献１２】Ｍｉｙａｇａｗａら，Ｊ　Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ，２００１年，２７６
，ｐ．３９３１０
【非特許文献１３】Ａｌｌｍａｎら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，２００１年，７
１，ｐ．１６３１－１６４０
【非特許文献１４】Ｍｃｐｈｅｒｓｏｎら，Ｔｉｓｓｕｅ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　６
，２０００年，（３），ｐ．２３３－２３９
【非特許文献１５】Ｓｔｏｎｅら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，１９９７年：６３
：ｐ．６４６－６５１
【非特許文献１６】Ｓｔｏｎｅら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，１９９８年：６５
：ｐ．１５７７－８３
【非特許文献１７】Ｃｏｓｔａら，ＦＡＳＥＢ，２００３年，１７：１０９－１１１
【非特許文献１８】Ｄｅｎｎｉｎｇら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２
００１年，１９：ｐ．５５９－５６２
【非特許文献１９】Ｈａｒｒｉｓｏｎら，Ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，
２００２年，１１：ｐ．１４３－１５０
【非特許文献２０】Ｌａｉら，Ｓｃｉｅｎｃｅ，２００２年，２９５：ｐ．１０８９－１
０９２
【非特許文献２１】Ｄａｉら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２００２年
，２０：ｐ．２５１－２５５
【非特許文献２２】Ｒａｍｓｏｏｎｄａｒら，Ｂｉｏｌ　ｏｆ　Ｒｅｐｒｏｄｕｃ，２０
０３）６９，ｐ．４３７－４４５
【非特許文献２３】Ｄａｖｉｄ　Ａｙａｒｅｓ，ＰＰＬ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，Ｉ
ｎｃ．，”Ｇｅｎｅ　Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ　ｉｎ　Ｌｉｖｅｓｔｏｃｋ”，Ｔｒａｎｓｇ
ｅｎｉｃ　Ａｎｉｍａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，Ｊｕｌｙ　１９９
９，Ａｂｓｔｒａｃｔ，ｐｇ．２０；Ａｙａｒｅｓ，ＩＢＳ　Ｎｅｗｓ　Ｒｅｐｏｒｔ，
１９９９年１１月：ｐ．５－６
【非特許文献２４】Ｓｈａｒｍａら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，２００３年，７
５：ｐ．４３０－４３６
【非特許文献２５】Ｂｒａｎｄｏｎら，Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，１９９５年，
５［７］：ｐ．７５８－７６５
【非特許文献２６】Ｂｒａｎｄｏｎら，Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，１９９５年，
５［８］：ｐ．８７３－８８１
【非特許文献２７】Ｐｒａｙ，Ｌｅｓｌｉｅ，Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｔｉｓｔ，２００２年
，１６［１３］：ｐ．３４
【非特許文献２８】Ｓｍｉｔｈ，Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｔｉｓｔ，２０００年，１４［１５
］：ｐ．３２
【非特許文献２９】Ｂｒａｎｄｏｎら，Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，１９９５年，
５［６］：ｐ．６２５－６３４
【非特許文献３０】Ｔｈａｌｌら，Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ，１９９５年，２７０：ｐ．
２１４３７－４０
【非特許文献３１】Ｔｅａｒｌｅら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，１９９６年，６
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１：ｐ．１３－１９
【非特許文献３２】Ｇａｌｉｌｉら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，２００２年，６
９：ｐ．１８７－１９０
【非特許文献３３】Ａｙａｒｅｓら，Ｇｒａｆｔ，２００１年，４（１）ｐ．８０－８５
【非特許文献３４】Ｐｏｒｔｅｒ　＆　Ｄａｌｌｍａｎ　Ｔｒａｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ
（１９９７年，６４：ｐ．１２２７－１２３５
【非特許文献３５】Ｇａｌｉｌｉ，Ｕ．Ｂｉｏｃｈｉｍｉｅ，２００１年，８３：ｐ．５
５７－５６３
【非特許文献３６】Ｐｈｅｌｐｓら，Ｓｃｉｅｎｃｅ，２００３年，２９９：ｐ．４１１
－４１４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　従って、本発明の目的は、有意な拒絶を引き起こすことなくヒトに移植することができ
る組織生産物を提供することにある。
【００３３】
　本発明のもう１つの目的は、整形外科的再構築および修復、皮膚の修復および内部組織
修復をヒトで用いるための動物からの組織を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　（発明の要旨）
　本発明は、異種移植片として用いられる機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェ
ラーゼのいずれの発現も欠く動物からの組織生成物である。該組織は骨のような硬い組織
、または皮膚のような柔軟な組織であり得る。この硬いおよび柔軟な組織は、例えば、整
形外科的再構築および修復、皮膚の修復および／または内部組織修復のために使用される
補綴として用いることができる。該動物はウシ、ブタまたはヒツジのような反芻動物また
は有蹄動物であり得る。特定の実施形態において、該動物はブタである。α－１，３－Ｇ
Ｔ遺伝子のいずれの機能的発現も欠く動物からの組織は、ブタ、ウシまたはヒツジのよう
な出生前、新生、または未成熟または十分に成熟した動物から得ることができる。該組織
は、ヒト組織修復のような動物において用いられる本明細書中に記載された方法に従って
調製することができる。
【００３５】
　本発明の実施形態において、得られたα－１，３－ＧＴ酵素がもはや細胞表面でガラク
トースα１，３－ガラクトースを生じさせることができないように、α－１，３－ＧＴ遺
伝子の双方の対立遺伝子が不活性とされている組織が提供される。１つの実施形態におい
て、α－１，３－ＧＴ遺伝子はＲＮＡに転写できるが、蛋白質には転写されない。別の実
施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子は不活性な切形形態で転写させることができる
。そのような切形ＲＮＡは翻訳できないか、または非機能的蛋白質に翻訳することができ
る。代替実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子は、遺伝子の転写が起こらないよう
に不活化させることができる。
【００３６】
　本発明の１つの実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の少なくとも１つの対立遺
伝子が遺伝子的標的化事象を介して不活化された組織が提供される。本発明の別の実施形
態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が遺伝子的標的化事象を介して
不活化された動物からの組織が提供される。該遺伝子は相同組換えを介して標的化するこ
とができる。他の実施形態において、該遺伝子は破壊することができ、すなわち、遺伝子
暗号の一部を改変することができ、それにより、該遺伝子のそのセグメントの転写および
／または翻訳に影響させることができる。例えば、遺伝子の破壊は置換、欠失（「ノック
アウト」）または挿入（「ノックイン」）技術を介して起こり得る。存在する配列の転写
を変調する所望の蛋白質または調節配列についてのさらなる遺伝子もまた挿入することが
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できる。
【００３７】
　本発明の１つの実施形態として、α－１，３－ＧＴ遺伝子において少なくとも１つの点
突然変異を有する動物からの組織が提供される。そのような動物は抗生物質－耐性遺伝子
を含まず、かくして、ヒトで用いるためのより安全な生成物を作成する潜在能力を有する
。かくして、本発明の別の実施形態は、ネオマイシン、ピューロマイシン、ヒグロマイシ
ン、ゼオシン、ｈｉｓＤ、またはブラスチシジンのような、抗生物質耐性または他の選択
マーカー遺伝子を有しないホモ接合性α－１，３－ＧＴノックアウトからの組織である。
１つの実施形態において、この点突然変異は遺伝子的標的化事象を介して起こり得る。別
の実施形態において、この点突然変異は天然で生じ得る。さらなる実施形態において、突
然変異は突然変異形成剤を介してα－１，３－ＧＴ遺伝子において誘導することができる
。１つの特定の実施形態において、該突然変異はα－１，３－ＧＴ遺伝子のエクソン９の
第２の塩基におけるＴ－Ｇ間への突然変異であり得る（図２；Ｐｈｅｌｐｓら，Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ　２９９：４１１－４１４（２００３）参照）。他の実施形態において、少なくと
も２つ、少なくとも３つ、少なくとも４つ、少なくとも５つ、少なくとも１０または少な
くとも２０の点突然変異を存在させて、α－１，３－ＧＴ遺伝子を不活性とすることがで
きる。他の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が、機能的α
－１，３－ＧＴのいずれの発現も妨げる点突然変異を含有する組織が提供される。特定の
実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子においてエクソン９の第
二の塩基においてＴ－Ｇ間への突然変異を含む組織が提供される。さらなる実施形態にお
いて、１つの対立遺伝子は遺伝子的標的化事象によって不活化され、他の対立遺伝子は、
α－１，３－ＧＴ遺伝子のエクソン９の第二の塩基におけるＴ－Ｇ間点突然変異の存在に
より不活化される。特定の実施形態において、１つの対立遺伝子がエクソン９に向けられ
た標的化コンストラクトを介して不活化され、他の対立遺伝子がα－１，３－ＧＴ遺伝子
のエクソン９の第二の塩基におけるＴ－Ｇ間点突然変異の存在により不活化される動物か
らの組織が提供される（図２；Ｐｈｅｌｐｓら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９９：４１１－４１
４（２００３）参照）。
【００３８】
　さらなる実施形態において、硬いまたは柔軟な組織が、やはりさらなる遺伝子的修飾を
含有することができるα－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現も欠く動物から得る
ことができる。そのような遺伝子的修飾は他の遺伝子の付加および／または欠失を含んで
、拒絶を妨げ、創傷治癒を促進し、および／または（例えば、プリオンまたはレトロウイ
ルスのような）望まない病原体を最小化し、または排除することができる。
【００３９】
　１つの実施形態において、該組織は（動物から直接的に取り出された）その「天然」形
態で用いることができる。別法として、組織はさらなる処理または修飾に供することがで
きる。本発明の特定の実施形態において、本明細書中に記載された動物または組織に由来
する脱細胞化組織が提供される。他の実施形態は、機能的α－１，３－ガラクトシルトラ
ンスフェラーゼのいずれの発現も欠く動物から組織を調製し得る方法およびプロセスを提
供する。
【００４０】
　ある実施形態において、組織を調製するプロセスは、全ての生きた細胞をストリップし
、または殺す工程（脱細胞化）を含むことができ、後に、組織修復および再形成、ならび
に架橋および滅菌のための処置のために使用される無細胞マトリックスまたは足場のみが
残る。特定の実施形態において、本明細書中に開示された動物に由来するいずれかの脱細
胞化された硬いまたは柔軟な組織が提供される。１つの実施形態において、脱細胞化柔軟
皮膚組織が提供される。別の実施形態において脱細胞化粘膜下組織が提供される。他の実
施形態において、そのような脱－細胞化材料は免疫原性を低くすることができる。さらな
る実施形態において、そのような脱－細胞化組織は足場またはマトリックスとして用いて
、特定のヒト身体部分を修復および／または再構築することができる。１つの実施形態に
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おいて、脱細胞化組織は、限定されるものではないが、以下のヘルニア、腹部壁、回旋腱
板、美容整形、または当業者に知られた、もしくは本明細書中に開示されたいずれかの他
の柔軟な組織の欠陥を含めた修復で用いることができる。特定の実施形態において、粘膜
下および皮膚脱細胞化材料が提供される。
【００４１】
　組織および組織の源はさらに修飾または処理して、創傷治癒を促進し；（プリオンおよ
びレトロウイルスのような）感染症伝播のような望まない病原体を最小化し、または排除
し；成長因子を加えて、組織再構築を促進し、組織を滅菌し、および／または組織の生化
学的または物理的特性を改良することができる。そのような処理はアルコールまたは過酸
化物処理のように化学的、酵素および／またはガスへの暴露、紫外線照射、またはγ照射
のような機械的または物理的とすることができる。
【００４２】
　別の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現も欠く動物から
の組織は、さらなる機械的強度を供するために、または受容者患者への他の利益のために
、プラスチック、（限定されるものではないが、ステンレス鋼およびチタンを含めた）金
属のような他の不活性材料と組み合わせることができる。
【００４３】
　別の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現も欠く動物から
の組織は、移植された材料の部位へ受容者の細胞を動員させるように働く足場として用い
ることができる。この足場は細胞外マトリックス（ＥＣＭ）成分を含有することもでき、
そのようなＥＣＭ成分は、所望により、α－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現も
欠く動物に由来することができる。別法として、例えば、移植された組織が、置き換わり
つつある、または修復しつつある組織の同一の生物機械的機能を行うように、組織を完全
な組織代替物として用いることができる。さらなる実施形態において、組織は、移植に先
立って（化学的におよび／または機械的に）予めコンディショニングして、移植に続く組
織の運動の最適な範囲を可能とし、または受容者についての「カスタムフィット」を可能
とし、またはそうでなければ最適な生物学的または生物機械的特性を供することができる
。
【００４４】
　本発明の１つの実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェラー
ゼのいずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織を整形外科的再構築および修復
で用いることができる。そのような組織は結合組織、腱、靭帯、筋肉、軟骨、骨および骨
誘導体を含む。１つの実施形態において、組織は上十字靭帯（ＡＣＬ）または後十字靭帯
（ＰＣＬ）代替物のような膝修復で用いることができる。別の実施形態において、組織は
骨－腱－骨移植片、回旋腱板修復のために、または縫合プラグとして用いることができる
。骨組織は全または部分的骨代替物、骨プラグ、骨スクリューまたは骨チップ（骨チップ
がペーストとして調製することができる製剤を含む）として用いることができる。また、
骨組織が歯周適用のために、または脊髄スペーサーとして用いることもできる。
【００４５】
　さらなる実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェラーゼのい
ずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織は皮膚修復で用いて、例えば、皮膚の
深い組織火傷を修復することができる。皮膚組織は、限定されるものではないが、皮膚ま
たは表皮組織またはその誘導体を含む。
【００４６】
　本発明の別の実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェラーゼ
のいずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織は腹部壁修復、ヘルニア修復、心
臓弁修復または置換、美容整形／修復、顎顔面修復のような内部組織修復において、婦人
科学または泌尿器組織の修復、および硬膜修復のために用いることができる。内部組織は
心臓周辺組織、心臓弁および粘膜下組織を含む。１つの実施形態において、粘膜下組織を
用いて、結合組織を修復し、または置き換えることができる。
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例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　α－１，３－ガラクトシルトランスフェラーゼのいずれの発現も欠く動物に由来する、
組織生成物を含む補綴。
（項目２）
　前記組織が硬い組織である、項目１に記載の補綴。
（項目３）
　前記組織が柔軟な組織である、項目１に記載の補綴。
（項目４）
　前記動物が有蹄動物である、項目１に記載の動物。
（項目５）
　前記有蹄動物がブタ動物である、項目４に記載の動物。
（項目６）
　前記硬い組織が骨またはその断片または誘導体である、項目２に記載の補綴。
（項目７）
　前記柔軟な組織が皮膚、真皮、粘膜下、靭帯、腱および軟骨またはその断片もしくは誘
導体よりなる群から選択される、項目３に記載の補綴。
（項目８）
　前記組織が硬い組織および柔軟な組織の組合せである、項目１に記載の補綴。
（項目９）
　前記組織が骨－腱－骨移植片である、項目８に記載の組織。
（項目１０）
　α－１，３－ガラクトシルトランスフェラーゼのいずれの発現も欠く動物に由来する、
脱細胞化組織生成物。
（項目１１）
　前記動物が有蹄動物である、項目９に記載の組織。
（項目１２）
　前記動物がブタ動物である、項目１０に記載の組織。
（項目１３）
　前記組織が柔軟な組織である、項目９に記載の脱細胞化組織。
（項目１４）
　前記柔軟な組織が真皮組織である、項目９に記載の組織。
（項目１５）
　前記柔軟な組織が粘膜下組織である、項目９に記載の組織。
（項目１６）
　前記粘膜下組織が小腸から由来する、項目１１に記載の組織。
（項目１７）
　足場としての、項目９に記載の組織の使用。
（項目１８）
　ヒト身体の一部を再構築し、または修復するための、α－１，３－ガラクトシルトラン
スフェラーゼのいずれの発現も欠く動物に由来する、組織生成物の使用。
（項目１９）
　前記動物が有蹄動物である、項目１８に記載の組織。
（項目２０）
　前記動物がブタ動物である、項目１８に記載の組織。
（項目２１）
　前記組織がヒト整形外科的再構築または修復のために使用される、項目１８に記載の組
織の使用。
（項目２２）
　回旋腱板修復のための、項目２１に記載の組織の使用。
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（項目２３）
　骨、腱、靭帯および軟骨よりなる群から選択される組織の修復または再構築のための、
項目２１に記載の組織の使用。
（項目２４）
　前記組織が骨－腱－骨移植片である、項目２１に記載の組織の使用。
（項目２５）
　前記組織がヒト皮膚修復のために使用される、項目１８に記載の組織の使用。
（項目２６）
　前記組織がヒト軟組織の修復のために使用される、項目１８に記載の組織の使用。
（項目２７）
　前記組織が脱細胞化される、項目１８に記載の組織の使用。
（項目２８）
　前記組織が、ヒト身体の一部を再構築または修復するための足場として使用される、項
目２７に記載の脱細胞化組織の使用。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】図１は、胎児６８０Ｂ１－４からの細胞に対する補体の相対的溶解効果を示すグ
ラフである。
【図２】図２は、トキシンＡによって選択された点突然変異が起こるα－１，３－ＧＴ遺
伝子のコーディング領域の短いセグメントを示す（ＧｅｎＢａｎｋ　Ａｃｃ．Ｎｏ．Ｌ３
６１５２）を示す。上側の配列は野生型で起こり；下側の配列は第二の対立遺伝子におけ
る点突然変異による変化を示す。
【図３】図３はウシα１，３ＧＴのＵＤＰ結合部位の三次元モデルの表示である。チロシ
ン残基（表面，白色）の芳香族環はＵＤＰ（灰色スケール）のウラシル塩基に近接して観
察することができる。
【図４】図４は、２００２年７月２５日に生まれた、本発明の方法によって生産されたホ
モ接合性α－１，３－ＧＴ欠損クローン化ブタの写真である。
【図５】図５は、α－１，３－ＧＴ　ＫＯマウスにおける子ブタ小島－様細胞クラスター
（ＩＣＣ）の注射前および後における抗－α－１，３－ＧＡＬ　ＩｇＭレベルを示すグラ
フである。各マウスは４日間にわたる腹腔内を介する三回の系列的ＩＣＣ注射（注射当た
り２００～５００ＩＣＣ）を受けた。野生型（ＷＴ）子ブタＩＣＣの全ての３匹の受容体
は、抗－α１，３ｇａｌ　ＩｇＭ力価の有意な上昇およびＩＣＣインプラントから４週間
後におけるベースラインへの引き続いての復帰を示した。α－１，３－ＧＴ　ＤＫＯ子ブ
タＩＣＣを注射した全ての３匹のマウスからの血清は、３５日の観察時間の間に抗－α－
１，３－ｇａｌ　ＩｇＭ力価の低いベースライン値を維持した（Ｐｈｅｌｐｓら，Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ　２９９：４１１－４１４，２００３，図Ｓ４）。
【図６】図６は、α－１，３－ＧＴノックアウトベクターにおける５’および３’アーム
として用いることができるα－１，３－ＧＴゲノム配列に対応するブタα－１，３－ＧＴ
遺伝子座、および相同組換え後における標的化された遺伝子座の構造のダイアグラムであ
る。３’ＰＣＲおよび長い範囲のＰＣＲで用いるプライマーの名称および位置は短い矢印
によって示される。短い棒線は、α－１，３－ＧＴサザーンブロット分析で用いるプロー
ブを示す。内因性α－１，３－ＧＴ遺伝子座およびα－１，３－ＧＴ標的化遺伝子座双方
についてのＢｓｔＥＩＩ消化でのサザーンバンドの予測されるサイズも示される。
【図７】図７は、膝の解剖学の外観を提供する。この図は、反射位置における右側膝の前
面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　（詳細な説明）
　本発明は、異種移植片として用いられる機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェ
ラーゼのいずれの発現も欠く動物からの組織生成物である。該組織は骨のような硬い組織



(14) JP 2013-215615 A 2013.10.24

10

20

30

40

50

、または皮膚のような柔軟な組織であり得る。この硬いおよび柔軟な組織は、整形外科的
再構築および修復、皮膚修復、および内部組織修復のような異種移植で用いることができ
る。該動物はウシ、ブタまたはヒツジのような反芻動物または有蹄動物であり得る。特定
の実施形態において、動物はブタである。α－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現
も欠く動物からの組織は、ブタ、ウシまたはヒツジのような誕生前、新生、未成熟、また
は十分に成熟した動物から得ることができる。
【００４９】
　本発明の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の対立遺伝子は、得られたα－１
，３－ＧＴ酵素が細胞表面にもはやガラクトースα１，３－ガラクトースを生じさせるこ
とができないように不活性とされる。
【００５０】
　α－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現も欠く動物からの組織は、ブタ、ウシま
たはヒツジのような、誕生前、新生、未成熟、または十分に成熟した動物から得ることが
できる。１つの実施形態において、組織は（動物から直接摘出した）その「天然」形態で
用いることができる。別法として、組織はさらなる処理または修飾に供することができる
。
【００５１】
　本発明の１つの実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェラー
ゼのいずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織は、整形外科的再構築および修
復で用いることができる。さらなる実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシル
トランスフェラーゼのいずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織は皮膚の修復
で用いることができる。本発明の別の実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシ
ルトランスフェラーゼのいずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織は内部組織
の修復で用いることができる。
【００５２】
　定義
　本明細書中で使用される場合、（例えば、「遺伝子的に修飾された（または改変された
）動物」などにおいて）用語「動物」は、特に限定されるものではないが、ブタ、ヒツジ
、ヤギ、ウシ、シカ、ラバ、ウマ、サル、イヌ、ネコ、ラット、マウス、鳥類、ニワトリ
、爬虫類、魚類および昆虫を含めた任意の非－ヒト動物を含むことを意味する。本発明の
１つの実施形態において、遺伝子的に改変されたブタおよびその生産方法が提供される。
【００５３】
　本明細書中で使用される場合、「器官」は組織化された構造であり、これは１つまたは
複数の組織よりなることができる。「器官」は１つまたは複数の特異的生物学的機能を行
う。器官は、限定されるものではないが、心臓、肝臓、腎臓、膵臓、肺、甲状腺および皮
膚を含む。
【００５４】
　本明細書中で使用される場合、「組織」は細胞、およびそれらを囲う細胞内物質を含む
組織化された構造である。「組織」は、単独でまたは他の細胞または組織と組み合わされ
て、１つまたは複数の生物学的機能を行うことができる。組織は硬いまたは柔軟な組織で
あり得る。「組織生成物」は、組織および／または本明細書中に記載された組織断片また
はその組織誘導体を含む。「組織生成物」を用いて、ヒト組織を置き換えまたは修復する
ことができる。そのような「組織生成物」は、本明細書中に記載された方法に従って、限
定されるものではないが、脱細胞化のように修飾することができる。
【００５５】
　本明細書中で使用される場合、用語「ブタ」、「ブタ動物」は、性別、サイズまたは育
種に関することなく同一タイプの動物をいう総称用語である。
【００５６】
　本明細書中で使用される場合、用語補綴または補綴デバイスとは、身体修復のための適
切な形態に作り上げられた硬いまたは柔軟な組織をいう。１つの実施形態において、修復
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されるべき身体はヒト身体である。他の実施形態において、哺乳動物身体部分は修復され
た、例えば、ウマ、イヌ、ネコまたは他の家畜動物であり得る。
【００５７】
　Ｉ．組織のタイプおよび調製
　α－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現も欠く動物からの組織は、ブタ、ウシま
たはヒツジのような誕生前、新生、未成熟、または十分に成熟した動物から得ることがで
きる。
【００５８】
　１つの実施形態において、組織は（動物から直接摘出された）その「天然形態」であり
得る。別の実施形態において、組織はさらなる処理または修飾に供することができる。組
織および組織の動物源はさらに修飾または処理して、創傷治癒を促進し；（プリオンおよ
びレトロウイルスのような）感染症伝播のような望まない病原体を最小化し、または排除
し；成長因子を加えて、組織再形成を促進し、組織を滅菌し、および／または組織の生物
機械的または物理的特性を改良することができる。
【００５９】
　１つの実施形態において、処理のタイプは酵素的および／またはガスへの暴露、エチレ
ンオキサイド処理、プロピレンオキサイド処理、ガスプラズマ滅菌、過酢酸滅菌、紫外線
照射、またはγ線照射のように化学的、機械的または物理的であり得る。本発明の方法は
、単独で、または組み合わされて、照射での処理、１つまたは複数のサイクルの凍結およ
び解凍、化学的架橋剤での処理、アルコールまたはオゾン化での処理を含む。１を超える
これらの処理を異種移植片に適用する場合、処理はいずれの順序で行ってもよい。
【００６０】
　１つの実施形態において、異種移植片組織は、紫外線照射への暴露、例えば、約１５分
間の紫外線照射への暴露によって処理することができる。別の実施形態において、組織は
γ線照射に暴露することができる。組織は０．５メガラド、１．０メガラド、１．５メガ
ラド、２．０メガラド、２．５メガラド、３．０メガラド、３．５メガラド、４．０メガ
ラド、４．５メガラド、５．０メガラド、７．０メガラド、１０メガラド、１５メガラド
もしくは２０メガラド、または約０．５～３メガラド、または１．５～２．０メガラドの
量のγ線照射に暴露することができる。さらなる実施形態において、異種移植片はオゾン
化に供することができる。他の実施形態において、組織は滅菌についての認められた標準
に従って処理することができる。例えば、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａ
ｎｄａｒｄ，ＡＮＳＩ／ＡＡＭＩ／ＩＳＯ　１１１３７－１９９４、医療製品の滅菌－有
効化およびルーチン的管理のための要件－照射滅菌、１９９４、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ，ＡＮＳＩ／ＡＡＭＩ　ＳＴ３２－１９９１、γ線照射
滅菌についてのガイドライン、１９９１、Ｓｃｈｏｌｌａ，Ｍ．Ｈ．ａｎｄ　Ｗｅｌｌｓ
，Ｍ．Ｅ．「産業滅菌におけるトラッキング傾向」　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａ
ｎｄ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９９７，ｐｐ
．９２－９５，ＡＡＭＩ推奨される実務－「医療機器のγ線照射滅菌についてのプロセス
制御ガイドライン」，ＩＳＢＮ　Ｎｏ．０－９１０２７５－３８－６，ｐｐ．７－２１，
１９８４，Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ，ＡＮＳＩ／ＡＡＭ
Ｉ／ＩＳＯ　１１１３７－１９９４，医療製品の滅菌－有効化およびルーチン的制御－照
射滅菌についての要件、１９９４、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ，ＡＮＳＩ／ＡＡＭＩ　ＳＴ３２－１９９１，γ線照射滅菌についてのガイドライン
、１９９１、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ、ＡＭＳＩ／ＡＡ
ＭＩ　ＳＴ３１－１９９０、医療機器の電子線照射滅菌についてのガイドライン、１９９
０、Ｇｅｎｏｖａ，Ｈｏｌｌｉｓ，Ｃｒｏｗｅｌｌ　ａｎｄ　Ｓｃｈａｄｙ，「産業γ線
照射滅菌生産バッチの滅菌を有効化するための手法」，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐａｒｅ
ｎｔｅｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌｕｍｅ．４１，
Ｎｏ．１，ｐｐ．３３－３６，Ｊａｎ　１９８７，およびＧａｕｇｈｒａｎ　ａｎｄ　Ｍ
ｏｒｒｉｓｓｅｙ，「医療製品の滅菌」，Ｖｏｌｕｍｅ　２，ＩＳＢＮ－０－９１９８６
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８－１４－２，ｐｐ．３５－３９、１９８０参照。
【００６１】
　別の実施形態において、異種移植片組織はアルコール溶液に浸漬処理することができる
。限定されるものではないが、フェノール、ヘテロ芳香族アルコール、エタノール、メタ
ノール、プロパノール、メチル－プロパノール、イソプロピルアルコール、２－プロパノ
ール、シクロブタノール、１，２－エタンジオール、４，４－ジメチル－２－ペンタノー
ル、４－ペンテン－２－オール、４－アミノ－３－イソプロピルヘキサノール、５－メル
カプト－２，４－シクロヘキサジエノールのような第一級アルコール、第二級アルコール
、第三級アルコール、ポリオール、高級アルコール、芳香族アルコールを含めた、いずれ
かのアルコール溶液を用いてこの処理を行うことができる。アルコール溶液は１０％、２
０％、３０％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８
０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％または９９％アルコールであり
得る。例えば、イソプロパノールの７０％溶液。アルコール溶液は（ほぼ２０～３０℃ま
たは２５℃のような）室温にて、または（ほぼ０～２０℃のような）低温で用いることが
できる。
【００６２】
　さらなる実施形態において、異種移植片組織は凍結／解凍サイクルによって処理するこ
とができる。例えば、異種移植片組織は凍結のいずれかの方法を用いて凍結することがで
きる。１つの実施形態において、凍結していない組織を含む内部の温かいスポットが残ら
ないように、組織は完全に凍結される。１つの実施形態において、異種移植片組織は一定
の時間液体窒素に浸漬することができる。組織は少なくとも約１分、２分、３分、４分、
５分、６分、７分、８分、９分、１０分または１５分浸漬することができる。別の実施形
態において、異種移植片は凍結することができる。例えば、組織はフリーザーに入れるこ
とができるか、あるいは０℃以下の温度に組織を暴露することができる。次いで、凍結／
解凍サイクル処理の次の工程において、異種移植片組織は、適切な溶液、例えば、等張生
理食塩水浴中での浸漬によって解凍することができる。浴の温度は約２５℃のようなほぼ
室温であり得る。組織は解凍を可能とする時間、例えば、少なくとも５分、少なくとも１
０分または少なくとも１５分生理食塩水浴に浸漬することができる。他の実施形態におい
て、組織は凍結－解凍処理に先立って、またはその間に低温保護剤で処理することができ
る。
【００６３】
　なおさらなる実施形態において、異種移植片は化学剤に暴露して、細胞外マトリックス
内の蛋白質をなめし、または架橋させることができる。任意のなめしまたは架橋剤もこの
処理で用いることができ、１を超える架橋剤工程を行うことができるか、または１を超え
る架橋剤を用いて、高度な架橋を達成することができる。架橋剤は、例えば、以下の方法
で：１つの生体分子上のアミン基を第二の生体分子上のチオール基にカップリングさせ、
生体ポリマーのアミン間に架橋を形成することによって、アミンおよびチオールを架橋さ
せ、アミンおよびカルボン酸またはチオールおよびカルボン酸の間に架橋を形成すること
によって作用することができる。
【００６４】
　１つの実施形態において、グルタルアルデヒド、ホルムアルデヒド、パラホルムアルデ
ヒド、ホルマリン、アルデヒド、アジピックジアルデヒドのようなアルデヒド、酸性ｐＨ
におけるなめしなどを用いて、組織の細胞外マトリックス内のコラーゲンを架橋すること
ができる。別の実施形態において、脂肪族および芳香族ジアミン、カルボジアミド、ジイ
ソシアネート、および当業者によって知られた他の物質を架橋剤として用いることができ
る。１つの実施形態において、異種移植片組織はグルタルアルデヒドで処理することがで
きる。例えば、組織は、少なくとも０．２５％、０．５％、１％、２％、２．５％、３％
、３．５％、４％、４．５％、５％、５．５％、６％、７％、８％、９％、１０％、１５
％または２０％または約０．０５％～約５．０％；約１％～３％または約２％～７％グル
タルアルデヒドを含有することができる緩衝溶液に入れることができる。この溶液は約７
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．４、７．５または７．６のｐＨを有することができる。リン酸緩衝化生理食塩水または
トリスヒドロキシメチルアミノメタンのようないずれかの適切な緩衝液を用いることがで
きる。別の実施形態において、異種移植片組織は蒸気形態の架橋剤で処理することができ
る。１つの実施形態において、架橋剤は、例えば、気化されたホルムアルデヒドのような
気化されたアルデヒド架橋剤であり得る。１つの実施形態において、組織は少なくとも０
．２５％、０．５％、１％、２％、２．５％、３％、３．５％、４％、４．５％、５％、
５．５％、６％、７％、８％、９％、１０％、１５％または２０％または約０．０５％～
約５．０％；約１％～３％または約２％～７％の濃度の気化された架橋剤に暴露すること
ができる。別の実施形態において、気化された架橋剤のｐＨは約７．４、７．５または７
．６であり得る。別の実施形態において、組織は少なくとも１、少なくとも２、少なくと
も３、少なくとも４、少なくとも５、少なくとも６、少なくとも７、少なくとも８、少な
くとも９、少なくとも１０、少なくとも１１、少なくとも１２、少なくとも１３、少なく
とも１４、少なくとも１５または少なくとも１６日の間架橋剤で処理することができる。
特定の実施形態において、組織は３、４または５日間架橋剤で処理することができる。
【００６５】
　架橋剤は、限定されるものではないが、ジチオスレイトール（ＤＴＴ、Ｄ－１５３２）
、トリス（２－カルボキシエチル）ホスフィン（ＴＣＥＰ、Ｔ－２５５６）、トリス－（
２－シアノエチル）ホスフィン（Ｔ－６０５２）、スクシンイミジル３－（２－ピリジル
ジチオ）プロピオネート（ＳＰＤＰ、Ｓ－１５３１）、スクシンイミジルアセチルチオア
セテート（ＳＡＴＡ、Ｓ－１５５３）、メルカプトトリプトファン、組み合わせたＳＰＤ
Ｐ／ＤＴＴ、組み合わせたＳＰＤＰ／ＴＣＥＰ、ジブロモビマン（Ｄ－１３７９）、ＢＯ
ＤＩＰＹ　ＦＬビス－（メチレンヨードアセトアミド）（Ｄ－１０６２０）、ビス－（（
Ｎ－ヨードアセチル）ピペラジニル）スルホンローダミン（Ｂ－１０６２１）、ビス（イ
ミドエステル）、ビス（スクシンイミジルエステル）、ジイソシアネート、二酸塩化物、
ビス－（４－カルボキシピペリジニル）スルホンローダミン、ジ（スクシンイミジルエス
テル）（Ｂ－１０６２２）、１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジ
イミド（ＥＤＡＣ、Ｅ－２２４７）、６－（（アクリロイル）アミノ）ヘキサン酸のスク
シンイミジルエステル（アクリロイル－Ｘ、ＳＥ；Ａ－２０７７０）、およびストレプト
アビジンアクリルアミド（Ｓ－２１３７９、セクション７．５）を含めた群から選択する
こともできる。
【００６６】
　別の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現も欠く動物から
の組織はプラスチック、生体ポリマー、および（限定されるものではないが、ステンレス
鋼およびチタンを含めた）金属のような他の不活性な材料と組み合わせて、さらなる機械
的強度または他の適用利益を受容者患者に供することができる。生体ポリマーは、限定さ
れるものではないが、セルロース、アルギン酸、キトサン、コラーゲン、エラスチリ、お
よびレツクリンおよびそのアナログ、およびその混合物を含む。
【００６７】
　他の実施形態において、補綴はさらにポリマーおよびセラミックのような合成材料を含
むことができる。適切なセラミックは、例えば、ヒドロキシアパタイト、アルミナ、黒鉛
および熱分解炭素を含む。適切な合成材料は、酷い脱水に耐えることができないヒドロゲ
ルおよび他の合成材料を含む。異種移植片は合成ポリマーならびに精製された生物学的ポ
リマーを含有することもできる。これらの合成ポリマーはメッシュに織って、または編ん
で、マトリックスまたは同様な構造を形成することができる。別法として、合成ポリマー
材料は適切な形態に成型または注型することができる。
【００６８】
　適切な合成ポリマーは、限定されるものではないが、ポリアミド（例えば、ナイロン）
、ポリエステル、ポリスチレン、ポリアクリレート、ビニルポリマー（例えば、ポリエチ
レン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピレンおよびポリ塩化ビニル）、ポリカル
ボネート、ポリウレタン、ポリジメチルシロキサン、セルロースアセテート、ポリメチル
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メタクリレート、エチレンビニルアセテート、ポリスルホン、ニトロセルロースおよび同
様なコポリマーを含む。デキストラン、ヒドロキシエチル澱粉、ゼラチン、ゼラチンの誘
導体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリ［Ｎ－（２－ヒドロキシプロ
ピル）メタクリルアミド］、ポリ（ヒドロキシ酸）、ポリ（イプシロン－カプロラクトン
）、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ（ジメチルグリコール酸）、ポリ（ヒドロキシブ
テレート）、および同様なコポリマーのような生体再吸収性ポリマーを用いることもでき
る。これらの合成ポリマー材料はメッシュに織って、または編んで、マトリックスまたは
基剤を形成することができる。別法として、合成ポリマー材料は適切な形態に成型または
注型することができる。
【００６９】
　生物学的ポリマーは天然に生じ得るか、あるいは醗酵などによってイン・ビトロで、あ
るいは組換え遺伝子工学によって生産することができる。組換えＤＮＡ技術を用いて、実
質的にあらゆるポリペプチド配列を作成し、次いで、増幅し、蛋白質を細菌または哺乳動
物細胞いずれかで発現させることができる。精製された生物学的ポリマーは製織、製編、
注型、成型、押出し、細胞整列および磁気整列のような技術によって適切に基材に形成す
ることができる。適切な生物学的ポリマーは、限定されるものではないが、コラーゲン、
エラスチン、絹、ケラチン、ゼラチン、ポリアミノ酸、多糖（例えば、セルロースおよび
澱粉）およびそのコポリマーを含む。
【００７０】
　１つの実施形態において、組織は、例えば、移植された組織が、置き換えられまたは修
復される組織と同一の生物機械的機能を行うように完全な組織置換として用いることがで
きる。さらなる実施形態において、組織は移植に先立って（化学的におよび／または機械
的に）予めコンディショニングして、移植に続いて最適な範囲の組織の運動を可能とし、
または受容者について「カスタムフィット」を可能とすることができる。さらなる実施形
態において、組織は後に記載するようにさらに処理および／または加工して、脱細胞化製
品を形成することができ、これは、例えば、一旦移植されると足場として用いることがで
きる。
【００７１】
　Ａ．組織の再構築、修復および／または置換
　本発明の１つの実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェラー
ゼのいずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織を外科的適用で用いることがで
きる。１つの実施形態において、組織は整形外科的再構築および修復で用いることができ
る。そのような組織は結合組織、腱、靭帯、筋肉、および軟骨のような柔軟な組織、なら
びに骨および骨誘導体のような硬い組織を含む。１つの実施形態において、組織は前十字
靭帯（ＡＣＬ）または後十字靭帯（ＰＣＬ）置換のような膝修復で用いることができる。
別の実施形態において、組織は骨－腱－骨移植片、回旋腱板修復で、または縫合プラグと
して用いることができる。骨組織は全または部分的骨置換、骨プラグ、骨スクリューまた
は骨チップ（骨チップがペーストとして調製できる製剤を含む）として用いることができ
る。骨組織は歯周適用、美容、および／または顎顔面再構築のために用いることもできる
。組織は脊椎修復のための脊髄スペーサーとして用いることもできる。組織は、小骨、鼓
膜、槌骨付の鼓膜、耳骨プラグ、側頭骨、肋骨軟骨および硬膜のような耳の組織を置き換
えるのに用いることもでき、所望により、内耳の再構築に用いることもできる。
【００７２】
　１．骨組織
　１つの実施形態において、本発明は、動物からの骨の少なくとも一部または骨の全ピー
スを摘出して、異種移植片を供することを含む、ヒトへの移植または植付け用の骨異種移
植片を調製する方法を提供する。
【００７３】
　骨は任意の非－ヒト動物から収穫して、本発明の異種移植片を調製することができる。
１つの実施形態において、骨はウシ、ヒツジまたはブタ動物から得ることができる。別の
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実施形態において、骨は未成熟なブタ、子牛または子羊から得られる。より若い動物の骨
はより格子構造骨よりなり、一般には、より老齢の動物の骨よりも脆くはない。別の実施
形態において、骨は６月齢～１８月齢の間の動物から得られる。
【００７４】
　無傷の骨部分は動物の骨から摘出することができる。骨は新たに殺した動物から収集す
ることができる。別法として、骨は生きた動物から外科的に摘出することができる。摘出
される骨は、限定されるものではないが、前、側または後ろのような頭蓋；頸（環椎、軸
、典型）、胸（上、下）、腰（上、下、側）、仙骨、胎盤、胸郭、胸骨、肋骨、上側端骨
、肩甲骨、腹側、後側、鎖骨、上腕骨（前または後）、橈－尺骨（前または後）、手（後
側または掌）、大腿骨（前または後）、脛骨－腓骨（前または後）および／または足（後
側または側方）を含むことができる。１つの実施形態において、摘出の後、骨は適切な滅
菌等張または他の組織維持溶液に入れることができる。動物の屠殺後における骨部分の収
穫は屠殺後できる限り早く行うことができ、冷温度で行うことができる。例えば、約５℃
と約２０℃、約０℃と約２０℃、約０℃と約１０℃、または約０℃と約２５℃との間。
【００７５】
　次いで、異種移植片組織を滅菌した、所望により冷たい水中で洗浄して、残存する血中
蛋白質および水溶性物質を除去することができる。１つの実施形態において、次いで、異
種移植片組織を前記したもののような条件下でアルコールに浸漬することができる。異種
移植片は前記したもののような化学的、機械的または生物学的処理に供することができる
。
【００７６】
　１つの実施形態において、収穫された骨部分は切断してストリップまたはブロックとす
ることができる。別の実施形態において、収穫された骨は、限定されるものではないが、
骨ダボ、脊椎スペーサー、骨プラグ、骨チップ、骨スクリュー、骨セメント、Ｄ－形スペ
ーサーおよび皮質リングを含めた骨移植片のいずれかの有用な配置とすることができる。
ストリップ、ブロックまたは他の骨移植片は、格子構造骨が皮質骨に付着するように作成
することができる。別法として、ストリップ、ブロックまたは他の骨移植片は、格子構造
骨が皮質骨に付着しないように作成することができる。
【００７７】
　骨セメントおよび骨プラグ
　本発明の他の実施形態において、機能的α－１，３－ＧＴのいずれの発現も欠く動物か
らの骨セメントおよび骨プラグが提供される。
【００７８】
　骨セメント組成物はインプラント材料の結合または固定において、ならびに損傷した天
然骨の強化において有用である。そのような適用は、例えば、整形外科、歯科および関連
医療分野の領域で有用である。整形外科の分野は骨の骨折、骨腫瘍および他の病気による
骨欠陥を扱う。治療は骨の全てまたは一部の外科的切除を必要とし得る。歯科適用におい
ては、顎骨の欠損は歯の摘出、癌または他の病気に由来し得る。インプラント材料は、そ
のような骨欠陥の切除後に残る骨を修復しまたは再構築するのに有用である。そのような
手法の間に用いられるインプラント材料は金属、セラミックおよびポリマーであり得る。
骨セメントは他のインプラント材料に加えて用いて、インプラントを残りの生きた骨に結
合し、付着させることができる。例えば、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）は整形
外科におけるハードウェア機器で広く用いられてきた。
【００７９】
　慣用的なＰＭＭＡ骨セメントは４０年以上にわたって整形外科処置で用いられてきたが
、理想からは程遠い。なぜならば、ＰＭＭＡ骨セメントは、１）骨内植を刺激せず、２）
骨皮質よりも弱い備品（ｉｍｐｌｅｍｅｎｔ）であり、および３）高い発熱およびモノマ
ー毒性を有するためである。かくして、本発明は、骨セメントに処方することができる、
前記したもののような、マトリックス材料を提供する。そのような骨セメントは、人工生
体材料（例えば、インプラント材料）を付着させるのに迅速な硬化時間および／または化
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学的結合を呈することができる。このセメントはイン・ビボ生体活性を呈し、機械的強度
を維持し、適切な固さおよび弾性によって特徴付けることができ、および／またはその物
理的および化学的効果を通じて骨質量を改善する。骨セメントは粉末および液体成分を含
むことができる。１つの実施形態において、粉末相材料および液体相材料を含む、生体活
性骨セメントが粉末－液体相で提供される。別の実施形態において、２つの別々のペース
ト材料を含む生体活性骨セメントがペースト－ペースト相で提供される。加えて、ここに
提供される骨セメント材料は、ＰＭＭＡ骨セメントのような他のタイプの骨セメント成分
と組み合わせることができる。骨セメントはシリンジを介する注入を通じるようないずれ
かの慣用的方法で用いることができる。本発明の骨セメントは、例えば、シリンジでの注
入を介する脊髄外科的処置で用いることができる。シリンジ注入は、シリンジおよびより
大きなボアニードルの使用を介する最小限に侵入的な送達技術を提供する。また、シリン
ジ注入は、骨セメントが置換のその領域に正確に適合するのを可能とする。加えて、骨セ
メントまたはペーストは、限定されるものではないが、骨形態形成蛋白質（ＢＭＰ）を含
めた成長因子またはサイトカインと組み合わせることができる。
【００８０】
　骨プラグは、長骨における管の永久的または一時的ブロッキングで用いることができる
。内部補綴または人工関節、例えば、骨における人工尻補綴の固定のために、補綴のステ
ムを、骨セメントが充填された長骨の脊髄内管に挿入する。骨セメントが管中にステムの
固定に必要以上に突き出るのを妨げ、および骨セメントがステムおよび骨の骨内膜壁の間
にのみ存在するのを確実とし、および脊髄内管へさらに骨セメントがリークするのを防ぐ
ために、ステム直下の管を骨プラグでブロックする（例えば、米国特許第６，６６９，７
３３、第６，４９４，８８３号参照）。
【００８１】
　骨プラグは、広い範囲のサイズにて、かつ種々の高さ－直径比率を有するように成型し
て、広い範囲の軟骨置換状況に適応することができる。骨プラグは多角形または円形断面
であり得る。例えば、プラグは平坦な円板から円筒の範囲の形状を有する丸いデバイスで
あり得る。骨置換プラグまたは複数プラグを移植すべき位置、修復すべき骨欠陥のサイズ
、および該欠陥の切除によって、あるいは軟骨置換プラグを移植すべきキャビティーのい
ずれかで引き続いての外科的輪郭形成によって最初に形成されたボイドキャビティーのサ
イズおよび形状のような種々の因子を各適用で考慮することができる。
【００８２】
　骨セメントプラグも用いることができ、そのようなデバイスは当該分野で良く知られて
いる。骨セメントプラグは骨セメントディスペンサーと組み合わせて用いて、補綴デバイ
スをその骨管中に固定する前に骨管に骨セメントを圧縮することができる。その例として
、骨セメントプラグは骨セメントディスペンサーと組み合わせて、人工尻の大腿ステムを
管中に固定する前に大腿の脊髄内管に骨セメントを圧縮することができる。より詳しくは
、尻および肩代替物のような全関節置換外科的処置において、骨セメントを用いて、補綴
デバイスのステムを関節の骨の脊髄管に固定することができる。この点に関して、一般に
、骨セメントが、補綴デバイスのステムが骨管に位置する前に骨管に十分にパッキングで
きる場合、補綴デバイスは骨管によりしっかりと固定されるであろうことが見出されてい
る。１つの例において、骨管の最初の調製および洗浄の後、管の末端側部分を一般にはプ
ラグで閉塞することができる。骨セメントプラグは骨セメントの骨管の末端側部分への制
御されない流動を制限するように働くことができる。１つの特定の実施形態において、骨
セメントプラグは骨セメントのカラムを補綴のステムの末端側先端を約１～２ｃｍを超え
て制限することができる。プラグが骨管の末端側部分に設定された後、長いノズルを有す
る骨セメントディスペンサーを用い、骨セメントをプラグに隣接する閉塞された骨管の最
も末端側部分に注入することができる。次いで、セメントがノズルから出るにつれ、骨管
の末端側端部から骨管の基部側端部へ骨セメントのノズルを引っ込めることによって、骨
管に骨セメントを後退して充填することができる。そのような後退充填は骨管の最も末端
側部分において空気を捕獲するのを回避するのを助けることができる。骨管が骨セメント
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で充填された後、次いで、骨管加圧器を骨セメントディスペンサーに連結することができ
る。加圧器を骨の開いた端部に対してプレスして、骨管の基部側端部を閉塞することがで
きる。次いで、より多くのセメントを加圧器を介してかつ加圧下で骨管に注入することが
できる。そのような圧縮下で、骨管中のセメントは骨管を規定する骨壁の内側表面の間隙
に進入する。その後骨セメントが固まると、セメントおよび骨壁の内側表面の凹凸の間に
ミクロ－インターロックを確立することができる。これは骨管中の補綴デバイスの固定を
有意に増強することができる。
【００８３】
　１つの実施形態において、骨セメントプラグは骨管中の所望の深さに配置するのが容易
であり、その骨管を閉じるのに効果的であり得、骨セメントプラグは引き続いて除去する
必要がある場合、骨管の末端側端部から取り出すのが容易であり得る。
【００８４】
　種々の骨セメントプラグが当該分野で知られている。例えば、米国特許第４，２４５，
３５９号；第４，２７６，６５９号；第４，２９３，９６２号；第４，３０２，８５５号
；第４，３４４，１９０号；第４，４４７，９１５号；第４，６２７，４３４号；第４，
６８６，９７３号；第４，６９７，５８４号；第４，７４５，９１４号；第４，９３６，
８５９号；第４，９５０，２９５号；第４，９９４，０８５号；第５，０６１，２８７号
；第５，０７８，７４６号；第５，０９２，８９１号；第５，３７６，１２０号；第４，
０１１，６０２号；第４，５２３，５８７号；第４，９０４，２６７号、第６，２９９，
６４２号、第６，３０６，１４２号および第５，３８３，９３２号、およびＷＯ　９４／
１５５４４参照。
【００８５】
　骨プラグを移植するための外科的技術は、損傷の部位の穴をドリリングまたは切断する
ことによって損傷した骨組織を除去し、この穴に骨プラグを装着することを含むことがで
きる。外科的機器を用いて、機能的α－１，３－ＧＴのいずれの発現も欠く動物からのド
ナー部位から骨プラグを収穫または摘出することができる。次いで、骨プラグを受容者部
位の予め形成された穴にインプラントすることができる。慣用的収穫機器は末端側端部に
切断エッジを有するチューブを含むことができる。プラグを摘出するためには、機器をド
ナー部位の骨へと駆動し、それと共に骨組織のプラグを取って取り出すことができる。
【００８６】
　骨スクリュー
　別の実施形態において、機能的α－１，３－ＧＴのいずれの発現も欠く動物から由来す
る骨スクリューが提供される。
【００８７】
　骨骨折を低下させる１つの方法は、すなわち、伝統的ギブスが不適切または非現実的で
あることが判明し得る場合に、特に関節に隣接するものに当てはまるように、骨折が高度
に臨界的領域に統合され、または皮膚組織に対する酷い損傷を含む骨折が治療されるのを
可能とする外部固定機器を用いることであり得る。通常は複雑な構成であって、偶然の状
況のほとんど予測できないことに適合させる種々の配置で供給されるそのようなデバイス
は、これらの部分の骨材料中にしっかりと固定されるスクリューを用いて、破壊された骨
の各非損傷部分に固定される対向端部を有する。かくして、例えば、脛骨骨折の場合にお
いて、対応する（脛骨）固定デバイスの対向端部は骨折した領域を横切って締め付けられ
る。他の場合において、踝のような関節を骨折が含む場合、対応する外部固定デバイスの
骨スクリューは脛骨および距骨に固定される。
【００８８】
　外部固定デバイスを締め付け、かくして、デバイスの有効性を確実とするための骨スク
リューは、適切なドライバーによる係合用に設計されたスクリューヘッド、および通常は
該ヘッドから反対端部のスクリュー先端に向けてテーパーが付されたねじ付部分を有する
スクリューシャンクを含むことができる。スクリューヘッドは、スクリューシャンクの片
側で回る、スクリュー軸に平行に延びるフラットで形成することができる。骨スクリュー
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は、該スクリューが挿入できる骨の特定のサイズおよび形状に適したように種々の長さと
することができる。
【００８９】
　脊髄スペーサー
　本発明の他の実施形態において、機能的α－１，３－ＧＴのいずれの発現も欠く動物か
らの脊髄のいずれかの成分が提供される。そのような成分は、限定されるものではないが
、脊髄スペーサー、椎間円板、髄性核および／または線維輪を含む。
【００９０】
　脊髄融合は、痛い脊髄運動、および構造的変形、外傷不安定性、変性不安定性、および
切除後医原性不安定性のような障害のための脊髄柱の安定化を供することが示される。融
合、または関節固定は、隣接運動セグメントの間の骨性ブリッジの形成によって達成され
る。これはディスク空間内で、連続椎骨体間に前方に、または脊椎の連続横方向突起、板
または他の後実施形態の間に後方に達成することができる。成功した融合は、骨原性また
は骨潜在細胞、細胞の存在、適切な血液の供給、十分な炎症応答、および局所骨の適切な
調製を必要とする。
【００９１】
　融合または関節固定手法を行って、椎間円板を含む異常を治療することができる。隣接
脊椎の末端プレートの間に位置する椎間円板は脊髄を安定化し、脊椎およびクッション脊
椎体の間の力を分配する。正常な椎間円板は半ゼラチン様成分、線維輪と呼ばれる外側の
繊維状リングによって囲まれ、拘束される髄性核を含む。健康な非損傷脊髄において、線
維輪は円板空間外側に髄性核が突出するのを防ぐ。
【００９２】
　脊髄円板は外傷、病気または老化により置き換わり、または損傷され得る。線維輪の破
壊は髄性核が脊椎管に突き出るのを可能とし、これはヘルニアまたは破壊された円板と通
常はいわれる疾患である。押し出された髄性核は脊髄神経を圧迫し得、その結果、神経の
損傷、疼痛、痺れ感、筋肉弱化および麻痺が起こり得る。椎間円板は通常の老化の過程ま
たは病気により劣化し得る。円板が脱水され、硬化するにつれ、円板の空間の高さは低下
し、脊髄の不安定性、減少した移動性および疼痛に至る。これらの疾患に対する１つの治
療は椎間板切除、または椎間円板の一部または全ての外科的除去、続いての、隣接する脊
椎の椎体固定である。損傷した、または健康でない円板の除去は、円板空間が崩壊するこ
とを可能とすることができる。円板空間の崩壊は、酷い疼痛に加えて、脊椎の不安定、異
常な関節メカニクス、関節炎または神経損傷の未成熟発達を引き起こしかねない。椎間板
切除および関節固定を介する疼痛除去は、円板空間の維持、および影響された運動セグメ
ントの最終的な椎板固定を必要とする。
【００９３】
　骨移植片または脊椎スペーサーを用いて、椎間空間を充填して、円板空間崩壊を妨げ、
円板空間を横切っての隣接脊椎の椎板固定を促進することができる。円板の除去後の椎間
円板の空間を回復する多くの試みは金属デバイスに頼ってきた（例えば、米国特許第４，
８７８，９１５号、第５，０４４，１０４号；第５，０２６，３７３号、第４，９６１，
７４０号；第５，０１５，２４７号、第５，１４７，４０２号および第５，１９２，３２
７号参照）。
【００９４】
　機能的α－１，３－ＧＴの発現を欠く動物からの脊髄成分は、慣用的な方法に従って調
製することができる。骨は動物から得ることができ、次いで、洗浄して組織および血液を
取り出すことができる。骨はアルコールおよび過酸化物または前記した他の薬剤のような
薬剤で処理して、細胞物質、脂肪および非コラーゲン性蛋白質を除去することができる。
骨物質を処理して、遊離コラーゲンを除去し、結合したまたは構造コラーゲンを残すこと
ができる。遊離コラーゲンおよびいずれかの残存する脂肪を除去するための１つの剤はド
デシル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）である。
【００９５】
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　２．柔軟な組織
　柔軟な組織は身体の他の構造および器官を連結し、支持し、または囲う。柔軟な組織は
、例えば、関節皮膚または骨以外のいずれかの他の組織の周りの筋肉、腱、脂肪、血管、
リンパ管、神経、組織を含む。
【００９６】
　結合組織、腱、半月、靭帯、筋肉および軟骨のような柔軟な組織は動物の関節から摘出
することができる。組織の源は新たに殺した動物から収集することができる。別法として
、組織は生きた動物から外科的に取り出すことができる。あらゆる関節が柔軟な組織とし
て働くことができる。本発明の実施形態において、対応するドナー関節からの組織を用い
て、異種移植片組織を作成することができる。例えば、大腿骨－脛骨（後膝後関節）関節
からの軟骨を用いて、膝へ移植するための軟骨異種移植片を作成することができる。別の
例において、ドナー動物の尻関節からの軟骨を用いて、ヒト尻関節のための軟骨異種移植
片を作成することができる。
【００９７】
　１つの実施形態において、柔軟な組織は膝関節から摘出することができる。膝は、種々
の運動を作り出すように相互作用する、空間的に相互関連した骨、靭帯、および軟骨構造
を含む複雑な関節である。具体的には、大腿顆は、軟骨中央および側方半月を介して、脛
骨の表面プラトーとで関節を成し、これらの構造の全ては種々の靭帯によって所定の位置
に保持される。膝関節を安定化する実質的に４つの別々の靭帯がある（例えば、図７参照
）。関節の片側には、関節の側間安定性のための安定材として働く中央副行靭帯（ＭＣＬ
）および側方副行靭帯（ＬＣＬ）がある。ＭＣＬは、２つの靭帯構造、深いおよび表層成
分から現実になるより広い靭帯であり、他方、ＬＣＬは別個の索－様構造である。関節の
中央の前面部分には、前十字靭帯（ＡＣＬ）がある。靭帯は脛骨上の大腿の非常に重要な
安定材であって、脛骨が、敏活、跳躍および減速活動の間に前方に回転し、滑るのを妨げ
るように働く。ＡＣＬの直接背後には、その反対の後十字靭帯（ＰＣＬ）がある。ＰＣＬ
は脛骨が後方に滑るのを妨げる。
【００９８】
　中央および側方半月は、プロテオグリカンから形成された基底物質内の、線維軟骨細胞
と呼ばれる細胞、蛋白質コラーゲンの繊維の間隙マトリックスよりなる構造である。損傷
していない半月は、正常な活動の間に反復される圧縮負荷にルーチン的に暴露される膝関
節内の相互作用する骨表面のために適切な力の分配、安定化および潤滑を確保することに
よって膝のためにショック吸収を提供する。中央および側方半月のショック吸収機能の多
くは、軟骨に固有の弾性特性に由来する。半月が負傷、病気または炎症を通じて損傷され
る場合、関節炎の変化が、機能の引き続いての喪失と共に膝関節に起こる。
【００９９】
　膝の前十字靭帯（ＡＣＬ）は、全ての反射位置における大腿からの脛骨の前変位に抵抗
するように機能する。ＡＣＬは過剰伸張に抵抗し、内部および外部脛骨回転の間に十分に
延びた膝の回転安定性に寄与する。ＡＣＬは固有受容において役割を演じることができる
。ＡＣＬは細胞、水、コラーゲン、プロテオグリカン、フィブロネクチン、エラスチンお
よび他の糖蛋白質よりなる結合組織構造から構成される（例えば、Ｃｙｒｉｌ　Ｆｒａｎ
ｋ，Ｍ．Ｄ．ｅｔ　ａｌ．，Ｎｏｒｍａｌ　Ｌｉｇａｍｅｎｔ：Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，Ｆ
ｕｎｃｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ．Ｉｎｊｕｒｙ　ａｎｄ　Ｒｅｐａｉ
ｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｍｕｓｃｕｌｏｓｋｅｌｅｔａｌ　Ｓｏｆｔ　Ｔｉｓｓｕｅｓ，２：
４５－１０１）。構造的には、ＡＣＬは、外側大腿骨顆の中央壁へと後上方に延びる脛骨
の顆間隆起の前面における窪みに付着される。ＡＣＬの部分的または完全な裂傷は非常に
普通であり、毎年米国において約３０，０００の外来患者の手続きよりなる。
【０１００】
　関節軟骨は、ヒトおよび動物において連結する関節を形成する全ての骨の端部をカバー
する。軟骨が線維軟骨細胞と呼ばれる細胞、およびコラーゲン繊維の細胞外マトリックス
、ならびに種々のプロテオグリカンよりなる。軟骨は、力の分布についてのメカニズムと
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して、および骨の間の接触の領域における潤滑剤として関節で作用する。関節軟骨がなけ
れば、応力集中および摩擦が、関節が運動を容易としない程度に起こる。関節軟骨の喪失
は、通常、疼痛関節炎および減少した関節の運動に導く。成人における関節軟骨は天然で
は有意な程度まで再生しないため、一旦関節軟骨が破壊されると、損傷された成人関節軟
骨が、歴史的には、修復、置換を含めた種々の外科的介入によって、または切除によって
治療されてきた。
【０１０１】
　１つの実施形態において、半月軟組織は、まず、膝蓋骨腱を横に切開することによって
関節から摘出することができ、次いで、半月の角を接着する組織から切り離して自由とす
ることができる。所望により、少量の骨を角に付着したままとすることができ、例えば、
骨プラグのような、骨の実質的に円筒プラグである。１つの特定の例において、骨プラグ
はほぼ直径が５ミリメートル×深さが５ミリメートルとすることができる。１つの実施形
態において、半月滑膜接合を次いで突き止め、半月組織自体から離して、マトリックス材
料を形成することができる。別の実施形態において、無傷の半月軟組織を移植用に用いる
ことができる。
【０１０２】
　別の実施形態において、関節軟骨軟組織を関節から摘出することができる。１つの実施
形態において、軟骨下骨の小さな層を持つ関節軟骨の薄い皮を突き止め、ドナー関節から
剃り落とすことができ、これはマトリックス材料を形成することができる。別の実施形態
において、無傷関節軟骨軟組織を移植で用いることができる。
【０１０３】
　さらなる実施形態において、前十字靭帯、後十字靭帯、側方副行靭帯または中央副行靭
帯のような、靭帯軟組織を関節から摘出することができる。靭帯を取り出すためには、標
準的な外科技術を用いて関節を切開することができる。１つの実施形態において、靭帯を
、一旦または双方の端部に付着した骨のブロックと共に収穫することができる。１つの例
において、実質的に円筒プラグを表す骨のブロックを靭帯と共に摘出することができ、骨
プラグはほぼ直径が９～１０ｍｍ×ほぼ長さが２０～４０ｍｍとすることができる。別の
実施形態において、靭帯は骨なくして収穫することができる。さらなる実施形態において
、靭帯は骨なくして収穫し、次いで、接着組織から切開して離して、マトリックス材料を
得ることができる。別の実施形態において、無傷の靭帯軟組織を移植で用いることができ
る。
【０１０４】
　取り出しの後、組織を適切な滅菌等張または他の組織維持溶液に入れることができる。
動物の屠殺後の組織の収穫は、屠殺後できるだけ早く行うことができ、冷温度で行うこと
ができる。例えば、約５℃と約２０℃、約０℃と約２０℃、約０℃と約１０℃、約０℃と
約２５℃との間。
【０１０５】
　コラーゲン
　別の実施形態において、本発明のコラーゲン組織を用いて、コラーゲン障害を治療する
ことができる。異常な遺伝子またはコラーゲン蛋白質の異常なプロセッシングに由来する
コラーゲン構造の変化の結果、ラーセン症候群、壊血病、骨形成不全およびエーレルス－
ダンロー症候群のような多数の病気がもたらされる。エーレルス－ダンロー症候群は、現
実には、生化学的かつ臨床的には別個の少なくとも１０の別個の障害に関連した名称であ
るが、全ては、コラーゲンの構造における欠陥の結果として結合組織において構造的弱点
を呈する。骨形成不全もまた１を超える障害を含む。少なくとも４つの生化学的にかつ臨
床的に識別可能な障害が同定されており、その全ては多数の骨折および結果としての骨変
形によって特徴付けられる。マルファン症候群がそれ自体を結合組織の障害として現し、
異常なコラーゲンの結果と考えられていた。しかしながら、最近の証拠は、マルファンが
、細胞外マトリックスの非－コラーゲン性ミクロフィブリルの一体的成分である細胞外蛋
白質であるフィブリリンにおける突然変異に由来することを示している。
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【０１０６】
【表１】

　軟骨プラグ
　他の実施形態において、機能的α－１，３－ＧＴの発現を欠く動物から得られた軟骨プ
ラグが提供される。軟骨プラグを用いて、天然軟骨中のボイドを充填することができる。
天然軟骨中のボイドは、外傷負傷または慢性病によるものであり得る。別法として、該プ
ラグを用いて、流動可能ポリマーを軟骨下骨に繋留することができる。該プラグは任意の
サイズ、形状、および所望の移植体に適した輪郭とすることもできる。該プラグは単独ま
たは複数で利用して、任意の適用でも任意のサイズのボイドも充填することができる。該
プラグは、修復部位の生理学的要件に適合する積層構造より形成することができ、あるい
は積層構造を含むことができる。加えて、各プラグの周囲に隆起を形成して、周囲の軟骨
、骨および／または隣接プラグへのその繋留を容易とすることができる（例えば、米国特
許第６，６３２，２４６号参照）。
【０１０７】
　軟骨プラグは多角形または円形断面とすることができる。多角形または円形断面は、１
未満対１、ないし約２０：１、約３０：１または約４０：１の高さ－対－直径比率を含む
ことができる。プラグは広い範囲のサイズであって、種々の高さ－対－直径比率を有する
ものに成型して、広い範囲の軟骨置換状況を受け入れることができる。例えば、プラグは
平坦な円板ないし円筒の範囲の形状を有する丸いデバイスとすることができる。欠陥の切
除によって最初に形成された、あるいは軟骨置換プラグを移植すべきキャビティーのいず
れかの引き続いての外科的輪郭形成によって最初に形成された、軟骨置換プラグまたは複
数プラグを移植すべき位置、修復すべき軟骨欠陥のサイズ、およびボイドキャビティーの
サイズおよび形状のような種々の因子を、各特定の適用について考慮することができる。
例えば、平坦化された円板形状を有する軟骨置換プラグデバイスはより高価であるが狭い
欠陥に最も適しており、他方、大きな高さ－対－直径比率を有するデバイスは、より小さ
な表面積を有するが、軟骨および／または軟骨下骨層により深く伸びる欠陥に適している
。
【０１０８】
　本発明の軟骨プラグの表面を処理して、多孔性または粗くした表面を暴露することがで
きる。プラグの表面を、粗くされ、またはテキスチャーを付与されるように処理すること
によって、細胞付着を増強することができ、細胞の移動および組織層の成長異常を可能と
する。適切な表面手触りでもって、得られた細胞は継続成長および内植を介してプラグ増
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強固定の表面に接着することができる。そのような細胞内植は、結局は、プラグとの骨界
面に変換でき、望ましい特徴と考えられる。この変換において重要なのは、どのようにし
て負荷がデバイスから周囲の組織に移されるかである。プラグおよび周囲の組織の間の変
形における大きなミスマッチは、フレキシブルではあるが、所望の固定を供しないプラグ
の周りの繊維状組織層に導きかねない。手触りのような多孔性は、バイオロジック固定を
考慮する場合に重要かつ有益であり得る。
【０１０９】
　縫合アンカー
　本発明で提供される軟組織を用いて、縫合アンカーを形成することができ、これを用い
て、関節再構築外科的処置および関節鏡外科手法の間に骨に形成された開口内の縫合を確
実とすることができる。アンカーを骨に入れ、そうでなければ、密な骨材料に締め付ける
ことができない縫合に連結することができる。そのような縫合アンカーを用いて、例えば
、靭帯または腱を膝、肩および踝再構築および修復手術において骨に繋留することができ
る。骨アンカーの重要な属性は、挿入するのが容易であって、しっかりとした繋留を提供
することである。外科処置後のアンカーの意図しない外れは深刻な有害な結果を有しかね
ず、よって、かなりの重要性が、付着された縫合によって適用される摘出または取り出し
力に抵抗するアンカーの能力に置かれる（例えば、米国特許第４，７３８，２５５号、第
４，０１３，０７１号、第４，４０９，９７４号、第４，４５４，８７５号、および第５
，２３６，４４５号参照）。
【０１１０】
　また、本発明は縫合を骨に繋留する方法を提供する。まず、骨にドリルで穴を開けるこ
とができる。次いで、骨アンカーの末端側を、最初に空けた穴に挿入することができる。
長円形または卵形断面を持つロッドのような拡大機器を、アンカーの開いた基部側端部を
通じて拡大チャンバーに挿入することができる。次いで、該機器を回転させて、該機器を
機器が回転するにつれて壁と接触させることによって、骨アンカーの細長い穴を開けた基
部側端部を拡大することができる。機器の長円形または卵形断面は、骨アンカーが機器と
共に回転しないように、壁と接触させる前に旋回の少なくとも一部を通じて回転させるこ
とができる。１つの実施形態において、機器の末端側先端は拡大チャンバーの末端側端部
における対応する凹所に存在する。該凹所は、そのまわりにロッドが回転してアンカーを
拡大する固定されたピボット点を提供する。
【０１１１】
　３．足場
　ある実施形態において、組織を調製するプロセスは、全ての生きた細胞をストリップし
、または殺して（脱細胞化）、後に、組織修復および再形成、ならびに所望により、架橋
および滅菌のための処理のために使用される無細胞マトリックスまたは足場のみを残す工
程を含むことができる。特定の実施形態において、いずれかの脱細胞化された硬いまたは
柔軟な組織が提供され、これは本明細書中に開示された動物に由来する。１つの実施形態
において、脱細胞化柔軟皮膚組織が提供される。別の実施形態において、脱細胞化粘膜下
組織が提供される。他の実施形態において、そのような脱細胞化材料は免疫原性が低くす
ることができる。さらなる実施形態において、そのような脱細胞化組織は足場またはマト
リックスとして用いて、特定のヒト身体部分を修復しおよび／または再構築することがで
きる。１つの実施形態において、脱細胞化組織は、限定されるものではないが、以下のヘ
ルニア、腹部壁、回旋腱板、美容整形または当業者に知られたもしくは本明細書中に開示
されたいずれかの他の軟組織欠陥を含めた修復で用いることができる。特定の実施形態に
おいて、粘膜下および／または皮膚脱細胞化材料が提供される。
【０１１２】
　本発明の１つの実施形態において、これらのα１，３ＧＴ動物に由来する組織を調達（
収穫）し、次いで、さらに処理して、例えば、足場として用いる脱細胞化組織を形成する
ことができる。１つの実施形態において、組織が、限定されるものではないが、安定化溶
液での組織の処理、細胞およびいずれかの残存する抗原性組織成分を除去するための脱細
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胞化プロセス、酵素処理、組織の構造的一体性を改良し、またはいずれかの残存する抗原
性組織成分を除去するための架橋、天然ウイルスを除去し、および／または不活化するた
めの滅菌、および／または長期間の維持方法を含めた多工程プロセスに供することができ
る。１つの実施形態において、安定化溶液は適切な緩衝液、１つまたは複数の抗酸化剤、
１つまたは複数の腫脹剤、抗生物質を含有することができ、１つまたは複数のプロテアー
ゼ阻害剤を含むことができる。
【０１１３】
　他の実施形態において、脱細胞化組織を生じさせるための組織処理は、例えば、マトリ
ックスを損傷することなく組織拒絶および移植片失敗に導きかねない細胞の除去を含むこ
とができる。脱細胞化のプロセスは、組織をできる限り強い統合物であるが、より曲げや
すいものとし、引っ張りおよび機能的特徴を保有し、移植片の接着、減少した感染および
拒絶を妨げることを助け、および周囲の宿主組織の再形成を促進するという利点を有する
。他の実施形態において、脱細胞化は、ある種の塩、界面活性剤または酵素、および／ま
たは真空／加圧プロセスにおけるインキュベーションを含めた多数の化学的処理を用いて
達成することができる。１つの実施形態において、界面活性剤はＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１０
０（Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ　ｏｆ　Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，
ＰＡ）であり得る。ある実施形態において、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００は細胞膜を除去す
る。例えば、米国特許第４，８０１，２９９号参照。他の脱細胞化界面活性剤は、限定さ
れるものではないが、ポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノ－オレエートおよびポ
リオキシエチレン（８０）ソルビタンモノ－オレエート（Ｔｗｅｅｎ　２０および８０）
、デオキシコール酸ナトリウム、３－［（３－クロルアミノプロピル）－ジメチルアミノ
］－１－プロパン－スルフォネート、オクチル－グルコシドおよび／またはドデシル硫酸
ナトリウムまたは当業者に知られたいずれかの他の界面活性剤を含む。別の実施形態にお
いて、酵素を用いて、脱細胞化を達成することができる。ある実施形態において、酵素は
、限定されるものではないが、ジスパーゼＩＩ、トリプシンおよび／またはテルモシン、
または当業者に知られたいずれかの他の酵素を含めた群から選択することができる。これ
らの酵素はコラーゲンおよび細胞間連結の異なる成分と反応することができる。例えば、
ジスパーゼＩＩは、基底膜緻密層および基底膜のアンカリングフィブリルの成分であるＩ
Ｖ型コラーゲンを攻撃することができる。別の例において、テルモシンは、ケラチノサイ
トの基底層のヘミデスモソーム中のＢｕｌｂｏｕｓ　ｐｈｅｍｐｈｉｇｏｉｄ抗原を攻撃
することができる。さらなる例において、トリプシンは細胞間のデスモソーム複合体を攻
撃することができる。
【０１１４】
　さらなるまたは別の実施形態において、脱細胞化異種移植片を化学剤に暴露して、細胞
外蛋白質内の蛋白質をなめし、または架橋して、異種移植片に存在する免疫原性決定基を
さらに減少させ、または低下させることができる。あらゆるなめしまたは架橋剤がこの処
理で用いることができ、１を超える架橋工程を行うことができ、あるいは１を超える架橋
剤を用いて、完全な架橋を確実とし、かくして、異種移植片の免疫原性を最適に低下させ
ることができる。例えば、グルタルアルデヒト、ホルムアルデヒド、アジピックジアルデ
ヒドなどのようなアルデヒドを用いて、細胞外コラーゲンを架橋させることができる。他
の適切な架橋剤は脂肪族および芳香族ジアミン、カルボシイミド、ジイソシアネートなど
を含む。別法として、異種移植片を、限定されるのではないが、例えば、気化されたホル
ムアルデヒドのごとき気化されたアルデヒド架橋剤を含めた蒸気形態の架橋剤に暴露する
ことができる。架橋反応は、免疫原性決定基が異種組織から実質的に除去されるので継続
すべきであるが、反応は、異種移植片の機械的特性の有意な変化に先立って終了すべきで
ある。架橋剤は当業者に知られた、または本明細書中に記載されたいずれかの剤であり得
る。
【０１１５】
　特定の実施形態において、そのような柔軟な組織に由来するマトリックス材料を用いて
、足場または補綴デバイスを形成することができる。マトリックス材料は乾燥した多孔性
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補綴デバイスの多孔性マトリックスは、半月線維軟骨細胞、内皮細胞、線維芽細胞、およ
び細胞外マトリックスを通常占有し、ならびに細胞外マトリックス成分を合成し、沈積さ
せる他の細胞のような細胞の内植を刺激する。コラーゲン、エラスチン、レツクリン、ソ
ノアナログ、およびその混合物のような細胞外マトリックス線維をマトリックス剤利用に
加えることができる。これらの線維は、α－１，３－ｇａｌのいずれの機能的発現も欠く
動物から得ることもできる。１つの実施形態において、繊維はマトリックス全体をランダ
ムに配向させることができる。別法として、繊維はマトリックスを通じて、実質的に周方
向に伸び、または実質的に径方向に伸びる向きをとることができる。マトリックスの繊維
の密度は均一または不均一とすることができる。不均一配置においては、繊維の比較的高
い密度は高応力の予測される点で確立することができる。
【０１１６】
　マトリックス材料は前記した生体ポリマーのような他のタイプの材料を含むこともでき
る。マトリックス材料は、限定されるものではないが、コンドロイチン４－硫酸、コンド
ロイチン６－硫酸、ケラタン硫酸、デルマタン硫酸、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、およ
びその混合物のようなグリコサミングリカン分子（ＧＡＧ）を含むことができ、マトリッ
クス材料の成分であり得る。加えて、マトリックス材料は繊維全体に分散したＧＡＧを含
有することができる。ＧＡＧは個々の分子としてマトリックス全体に均一に分散すること
ができ、あるいはデバイスの異なる領域に種々の量で存在することができる。
【０１１７】
　ある実施形態において、本明細書中に記載したα－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれの機能
的発現も欠く動物からの組織から形成された足場は細胞外マトリックス（ＥＣＭ）成分を
含有することもできる。１つの実施形態において、そのようなＥＣＭ成分は、α－１，３
－ＧＴ遺伝子のいずれの機能的発現も欠く動物に由来することができる。細胞外マトリッ
クス材料は、限定されるものではないが、皮膚、泌尿、膀胱または器官粘膜下組織を含め
たいずれかの組織に由来することができる。足場は補綴デバイスとして機能することがで
きる。足場は断片化ＥＣＭ成分から合成することができ、あるいは好ましい実施形態にお
いては、脱細胞化または天然組織の処理、かくして、生きた細胞の除去、および天然組織
と同様な３－Ｄ構造－繊維配置を持つ予め形成された足場としてＥＣＭを後に残すことを
介して誘導される。足場またはデバイスは、α－１，３－Ｇａｌのいずれの機能的発現も
欠く動物の軟組織から得られたマトリックス材料に由来することができる。軟組織は、限
定されるものではないが、皮膚、器官粘膜下（すなわち、小腸粘膜下（ＳＩＳ））、膝関
節から取り出した側方半月、いずれかの関節から取り出した関節軟骨、靭帯および／また
はアキレス腱のような腱を含むことができる。次いで、組織を後に記載するように処理し
て、生体適合性かつ生体再吸収性繊維のようなマトリックス材料を得ることができる。
【０１１８】
　細胞外マトリックス（ＥＣＭ）は、哺乳動物組織内に見出される細胞を囲みかつ支持す
る複雑な構造的存在である。ＥＣＭは結合組織とも言うことができる。ＥＣＭがコラーゲ
ンおよびエラスチンのような構造蛋白質、フィブリン、フィブロレクチンおよびラミニン
のような特殊化された蛋白質、およびプロテオグリカンで構成される。グリコサミノグリ
カン（ＧＡＧ）は、ＥＣＭの極端に複雑な高分子量成分を形成する反復二糖単位の長い鎖
である。これらの二糖単位はＮ－アセチル化ヘキソサミンを含有し、潤滑および架橋を提
供する。ＧＡＧの例は、限定されるものではないが、コンドロイチン４－硫酸、コンドロ
イチン６－硫酸、ケラタン硫酸、デルマタン硫酸、ヘパラン硫酸およびヒアルロン酸を含
む。
【０１１９】
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【表１Ａ】

　コラーゲンは動物界で見出される最も豊富な蛋白質である。コラーゲンはＥＣＭを含む
主な蛋白質である。少なくとも１２のタイプのコラーゲンがある。Ｉ、ＩＩおよびＩＩＩ
型は最も豊富であって、同様な構造のフィブリルを形成する。ＩＶ型コラーゲンは二次元
小胞体を形成し、基底ラミナの主な成分である。コラーゲンは線維芽細胞によって圧倒的
に合成されるが、上皮細胞もまたこれらの蛋白質を合成する。コラーゲンの基本的なより
高次の構造は長くかつ薄い直径ロッド－様蛋白質である。Ｉ型コラーゲンは、例えば、長
さがほぼ３００ｎｍ、直径が１．５ｎｍであって、２つのα１（Ｉ）鎖および１つのα２
（Ｉ）鎖よりなる３つのコイルドサブユニットよりなる。各鎖は特徴的な右巻き三重螺旋
にて相互のまわりに巻かれた１０５０のアミノ酸よりなる。螺旋のターン当たり３つのア
ミノ酸があり、３番目のアミノ酸ごとにグアニンがある。コラーゲンはプロリンおよびヒ
ドロキシプロリンも豊富である。プロリンの嵩高いピロリドン環は三重螺旋の外側に存在
する。コラーゲンの三重螺旋の側方相互作用の結果、概略５０ｎｍ直径のフィブリルが形
成される。コラーゲンのパッキングは、隣接分子がその長さのほぼ１／４変位する（６７
ｎｍ）ようなものである。このスタガードアレイ（ｓｔａｇｇｅｒｅｄ　ａｒｒａｙ）は
、電子顕微鏡で観察することができる筋付効果を生じる。
【０１２０】
　コラーゲンはプロコラーゲンと呼ばれるより長い前駆体蛋白質として合成される。Ｉ型
プロコラーゲンはＮ－末端にさらに１５０のアミノ酸およびＣ－末端に２５０のアミノ酸
を含有する。これらのプロ－ドメインは球状であって、多数の鎖内ジスルフィド結合を形
成する。ジスルフィドはプロ蛋白質を安定化し、三重螺旋セクションを形成させる。コラ
ーゲン繊維は小胞体（ＥＲ）およびゴルジ複合体において組立が開始される。シグナル配
列は除去され、多数の修飾がコラーゲン鎖で起こる。特異的なプロリン残基はプロニル４
－ヒドロキシダーゼおよびプロリル３－ヒドロキシダーゼによって加水分解され得る。特
異的リシン残基もまたリシルヒドロキシダーゼによって加水分解される。プロリルヒドロ
キシダーゼは補因子としてのビタミンＣに依存する。Ｏ－結合型のグリコシル化もまたゴ
ルジ通過の間に起こる。プロセッシングの完了に続いて、プロコラーゲンは細胞外空間に
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分泌され、そこで細胞外酵素はプロ－ドメインを除去する。次いで、コラーゲン分子は重
合して、コラーゲンフィブリルを形成する。フィブリル形成に伴って、細胞外酵素リシル
オキシダーゼによるある種のリシン残基の酸化が起こり、反応性アルデヒドが形成される
。これらの反応性アルデヒドは２つの鎖の間で特異的な架橋を形成し、それにより、フィ
ブリル中のコラーゲンのスタガードアレイを安定化する。
【０１２１】
【表２】

　フィブロネクチンの役割は、種々の細胞外マトリックスへ細胞を付着させることである
。フィブロネクチンは細胞を、接着分子としてラミニンを含むＩＶ型を除く全てのマトリ
ックスに付着させる。フィブロネクチンは２つの同様なペプチドの二量体である。各鎖は
長さがほぼ６０～７０ｎｍであって、厚さが２～３ｎｍである。少なくとも２０の異なる
フィブロネクチン鎖が同定されており、これは単一フィブロネクチン遺伝子からの一次転
写体の別のＲＮＡスプライシングによって生起する。フィブロネクチンは、各々が、ヘパ
ラン硫酸、コラーゲン（Ｉ、ＩＩおよびＩＩＩ型に対する別々のドメイン）、フィブリン
および細胞－表面受容体のような異なる基質に対して高い親和性を持つ、少なくとも６つ
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の密接に折り畳まれたドメインを含む。細胞－表面受容体－結合ドメインがコンセンサス
アミノ酸配列ＲＧＤＳを含有する。
【０１２２】
　全ての基底ラミナは蛋白質およびＧＡＧの共通の組を含有する。これらはＩＶ型コラー
ゲン、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチンおよびラミニンである。基底ラミナ
は、しばしば、ＩＶ型マトリックスと言われる。基底ラミナの成分の各々は、その上に存
在する細胞によって合成される。ラミニンは細胞表面を規定ラミナに繋留する。
【０１２３】
　１つの実施形態において、ＥＣＭ成分または前記したその組合せのいずれかを用いて、
足場を形成することができ、これは、所望により、補綴デバイスとして用いることができ
る。ＥＣＭ－由来足場は、別法として、全ての細胞およびデブリスが除去され、後に、宿
主細胞の動員および組織再生によく適した繊維パターンのＥＣＭを残すように、α１，３
ｇａｌノックアウトブタから組織の機械的、化学的または酵素的処理によって生産するこ
とができる。生体適合性かつ生体再吸収性繊維から製造された足場または補綴デバイスは
、対象の骨の２つの間に配置された、および該２つを連結する領域に外科的にインプラン
トして、正常な運動および強度を提供することができる（例えば、外科的移植については
、例えば、米国特許第６，０４２，６１０号、第５，７３５，９０３号、第５，４７９，
０３３号、第５，６２４，４６３号、第５，３０６，３１１号、第５，１０８，４３８号
、第５，００７，９３４号および第４，８８０，４２９号参照）。補綴デバイスは再生組
織用の足場として作用することができる。というのは、足場の物理的特徴は新しい組織の
内植を刺激するためである。この結果、対象宿主身体領域のコンポジット、および天然身
体領域と実質的に同一なイン・ビボ外側表面輪郭を有する補綴デバイスがもたらされ得る
。
【０１２４】
　デバイスは２つの対象の骨の間の、および／または２つの対象の骨を連結させる領域に
移植することができ、対象の身体の領域およびデバイスによって形成されたコンポジット
は、治療すべき天然領域と実質的に同一なイン・ビボ外側表面輪郭を有することができる
。デバイスは、（半月線維軟骨細胞、脊椎線維軟骨細胞などのような）線維軟骨細胞、線
維芽細胞または軟骨細胞の内植に適合した生体適合性かつ部分的に生体再吸収性足場を確
立することができる。内植下細胞と共に足場は該領域中の天然負荷力を支持することがで
きる。
【０１２５】
　別の実施形態において、（例えば、半月におけるセグメント欠陥のような）所望の形状
をイン・ビボで有する補綴デバイスを製造する方法が提供される。該方法はα－１，３－
ｇａｌのいずれの機能的発現も欠く動物の組織から線維マトリックス細胞を得、この生体
適合性かつ部分的に生体再吸収性繊維マトリックスを所望の形状を規定する金型に入れる
ことを含む（該金型は所望の身体領域を補うためのデバイスの外側表面を規定する）。次
いで、繊維を凍結乾燥しおよび／または繊維が金型の形状を取るように化学的架橋剤と接
触させることができる。別法として、成型が完了した後、金型中に形成された構造または
マトリックスを、その外側表面がセグメント欠点を補うように切断することができる。こ
の方法は、半月におけるセグメント欠陥と相補的な外側表面輪郭を有するように適合した
マトリックスを生じさせることができる。このタイプのマトリックスを移植して、半月の
セグメント欠陥を修正し、または半月増強デバイスとして移植することができ、該マトリ
ックスは、半月線維軟骨細胞の内植用の、および天然半月負荷力の支持用の生体適合性か
つ少なくとも部分的に生体再吸収性の足場を確立することができる。
【０１２６】
　４．硬いおよび柔軟な組織移植片
　本発明の別の実施形態において、骨腱骨移植片が提供され、これは整形外科処置で有用
であり得る。骨腱骨移植片は１つまたは複数の骨ブロック、および該骨ブロックに付着し
た腱を含有することができる。骨ブロックを切断して、固定スクリューを終了するのに十
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分な溝を供することができる。別法として、１つまたは複数の骨ブロックを含有する骨腱
骨移植片が提供され、ここに、骨ブロックはジベルに予め形成され、腱は骨ブロックに付
着される。骨腱骨移植片を得るための方法もまた提供され、それにより、それに付着され
た腱または靭帯を有する第一の骨プラグがまず切除され、次いで、それに付着した腱また
は靭帯を有する第二の骨プラグが切除され；従って、第一の骨プラグおよび第二の骨プラ
グは連続骨ストックに由来し、第一の骨プラグまたは第二の骨プラグの切除が、他方に続
いて切除される骨プラグ中に溝を形成するように重ねられる。
【０１２７】
　他の実施形態において、腱および一つの骨ブロックを含有する骨腱骨移植片が提供され
る。腱は骨の周りでループを形成して、腱、骨、腱層を作り出し、これは、縫合で所定の
位置に保持することができる。これは、移植体を締め付けるための固定で利用できる腱の
二つのトレーリング部分を含有することもできる。このタイプの移植片は、プーリータイ
プの様式で反対向き力をバランスさせるために腱運動に関連する天然の周期的クリークす
ることによって組織故障を引き起こしかねない剪断を減少させつつ組織強度を増大させる
ことができる。
【０１２８】
　５．皮膚修復
　本発明のさらなる実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェラ
ーゼのいずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織を皮膚修復で用いることがで
きる。
【０１２９】
　皮膚は三つの層：表皮、真皮、および皮下層に分けることができる。表皮は、底部から
出発して頂部Ａ：基底細胞層、有棘層、顆粒層および角質層の四つの層に分けられる。
【０１３０】
　表皮の基底細胞層は、表皮における他の細胞およびメラノサイト、すなわち、皮膚にそ
の色を与えるメラニンをつくる細胞に分けられ、それに分化する基底細胞を含有する。有
棘層は基底細胞層の上にあり、ケラチノサイト、すなわち、蛋白質ケラチンを作る細胞よ
りなる。ケラチンは、角質層ならびに毛髪および爪の重要な成分である。顆粒層における
細胞は平坦化され、かつ排出され、上に存在する角質層と一緒に細胞を保持する「セメン
ト」を供する暗い顆粒を含有する。真皮のこの最も上側の層は、現実には、皮膚に対する
主な物理的バリアーを形成するケラチンが満たされた死滅した細胞の密にパッキングされ
た層よりなる。角質層は、身体の他の部分よりもより毎日の疲労および引き裂きに耐える
掌および足底のように領域においてより厚い、また、真皮は、感染に対して皮膚の防御の
一部として作用するランゲルハンス細胞を含有する。真皮－表皮接合は表皮が真皮に出会
う場所である。基底膜ゾーンはこれらの二つの層の間の「膠」として働く。
【０１３１】
　真皮は上方乳頭状真皮および下方網様真皮に分けられる。真皮の構造的成分はコラーゲ
ン、弾性繊維、および下地物質を含む。神経および血管もまた真皮を通る。皮膚付属器官
はエクリンおよびアポクリン汗腺、毛包、皮脂腺、および爪である。爪を除く、全ての皮
膚付属器官は真皮に位置する。
【０１３２】
　エクリン腺からの汗の放出は身体を冷却するプロセスである。汗は真皮中のコイル状細
管中で生産され、真皮を通って汗ダクトによって輸送され、分泌される。全身体表面は約
２～３００万のエクリン汗腺を有し、１０Ｌまでの汗を一日当たり生産させることができ
る。
【０１３３】
　ヒトにおいては、アポクリン汗腺は公知の機能を働かせず、恐らくは我々の先祖にとっ
て有用な痕跡腺と見なされている。それらは主として腋の下および泌尿器領域に位置する
。エクリン汗のように、アポクリン汗もまた真皮におけるコイル状細管中で生産されるが
、アポクリンダクトは、それから皮膚表面に到達する毛包に汗を排出する。
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【０１３４】
　毛髪はケラチン、すなわち、爪および表皮の頂部層（角質層）を形成する同一物質より
なる。毛髪の根に位置する異なる細胞はケラチンおよびメラニンをつくり、これは毛髪に
その色を与える。ヒトは２つのタイプの毛髪：産毛（明るくかつ細い）および終末毛（暗
くかつ太い）を有する。皮脂腺は、毛包の管に排出されて、皮膚の表面に到達する皮脂と
呼ばれる油状物質を分泌する。毛包およびその関連皮脂線はともに毛皮脂ユニットと呼ば
れる。毛包は、掌および足底を除く身体の任意の箇所に分布している。ヒトにおいては、
毛髪はかなり装飾的であるが、保護機能も発揮する。眉毛および睫毛は眼を埃および太陽
から保護し、他方、鼻の毛は鼻から異物をブロックする。頭髪はいくらか断熱を提供する
。
【０１３５】
　皮脂腺は皮脂と呼ばれる油状物質を生産する。それらは頭皮、顔、および上体幹の皮膚
で最も顕著であり、掌および足底には存在しない。毛皮脂ユニットの一部として、皮脂腺
は皮脂を分泌し、これは毛包管に排出され、最終的には、皮膚の表面に至る。皮脂腺は、
青春期の間に、増大したホルモンレベル、特にアンドロゲンに応答して、サイズが増加し
、かつより多くの皮脂を生産する。それらはざ瘡の発達で重要な役割を演じる。
【０１３６】
　皮下層は真皮および下にある筋膜被覆筋肉の間に存在する。この層は、繊維状中隔によ
って分けられたアジポサイト（脂肪細胞）の群よりなる。皮下層は３つの主な機能を発揮
して：冷気から身体を断熱し、外傷を吸収し、より深い組織のクッションとなり、および
身体の貯蔵燃料のための貯蔵庫として作用する。
【０１３７】
　爪は真皮に位置せず、その代わり、指および足指の末端に位置する唯一の皮膚付属器官
である。爪プレートは死滅したケラチンよりなり、これは約０．３～０．６５ｍｍの厚み
の硬い保護構造を形成する。ケラチンは、表皮細胞を分割することによって爪マトリック
ス中に形成される。爪床は表皮層であり、これは爪プレートの底部にしっかりと付着して
いる。爪の血管は爪にそのピンク色を与える。基部側爪は折り畳まれ、またはクチクラは
感染を引き起こす生物から爪のベースを保護する。爪は一日当たり０．１ｍｍの平均速度
で成長し、足指爪が指爪よりもゆっくりと成長する。
【０１３８】
　さらなる実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェラーゼのい
ずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織は皮膚修復で用いることができる。限
定されるものではないが、表皮組織、基底細胞層、有棘層、顆粒層、角質層、皮膚組織、
上方乳頭皮膚組織、下方網様皮膚組織、コラーゲン、弾性繊維、下地物質、エクリン腺、
アポクリン腺、毛包、皮脂層、爪、毛髪および皮下組織を含めた、そのような動物に由来
する皮膚成分のいずれかの成分または組合せを用いることができる。そのような組織を用
いて、ヒト皮膚を置き換え、例えば、皮膚の深い組織火傷を修復することができる。
【０１３９】
　皮膚組織は、限定されるものではないが、真皮または表皮組織またはその誘導体を含む
。皮膚の下には、脂肪皮下組織がある。１つの実施形態において、皮膚異種移植片は表皮
を含むことができる。別の実施形態において、皮膚異種移植片は表皮および真皮を含むこ
とができる。真皮は可変厚み、例えば、１ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍまたは２０ｍｍで提供
することができる。加えて、表皮、真皮および皮下組織を含有する皮膚移植片が提供され
る。１つの実施形態において、表皮、真皮および皮下組織を含有する皮膚移植片を用いて
、骨領域の上にある、または腱の上の皮膚を置き換えることができる。
【０１４０】
　別の実施形態において、（例えば、表６に記載されているように）皮膚組織はその天然
形態にて、または脱細胞化様式で、回旋腱板の修復または置換、腹部内壁修復、婦人科学
または泌尿器系組織修復のための足場として、靭帯または腱を修復し、または置き換える
ためのプロセスの一部、または他の軟組織適用として用いられる。皮膚組織異種移植片は
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永久的代替物とすることができるか、あるいは患者が新しい皮膚を再度成長させることが
できるまで一時的代替物として用いることができる。１つの実施形態において、皮膚移植
片は一時的代替物として用いることができる。一時的皮膚代替物は部分的厚みの火傷を治
癒し、創傷治癒を促進し、感染を防止することができ、患者が再構築外科的処置で十分な
ように健康でない場合、用いることができる。別の実施形態において、永久的皮膚移植片
が提供される。
【０１４１】
　さらなる実施形態において、異なるタイプの皮膚異種移植片が提供される。１つの実施
形態において、移植片は分裂－厚み移植片である。分裂－厚み移植片は表皮の一部のみを
持つ真皮を含有することができ、火傷または大きな創傷で用いることができる。別の実施
形態において、移植片は全－厚み移植片である。全厚み移植片は表皮および真皮を含むこ
とができ、これを用いて小さな領域を被覆することができる。さらなる実施形態において
、移植片は有茎皮弁または移植片であり得る。有茎皮弁または移植片は表皮、真皮および
皮下組織を含むことができる。有茎皮弁または移植片を用いて、創傷、あるいは骨、腱、
または神経損傷を修復するためのさらなる手術を必要とし得る他の領域を被覆することが
できる。
【０１４２】
　６．内部組織修復
　本発明の別の実施形態において、機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェラーゼ
のいずれの発現も欠く動物からの硬いおよび柔軟な組織を、ヘルニア修復、腱プーリー、
グライディング表面、血管吻合、心臓弁修復または置換および硬膜修復のような内部組織
修復で用いることができる。内部組織が心臓周辺組織、心臓弁および粘膜下組織を含む。
１つの実施形態において、粘膜下組織を用いて、結合組織を修復し、または置換すること
ができる。
【０１４３】
　別の実施形態において、異種移植片組織は、動物器官の粘膜下組織、好ましくはα１，
３ＧＴノックアウトブタからの器官粘膜下組織に由来する離層セグメントから調製される
。好ましい実施形態において、粘膜下組織は動物の腸組織に由来する。該セグメントは、
一般には筋層粘膜および緻密層を含めた粘膜下組織および粘膜下組織の基底組織を含むこ
とができる。粘膜下組織および基底粘膜組織は筋層、および腸組織のセグメントの粘膜層
の管腔部分から離層させることができる。この処理の結果、管状で、非常に靭性で、繊維
状でコラーゲン状の材料である三層腸組織を得ることができる。（例えば、米国特許第４
，９０２，５０８号および第４，９５６，１７８号参照）。別の実施形態において、この
組織は、例えば、４００および６００ポンドの体重である雌豚のような成熟動物から摘出
される。三層腸セグメントを用いて異種移植片を形成することができるか、あるいは異種
移植片は縦方向または横方向に切断して、細長い組織セグメントを形成することができる
。いずれかの形態において、そのようなセグメントは中間部分、および反対末端部分、お
よび反対側方部分を有し、これは、外科的に許容される技術を用いて、存在する生理学意
的構造への外科的付着のために形成することができる。（米国特許第５，３７２，８２１
号参照）。関連実施形態において、柔軟な組織は真皮または皮膚組織に由来し、これは形
成されまたは切断し、存在する生理学的構造への外科的付着のために用いることができる
。
【０１４４】
　別の実施形態において、本発明は、ヒトへの移植用の柔軟な組織を調製し、または加工
する方法を提供する。組織の無傷部分は動物のいずれかの組織から取り出すことができる
。１つの実施形態において、無傷心臓を動物から取り出すことができ、次いで、心臓弁組
織を切除することができ、または心臓周辺部分を収穫することができる。他の実施形態に
おいて、組織は、限定されるものではないが、上皮、結合組織、血液、骨、軟骨、筋肉、
神経、アデノイト、脂肪、輪紋、骨、茶色脂肪、格子構造、筋肉、カータジニアス（Ｃａ
ｒｔａｇｉｎｏｕｓ）、海綿、軟骨様、クロム親和性、肉様膜様、弾性、上皮、脂肪、線
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維ヒアリン、繊維状、ガムジ（Ｇａｍｇｅｅ）、ゼラチン状、顆粒化、腸－関連リンパ様
、ホーラー（Ｈａｌｌｅｒ）血管、硬造血系、未分化、間隙、被覆、島、リンパ管、リン
パ系、間葉、中腎、粘膜結合性、多眼脂肪、ミエロイド、ネジオン柔軟、腎形成性、節、
骨性、骨形成性、骨状、歯根端周囲、網様、網状、ゴム状、骨格筋、平滑筋、および皮下
組織を含むことができる。
【０１４５】
　１つの実施形態において、組織は新たに殺した動物から収集することができる。別法と
して、組織は生きた動物から外科的に取り出すことができる。１つの実施形態において、
取り出した後、組織を適切な滅菌等張または他の組織維持溶液に入れることができる。動
物の屠殺後における組織の収穫は屠殺後できるだけ早く行うことができ、冷温度で行うこ
とができる。例えば、約５℃と約２０℃、約０℃と約２０℃、約０℃と約１０℃または約
０℃と約２５℃との間。収穫された組織および弁は隣接する組織から切除して離すことが
できる。１つの実施形態において、組織または心臓弁またはその部分は接着性組織、プラ
ーク、カルシウム沈着などから切除して離すことができる。別法として、組織または弁は
周囲の組織の部分と共に切開することができる。
【０１４６】
　１つの特定の実施形態において、三尖弁は別々の小葉として切り出すことができる。別
の実施形態において、三尖弁は、房室性オリフィスおよび腱様索を囲う繊維状リングを含
めた無傷弁として摘出することができる。別の実施形態において、弁の切開の後、弁また
は弁部分をステント、リングなどで支持することができる。別の実施形態において、腹膜
または心膜を収穫して、当業者に知られた手法に従って心臓弁異種移植片またはマトリッ
クス材料を形成することができる（例えば、Ｌａｕｒｅｎによる米国特許第４，７５５，
５９３号参照）。
【０１４７】
　軟組織異種移植片はヒト身体部分、例えば、表６に開示したものの修復または再構築で
の種々の適用で用いることができる。
【０１４８】
　心臓の弁
　１つの実施形態において、心臓弁は、α－１，３－Ｇａｌのいずれの発現も欠く動物か
ら摘出される。α－１，３－Ｇａｌのいずれの機能的発現も欠く動物からの、ウシ、ヒツ
ジまたはブタ心臓、特にブタ心臓は心臓弁の源として働かすことができる。心臓弁は繊維
軟骨細胞、およびコラーゲンおよび弾性繊維の細胞外マトリックス、ならびに種々のプロ
テオグリカンから構成される。心臓弁のタイプは、限定されるものではないが、僧帽弁、
心房弁、大動脈弁、三尖弁、胚動脈弁、プルモニック（Ｐｌｕｍｏｎｉｃ）パッチ、下降
胸大動脈、大動脈非－弁導管、ＬＰＡおよびＲＰＡを持つプルモニック非－弁導管、無傷
尖頭を含むまたは含まない右または左肺半－動脈、伏在静脈、大動脈（Ａｏｒｔｏｉｌｉ
ａｃ）、大腿静脈、大腿動脈および／または半月弁を含む。ある実施形態において、ツー
ルを用いて、心臓弁補綴を大動脈壁に固定することができる。ツールはファスナーおよび
／または補強剤を含むことができる。特定の実施形態において、心臓弁補綴はフレキシブ
ルな小葉を有することができる。１つの実施形態において、心臓弁補綴は組織のような天
然材料、ポリマーまたはその組合せのような合成材料から構築することができる。別の実
施形態において、弁補綴は組織弁とすることができ、加えて、ステントを含むことができ
、または無ステントとすることができ、ブタ、ウシまたは他の動物組織源のものとするこ
とができる。本発明に従って調製された心臓弁異種移植片は、天然心臓弁異種移植片の一
般的な外観を有することができる。心臓弁異種移植片は、その各々を受容者心臓に移植す
ることができる個々の小葉のような弁セグメントでもあり得る。別法として、ブタ心膜を
用いて、本発明の心臓弁異種移植片を形成することができる。
【０１４９】
　心臓は、リズミカルに収縮させることによって動物体全体に血液を循環させるチューブ
筋肉質器官である。哺乳動物においては、心臓は、右心房および心室が左心房および心室
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から完全に分離されるように位置した４つのチャンバーを有する。通常、血液は全身静脈
から右心房に流入し、次いで、右心室へ流動し、それから血液は肺動脈を介して肺へ駆動
される。肺からの帰りに際して、血液は左心房に入り、次いで、左心室まで流動し、それ
から血液は全身動脈へ駆動される。
【０１５０】
　４つの主な心臓弁はリズミックな収縮の間に血液の逆流を妨げる：三尖、肺動脈、僧帽
および大動脈弁。三尖弁は右心房および右心室を隔て、肺動脈弁は右心房および肺動脈を
隔て、僧帽弁は左心房および左心室を隔て、および大動脈弁は左心室および大動脈を隔て
る。一般に、心臓弁の異常を有する患者は、弁心臓病を有するとして特徴付けられる。
【０１５１】
　心臓弁は、適切に開かないことによって（狭窄）または漏れることによって（逆流）い
ずれかで機能不全となり得る。例えば、機能不全大動脈弁を持つ患者は大動脈弁狭窄また
は大動脈弁逆流いずれかと診断され得る。いずれの場合にも、外科的手段による弁置き換
えが可能な処置である。置換弁は自己移植片、同種移植片、または異種移植片ならびに機
械的弁、またはブタ弁から部分的に作成された弁であり得る。興味深いことには、低温保
存同種移植片は移植後何年もの間、受容者患者内で生き続ける。生憎と、置換弁は変性、
血栓症およびカルシウム沈着のような問題に陥りやすい。
【０１５２】
　本発明の心臓弁異種移植片、またはそのセグメントは、公知の外科的技術を用いて当業
者によって、例えば、内視鏡外科的処置、および経管腔移植のような最小限に侵入的な技
術によって損傷されたヒトまたは動物心臓に移植することができる。そのような外科的技
術を行うための具体的機器は当業者に知られており、これは、心臓弁インプラントの正確
かつ再現性ある置換を確実とする。
【０１５３】
　特定の実施形態において、補綴としての心臓弁は心臓および／または弁に対する病気の
種々の形態を持つ患者で用いることができる。ブタ心臓は市場の重いブタ（例えば、１２
０ｋｇを超えるブタ）から得ることができる。滅菌リン酸緩衝化生理食塩水中で濯いだ後
、心臓を現場で取り出し、（尖除去）、滅菌ＰＢＳ中で４℃にて出荷することができる。
全ての心臓が、例えば、動物屠殺から２４時間以内に処理センターに到着させることがで
きる。大動脈および肺動脈弁は根こそぎ切り出すことができる。特定の実施形態において
、これらの組織は、抗生物質および抗真菌剤の混合物中でのほぼ４８℃におけるほぼ４８
時間のインキュベーションの生物負荷低下工程に供することができる。消毒された組織は
低温保存し（例えば、１０％（ｖ／ｖ）ＤＭＳＯおよび１０％（ｖ／ｖ）胎児ウシ血清中
、－１℃／分）、あるいは低張性媒体での処理、続いての、デオキシリボヌクレアーゼＩ
およびリボヌクレアーゼＡの混合物での消化を含む手法によって脱細胞化することができ
る。１２日後、脱細胞化された弁を低温保存し、または例えばリン酸緩衝化生理食塩水（
ｐＨ７．４）中の０．３５％（ｗ／ｖ）グルタルアルデヒドで２ｍｍＨｇにて化学的に合
計７日間固定することができる（低圧固定は、コラーゲンマトリックスの天然クリンプの
維持を確実とする）。１つの実施形態において、固定された組織は低温保存しないが、（
０．３５％グルタルアルデヒドのような）グルタルアルデヒド溶液のような交差－固定溶
液中で保存することができる。
【０１５４】
　組織－ベースの弁補綴はその天然形態から小葉のような構造エレメントを維持すること
ができ、および／または構造エレメントは組織の別個のピースの組立体から補綴に取り込
むことができる。例えば、弁補綴はブタ心臓弁から、ウシ心膜から、またはその組合せか
ら組み立てることができる。ブタ組織弁、例えば、Ｓｔ．Ｊｕｄｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ，Ｉ
ｎｃ．Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎ．によって市販されるＴｏｒｏｎｔｏ　ＳＰＶＴＭ弁は
、本明細書中に記載されたツールを用いて患者に移植することができる。Ｔｏｒｏｎｔｏ
　ＳＰＶ．ＲＴＭ弁は大動脈弁の位置における移植用に設計される。例えば、Ｄａｖｉｄ
ら，Ｊ．Ｈｅａｒｔ　Ｖａｌｖｅ　Ｄｉｓ．１：２４４－２４８（１９９２）参照。本発
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明のツールはいずれかの弁、特に、患者における移植に適合させたいずれかの組織弁補綴
に適用可能である。
【０１５５】
　心臓弁補綴は、架橋されたブタ弁のような収穫された組織弁を含む。補綴は、さらに、
縫合カバーを含むことができる。該弁は３つの小葉を有することができ、これは、略円筒
形のベースを含むことができ、３つの継目が小葉を支持する。
【０１５６】
　さらなる実施形態において、ファスナーを用いて、大動脈弁、補綴のような心臓弁を血
管壁に固定することができる。ファスナーは、一般には、心臓弁補綴の移植手法の間に血
管壁に固定することができる。ファスナーは別法として複数の鋭い先端を有することがで
きるが、ファスナーは針または爪と同様な形状を有することができる。加えて、ファスナ
ーはファスナーの先端近くに１つまたは複数の羽枝を有することができる。ファスナーは
先端端部を持つ細長い部分を含むことができる。ファスナーは先端端部とは反対の端部に
任意のヘッドを有することもできる。他の実施形態において、羽枝は先端端部に、または
その近くに位置させることができる。ファスナーは、ファスナーの同一または異なる側か
ら延びる２以上の羽枝を含むことができる。ファスナーは生体適合性材料から形成するこ
とができる。ファスナーのための好ましい生体適合性材料は、例えば、耐久性、機械的強
度、および柔軟性／剛性に関する所望の機械的特性を生じる。ファスナーは、医師によっ
て圧力がかけられてファスナーを挿入する場合、その形状を保持するのに十分に剛性とす
ることができる。十分に剛性でないファスナーは、圧力が挿入のために適用された場合に
屈曲し得る。ファスナーが材料に進入できる限り、いくらかの屈曲は許容し得る。十分な
剛性のないファスナーは適切に挿入できず、かくして、補綴損傷、大動脈壁損傷、補綴の
不適切な付着および／または増大した交差－クランク回数の傾向を増加させる。移植の後
、補綴のライフ－スパンの間、または生体再吸収性材料をファスナーに用いた場合、治癒
プロセスが弁を細胞成長を通じて血管に固定するまで、ファスナーは患者中に留まって弁
補綴を固定することができる。ファスナーは、例えば、金属、セラミック、ポリマーまた
はその組合せから作成することができる。適切な金属は、例えば、チタンおよびステンレ
ス鋼を含む。適切なセラミックは、例えば、骨断片のようなヒドロキシアパタイト、黒鉛
のような炭素材料、およびアルミナを含む。適切なポリマーは、ポリエーテルエーテルケ
トン（ＰＥＥＫ）のような十分に剛性なポリマーを含む。ファスナーは、経時的に、十分
な組織が生じて、ファスナーなしで弁補綴を固定した後にファスナーが再吸収されるよう
に、前記したように生体再吸収性ポリマーから形成することもできる。
【０１５７】
　ファスナーの長さは約２ミリメートル（ｍｍ）と約８ｍｍとの間、例えば、約４ｍｍ～
約７ｍｍであり得る。１つの実施形態において、ファスナーの細長い部分の直径は約２ｍ
ｍ未満、例えば、約０．２ｍｍと約１．５ｍｍとの間、または約０．２ｍｍと約１ｍｍと
の間とすることができる。
【０１５８】
　他の実施形態において、心臓弁補綴を血管壁に付着させる方法は、前記したファスナー
および補強に基づくことができる。補強自体は、ファスナーまたは他のデバイスのいずれ
かで固定することができる。ファスナーはエレメントの全てを同時に固定するように配置
することができるか、あるいは１つまたは複数の構成要素を、ファスナーの最終配置に先
立って相互にまたは弁補綴と会合させることができる。
【０１５９】
　１つの実施形態において、心臓弁は、例えば、心臓切開手法の間に心臓に挿入すること
ができる。１つの実施形態において、ヒト患者もしくは霊長類、またはヒツジのような他
の大きな動物モデルのような対象を適切なライフ支持体上に配置することによって、およ
び胸腔を開いて心臓に接近できるようにすることによって該プロセスを開始することがで
きる。次いで、横方向大動脈切開術を行って、大動脈のような血管を通じて天然弁を接近
可能とすることができる。１つの実施形態において、血管は大動脈であって、大動脈を開
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くための位置は補綴の正確な構造に依存し得る。典型的な補綴では、大動脈は一般には洞
性管状接合から約１ｃｍ切断することができる。損傷したまたは病気となった天然弁は、
好ましくは、全てのカルシウムおよび石灰化デブリスと共に取り出す。大動脈弁補綴は、
大動脈が心臓に接合するわずかに狭くなる大動脈輪、および冠動脈からの流れのちょうど
下方で大動脈がわずかに狭くなる洞性管状接合の間に配置することができる。しかしなが
ら、補綴は大動脈輪および／または洞性管状接合を超えて延びることができる。大動脈輪
に配置するためには、補綴は、切断された大動脈から下方にパラシュート状とすることが
できる。
【０１６０】
　さらなる実施形態において、心臓弁補綴は、適切な血管系、例えば、大動脈に隣接した
移植の部位に位置させることができる。１つの実施形態において、流入エッジは流出エッ
ジ後に固定することができるが、弁の流入エッジは、本明細書中に記載されたファスナー
で流出エッジを固定するに先立って縫合し、またはそうでなければ固定することができる
。加えて、本明細書中に記載されたファスナーの適用に先立って継目を接着させるのが望
ましいであろう。特定の実施形態において、ファスナー、補強および、存在する場合、補
綴は移植手法の開始時に別々のものとすることができる。別法として、エレメントは予め
組み立てることができる。別の実施形態において、一旦補綴が適切に整列されれば、補強
を所定の位置に配置することができ、ファスナーを、補綴を通って、および大動脈壁を通
って補強中の開口に順次に挿入することができる。全てのファスナーが１つの補強を通っ
て挿入されれば、任意のさらなる補強もファスナーで同様に固定される。ファスナーは指
圧、ピンセット、プッシャーツール、ハンマーなどを用いて挿入することができる。特定
のピンセットを用いることができ、これはファスナーのヘッドと特異的に界面をなす。補
強がない場合、ファスナーは所望の位置に置かれ、同様に、補綴および大動脈壁を通って
挿入される。
【０１６１】
　いくつかの実施形態において、ファスナーは移植手法の開始に先立って補強に挿入する
ことができる。補強は、補強中の開口を通って、または部分的に開口を通ってファスナー
と共に手術に供給することができる。これらの実施形態において、ファスナーのヘッドま
たは平滑末端は補強の表面から突き出させることができる。かくして、該手法は、構成要
素の全てが該手法を開始するに先立って別々である手法に対して幾分単純化され得る。こ
れらの実施形態において、一旦補綴が血管中に正しく位置すれば、ファスナーと共に補強
を所望の位置に整列させることができ、補綴を通って、および大動脈の壁を通ってファス
ナーを押すことによって、ファスナーは直接的に配置させることができる。ファスナーを
順次に挿入することができ、複数の補強をこのアプローチ中に固定することができる。
【０１６２】
　別の実施形態において、移植手法を開始するに先立って、１つまたは複数の補強を補綴
に付着させることができる。補強は製造業者によって補綴に固定することができる。縫合
、生体適合性接着剤または他の適切なファスナーを用いて、補強を補綴に固定することが
できる。適切な生体適合性接着剤は、例えば、フィブリン膠および他の外科的膠を含む。
一旦補綴が正しく位置されたならば、ファスナーは順次にまたは同時に補強中の開口に入
れることができ、補綴および大動脈の壁を通って挿入することができる。これは、ファス
ナーの全てが配置されるまで継続することができる。
【０１６３】
　さらに他の実施形態において、補綴は補強と共に所定の位置に供給することができ、フ
ァスナーを補強に挿入することができる。補強は、補強を通っておよび、少なくとも、部
分的には補綴を通って挿入されるファスナーを用いて補綴に固定することができる。別法
として、補強は縫合、接着剤または他のファスナーを用いて補綴に固定することができる
。一旦補綴が動物または患者内の所定の場所に入れば、各ファスナーは、血管の壁を通っ
て押して、補綴を固定することができる。他の実施形態において、慣用的縫合は、効果的
かつ直接的であれば、ファスナーとして用いることができる。
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【０１６４】
　７．異種移植片のためのさらなる適用
　本発明のさらなる実施形態において、機能的α－１，３－ＧＴの発現を欠く動物に由来
する組織生成物を用いて、ヒトの身体の一部を再構築することができる。ある実施形態に
おいて、脱細胞化または細胞化された皮膚組織、骨、靭帯、腱、心臓弁、髄性核、軟骨、
半月、血管、心膜または本明細書中に記載された他の組織を、例えば、表６に記載したよ
うに用いることができる。特定の実施形態において、組織は回旋腱板修復、ヒト皮膚修復
、および／またはヒト軟組織修復のようなヒト整形外科的再構築または修復で用いること
ができる。異種移植片は、霊長類、あるいはヒツジ、モデルのような非－霊長類のような
種々の動物モデルでテストすることができる。
【０１６５】
　異種移植片は、組織異種移植片適用で通常使用されるルーチン的な外科的手法を用いて
適用できる。１つの実施形態において、例えば、非－血管組織移植片適用で用いるために
は、管状移植片材料を縦方向に切断し、巻いて、組織の「パッチ」を形成することができ
る。別の実施形態において、組織離層は、腸セグメントを縦方向に切断して「広げ」て、
プレ－移植片パッチを形成することによって調製された、腸組織のような組織の「パッチ
」で行うことができる。調製された移植片組織パッチは、例えば、皮膚移植片材料として
、硬膜修復のために、他の身体組織欠陥の修復のために利用し、本発明の移植片組成物の
物理的および機能的特徴を有する組織移植片パッチの外科的適用に役立たせることができ
る。
【０１６６】
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【表２Ａ－１】

【０１６７】
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【表２Ａ－２】

【０１６８】
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【表２Ａ－３】

　ＩＩ．機能的α－１，３－ガラクトシルトランスフェラーゼのいずれの発現も欠く動物
　α－１，３－ガラクトシルトランスフェラーゼのいずれの機能的発現も欠く動物からの
組織が提供される。１つの実施形態において、動物はブタである。別の実施形態において
、動物はウシまたはヒツジである。他の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の１
つの対立遺伝子が遺伝子標的化事象を介して不活化された動物が提供される。本発明の別
の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が遺伝子標的化事象を
介して不活化された動物が提供される。１つの実施形態において、遺伝子は相同組換えを
介して標的化することができる。他の実施形態において、遺伝子を破壊することができ、
すなわち、遺伝子暗号の一部を変化させることができ、それにより、遺伝子のそのセグメ
ントの転写および／または翻訳に影響する。例えば、遺伝子の破壊は置換、欠失（「ノッ
クアウト」）または挿入（「ノックイン技術」）を介して起こり得る。存在する配列の転
写を変調する所望の蛋白質または調節配列についてのさらなる遺伝子を挿入することがで
きる。
【０１６９】
　α－１，３－ＧＴ遺伝子の２つの不活性な対立遺伝子を保有する、ブタのような、旧世
界サルおよびヒト以外の動物は天然に生じない。遺伝子標的化事象を介してα－１，３－
ＧＴ遺伝子の第二の対立遺伝子をノックアウトすることを試みつつ、点突然変異が同定さ
れ、これは第二の対立遺伝子を不活性とすることを発見したのは驚きであった。
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【０１７０】
　かくして、本発明の別の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子は少なくとも１つ
の点突然変異を介して不活性とすることができる。１つの実施形態において、α－１，３
－ＧＴ遺伝子の１つの対立遺伝子は少なくとも１つの点突然変異を介して不活性とするこ
とができる。別の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子は少な
くとも１つの点突然変異を介して不活性とすることができる。１つの実施形態において、
この点突然変異は遺伝子標的化事象を介して起こることができる。別の実施形態において
、この点突然変異は天然で生じ得ない。１つの特定の実施形態において、点突然変異はα
－１，３－ＧＴ遺伝子のエクソン９の第二の塩基におけるＴ－Ｇ間突然変異であり得る。
α－１，３－ＧＴ遺伝子における天然に生じる点突然変異を有するブタは、抗生物質－耐
性遺伝子を持たないα１，３ＧＴ－欠損ブタの生産を可能とし、かくして、ヒトで用いる
ためのより安全な生成物を作成する潜在能力を有する。他の実施形態において、少なくと
も２つ、少なくとも３つ、少なくとも４つ、少なくとも５つ、少なくとも１０または少な
くとも２０の点突然変異は、α－１，３－ＧＴ遺伝子を不活性とするために存在させるこ
とができる。他の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子が機能的α１，３ＧＴのい
ずれの発現も妨げる点突然変異を含有するブタが提供される。特定の実施形態において、
α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子においてエクソン９の第二の塩基においてＴ
－Ｇ間突然変異を含むブタが提供される。
【０１７１】
　本発明の別の実施形態は、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が不活化され、
それにより、１つの対立遺伝子が遺伝子標的化事象によって不活化され、他方の対立遺伝
子は天然に生じる点突然変異と介して不活化される動物を提供する。１つの実施形態にお
いて、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が不活化され、それにより、１つの対
立遺伝子が遺伝子標的化事象によって不活化され、他方の対立遺伝子がエクソン９の第二
の塩基におけるＴ－Ｇ間点突然変異の存在により不活化されるブタ動物が提供される。特
定の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が不活化され、それ
により、１つの対立遺伝子はエクソン９に向けられた標的化コンストラクトを介して不活
化され、他の対立遺伝子はエクソン９の第二の塩基におけるＴ－Ｇ間点突然変異の存在の
ため不活化されるブタ動物が提供される。
【０１７２】
　α－１，３－ＧＴ遺伝子の遺伝子標的化
　遺伝子的に修飾することができる動物細胞は、限定されるものではないが、皮膚、間葉
、肺、膵臓、心臓、腸、胃、膀胱、血管、腎臓、尿道、生殖器官、および胚、胎児または
成体動物の全部または一部の解離された調製物のような種々の異なる器官および組織から
得ることができる。本発明の１つの実施形態において、細胞は、限定されるものではない
が、上皮細胞、線維芽細胞、神経細胞、ケラチノサイト、造血系細胞、メラノサイト、軟
骨細胞、リンパ球（ＢおよびＴ）、マクロファージ、単球、単核細胞、心筋細胞、他の筋
肉細胞、顆粒層細胞、丘細胞、表皮細胞、内皮細胞、ランゲルハンス島細胞、血液細胞、
血液前駆体細胞、骨細胞、骨前駆体細胞、ニューロン幹細胞、原基幹細胞、肝細胞、ケラ
チノサイト、臍静脈内皮細胞、大動脈内皮細胞、微小血管内皮細胞、線維芽細胞、肝臓星
状細胞、大動脈平滑筋細胞、心筋細胞、ニューロン、クッパー細胞、平滑筋細胞、シュワ
ン細胞および上皮細胞、赤血球、血小板、好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球、
脂肪細胞、軟骨細胞、膵臓島細胞、甲状腺細胞、副甲状腺細胞、耳下腺細胞、腫瘍細胞、
神経膠細胞、神経星状膠細胞、赤血球細胞、白血球細胞、マクロファージ、上皮細胞、体
細胞、下垂体細胞、副腎細胞、毛髪細胞、膀胱細胞、腎臓細胞、網膜細胞、棹細胞、錐体
細胞、心臓細胞、ペースメーカー細胞、脾臓細胞、抗原提示細胞、記憶細胞、Ｔ細胞、Ｂ
細胞、原形質膜細胞、筋肉細胞、卵巣細胞、子宮細胞、前立腺細胞、膣上皮細胞、精子細
胞、精巣細胞、生殖細胞、卵細胞、ライディッヒ細胞、管周囲細胞、セルトリ細胞、ルテ
イン細胞、頸細胞、内膜細胞、胸細胞、小胞細胞、粘膜細胞、線毛を持つ細胞、非ケラチ
ン化上皮細胞、ケラチン化上皮細胞、肺細胞、ゴブレ細胞、柱状上皮細胞、扁平上皮細胞
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、骨細胞、骨芽細胞および破骨細胞よりなる群から選択することができる。
【０１７３】
　１つの別法実施形態において、胚性幹細胞を用いることができる。胚性幹細胞株を用い
ることができるか、または胚性幹細胞はブタ動物のような宿主から新たに得ることができ
る。該細胞は適切な線維芽細胞－フィーダー層上で増殖させることができるか、あるいは
白血病阻害因子（ＬＩＦ）の存在下で増殖させることができる。好ましい実施形態におい
て、細胞は線維芽細胞であり得る；１つの特定の実施形態において、細胞は胎児線維芽細
胞であり得る。線維芽細胞は好ましい体細胞タイプである。なぜならば、線維芽細胞は発
生する胚および成体動物から多量に得ることができるためである。これらの細胞は、迅速
な倍化時間にてイン・ビトロで容易に増殖させることができ、遺伝子標的化手法で用いる
のにクローン的に増殖させることができる。
【０１７４】
　標的化コンストラクト
　相同組換え
　相同組換えは内因性遺伝子における部位－特異的修飾を可能とし、かくして、新規な変
化がゲノムに作成することができる。相同組換えにおいて、入力ＤＮＡは、実質的に相同
なＤＮＡ配列を含むゲノム中の部位と相互作用し、該部位に組み込まれる。非－相同（「
ランダム」または「不正」）組込みにおいて、入力ＤＮＡは、ゲノム中の相同配列で見出
されないが、他の箇所にて、非常に多数の潜在的位置の１つで組み込まれる。一般には、
高等真核生物細胞での研究は、相同組換えの頻度がランダム組込みの頻度よりもはるかに
低いことを明らかにしている。これらの頻度の比率は、相同組換え（すなわち、外来性「
標的化ＤＮＡ」および対応するゲノム中の「標的ＤＮＡ」の間の組換え）を介する組込み
に依存する「遺伝子標的化」のための直接的密接な関係を有する。
【０１７５】
　多数の論文は哺乳動物細胞における相同組換えの使用を記載する。これらの論文の例は
Ｋｕｃｈｅｒｌａｐａｔｉら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８１：
３１５３－３１５７，１９８４；Ｋｕｃｈｅｒｌａｐａｔｉら，Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉ
ｏ．５：７１４－７２０，１９８５；Ｓｍｉｔｈｉｅｓ　ｅｔ　ａｌ，Ｎａｔｕｒｅ　３
１７：２３０－２３４，１９８５；Ｗａｋｅら，Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏ．８：２０８
０－２０８９，１９８５；Ａｙａｒｅｓら，Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　１１１：３７５－３８８
，１９８５；Ａｙａｒｅｓら，Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏ．７：１６５６－１６６２，１
９８６；Ｓｏｎｇら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８４：６８２０
－６８２４，１９８７；Ｔｈｏｍａｓら，Ｃｅｌｌ　４４：４１９－４２８，１９８６；
Ｔｈｏｍａｓ　ａｎｄ　Ｃａｐｅｃｃｈｉ，Ｃｅｌｌ　５１：５０３－５１２，１９８７
；Ｎａｎｄｉら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８５：３８４５－３
８４９，１９８８；Ｍａｎｓｏｕｒら，Ｎａｔｕｒｅ　３３６：３４８－３５２，１９８
８．Ｅｖａｎｓ　ａｎｄ　Ｋａｕｆｍａｎ，Ｎａｔｕｒｅ　２９４：１４６－１５４，１
９８１；Ｄｏｅｔｓｃｈｍａｎら，Ｎａｔｕｒｅ　３３０：５７６－５７８，１９８７；
Ｔｈｏｍａ　ａｎｄ　Ｃａｐｅｃｃｈｉ，Ｃｅｌｌ　５１：５０３－５１２，４９８７；
Ｔｈｏｍｐｓｏｎら，Ｃｅｌｌ　５６：３１６－３２１，１９８９である。
【０１７６】
　本発明の１つの実施形態は相同組換えを用いて、前記した細胞のような細胞においてα
－１，３－ＧＴ遺伝子を不活化させる。ＤＮＡは、天然遺伝子の少なくとも１つ、所望に
より双方のコピーに変化が導入された特定の遺伝子座における遺伝子の少なくとも一部を
含んで、機能的α１，３ＧＴの発現を妨げることができる。変化は挿入、欠失、置換また
はその組合せであり得る。変化が、不活化すべき遺伝子のただ１つのコピーに導入される
場合、標的遺伝子の単一の突然変異していないコピーを有する細胞を増殖し、第二の標的
化工程に供することができ、そこでは、変化は第一の変化と同一または異なることができ
、通常は異なり、ここに、欠失または置換が関係し、元来導入された変化の少なくとも一
部と重複し得る。この第二の標的化工程において、相同性の同一アームを持つが、異なる
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哺乳動物選択マーカーを含有する標的化ベクターを用いることができる。得られた形質転
換体を機能的標的抗原の不存在につきスクリーニングし、細胞のＤＮＡをさらにスクリー
ニングして、野生型標的遺伝子の不存在を確認することができる。別法として、表現型に
関するホモ接合性は、突然変異につきヘテロ接合性の宿主を育種することによって達成す
ることができる。
【０１７７】
　標的化ベクター
　細胞の標的化遺伝子座の修飾は、ＤＮＡを細胞に導入することによって生じさせること
ができ、ここに、該ＤＮＡは標的遺伝子座に対して相同性を有し、組み込まれたコンスト
ラクトを含む細胞の選択を可能とするマーカー遺伝子を含む。標的ベクターにおける相同
ＤＮＡは標的遺伝子座における染色体ＤＮＡと組み換えられるであろう。マーカー遺伝子
は、その両側が、相同ＤＮＡ配列、３’組換えアームおよび５’組換えアームが近接し得
る。標的化ベクターの構築のための方法は当該分野で記載されている。例えば、Ｄａｉら
，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２０：２５１－２５５，２００２；ＷＯ
　００／５１４２４参照。
【０１７８】
　種々のコンストラクトは標的遺伝子座における相同組換えのために調製することができ
る。コンストラクトは標的遺伝子座と相同な少なくとも５０ｂｐ、１００ｂｐ、５００ｂ
ｐ、１ｋｂｐ、２ｋｂｐ、４ｋｂｐ、５ｋｂｐ、１０ｋｂｐ、１５ｋｂｐ、２０ｋｂｐま
たは５０ｋｂｐを含むことができる。配列はブタα－１，３－ＧＴ遺伝子のいずれかの連
続配列を含むことができる（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　Ａｃｃ．Ｎｏ．Ｌ３６１５２，Ｔ
ｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｏ
ｎｗｅａｌｔｈ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎに対するＷＯ
　０１３０９９２；Ａｌｅｘｉｏｎ，Ｉｎｃ．に対するＷＯ　０１／１２３５４１参照）
。
【０１７９】
　例えば、標的遺伝子座のサイズ、配列の入手可能性、標的遺伝子座における二重交差事
象の相対的有効性、および標的配列と他の配列との同様性のような標的ＤＮＡ配列の相同
性の程度を決定することにおいて種々の考慮を含ませることができる。
【０１８０】
　標的化ＤＮＡは、実質的に同質遺伝子のＤＮＡが、修飾すべきゲノム中の対応する標的
配列での所望の配列修飾に近接する配列を含むことができる。実質的に同質遺伝子の配列
は（所望の配列修飾を除いて）対応する標的配列と少なくとも約９５％、９７－９８％、
９９．０－９９．５％、９９．６－９９．９％または１００％同一であり得る。標的化Ｄ
ＮＡおよび標的ＤＮＡは、好ましくは、１００％同一性である少なくとも約７５、１５０
または５００塩基対のＤＮＡのストレッチを共有することができる。従って、標的化ＤＮ
Ａは標的化すべき細胞株に密接に関連する細胞に由来することができるか；あるいは標的
化ＤＮＡは標的化すべき細胞と同一の細胞株または動物の細胞に由来することができる。
【０１８１】
　ＤＮＡは内因性標的α１，３ＧＴを修飾するように設計することができる。コンストラ
クトを標的化するための相同配列は１つまたは複数の欠失、挿入、置換またはその組合せ
を有することができる。変化は、標的遺伝子の上流配列とリーディングフレームにて融合
した選択マーカー遺伝子の挿入であり得る。
【０１８２】
　適切な選択マーカーは、限定されるものではないが：ＨＡＴ培地（ヒポキサンチン、ア
ミノプテリンおよびチミジン）上で増殖する能力を付与するｔｋ遺伝子（チミジンキナー
ゼ）またはｈｐｒｔ遺伝子（ヒポキサンチンホスホリボシルトランスフェラーゼ）のよう
なある種の培地基材上で増殖する能力を付与する遺伝子；ＭＡＸ培地（マイコフェノール
酸、アデニンおよびキサンチン）上での増殖を可能とする細菌ＧＰＤ遺伝子（グアニン／
キサンチンホスホリボシルトランスフェラーゼ）を含む。例えば、Ｓｏｎｇ，Ｋ－Ｙ．ら
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，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ’ｌ　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８４：６８２０－６８２４（
１９８７）；Ｓａｍｂｒｏｏｋ，Ｊ．ら，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ－Ａ　Ｌ
ａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏ
ｒａｔｏｒｙ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ．Ｙ．（１９８９），Ｃｈａ
ｐｔｅｒ　１６参照。選択マーカーの他の例は抗生物質のような化合物に対する耐性を付
与する遺伝子、選択された基材上で増殖する能力を付与する遺伝子、緑色蛍光蛋白質、増
強された緑色蛍光蛋白質（ｅＧＦＰ）のようなルミネセンスのような検出可能なシグナル
を生じる蛋白質をコードする遺伝子を含む。広く種々のそのようなマーカーが知られてお
り入手でき、例えば、ネオマイシン耐性遺伝子（ｎｅｏ）（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ，Ｐ．，ａ
ｎｄ　Ｐ．Ｂｅｒｇ，Ｊ．Ｍｏｌ．Ａｐｐｌ．Ｇｅｎｅｔ．１：３２７－３４１（１９８
２））；およびヒグロマイシン耐性遺伝子（ｈｙｇ）（Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒ
ｅｓｅａｒｃｈ　１１：６８９５－６９１１（１９８３）、およびＴｅ　Ｒｉｅｌｅ，Ｈ
．ら，Ｎａｔｕｒｅ　３４８：６４９－６５１（１９９０））のような抗生物質耐性遺伝
子を含む。他の選択マーカーは：アセトヒドロキシ酸シンターゼ（ＡＨＡＳ）、アルカリ
性ホスファターゼ（ＡＰ）、ベータガラクトシダーゼ（ＬａｃＺ）、ベータグルコロニダ
ーゼ（ＧＵＳ）、クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ＣＡＴ）、緑色蛍
光蛋白質（ＧＦＰ）、赤色蛍光蛋白質（ＲＦＰ）、黄色蛍光蛋白質（ＹＦＰ）、シアン蛍
光蛋白質（ＣＦＰ）、ホースラディッシュペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）、ルシフェラーゼ
（Ｌｕｃ）、ノパリンシンターゼ（ＮＯＳ）、オクトピンシンターゼ（ＯＣＳ）、および
その誘導体を含む。アンピシリン、ブレオマイシン、クロラムフェニコール、ゲンタマイ
シン、ヒグロマイシン、カナマイシン、リンコマイシン、メトトレキセート、ホスフィノ
スリシン、ピューロマイシンおよびテトラサイクリンに対する耐性を付与する多数の選択
マーカーが入手可能である。
【０１８３】
　抗生物質耐性遺伝子および負の選択因子の取り込み方法は当業者が精通している（例え
ば、ＷＯ　９９／１５６５０；米国特許第６，０８０，５７６号；米国特許第６，１３６
，５６６号；Ｎｉｗａら，Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１１３：３４３－３４９（１９９３）；
およびＹｏｓｈｉｄａら，Ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　４：２７７－２８
７（１９９５）参照）。
【０１８４】
　選択マーカーの組合せを用いることもできる。例えば、α１，３ＧＴを標的化するため
には、（先に議論したそれ自身のプロモーターを含むまたは含まない）ｎｅｏ遺伝子を、
α－１，３－ＧＴ遺伝子に相同なＤＮＡ配列にクローニングすることができる。マーカー
の組合せを用いるために、マーカーが標的化ＤＮＡの外側となるようにＨＳＶ－ｔｋ遺伝
子をクローニングすることができる（所望であれば、別の選択マーカーを反対近接位置に
配置することができよう）。ＤＮＡコンストラクトを標的化すべき細胞に導入した後、細
胞を適切な抗生物質につき選択することができる。この特定の例において、二重交差の領
域の外側に位置したため、ｎｅｏ遺伝子がα－１，３－ＧＴ遺伝子に組み換えられたが、
ｔｋ遺伝子が喪失された、Ｇ４１８およびガンシクロビールに対して耐性である細胞は、
相同組換えによって最も生起したようである。
【０１８５】
　欠失は少なくとも約５０ｂｐ、より通常には少なくとも約１００ｂｐ、一般には約２０
ｋｂｐ以下であり得、ここに、欠失は通常は１つまたは複数のエクソンの一部、１つまた
は複数のイントロンの一部を含めたコーディング領域の少なくとも一部を含むことができ
、フランキング非コーディング領域、特に、５’－非コーディング領域（転写調節領域）
の一部を含むことができ、または含むことができない。かくして、相同領域はコーディン
グ領域を超えて５’－非コーディング領域へ、または別法として、３’－非コーディング
領域へ延びることができる。挿入は、一般には１０ｋｂｐを超えず、通常は５ｋｂｐを超
えず、一般には少なくとも５０ｂｐ、より通常には少なくとも２００ｂｐである。
【０１８６】
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　相同性の領域は、フレームシフトを供し、または鍵となるアミノ酸を変化させることに
おいて、突然変異がさらに標的化遺伝子を不活化できる突然変異を含むことができ、ある
いは該突然変異は機能不全対立遺伝子などを修正することができる。突然変異は微妙な変
化であり得、相同フランキング配列の約５％を超えない。遺伝子の突然変異が望まれる場
合、マーカー遺伝子をイントロンまたはエクソンに挿入することができる。
【０１８７】
　コンストラクトは当該分野で知られた方法に従って調製することができ、種々の断片を
一緒にし、適切なベクターに導入し、クローニングし、分析し、次いで、所望のコンスト
ラクトが達成されるまでさらに操作することができる。種々の修飾を配列に対してなして
、制限分析、切り出し、プローブの同定などを可能とすることができる。サイレント突然
変異を所望により導入することができる。種々の段階において、制限分析、配列決定、ポ
リメラーゼ連鎖反応での増幅、プライマー修復、イン・ビトロ突然変異誘発などを使用す
ることができる。
【０１８８】
　コンストラクトは、原核生物複製系、例えば、Ｅ．ｃｏｌｉによって認識可能な起点を
含めた細菌ベクターを用いて調節することができ、各段階においてコンストラクトをクロ
ーニングし、分析することができる。挿入のために用いるべきマーカーと同一または異な
るマーカーを使用することができ、これは標的細胞への導入に先立って除去することがで
きる。一旦コンストラクトを含有するベクターが完成すれば、細菌配列の欠失、線状化、
短い欠失の相同配列への導入によるなどして、このコンストラクトをさらに操作すること
ができる。最終的な操作の後、コンストラクトを細胞に導入することができる。
【０１８９】
　本発明は、さらに、α－１，３－ＧＴ遺伝子の配列を含有する組換えコンストラクトを
含む。該コンストラクトは、本発明の配列が順方向または逆方向の向きに挿入されている
、プラスミドまたはウイルスベクターのようなベクターを含む。該コンストラクトは、例
えば、配列に操作可能に連結されたプロモーターを含めた調節配列を含むことができる。
非常に多数の適切なベクターおよびプロモーターが当業者に知られており、商業的に入手
可能である。以下のベクターが例として掲げられる。細菌：ｐＢｓ、ｐＱＥ－９（Ｑｉａ
ｇｅｎ）、ｐｈａｇｅｓｃｒｉｐｔ、ＰｓｉＸ１７４、ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔ　ＳＫ、
ｐＢｓＫＳ、ｐＮＨ８ａ、ｐＮＨ１６ａ、ｐＮＨ１８ａ、ｐＮＨ４６ａ（Ｓｔｒａｔａｇ
ｅｎｅ）；ｐＴｒｃ９９Ａ、ｐＫＫ２２３－３、ｐＫＫ２３３－３、ｐＤＲ５４０、ｐＲ
ＩＴ５（Ｐｈａｒｍａｃｉａ）。真核生物：ｐＷＬｎｅｏ、ｐＳｖ２ｃａｔ、ｐＯＧ４４
、ｐＸＴ１、ｐＳＧ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ）ｐＳＶＫ３、ｐＢＰｖ、ｐＭＳＧ、ｐＳＶ
Ｌ（Ｐｈａｒｍａｃｉａ）、ウイルス起源ベクター（Ｍ１３ベクター、細菌ファージ１ベ
クター、アデノウイルスベクター、およびレトロウイルスベクター）、高、低および調節
可能コピー数のベクター、単一宿主において組合せで用いるための適合するレプリコンを
有するベクター（ｐＡＣＹＣ１８４およびｐＢＲ３２２）および真核生物エピソーム複製
ベクター（ｐＣＤＭ８）。他のベクターはｐｃＤＮＡ　ＩＩ、ｐＳＬ３０１、ｐＳＥ２８
０、ｐＳＥ３８０、ｐＳＥ４２０、ｐＴｒｃＨｉｓＡ、ＢおよびＣ、ｐＲＳＥＴ　Ａ、Ｂ
およびＣ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，Ｃｏｒｐ．）、ｐＧＥＭＥＸ－１、およびｐＧＥＭＥ
Ｘ－２（Ｐｒｏｍｅｇａ，Ｉｎｃ．）、ｐＥＴベクター（Ｎｏｖａｇｅｎ，Ｉｎｃ．）、
ｐＴｒｃ９９Ａ、ｐＫＫ２２３－３、ｐＧＥＸベクター、ｐＥＺＺ１８、ｐＲＩＴ２Ｔ、
およびｐＭＣ１８７１（Ｐｈａｒｍａｃｉａ，Ｉｎｃ．）、ｐＫＫ２３３－２およびｐＫ
Ｋ３８８－１（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ，Ｉｎｃ）、およびｐＰｒｏＥｘ－ＨＴ（Ｉｎｖｉｔｒ
ｏｇｅｎ，Ｃｏｒｐ．）およびその変種および誘導体のような原核生物発現ベクターを含
む。他のベクターはｐＦａｓｔＢａｃ、ｐＦａｓｔＢａｃＨＴ、ｐＦａｓｔＢａｃＤＵＡ
Ｌ、ｐＳＦＶ、およびｐＴｅｔ－Ｓｐｌｉｃｅ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、ｐＥＵＫ－Ｃ
１、ｐＰＵＲ、ｐＭＡＭ、ｐＭＡＭｎｅｏ、ｐＢＩ１０１、ｐＢＩ１２１、ｐＤＲ２、ｐ
ＣＭＶＥＢＮＡ、およびｐＹＡＣｎｅｏ（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ）、ｐＳＶＫ３、ｐＳＶＬ、
ｐＭＳＧ、ｐＣＨ１１０、およびｐＫＫ２３２－８（Ｐｈａｒｍａｃｉａ，Ｉｎｃ．）、
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ｐ３’ＳＳ、ｐＸＴ１、ｐＳＧ５、ｐＰｂａｃ、ｐＭｂａｃ、ｐＭＣｌｎｅｏ、およびｐ
ＯＧ４４（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ，Ｉｎｃ．）、およびｐＹＥＳ２、ｐＡＣ３６０、ｐＢ
ｌｕｅＢａｃＨｉｓ　Ａ、ＢおよびＣ、ｐＶＬ１３９２、ｐＢｌｕｅＢａｃＩＩＩ、ｐＣ
ＤＭ８、ｐｃＤＮＡ１、ｐＺｅｏＳＶ、ｐｃＤＮＡ３、ｐＲＥＰ４、ｐＣＥＰ４、および
ｐＥＢＶＨｉｓ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，Ｃｏｒｐ．）およびその変種または誘導体のよ
うな真核生物発現ベクターを含む。用いることができるさらなるベクターは：ｐＵＣ１８
、ｐＵＣ１９、ｐＢｌｕｅＳｃｒｉｐｔ、ｐＳＰＯＲＴ、コスミド、ファゲミド、ＹＡＣ
（酵母人工染色体）、ＢＡＣ（細菌人工染色体）、Ｐ１（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏ
ｌｉファージ）、ｐＱＥ７０、ｐＱＥ６０、ｐＱＥ９（ｑｕａｇｅｎ）、ｐＢＳベクター
、ＰｈａｇｅＳｃｒｉｐｔベクター、ＢｌｕｅＳｃｒｉｐｔベクター、ｐＮＨ８Ａ、ｐＮ
Ｈ１６Ａ、ｐＮＨ１８Ａ、ｐＮＨ４６Ａ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ）、ｐｃＤＮＡ３（Ｉｎ
ｖｉｔｒｏｇｅｎ）、ｐＧＥＸ、ｐＴｒｓｆｕｓ、ｐＴｒｃ９９Ａ、ｐＥＴ－５、ｐＥＴ
－９、ｐＫＫ２２３－３、ｐＫＫ２３３－３、ｐＤＲ５４０、ｐＲＩＴ５（Ｐｈａｒｍａ
ｃｉａ）、ｐＳＰＯＲＴ１、ｐＳＰＯＲＴ２、ｐＣＭＶＳＰＯＲＴ２．０およびｐＳＶ－
ＳＰＯＲＴ１（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、ＩｎｖｉｔｒｏｇｅｎからのｐＴｒｘＦｕｓ、
ｐＴｈｉｏＨｉｓ、ｐＬＥＸ、ｐＴｒｃＨｉｓ、ｐＴｒｃＨｉｓ２、ｐＲＳＥＴ、ｐＢｌ
ｕｅＢａｃＨｉｓ２、ｐｃＤＮＡ３．１／Ｈｉｓ、ｐｃＤＮＡ３．１（－）／Ｍｙｃ－Ｈ
ｉｓ、ｐＳｅｃＴａｇ、ｐＥＢＶＨｉｓ、ｐＰＩＣ９Ｋ、ｐＰＩＣ３．５Ｋ、ｐＡＯ８１
５、ｐＰＩＣＺ、ｐＰＩＣＺ□、ｐＧＡＰＺ、ｐＧＡＰＺ□、ｐＢｌｕｅＢａｃ４．５、
ｐＢｌｕｅＢａｃＨｉｓ２、ｐＭｅｌＢａｃ、ｐＳｉｎＲｅｐ５、ｐＳｉｎＨｉｓ、ｐＩ
ＮＤ、ｐＩＮＤ（ＳＰ１）、ｐＶｇＲＸＲ、ｐｃＤＮＡ２．１、ｐＹＥＳ２、ｐＺＥｒＯ
１．１、ｐＺＥｒＯ－２．１、ｐＣＲ－Ｂｌｕｎｔ、ｐＳＥ２８０、ｐＳＥ３８０、ｐＳ
Ｅ４２０、ｐＶＬ１３９２、ｐＶＬ１３９３、ｐＣＤＭ８、ｐｃＤＮＡ１．１、ｐｃＤＮ
Ａ１．１／Ａｍｐ、ｐｃＤＮＡ３．１、ｐｃＤＮＡ３．１／Ｚｅｏ、ｐＳｅ、ＳＶ２、ｐ
Ｒｃ／ＣＭＶ２、ｐＲｃ／ＲＳＶ、ｐＲＥＰ４、ｐＲＥＰ７、ｐＲＥＰ８、ｐＲＥＰ９、
ｐＲＥＰ１０、ｐＣＥＰ４、ｐＥＢＶＨｉｓ、ｐＣＲ３．１、ｐＣＲ２．１、ｐＣＲ３．
１－Ｕｎｉ、およびｐＣＲＢａｃ；Ｐｈａｒｍａｃｉａからの□ＥｘＣｅｌｌ、□ｇｔ１
１、ｐＴｒｃ９９Ａ、ｐＫＫ２２３－３、ｐＧＥＸ－１□Ｔ、ｐＧＥＸ－２Ｔ、ｐＧＥＸ
－２ＴＫ、ｐＧＥＸ－４Ｔ－１、ｐＧＥＸ－４Ｔ－２、ｐＧＥＸ－４Ｔ－３、ｐＧＥＸ－
３Ｘ、ｐＧＥＸ－５Ｘ－１、ｐＧＥＸ－５Ｘ－２、ｐＧＥＸ－５Ｘ－３、ｐＥＺＺ１８、
ｐＲＩＴ２Ｔ、ｐＭＣ１８７１、ｐＳＶＫ３、ｐＳＶＬ、ｐＭＳＧ、ｐＣＨ１１０、ｐＫ
Ｋ２３２－８、ｐＳＬ１１８０、ｐＮＥＯ、およびｐＵＣ４Ｋ；Ｎｏｖａｇｅｎからのｐ
ＳＣＲＥＥＮ－１ｂ（＋）、ｐＴ７Ｂｌｕｅ（Ｒ）、ｐＴ７Ｂｌｕｅ－２、ｐＣＩＴＥ－
４ａｂｃ（＋）、ｐＯＣＵＳ－２、ｐＴＡｇ、ｐＥＴ－３２ＬＩＣ、ｐＥＴ－３０ＬＩＣ
、ｐＢＡＣ－２ｃｐ　ＬＩＣ、ｐＢＡＣｇｕｓ－２ｃｐ　ＬＩＣ、ｐＴ７Ｂｌｕｅ－２　
ＬＩＣ、ｐＴ７Ｂｌｕｅ－２、□ＳＣＲＥＥＮ－１、□ＢｌｕｅＳＴＡＲ、ｐＥＴ－３ａ
ｂｃｄ、ｐＥＴ－７ａｂｃ、ｐＥＴ９ａｂｃｄ、ｐＥＴ１１ａｂｃｄ、ｐＥＴ１２ａｂｃ
、ｐＥＴ－１４ｂ、ｐＥＴ－１５Ｂ、ｐＥＴ－１６ｂ、ｐＥＴ－１７ｂ－ｐＥＴ－１７ｘ
ｂ、ｐＥＴ－１９ｂ、ｐＥＴ－２０ｂ（＋）、ｐＥＴ－２１ａｂｃｄ（＋）、ｐＥＴ－２
２ｂ（＋）、ｐＥＴ－２３ａｂｃｄ（＋）、ｐＥＴ－２４ａｂｃｄ（＋）、ｐＥＴ－２５
ｂ（＋）、ｐＥＴ－２６ｂ（＋）、ｐＥＴ－２７ｂ（＋）、ｐＥＴ－２８ａｂｃ（＋）、
ｐＥＴ－２９ａｂｃ（＋）、ｐＥＴ－３０ａｂｃ（＋）、ｐＥＴ－３１ｂ（＋）、ｐＥＴ
－３２ａｂｃ（＋）、ｐＥＴ－３３ｂ（＋）、ｐＢＡＣ－１、ｐＢＡＣｇｕｓ－１、ｐＢ
ＡＣ４ｘ－１、ｐＢＡＣｇｕｓ４ｘ－１、ｐＢＡＣ－３ｃｐ、ｐＢＡＣｇｕｓ－２ｃｐ、
ｐＢＡＣｓｕｒｆ－１、ｐｌｇ、Ｓｉｇｎａｌ　ｐｌｇ、ｐＹＸ、Ｓｅｌｅｃｔａ　Ｖｅ
ｃｔａ－Ｎｅｏ、Ｓｅｌｅｃｔａ　Ｖｅｃｔａ－Ｈｙｇ、およびＳｅｌｅｃｔａ　Ｖｅｃ
ｔａ－Ｇｐｔ；ＣｌｏｎｔｅｃｈからのｐＬｅｘＡ、ｐＢ４２ＡＤ、ｐＧＢＴ９、ｐＡＳ
２－１、ｐＧＡＤ４２４、ｐＡＣＴ２、ｐＧＡＤＧＬ、ｐＧＡＤ　ＧＨ、ｐＧＡＤ１０、
ｐＧｉｌｄａ、ｐＥＺＭ３、ｐＥＧＦＰ、ｐＥＧＦＰ－１、ｐＥＧＦＰ－Ｎ、ｐＥＧＦＰ
－Ｃ、ｐＥＢＦＰ、ｐＧＦＰｕｖ、ｐＧＦＰ、ｐ６ｘＨｉｓ－ＧＦＰ、ｐＳＥＡＰ２－Ｂ
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ａｓｉｃ、ｐＳＥＡＰ２－Ｃｏｎｔｒａｌ、ｐＳＥＡＰ２－Ｐｒｏｍｏｔｅｒ、ｐＳＥＡ
Ｐ２－Ｅｎｈａｎｃｅｒ、ｐ□ｇａｌ－Ｂａｓｉｃ、ｐ□ｇａｌ－Ｃｏｎｔｒｏｌ、ｐ□
ｇａｌ－Ｐｒｏｍｏｔｅｒ、ｐ□ｇａｌ－Ｅｎｈａｎｃｅｒ、ｐＣＭＶ□、ｐＴｅｔ－Ｏ
ｆｆ、ｐＴｅｔ－Ｏｎ、ｐＴＫ－Ｈｙｇ、ｐＲｅｔｒｏ－Ｏｆｆ、ｐＲｅｔｒｏ－Ｏｎ、
ｐＩＲＥＳｌｎｅｏ、ｐＲＩＥＳｌｈｙｇ、ｐＬＸＳＮ、ｐＬＮＣＸ、ｐＬＡＰＳＮ、ｐ
ＭＡＭｎｅｏ、ｐＭＡＭｎｅｏ－ＣＡＴ、ｐＭＡＭｎｅｏ－ＬＵＣ、ｐＰＵＲ、ｐＳＶ２
ｎｅｏ、ｐＹＥＸ４Ｔ－１／２／３、ｐＹＥＸ－Ｓ１、ｐＢａｃＰＡＫ－Ｈｉｓ、ｐＢａ
ｃＰＡＫ８／９、ｐＡｃＵＷ３１、ＢａｃＰＡＫ６、ｐＴｒｉｐｌＥｘ、□ｇｔ１０、□
ｇｔ１１、ｐＷＥ１５、および□ＴｒｉｐｌＥｘ；ＳｔｒａｔａｇｅｎｅからのＬａｍｂ
ｄａ　ＺＡＰ　ＩＩ、ｐＢＫ－ＣＭＶ、ｐＢＫ－ＲＳＶ、ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔ　ＩＩ
　ＫＳ　＋／－、ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔ　ＩＩ　ＳＫ　＋／－、ｐＡＤ－ＧＡＬ４、ｐ
ＢＤ－ＧＡＬ４　Ｃａｍ、ｐＳｕｒｆｓｃｒｉｐｔ、Ｌａｍｂｄａ　ＦＩＸ　ＩＩ、Ｌａ
ｍｂｄａ　ＤＡＳＨ、Ｌａｍｂｄａ　ＥＭＢＬ３、Ｌａｍｂｄａ　ＥＭＢＬ４、Ｓｕｐｅ
ｒＣｏｓ、ｐＣＲ－Ｓｃｒｉｇｔ　Ａｍｐ、ｐＣＲ－Ｓｃｒｉｐｔ　Ｃａｍ、ｐＣＲ－Ｓ
ｃｒｉｐｔ　Ｄｉｒｅｃｔ、ｐＢＳ　＋／－、ｐＢＳ　ＫＳ　＋／－、ｐＢＣ　ＳＫ　＋
／－、Ｐｈａｇｅｓｃｒｉｐｔ、ｐＣＡＬ－ｎ－ＥＫ、ｐＣＡＬ－ｎ、ｐＣＡＬ－ｃ、ｐ
ＣＡＬ－ｋｃ、ｐＥＴ－３ａｂｃｄ、ｐＥＴ－１１ａｂｃｄ、ｐＳＰＵＴＫ、ｐＥＳＰ－
１、ｐＣＭＶＬａｃＩ、ｐＯＰＲＳＶＩ／ＭＣＳ、ｐＯＰＩ３　ＣＡＴ、ｐＸＴ１、ｐＳ
Ｇ５、ｐＰｂａｃ、ｐＭｂａｃ、ｐＭＣｌｎｅｏ、ｐＭＣｌｎｅｏ　Ｐｏｌｙ　Ａ、ｐＯ
Ｇ４４、ｐＯＧ４５、ｐＦＲＴ□ＧＡＬ、ｐＮＥＯ□ＧＡＬ、ｐＲＳ４０３、ｐＲＳ４０
４、ｐＲＳ４０５、ｐＲＳ４０６、ｐＲＳ４１３、ｐＲＳ４１４、ｐＲＳ４１５、および
ｐＲＳ４１６、およびその変種または誘導体を含む。２－ハイブリッドおよび逆２－ハイ
ブリッドベクターも用いることができる。例えば、ｐＰＣ８６、ｐＤＢＬｅｕ、ｐＤＢＴ
ｒｐ、ｐＰＣ９７、ｐ２．５、ｐＧＡＤ１－３、ｐＧＡＤ１０、ｐＡＣｔ、ｐＡＣＴ２、
ｐＧＡＤＧＬ、ｐＧＡＤＧＨ、ｐＡＳ２－１、ｐＧＡＤ４２４、ｐＧＢＴ８、ｐＧＢＴ９
、ｐＧＡＤ－ＧＡＬ４、ｐＬｅｘＡ、ｐＢＤ－ＧＡＬ４、ｐＨＩＳｉ、ｐＨＩＳｉ－１、
ｐｌａｃＺｉ、ｐＢ４２ＡＤ、ｐＤＧ２０２、ｐＪＫ２０２、ｐＪＧ４－５、ｐＮＬｅｘ
Ａ、ｐＹＥＳＴｒｐおよびその変種または誘導体。任意の他のプラスミドおよびベクター
は、複製可能であって、宿主中で活力がある限り用いることができる。
【０１９０】
　宿主細胞へのＤＮＡコンストラクトの進入を可能とするために用いることができる技術
はリン酸カルシウム／ＤＮＡ共沈殿、核へのＤＮＡのマイクロインジェクション、エレク
トロポレーション、無傷細胞との細菌プロトプラスト融合、トランスフェクション、また
は当業者によって知られたいずれかの他の技術を含む。ＤＮＡは一本鎖または二本鎖の、
線状または環状の、緩和されたまたはスーパーコイルドＤＮＡであり得る。哺乳動物細胞
をトランスフェクトするための種々の技術については、例えば、Ｋｅｏｗｎら，Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　Ｖｏｌ．１８５，ｐｐ．５２７－５３７（１９９
０）参照。
【０１９１】
　１つの特定の実施形態において、同質遺伝子ＤＮＡから単離されたα－１，３－ＧＴ配
列を含むノックアウトマウスでの一次胎児線維芽細胞のトランスフェクションによって、
ヘテロ接合性ノックアウト細胞を生産することができる。Ｄａｉら，（Ｎａｔｕｒｅ　Ｂ
ｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０：４５１－４５５）に記載されているように、５’アー
ムは４．９ｋｂであり得、イントロン８の大きな断片およびエクソン９の５’端部よりな
ることができる。３’アームはエクソン９配列であり得、エクソン９よりなり得る。該ベ
クターは、例えば、ＩＲＥＳ（内部リボソーム進入部位）を用いてプロモータートラック
戦略を取り込んで、Ｎｅｏｒ遺伝子の翻訳を開始させることができる。
【０１９２】
　相同組換え細胞の選択
　次いで、細胞を適切に選択された培地中で増殖させて、適切な組込みを供する細胞を同
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定することができる。α－１，３－ＧＴ遺伝子に挿入された選択マーカー遺伝子の存在は
、宿主ゲノムへの標的コンストラクトの組込みを確立する。次いで、所望の表現型を示す
細胞を、制限分析、電気泳動、サザーン分析、ポリメラーゼ連鎖反応などによってさらに
分析して、ＤＮＡを分析し、相同または非－相同組換えが起こったか否かを確立すること
ができる。これは、インサート用のプローブを使用し、次いで、コンストラクトのフラン
キング領域を超えて延びるα－１，３－ＧＴ遺伝子の存在につきインサートに近接する５
’および３’領域を配列決定し、あるいは欠失が導入された場合に、そのような欠失の存
在を同定することによって決定することができる。コンストラクト内の配列に相補的であ
って、コンストラクト外部であって、標的遺伝子座における配列に相補的であるプライマ
ーを用いることもできる。このようにして、ただ、相同組換えが起こった場合、相補的鎖
に存在するプライマーの双方を有するＤＮＡ二重鎖を得ることができる。プライマー配列
の存在、または予測されるサイズ配列の存在を証明することによって、相同組換えの発生
が裏付けられる。
【０１９３】
　相同組換え事象をスクリーニングするのに用いられるポリメラーゼ連鎖反応は当該分野
で知られている。例えば、Ｋｉｍ　ａｎｄ　Ｓｍｉｔｈｉｅｓ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉ
ｄｓ　Ｒｅｓ．１６：８８８７－８９０３，１９８８；およびＪｏｙｎｅｒら，Ｎａｔｕ
ｒｅ　３３８：１５３－１５６，１９８９参照。ネオマイシン遺伝子を駆動するための突
然変異体ポリオーマエンハンサーおよびチミジンキナーゼプロモーターの具体的組合せは
、Ｔｈｏｍａｓ　ａｎｄ　Ｃａｐｅｃｃｈｉ，ｓｕｐｒａ，１９８７；Ｎｉｃｈｏｌａｓ
　ａｎｄ　Ｂｅｒｇ（１９８３）ｉｎ　Ｔｅｒａｔｏｃａｒｃｉｎｏｍａ　Ｓｔｅｍ　Ｃ
ｅｌｌ，ｅｄｓ．Ｓｉｖｅｒ，Ｍａｒｔｉｎ　ａｎｄ　Ｓｔｒｉｋｌａｎｄ（Ｃｏｌｄ　
Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂ．，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ．
Ｙ．（ｐｐ．４６９－４９７）；およびＬｉｎｎｅｙ　ａｎｄ　Ｄｏｎｅｒｌｙ，Ｃｅｌ
ｌ　３５：６９３－６９９，１９８３によると、胚性幹細胞およびＥＣ細胞双方において
活性であることが示されている。
【０１９４】
　第一ラウンドの標的化から得られた細胞株は、標的化対立遺伝子につきヘテロ接合性の
ようである。双方の対立遺伝子が修飾されたホモ接合性は多数の方法で達成することがで
きる。１つのアプローチは、１つのコピーが修飾された多数の細胞を増殖させ、次いで、
異なる選択マーカーを用いて別のラウンドの標的化にこれらの細胞を供することである。
別法として、伝統的なメンデル遺伝学に従って、修飾された対立遺伝子につきヘテロ接合
性である動物を育種することによってヘテロ接合体を得ることができる。いくつかの状況
において、２つの異なる修飾された対立遺伝子を有することが望ましくあり得る。これは
、連続ラウンドの遺伝子標的化によって、またはその各々が所望の修飾された対立遺伝子
の１つを有するヘテロ接合体を育種することによって達成することができる。
【０１９５】
　α１，３ＧＴ遺伝子座における誘導された突然変異
　ある他の実施形態において、本発明の方法は、突然変異誘発剤を介する突然変異の意図
的な導入を含む。当該分野で知られ、かつ本発明で用いるのに適した突然変異誘発剤の例
は、限定されるものではないが、化学的突然変異原（例えば、Ｎ－エチル－Ｎ－ニトロソ
尿素（ＥＮＵ）、エチルメタンスルホネート（ＥＭＳ）、マスタードガス、ＩＣＲ１９１
等のようなＤＮＡ－インターカレーティングまたはＤＮＡ－結合化学物質；例えば、Ｅ．
Ｃ．Ｆｒｉｅｄｂｅｒｇ，Ｇ．Ｃ．Ｗａｌｋｅｒ，Ｗ．Ｓｉｅｄｅ，ＤＮＡ　Ｒｅｐａｉ
ｒ　ａｎｄ　Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ，ＡＳＭ　Ｐｒｅｓｓ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｄ
Ｃ（１９９５）、物理的突然変異原（例えば、ＵＶ照射、放射線、ｘ－線）、生化学的突
然変異原（例えば、制限酵素、ＤＮＡ修復突然変異原、ＤＮＡ修復阻害剤、およびエラー
－傾向ＤＮＡポリメラーゼおよび複製蛋白質）、ならびにトランスポゾン挿入を含む。本
発明の方法によると、培養中の細胞をこれらの薬剤の１つに暴露することができ、細胞表
面のガラクトースα１，３－ガラクトースの枯渇をもたらすいずれかの突然変異を、例え
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ば、トキシンＡへの暴露を介して選択することができる。
【０１９６】
　細胞において突然変異を誘導するための化学的突然変異原の好ましい用量は当該分野で
知られているか、あるいは当該分野で知られた突然変異誘発のアッセイを用いて当業者に
よって容易に決定することができる。イン・ビトロでの細胞の化学的突然変異誘発は、突
然変異誘発剤の種々の用量で細胞を処理し、および／または剤への暴露の時間を制御する
ことによって達成することができる。突然変異誘発剤暴露および／または用量を力価測定
することによって、意図した目的のための突然変異誘発の最適な程度を実行し、それによ
り、各標的細胞において所望の数の遺伝子を突然変異させることが可能である。例えば、
有用な用量のＥＮＵはほぼ１～２時間の間に０．１～０．４ｍｇ／ｍＬであり得る。別の
例において、有用な用量のＥＭＳはほぼ１０～３０時間の間における０．１～１ｍｇ／ｍ
Ｌであり得る。加えて、より低いおよびより高い、用量および暴露時間を用いて、所望の
突然変異頻度を達成することもできる。
【０１９７】
　機能的α－１，３－ＧＴを発現しない細胞の同定
　１つの実施形態において、選択手法は細菌トキシンに基づいて、機能的α１，３ＧＴの
発現を欠く細胞につき選択することができる。別の実施形態において、Ｃｌｏｓｔｒｉｄ
ｉｕｍ　ｄｉｆｆｉｃｉｌｅによって生産されたトキシンＡである細菌トキシンを用いて
、細胞表面エピトープガラクトースα１，３－ガラクトースを欠く細胞につき選択するこ
とができる。Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅトキシンへの暴露は、その表面にこのエピトープを
呈する細胞のラウンディングを引き起こし、該細胞をプレートマトリックスから放出する
ことができる。酵素の機能または発現を無能とする標的化遺伝子ノックアウトおよび突然
変異は共に、この選択方法を用いて検出することができる。次いで、記載されたトキシン
Ａ媒介選択を用いて同定された、または遺伝子標的化を含めた遺伝子不活化の標準方法を
用いて生産された、ガラクトースα１，３－ガラクトースエピトープの細胞表面発現を欠
く細胞を用いて、α１，３ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が不活性である動物を生産する
ことができる。
【０１９８】
　１つの実施形態において、選択方法は、相同組換えによるα１，３ＧＴ遺伝子の標的化
ノックアウト、または非機能的または非発現酵素をもたらす遺伝子中の突然変異によるか
を問わず、直接的にα１，３ＧＴエピトープの枯渇を検出することができる。抗生物質耐
性を介する選択はスクリーニングのために最も普通に用いられてきた（前記参照）。この
方法は、標的化ベクター上での耐性遺伝子の存在を検出することができるが、組込みが標
的化組換え事象またはランダム組込みであったかを直接的に示さない。ポリＡおよびプロ
モータートラップ技術のようなある種の技術は標的化事象確立を増大させるが、再度、所
望の表現型、細胞表面のｇａｌα１，３ｇａｌエピトープが結合した細胞が達成されてい
るという直接的証拠を与えない。加えて、選択の陰性形態を用いて、標的化された組込み
につき選択することができ、これらの場合、細胞に対して致死的な因子についての遺伝子
を、標的化事象のみが細胞が死滅を免れるのを可能とするように挿入される。これらの方
法によって選択された細胞は、次いで、遺伝子破壊、ベクター組込みおよび、最終的には
、α１，３ｇａｌエピトープ枯渇につきアッセイすることができる。これらの場合、選択
は標的化ベクター組込みの検出に基づき、変化した表現型におけるものではないため、点
突然変異、遺伝子再編成または切形または他のそのような修飾ではなく標的化されたノッ
クアウトのみを検出することができる。
【０１９９】
　別の実施形態において、選択手法は、補体因子を含有する血清、およびｇａｌα１，３
ｇａｌエピトープに対する天然抗体を用いて行うことができる（例えば、Ｋｏｉｋｅら，
Ｘｅｎｏｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ　４：１４７－１５３，１９９７参照）。抗－
Ｇａｌ抗体を含むヒトまたは非－ヒト霊長類からの血清への暴露は、ｇａｌα１，３ｇａ
ｌエピトープを呈する細胞における特異的抗体結合および補体活性化により細胞溶解を引
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き起こすことができる。従って、α－１，３－ＧＴが欠損した細胞は生きたままであり、
かくして、選択することができる。
【０２００】
　機能的α－１，３－ＧＴの発現を欠くと信じられている動物細胞をさらに特徴付けるこ
とができる。そのような特徴付けは、限定されるものではないが：ＰＣＲ分析、サザーン
ブロット分析、ノーザンブロット分析、特異的レクチン結合アッセイ、および／または配
列決定分析を含めた以下の技術によって達成することができる。
【０２０１】
　当該分野で記載されたＰＣＲ分析（例えば、Ｄａｉら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ　２０：４３１－４５５）を用いて、標的化ベクターの組込みを決定するこ
とができる。１つの実施形態において、アンプリマーは抗生物質耐性遺伝子に由来し、ベ
クター配列の外側の領域に延長することができる。サザーン分析（例えば、Ｄａｉら，Ｎ
ａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２０：４３１－４５５）を用いて、標的化ベ
クターのα１，３ＧＴ遺伝子座への組込みのような、遺伝子座における目に見える突然変
異を特徴付けることもできる。他方、ノーザン分析を用いて、対立遺伝子の各々から生じ
た転写体を特徴付けることができる。
【０２０２】
　Ｇｒｉｆｆｏｎｉａ（Ｂａｎｄｅｉｒａｅａ）シンプリシフォリアからのＧＳＬ　ＩＢ
４レクチン（Ｖｅｃｔｏｒ　Ｌａｂｓ）、炭水化物部位ｇａｌα１，３ｇａｌに特異的に
結合するレクチンを用いる特異的レクチン結合、および結合のＦＡＣＳ（蛍光抗体細胞ソ
ーティング）分析は、α１，３ｇａｌエピトープが細胞に存在するか否かを決定すること
ができる。このタイプの分析は、フルオレセイン－標識ＧＳＬ－ＩＢ４レクチンの細胞へ
の添加、および引き続いての細胞ソーティングを含む。
【０２０３】
　ＲＮＡ転写体から生じたｃＤＮＡの配列決定分析を用いて、α１，３ＧＴ対立遺伝子に
おけるいずれかの突然変異の正確な位置を決定することもできる。
【０２０４】
　なお別の実施形態において、本発明は、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が
不活性とされている、ブタのような生きた動物を生産する方法を提供する。１つの実施形
態において、動物は、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が不活化されている細
胞からのドナー核を用いるクローニングによって生産される。１つの実施形態において、
α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子は遺伝子標的化事象を介して不活化される。
別の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子は、点突然変異の存
在により不活化される。別の実施形態において、１つの対立遺伝子は遺伝子標的化事象に
よって不活化され、他の対立遺伝子は点突然変異を介して不活化される。さらなる実施形
態において、１つの対立遺伝子は遺伝子標的化事象によって不活化され、他の対立遺伝子
は、α－１，３－ＧＴ遺伝子のエクソン９の第二の塩基におけるＴ－Ｇ間点突然変異の存
在により不活化される。特定の実施形態において、１つの対立遺伝子はエクソン９に向け
られた標的化コンストラクトを介して不活化され、他の対立遺伝子はα－１，３－ＧＴ遺
伝子のエクソン９の第二の塩基におけるＴ－Ｇ間点突然変異の存在により不活化される。
別の実施形態において、そのような動物、例えば、ブタをクローン化するための方法は：
卵母細胞を脱核し、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が不活化されている細胞
からのドナー核と該卵母細胞とを融合させ、次いで、核導入－由来胚を借腹母に移植する
ことを含む。
【０２０５】
　別法として、次いで、子孫を生産するのに用いることができる胚性幹細胞におけるα－
１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子を不活化することによって、機能的α－１，３－
ＧＴのいずれの発現も欠く生きた動物を生産する方法が提供される。
【０２０６】
　接合体を直接的に修飾することによって創製することができる遺伝子的に改変された動
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物。哺乳動物については、次いで、修飾された接合体を、動物を出産予定日まで持ってい
くことができる偽妊娠雌の子宮へ導入することができる。例えば、α－１，３－ＧＴ遺伝
子を欠く全動物が所望される場合、次いで、その動物から由来する胚性幹細胞を標的化し
、その後、修飾された細胞をキメラ動物へ成長させるための未分化胚芽細胞に導入するこ
とができる。胚性幹細胞については、胚性幹細胞株または新たに得られた幹細胞のいずれ
かを用いることができる。
【０２０７】
　本発明の適切な実施形態において、全能性細胞は胚性幹（ＥＳ）細胞である。未分化胚
芽細胞からのＥＳ細胞の単離、ＥＳ細胞株の確立、およびその引き続いての培養は、例え
ば、Ｄｏｅｔｃｈｍａｎｎら，Ｊ．Ｅｍｂｒｙｏｌ．Ｅｘｐ．Ｍｏｒｐｈ．８７：２７－
４５（１９８５）；Ｌｉら，Ｃｅｌｌ　６９：９１５－９２６（１９９２）；Ｒｏｂｅｒ
ｔｓｏｎ，Ｅ．Ｊ．”Ｔｅｔｒａｃａｒｃｉｎｏｍａｓ　ａｎｄ　Ｅｍｂｒｙｏｎｉｃ　
Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌｓ：　Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ，”ｅｄ．Ｅ．Ｊ
．Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ，ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ，Ｅｎｇｌａｎｄ（１９８７
）；Ｗｕｒｓｔ　ａｎｄ　Ｊｏｙｎｅｒ，”Ｇｅｎｅ　Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ：Ａ　Ｐｒａ
ｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ，”ｅｄ．Ａ．Ｌ．Ｊｏｙｎｅｒ，ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ
，Ｏｘｆｏｒｄ，Ｅｎｇｌａｎｄ（１９９３）；Ｈｏｇｅｎら，”Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉ
ｎｇ　ｔｈｅ　Ｍｏｕｓｅ　Ｅｍｂｒｙｏ：　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ
，”ｅｄｓ．Ｈｏｇａｎ，Ｂｅｄｄｉｎｇｔｏｎ，Ｃｏｓｔａｎｔｉｎｉ　ａｎｄ　Ｌａ
ｃｙ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎ
ｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９９４）およびＷａｎｇら，Ｎａｔｕｒｅ　３３６：７４１－７４４
（１９９２）によって記載された慣用的方法によって行われる。本発明の別の適切な実施
形態において、全能性細胞は胚性生殖（ＥＧ）細胞である。胚性生殖細胞はＥＳ細胞と機
能的に同等な未分化細胞であり、すなわち、胚性生殖細胞を培養し、イン・ビトロでトラ
ンスフェクトし、次いで、キメラの体細胞および生殖細胞株に対して寄与させることがで
きる（Ｓｔｅｗａｒｔら，Ｄｅｖ．Ｂｉｏｌ．１６１：６２６－６２８（１９９４））。
ＥＧ細胞は、成長因子：白血病阻害因子、スチール因子および塩基性線維芽細胞成長因子
の組合せにて、原基生殖細胞、配偶子の先祖の培養によって誘導される（Ｍａｔｓｕｉら
，Ｃｅｌｌ　７０：８４１－８４７（１９９２）；Ｒｅｓｎｉｃｋら，Ｎａｔｕｒｅ　３
５９：５５０－５５１（１９９２））。ＥＧ細胞の培養は、Ｄｏｎｏｖａｎら，”Ｔｒａ
ｎｓｇｅｎｉｃ　Ａｎｉｍａｌｓ，Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｕｓｅ，”Ｅｄ．Ｌ
．Ｍ．Ｈｏｕｄｅｂｉｎｅ，Ｈａｒｗｏｏｄ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ
（１９９７）による論文、およびそこに引用された元の文献によって記載された方法を用
いて行うことができる。
【０２０８】
　本発明で用いられる四倍体未分化胚芽細胞は、天然接合体生産および発育によって、ま
たは２－細胞胚の電気融合による公知の方法によって得、引き続いて、例えば、Ｊａｍｅ
ｓら，Ｇｅｎｅｔ．Ｒｅｓ．Ｃａｍｂ．６０：１８５－１９４（１９９２）；Ｎａｇｙ　
ａｎｄ　Ｒｏｓｓａｎｔ，”Ｇｅｎｅ　Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ：Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　
Ａｐｐｒｏａｃｈ，”ｅｄ．Ａ．Ｌ．Ｊｏｙｎｅｒ，ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ
，Ｅｎｇｌａｎｄ（１９９３）によって；またはＫｕｂｉａｋ　ａｎｄ　Ｔａｒｋｏｗｓ
ｋｉ，Ｅｘｐ．Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓ．１５７：５６１－５６６（１９８５）によって記載さ
れているように培養することができる。
【０２０９】
　ＥＳ細胞またはＥＧ細胞の未分化胚芽細胞への導入は、当該分野で知られたいずれかの
方法によって行うことができる。本発明の目的で適切な方法は、Ｗａｎｇら，ＥＭＢＯ　
Ｊ．１０：２４３７－２４５０（１９９１）によって記載されたマイクロインジェクショ
ン方法である。
【０２１０】
　別法として、修飾された胚性幹細胞によって、トランスジェニック動物を生産すること
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ができる。遺伝子的に修飾された胚性幹細胞を未分化胚芽細胞に注入し、次いで、慣用的
技術に従って雌宿主哺乳動物において出産予定日まで持っていくことができる。次いで、
ＰＣＲまたはサザーンブロッティングのような技術を用い、標的遺伝子座の部位における
改変の存在につきヘテロ接合体子孫をスクリーニングすることができる。同一種の野生型
宿主との接合の後、次いで、得られたキメラ子孫を交配させて、ホモ接合性宿主を達成す
ることができる。
【０２１１】
　胚性幹細胞を標的化ベクターで形質転換して、α－１，３－ＧＴ遺伝子を改変した後、
該細胞を適切な培地、例えば、胎児ウシ血清増強ＤＭＥＭにおけるフィーダー層上に平板
培養することができる。該コンストラクトを含有する細胞は、選択培地を使用することに
よって検出することができ、コロニーが増殖するのに十分な時間の後、コロニーを拾い出
し、相同組換えの発生につき分析することができる。コンストラクト配列内のプライマー
および標的遺伝子座における配列を除いてコンストラクト配列なしのプライマーを用いた
、ポリメラーゼ連鎖反応を用いることができる。次いで、相同組換えを示すコロニーを、
胚操作および未分化胚芽細胞注入のために用いることができる。未分化胚芽細胞は、過剰
排卵雌から得ることができる。次いで、胚性幹細胞をトリプシン処理し、修飾された細胞
を、未分化胚芽細胞を含有する液滴に加えることができる。修飾された胚性幹細胞の少な
くとも１つを未分化胚芽細胞の胞胚腔に注入することができる。注入の後、未分化胚芽細
胞の少なくとも１つを偽妊娠雌の各子宮角に戻すことができる。次いで、メスを出産予定
日まで持っていき、得られた同腹を、コンストラクトを有する突然変異体細胞につきスク
リーニングする。未分化胚芽細胞は、形質転換されたＥＳ細胞からの異なる親関係につき
選択される。未分化胚芽細胞およびＥＳ細胞の異なる表現型を供することによって、キメ
ラ子孫を容易に検出することができ、次いで、遺伝子型分けを行って、修飾されたα－１
，３－ＧＴ遺伝子の存在につきプローブすることができる。
【０２１２】
　クローン化されたトランスジェニック子孫を生産するための体細胞核導入
　本発明は、体細胞核導入を介する、機能的α－１，３－ＧＴ遺伝子を欠く、ブタのよう
な、動物をクローン化する方法を提供する。一般に、該動物は、以下の工程：ドナー核の
源として用いるべき所望の分化された細胞を入手し；動物から卵母細胞を得；該卵母細胞
を脱核し；所望の分化した細胞または細胞核を、例えば、融合または注入によって脱核さ
れた卵母細胞に導入して、ＮＴユニットを形成させ；得られたＮＴユニットを活性化し；
次いで、ＮＴユニットが胎児まで発生するように該培養されたＮＴユニットを宿主動物に
導入することを含む核導入プロセスによって生産することができる。
【０２１３】
　核導入技術または核移植技術は当該分野で知られている（Ｄａｉら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂ
ｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２０：２５１－２５５；Ｐｏｌｅｊａｅｖａら，Ｎａｔｕｒ
ｅ　４０７：８６－９０（２０００）；Ｃａｍｐｂｅｌｌら，Ｔｈｅｒｉｏｇｅｎｏｌｏ
ｇｙ，４３：１８１（１９９５）；Ｃｏｌｌａｓら，Ｍｏｌ．Ｒｅｐｏｒｔ　Ｄｅｖ．，
３８：２６４－２６７（１９９４）；Ｋｅｅｆｅｒら，Ｂｉｏｌ．Ｒｅｐｒｏｄ．，５０
：９３５－９３９（１９９４）；Ｓｉｍｓら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．
，ＵＳＡ，９０：６１４３－６１４７（１９９３）；ＷＯ　９４／２６８８４；ＷＯ　９
４／２４２７４、およびＷＯ　９０／０３４３２、米国特許第４，９４４，３８４号およ
び第５，０５７，４２０号）。
【０２１４】
　α－１，３－ＧＴ遺伝子を改変するように修飾されているドナー細胞核を受容体卵母細
胞に導入する。この方法の使用は特定のドナー細胞型に限定されない。ドナー細胞は本明
細書中に記載されたようなものであり得る。また、例えば、Ｗｉｌｍｕｔら，Ｎａｔｕｒ
ｅ　３８５　８１０（１９９７）；Ｃａｍｐｂｅｌｌら，Ｎａｔｕｒｅ　３８０　６４－
６６（１９９６）；Ｄａｉら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２０：２５
１－２５５，２００２またはＣｉｂｅｌｌｉら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２８０　１２５６－１
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２５８（１９９８）も参照されたし。核導入で首尾よく用いることができる胚、胎児およ
び成体体細胞を含めた正常な核型の全ての細胞を使用することができる。胎児線維芽細胞
はドナー細胞の特に有用なクラスである。核導入の一般に適した方法は、Ｃａｍｐｂｅｌ
ｌら，Ｔｈｅｒｉｏｇｅｎｏｌｏｇｙ　４３　１８１（１９９５）、Ｄａｉら，Ｎａｔｕ
ｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２０：２５１－２５５、Ｐｏｌｅｊａｅｖａら，Ｎ
ａｔｕｒｅ　４０７：８６－９０（２０００）、Ｃｏｌｌａｓら，Ｍｏｌ．Ｒｅｐｒｏｄ
．Ｄｅｖ．３８　２６４－２６７（１９９４）、Ｋｅｅｆｅｒら，Ｂｉｏｌ．Ｒｅｐｒｏ
ｄ．５０　９３５－９３９（１９９４）、Ｓｉｍｓら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ’ｌ．Ａｃａｄ
．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９０　６１４３－６１４７（１９９３）、ＷＯ－Ａ－９４２６８８４
、ＷＯ－Ａ－９４２４２７４、ＷＯ－Ａ－９８０７８４１、ＷＯ－Ａ－９００３４３２、
米国特許第４，９９４，３８４号および米国特許第５，０５７，４２０号に記載されてい
る。分化した、または少なくとも部分的に分化したドナー細胞を用いることもできる。ド
ナー細胞は培養中のものとすることができるが、必ずしもそうでなくてもよく、休止のも
のとすることもできる。休止した核ドナー細胞は、休止に入る、またはイン・ビボで休止
状態で存在するように誘導することができる細胞である。先行技術の方法はクローニング
手法で胚細胞タイプを用いた（Ｃａｍｐｂｅｌｌら，（Ｎａｔｕｒｅ，３８０：６４－６
８，１９９６）およびＳｔｉｃｅら，（Ｂｉｏｌ．Ｒｅｐｒｏｄ．，２０　５４：１００
－１１０，１９９６）。
【０２１５】
　体細胞核ドナー細胞は、限定されるものではないが、皮膚、間葉、肺、膵臓、心臓、腸
、胃、膀胱、血管、腎臓、尿道、生殖器官、および胚、胎児または成体動物の全部または
一部の解離された調製物を含めた種々の異なる器官および組織から得ることもできる。適
切な本発明の実施形態において、核ドナー細胞は上皮細胞、線維芽細胞、神経細胞、ケラ
チノサイト、造血細胞、メラノサイト、軟骨細胞、リンパ球（ＢおよびＴ）、マクロファ
ージ、単球、単核細胞、心筋細胞、他の筋肉細胞、顆粒細胞、丘細胞、表皮細胞または内
皮細胞よりなる群から選択される。別の実施形態において、核ドナー細胞は胚性幹細胞で
ある。好ましい実施形態において、線維芽細胞をドナー細胞として用いることができる。
【０２１６】
　本発明の別の実施形態において、本発明の核ドナー細胞は動物の生殖細胞である。胚、
胎児または成体段階における動物種のいずれかの生殖細胞を核ドナー細胞として用いるこ
とができる。適切な実施形態において、核ドナー細胞は胚性生殖細胞である。
【０２１７】
　核ドナー細胞は細胞周期（Ｇ０、Ｇ１、Ｇ２、Ｓ、Ｍ）のいずれかの相に捕らえられて
、アクセプター細胞との協調を確実とすることができる。当該分野で知られたいずれかの
方法を用いて、細胞周期相を操作することができる。細胞周期相を制御するための方法は
、限定されるものではないが、培養された細胞の接触阻止によって誘導されたＧ０休止、
血清または他の必須栄養素の除去によって誘導されたＧ０休止、老化によって誘導された
Ｇ０休止、特別な増殖因子の添加によって誘導されたＧ０休止；熱ショック、高圧のよう
な物理的または化学的手段、あるいは化学物質、ホルモン、成長因子または他の物質での
他の処理によって誘導されたＧ０またはＧ１休止；複製手法のいずれかの地点に干渉する
化学剤での処理を介するＳ－相制御；蛍光活性化細胞ソーティング、有糸分裂シェイクオ
フ、微小管破壊剤、または有糸分裂における進行を破壊するいずれかの化学物質での処理
を用いる選択を介するＭ－相制御を含む（Ｆｒｅｓｈｎｅｙ，Ｒ．Ｉ．，”Ｃｕｌｔｕｒ
ｅ　ｏｆ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃｅｌｌｓ：Ａ　Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｂａｓｉｃ　Ｔｅｃｈ
ｎｉｑｕｅ，”Ａｌａｎ　Ｒ．Ｌｉｓｓ，Ｉｎｃ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９８３）も参照
されたし）。
【０２１８】
　卵母細胞の単離方法は当該分野で良く知られている。本質的には、これは動物の卵巣ま
たは生殖器官から卵母細胞を単離することを含む。卵母細胞の容易に入手可能な源は屠殺
場材料である。遺伝子工学、核導入およびクローニングのような技術の組合せについては
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、これらの細胞を核導入用の受容体細胞として用いる前に、かつ精子細胞によって受精さ
せて、胚まで発生させることができる前に、イン・ビトロにて一般には成熟させなければ
ならない。このプロセスは、一般には、哺乳動物卵巣、例えば、屠殺場で得られるウシ卵
巣から未成熟（プロ相Ｉ）卵母細胞を得、次いで、卵母細胞が中期ＩＩ段階に至るまで（
これは、ウシ卵母細胞の場合には、一般には、吸入後約１８～２４時間で起こる）受精ま
たは脱核に先立って、卵母細胞を成熟培地中で成熟させることを必要とする。この期間は
「成熟期間」として知られている。ある実施形態において、卵母細胞は若い雌ブタから得
られる。「若い雌ブタ」は、決して子孫を有していなかった雌ブタである。他の実施形態
において、卵母細胞は成熟した雌ブタから得られる。「成熟した雌ブタ」は、これまでに
子孫を生じさせたことがある雌ブタである。
【０２１９】
　中期ＩＩ段階の卵母細胞が受容体卵母細胞となり得、この段階で、該卵母細胞は十分に
「活性化」されて、この卵母細胞は、受精精子がそうするように導入された核を処理する
ことができるか、あるいはそうであると考えられる。イン・ビボで成熟された中期ＩＩ段
階卵母細胞は核導入技術で首尾よく用いられてきた。本質的には、成熟中期ＩＩ卵母細胞
は、発情期の開始後、またはヒト絨毛ゴナドトロピン（ｈＣＧ）または同様なホルモンの
注入後３５～４８時間、または３９～４１時間の非－過剰排卵または過剰排卵動物いずれ
かから外科的に収集することができる。卵母細胞はヒアルロニダーゼ溶液のような適切な
培地に入れることができる。
【０２２０】
　約１０～４０時間、約１６～１８時間、約４０～４２時間、または約３９～４１時間の
範囲である固定された時間の成熟期間の後に、卵母細胞を脱核することができる。脱核に
先立って、卵母細胞を摘出し、丘細胞の取り出しに先立って、ヒアルロニダーゼ１ミリリ
ットル当たり１ミリグラムを含有するＨＥＣＭのような適切な培地に入れることができる
。次いで、ストリップした卵母細胞を、極体につきスクリーニングすることができ、次い
で、極体の存在によって測定されるように、選択された中期ＩＩ卵母細胞を核導入のため
に用いる。脱核は以下の通りである。
【０２２１】
　脱核は、米国特許第４，９９４，３８４号に記載されているような公知の方法によって
行うことができる。例えば、中期ＩＩ卵母細胞は、直ちに脱核するために、サイトカラシ
ンＢ、１ミリリットル当たり７．５マイクログラムを所望により含有してもよいいずれか
のＨＥＣＭに入れることができ、あるいは適切な培地、例えば、ＣＲ１ａａ＋１０％発情
期牝牛血清のような胚培養基に入れ、次いで、後に、好ましくは、２４時間以内後に、よ
り好ましくは１６～１８時間後に脱核することができる。
【０２２２】
　脱核は、マイクロピペットを用いてミクロ外科的に達成して、極体および隣接細胞質を
除去することができる。次いで、卵母細胞をスクリーニングして、首尾よく脱核されたも
のを同定することができる。卵母細胞をスクリーニングする１つの方法は、卵母細胞をＨ
ＥＣＭ中の１ミリリットルの３３３４２　Ｈｏｅｃｈｓｔ色素当たり１マイクログラムで
染色し、次いで、紫外線照射下で１０秒未満の間卵母細胞を観察することである。次いで
、首尾よく脱核された卵母細胞を適切な培養基、例えば、ＣＲ１ａａ＋１０％血清に入れ
ることができる。
【０２２３】
　次いで、脱核された卵母細胞と同一の種の単一哺乳動物細胞を、ＮＴユニットを生じさ
せるのに用いられる脱核された卵母細胞の卵母細胞周囲空間に導入することができる。哺
乳動物細胞および脱核卵母細胞を用いて、当該分野で公知の方法に従ってＮＴユニットを
生じさせることができる。例えば、該細胞は電気融合によって融合させることができる。
電気融合は、原形質膜の一過的破壊を引き起こすのに十分な電気のパルスを供することに
よって達成される。原形質膜のこの破壊は非常に短い。なぜならば、該膜は迅速に再形成
されるためである。かくして、２つの隣接した膜が破壊するように誘導され、再形成に際
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して、脂質二層が混合される場合、小さなチャネルが２つの細胞の間に開かれ得る。その
ような小さな開口の熱力学的不安定性のため、２つの細胞が１つとなるまでそれは拡大さ
れる。例えば、Ｐｒａｔｈｅｒら，による米国特許第４，９９７，３８４号参照。例えば
、スクロース、マンニトール、ソルビトールおよびリン酸緩衝化溶液を含めた、種々の電
気融合培地を用いることができる。融合は融合誘導剤としてのセンダイウイルスを用いて
達成することもできる（Ｇｒａｈａｍ，Ｗｉｓｔｅｒ　Ｉｎｏｔ．Ｓｙｍｐ．Ｍｏｎｏｇ
ｒ．，９，１９，１９６９）。また、核はエレクトロポレーション融合を用いるよりはむ
しろ卵母細胞に直接注入することができる。例えば、Ｃｏｌｌａｓ　ａｎｄ　Ｂａｒｎｅ
ｓ，Ｍｏｌ．Ｒｅｐｒｏｄ．Ｄｅｖ．，３８：２６４－２６７（１９９４）参照。融合の
後、次いで、得られた融合ＮＴユニットを、活性化されるまで適切な培地、例えば、ＣＲ
１ａａ培地に入れる。典型的な活性化は、その後間もなく、例えば、２４時間未満後に、
または４～９時間後に、または最適には融合後１～２時間に行うことができる。好ましい
実施形態において、活性化は、融合後少なくとも１時間に、かつ成熟後４０～４１時間に
起こる。
【０２２４】
　ＮＴユニットは公知の方法によって活性化することができる。そのような方法は、例え
ば、本質的には、冷、または現実には冷温度ショックをＮＴユニットに適用することによ
って、生理学的下温度にてＮＴユニットを培養することを含む。これは、胚が通常暴露さ
れる生理学的温度条件に対して冷たい室温にてＮＴユニットを培養することによって最も
便宜にはなすことができる。別法として、活性化は公知の活性化剤の適用によって達成す
ることができる。例えば、受精の間における精子による卵母細胞の進入は、プレ融合卵母
細胞を活性化して、核導入後に、より多数の生きた妊娠および多数の遺伝的に同一な子牛
を生じさせることが示されている。また、電気および化学的ショックのような処理を用い
て、融合後にＮＴ胚を活性化することができる。例えば、Ｓｕｓｋｏ－Ｐａｒｒｉｓｈら
，に対する米国特許第５，４９６，７２０号参照。融合および活性化は、各々ＥＣＭ２０
０１　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｅｌｌ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔｏｒ（ＢＴＸ　Ｉｎｃ．，Ｓａｎ　
Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ）を用いる、５秒間の５ＶのＡＣパルス、続いての、６０マイクロ秒の
間の１．５ｋＶ／ｃｍの２つのＤＣパルスの適用によって誘導することができる。加えて
、活性化は、同時にまたは順次に、卵母細胞における二価カチオンのレベルを増大させ、
および卵母細胞における細胞蛋白質のリン酸化を低下させることによって行うことができ
る。これは、一般には、二価カチオン、例えば、マグネシウム、ストロンチウム、バリウ
ムまたはカルシウムを、例えば、イオノフォアの形態で卵母細胞の細胞質に導入すること
によって行うことができる。二価カチオンレベルを増大させる他の方法は、電気ショック
、エタノールでの処理、およびケージドキレーターでの処理の使用を含む。リン酸化は公
知の方法によって、例えば、キナーゼ阻害剤、例えば、６－ジメチル－アミノプリン、ス
タウロスポリン、２－アミノプリン、およびスフィンゴシンのようなセリン－スレオニン
キナーゼ阻害剤の添加によって減少させることができる。別法として、細胞蛋白質のリン
酸化は、ホスファターゼ、例えば、ホスファターゼ２Ａおよびホスファターゼ２Ｂの卵母
細胞への導入によって阻害することができる。
【０２２５】
　次いで、活性化されたＮＰユニット、または「融合された胚」を、細胞コロニーの発生
まで適切なイン・ビトロ培養基中で培養することができる。胚の培養および成熟化に適し
た培養基は当該分野で良く知られている。胚の培養および維持で用いることができる公知
の培地の例はＨａｍのＦ－１０＋１０％胎児ウシ血清（ＦＣＳ）、組織培養基－１９９（
ＴＣＭ－１９９）＋１０％胎児子牛血清、タイロード－アルブミン－乳酸－ピルビン酸（
ＴＡＬＰ）、ダルベッコのリン酸緩衝化生理食塩水（ＰＢＳ）、イーグルおよびホワイテ
ンの培地を含み、１つの特定の例においては、活性化されたＮＴユニットは、５％ＣＯ２

の湿潤化雰囲気中でほぼ３８．６℃にて約１～４時間ＮＣＳＵ－２３培地中で培養するこ
とができる。
【０２２６】
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　その後、培養されたＮＴユニットまたは複数ユニットを洗浄し、次いで、好ましくは、
適切なコンフルエンシーフィーダー層を含有するウェルプレートに含まれた適切な培地中
に入れる。適切なフィーダー層は、例えば、線維芽細胞および上皮細胞を含む。ＮＴユニ
ットは、該ＮＴユニットが受容体雌への導入に、または細胞コロニーを生じさせるのに用
いることができる細胞を得るのに適したサイズに到達するまでフィーダー層上で培養する
。好ましくは、これらのＮＴユニットは、少なくとも約２～４００細胞、約４～１２８細
胞、または少なくとも約５０細胞まで培養することができる。
【０２２７】
　次いで、活性化されたＮＴユニットを雌ブタの卵管に導入することができる（胚導入）
。１つの実施形態において、雌ブタは発情期－同調受容体の若い雌ブタであり得る。雑種
の若い雌ブタ（大きな白色／Ｄｕｒｏｃ／Ｌａｎｄｒａｃｅ）（２８０～４００ポンド）
を用いることができる。若い雌ブタは飼料に混合された１８～２０ｍｇのＲｅｇｕ－Ｍａ
ｔｅ（Ａｌｔｒｅｎｏｇｅｓｔ，Ｈｏｅｃｈｓｔ，Ｗａｒｒｅｎ，ＮＪ）の経口投与によ
って受容体動物として同調させることができる。Ｒｅｇｕ－Ｍａｔｅは１４連続日の間に
与えることができる。次いで、１０００ユニットのヒト絨毛ゴナドトロピン（ｈＣＧ、Ｉ
ｎｔｅｒｖｅｔ　Ａｍｅｒｉｃａ、Ｍｉｌｌｓｂｏｒｏ、ＤＥ）を最後のＲｅｇｕ－Ｍａ
ｔｅ処理から約１０５時間後にｉ．ｍ．投与することができる。次いで、胚導入をｈＣＧ
注入から約２２～２６時間後に行うことができる。１つの実施形態において、妊娠を出産
予定日まで持っていき、その結果、生きた子孫を誕生させることができる。別の実施形態
において、妊娠を早くに終了させ、胚細胞を収穫することができる。
【０２２８】
　所望のホモ接合性ノックアウトマウスについての育種
　別の実施形態において、本発明は、α－１，３－ＧＴ遺伝子につきヘテロ接合性である
メスをα－１，３－ＧＴ遺伝子につきヘテロ接合性である雌と交配させることによって、
機能的α－１，３－ＧＴのいずれの発現も欠く生きた動物を生産する方法を提供する。１
つの実施形態において、該動物は、１つの対立遺伝子の発現を妨げるためのα－１，３－
ＧＴ遺伝子のその対立遺伝子の遺伝的修飾によりヘテロ接合性である。別の実施形態にお
いて、動物は、α－１，３－ＧＴ遺伝子の１つの対立遺伝子における点突然変異の存在の
ためヘテロ接合性である。別の実施形態において、該点突然変異はα－１，３－ＧＴ遺伝
子のエクソン９の第二の塩基におけるＴ－Ｇ間点突然変異であり得る。１つの特定の実施
形態において、機能的α－１，３－ＧＴのいずれの発現も欠く動物を生産する方法が提供
され、ここに、α－１，３－ＧＴ遺伝子のエクソン９の第二の塩基においてＴ－Ｇ間点突
然変異を含む雄ブタを、α－１，３－ＧＴ遺伝子のエクソン９の第二の塩基においてＴ－
Ｇ間点突然変異を含む雌ブタと交配させる。
【０２２９】
　１つの実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子において二重ノックアウトを有する
ドナー細胞からの核導入から生じた性的に成熟した動物を交配させ、その子孫をホモ接合
性ノックアウトにつきテストすることができる。次いで、これらのホモ接合性ノックアウ
ト動物を交配させて、より多くの動物を生産することができる。
【０２３０】
　別の実施形態において、性的に成熟した二重ノックアウト動物からの卵母細胞は、２つ
の遺伝子的に多様なブタ系からの野生型精子を用いてイン・ビトロ受精させ、胚を適切な
代理親に移植することができる。これらの交配からの子孫をノックアウトの存在につきテ
ストすることができ、例えば、ノックアウトの存在はｃＤＮＡ配列決定、ＰＣＲ、トキシ
ンＡ感度および／またはレクチン結合によってテストすることができる。次いで、性的な
成熟時期において、これらの同腹子の各々からの動物を交配させることができる。
【０２３１】
　本発明のこの実施形態によるある方法において、胎児線維芽細胞を単離し、さらに表現
型的におよび／または遺伝子型的に特徴付けることができるように、妊娠を早期に終了さ
せることができる。次いで、α－１，３－ＧＴ遺伝子の発現を欠く線維芽細胞を、本明細
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書中に記載された方法に従って（Ｄａｉら，も参照されたし）核導入のために用いて、所
望の二重ノックアウトを有する多数の妊娠および子孫を生じさせることができる。
【０２３２】
　ＩＩＩ．遺伝的に修飾された動物／さらなる遺伝的修飾のタイプ
　本発明の１つの実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の１つの対立遺伝子が遺伝
子標的化事象を介して不活化された動物が提供される。本発明の別の実施形態において、
α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が遺伝子標的化事象を介して不活化された動
物が提供される。１つの実施形態において、該遺伝子は相同組換えを介して標的化するこ
とができる。他の実施形態において、該遺伝子を破壊することができ、すなわち、遺伝子
暗号の一部を改変し、それにより、遺伝子のそのセグメントの転写および／または翻訳に
影響させることができる。例えば、遺伝子の破壊は置換、欠失（「ノックアウト」）また
は挿入（「ノックイン」）技術を介して起こり得る。所望の蛋白質についてのさらなる遺
伝子、または存在する配列の転写を変調する調節配列を挿入することができる。
【０２３３】
　かくして、本発明の別の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子を少なくとも１つ
の点突然変異を介して不活性とすることができる。１つの実施形態において、α－１，３
－ＧＴ遺伝子の１つの対立遺伝子を少なくとも１つの点突然変異を介して不活性とするこ
とができる。別の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子を少な
くとも１つの点突然変異を介して不活性とすることができる。１つの実施形態において、
この点突然変異は遺伝子標的化事象を介して起こり得る。別の実施形態において、この点
突然変異は天然に生じ得る。１つの特定の実施形態において、該突然変異はα－１，３－
ＧＴ遺伝子のエクソン９の第二の塩基におけるＴ－Ｇ間突然変異であり得る（図１）。α
－１，３－ＧＴ遺伝子において天然に生じる点突然変異を有するブタは、抗生物質－耐性
遺伝子を含まないα１，３ＧＴ－欠損ブタの生産を可能とし、かくして、ヒトで用いるの
により安全な産物を作成する潜在能力を有する。他の実施形態において、少なくとも２つ
、少なくとも３つ、少なくとも４つ、少なくとも５つ、少なくとも１０または少なくとも
２０の点突然変異を存在させて、α－１，３－ＧＴ遺伝子を不活性とすることができる。
他の実施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が機能的α１，３Ｇ
Ｔのいずれの発現も妨げる点突然変異を含むブタが提供される。特定の実施形態において
、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子におけるエクソン９の第二の塩基における
Ｔ－Ｇ間突然変異を含むブタが提供される（図１）。
【０２３４】
　本発明の別の実施形態は、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が不活化され、
それにより、１つの対立遺伝子は遺伝子標的事象によって不活化され、他の対立遺伝子は
天然に生じる点突然変異を介して不活化された動物を提供する。１つの実施形態において
、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が不活化され、それにより、１つの対立遺
伝子は遺伝子標的化事象によって不活化され、他の対立遺伝子はエクソン９の第二の塩基
におけるＴ－Ｇ間点突然変異の存在により不活化されるブタ動物が提供される。特定の実
施形態において、α－１，３－ＧＴ遺伝子の双方の対立遺伝子が不活化され、それにより
、１つの対立遺伝子がエクソン９に向けられた標的化コンストラクトを介して不活化され
（図６）、他の対立遺伝子がエクソン９の第二の塩基におけるＴ－Ｇ間点突然変異の存在
により不活化されたブタ動物が提供される。
【０２３５】
　さらなる実施形態において、さらなる遺伝子修飾を含むこともできるα－１，３－ＧＴ
遺伝子のいずれの機能的発現も欠く動物から組織を得ることができる。そのような遺伝子
修飾は、拒絶を妨げ、創傷治癒を促進し、および／または（プリオンまたはレトロウイル
スのような）望まない病原体を最小化し、または排除するための他の遺伝子の付加および
／または欠失を含むことができる。
【０２３６】
　ＰＥＲＶとは今日までに３つの主なクラスが同定されているレトロウイルスのファミリ
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ーをいう：ＰＥＲＶ－Ａ（Ｇｅｎｂａｎｋ登録番号ＡＦ０３８６０１）、ＰＥＲＶ－Ｂ（
ＥＭＢＬ登録番号ＰＥＲＹ１７０１３）およびＰＥＲＶ－Ｃ（Ｇｅｎｂａｎｋ登録番号Ａ
Ｆ０３８６００）（Ｐａｔｉｅｎｃｅら，１９９７，Ａｋｉｙｏｓｈｉら，１９９８）。
ＰＥＲＶ－Ａ、ＢおよびＣのｇａｇおよびｐｏｌ遺伝子は高度に相同であり、異なるタイ
プのＰＥＲＶ（例えば、ＰＥＲＶ－Ａ、ＰＥＲＶ－Ｂ、ＰＥＲＶ－Ｃ）の間で異なるのは
ｅｎｖ遺伝子である。ＰＥＲＶ－Ｄもまた最近同定されている（例えば、米国特許第６，
２６１，８０６号参照）。
【０２３７】
　本発明の１つにおいて、ブタ内因性レトロウイルス（ＰＥＲＶ）遺伝子は、発現干渉Ｒ
ＮＡ分子（ｉＲＮＡ）によって調節することができる。例えば、ＰＥＲＶウイルスの発現
が機能的に排除され、または検出レベル未満であるように、少なくとも２つのｉＲＮＡ分
子を用いることができる（例えば、ＵＳＳＮ　６０／５２３，９３８）。さらなる実施形
態において、限定されるものではないが、ブタ呼吸器系および生殖系症候群（ＰＲＲＳ）
ウイルスを含めた他のウイルスを、相同組換えを介して、または阻害性ＲＮＡ（ＲＮＡｉ
）アプローチを用いることのいずれかで不活化し、またはダウンレギュレートする。ＲＮ
Ａｉを用いるダウンレギュレーションの場合には、小阻害性ＲＮＡをコードする遺伝子配
列を導入遺伝子として発現させ、マイクロインジェクション、ＩＣＳＩ、核導入を介して
、あるいは精子媒介遺伝子導入を用いることのいずれかでブタに導入する。
【０２３８】
　別の実施形態において、異種移植片拒絶の原因であるさらなる遺伝子の発現を排除し、
または低下させることができる。そのような遺伝子は、限定されるものではないが、ＣＭ
Ｐ－ＮＥＵＡｃヒドロキシラーゼ遺伝子、イソグロボシド３シンターゼ遺伝子、およびフ
ォルスマンシンターゼ遺伝子を含む。加えて、補体媒介溶解の抑制の原因である補体関連
蛋白質をコードする遺伝子またはｃＤＮＡもまた本発明の動物および組織で発現させるこ
ともできる。そのような遺伝子は、限定されるものではないが、ＣＤ５９、ＤＡＦ、ＭＣ
ＰおよびＣＤ４６を含む（例えば、ＷＯ　９９／５３０４２；ＣＤ５９／ＤＡＦ導入遺伝
子を発現するブタを記載するＣｈｅｎら，Ｘｅｎｏｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，Ｖ
ｏｌｕｍｅ　６　Ｉｓｓｕｅ　３　Ｐａｇｅ　１９４－Ａｕｇｕｓｔ　１９９９；ヒトＣ
Ｄ５９およびＨ－トランスフェラーゼを発現するトランスジェニックブタを記載するＣｏ
ｓｔａ　Ｃら，Ｘｅｎｏｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ．２００２　Ｊａｎ；９（１）
：４５－５７；ヒトＣＤ４６トランスジェニックブタを記載するＺｈａｏ　Ｌら，Ｄｉａ
ｍｏｎｄ　ＬＥら，Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ．２００１　Ｊａｎ　１５；７１（
１）：１３２－４２参照）。
【０２３９】
　さらなる修飾は、”Ａｎｔｉｃｏａｇｕｌａｎｔ　ｆｕｓｉｏｎ　ｐｒｏｔｅｉｎ　ａ
ｎｃｈｏｒｅｄ　ｔｏ　ｃｅｌｌ　ｍｅｍｂｒａｎｅ”と題されたＷＯ　９８／４２８５
０および米国特許第６，４２３，３１６号に記載されたような組織因子経路阻害剤（ＴＦ
ＰＩ）、ヘパリン、抗トロンビン、ヒルジン、ＴＦＰＩ、ダニ抗凝固ペプチド、またはヘ
ビ毒因子；または「Ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ｘｅｎｏｇｒａｆｔ　ｒｅｊｅｃｔ
ｉｏｎ　ｂｙ　ｄｏｗｎ　ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｃｅｌｌ　ａｄｈｅｓｉｏ
ｎ　ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ」と題されたＷＯ　００／３１１２６に記載されたような、細胞
による細胞接着分子の発現をダウンレギュレートする抗体のような化合物、および「Ｉｍ
ｍｕｎｏｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｂｙ　ｂｌｏｃｋｉｎｇ　Ｔ　ｃｅｌｌ　ｃｏ－ｓｔ
ｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ　２（Ｂ７／ＣＤ２８　ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）」
と題された、例えば、ＷＯ　９９／５７２６６に記載された異種遺伝子ドナー生物からの
ＣＴＬＡ－４の可溶性形態の器官受容体への投入によるような、シグナル２による共－刺
激が妨げられる化合物の発現を含むことができる。
【０２４０】
　本発明のある種の実施形態を以下の非限定的な実施例でより詳細に記載する。
【実施例】
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【０２４１】
　実施例１　α－１，３－ＧＴ遺伝子につきヘテロ接合性のブタ細胞の生産
　一次ブタ胎児線維芽細胞の単離およびトランスフェクション。胎児線維芽細胞（ＰＣＦ
Ｆ４－１～ＰＣＦＦ４－１０）を妊娠の３３日において同一妊娠の１０胎児から単離した
。頭部および内臓の摘出の後に、胎児をハンクスの平衡塩溶液（ＨＢＳＳ；Ｇｉｂｃｏ－
ＢＲＬ，Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ，ＭＤ）で洗浄し、２０ｍＬのＨＢＳＳに入れ、小さな外科
的ハサミで切断した。組織をペレット化し、胎児当たり４０ｍＬのＤＭＥＭおよび１００
Ｕ／ｍＬのコラゲナーゼ（Ｇｉｂｃｏ－ＢＲＬ）を含む５０－ｍＬのチューブに再懸濁し
た。チューブを、３７℃の振盪水浴中で４０分間インキュベートした。消化された組織を
３～４分間沈降させ、細胞に富んだ上清を新しい５０－ｍＬのチューブに移し、ペレット
化した。次いで、１０％胎児子牛血清（ＦＣＳ）、１×非必須アミノ酸、１ｍＭピルビン
酸ナトリウムおよび２ｎｇ／ｍＬのｂＦＧＦを含有する４０ｍＬのＤＭＥＭに細胞を再懸
濁させ、１０ｃｍのディッシュに接種した。全ての細胞をコンフルエンシーに達するに際
して低温保存した。ＳＬＡ－１～ＳＬＡ－１０細胞を妊娠の２８日において１０胎児から
単離した。胎児を曲がった外科ピンセットを用いて、過剰の熱を発生しないようにゆっく
りと６０－メッシュの金属スクリーンをゆっくりと通して潰した。次いで、細胞懸濁液を
ペレット化し、１０％ＦＣＳ、１×非必須アミノ酸、２ｎｇ／ｍＬのｂＦＧＦ、および１
０μｇ／ｍＬのゲンタマイシンを含有する３０ｍＬのＤＭＥＭに再懸濁させた。細胞を１
０－ｃｍのディッシュに接種し、１～３日間培養し、低温保存した。トランスフェクショ
ンのために、１０μｇの線状化ベクターＤＮＡをエレクトロポレーションによって２００
万細胞に導入した。トランスフェクションから４８時間後に、トランスフェクトされた細
胞をウェル当たり２，０００細胞の密度にて４０－ウェルプレートに接種し、２５０μｇ
／ｍＬのＧ４１８で選択した。
【０２４２】
　ノックアウトベクターの構築。２つのα－１，３－ＧＴノックアウトベクター、ｐＰＬ
６５４およびｐＰＬ６５７を、２つの一次ブタ胎児線維芽細胞、ＳＬＡ１－１０およびＰ
ＣＦＦ４－２細胞の同質遺伝子ＤＮＡから構築した。イントロン８およびイントロン９の
ほとんどを含む６．８－ｋｂのα－１，３－ＧＴゲノム断片を、各々、ＳＬＡ１－１０細
胞およびＰＣＦＦ４－２細胞の精製されたＤＮＡからのＰＣＲによって生じさせた。エク
ソン９の５’末端におけるユニークなＥｃｏＲＶ部位をＳａｌＩ部位に変換し、１．８－
ｋｂのＩＲＥＳ－ｎｅｏ－ポリＡ断片をＳａｌＩ部位に挿入した。ＩＲＥＳ（内部リボソ
ーム進入部位）はｎｅｏ蛋白質のための翻訳開始部位として機能する。かくして、双方の
ベクターは４．９－ｋｂの５’組換えアームおよび１．９－ｋｂの３’組換えアームを有
する（図６）。
【０２４３】
　３’ＰＣＲおよび長い範囲のＰＣＲ。ほぼ１，０００細胞を５μＬの胚溶解緩衝液（Ｅ
ＬＢ）（４０ｍＭトリス、ｐＨ８．９、０．９％トリトンＸ－１００、０．９％ＮＰ４０
、０．４ｍｇ／ｍＬのプロテイナーゼＫ）に再懸濁させ、６５℃にて１５分間インキュベ
ートして、細胞を溶解させ、９５℃にて１０分間加熱して、プロテイナーゼＫを不活化さ
せた。３’ＰＣＲ分析のために、以下のパラメーターにて２５μＬ反応容量中のＥｘｐａ
ｎｄ　Ｈｉｇｈ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ　ＰＣＲシステム（Ｒｏｃｈｅ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ）を用いて断片を増幅した：９４℃における１分、６０℃に
おける１分、および７２℃における２分の３５サイクル。ＬＲ－ＰＣＲのために、以下の
パラメーターにて５０μＬ反応容量中のＴＡＫＡＲＡ　ＬＡシステム（Ｐａｎｖｅｒａ／
Ｔａｋａｒａ）を用いることによって断片を増幅した：９４℃における１０秒、６５℃に
おける３０秒、６８℃における１０分＋２０秒増加／サイクルの３０サイクル、続いての
、６８℃における７分の１つの最終サイクル。精製されたＤＮＡのための３’ＰＣＲおよ
びＬＲ－ＰＣＲ条件は、１μＬの精製されたＤＮＡ（３０μｇ／ｍＬ）を４μＬのＥＬＢ
と混合したことを除いて細胞と同一であった。
【０２４４】



(62) JP 2013-215615 A 2013.10.24

10

20

30

40

50

　細胞試料のサザーンブロット分析。ほぼ１０６の細胞を溶解緩衝液（１０ｍＭトリス、
ｐＨ７．５、１０ｍＭ　ＥＤＴＡ、１０ｍＭ　ＮａＣｌ、０．５％（ｗ／ｖ）サルコシル
、１ｍｇ／ｍＬプロテイナーゼＫ）中で６０℃にて一晩溶解させ、ＤＮＡをエタノールで
沈殿させた。次いで、ＤＮＡをＢｓｔＥＩＩで消化し、１％アガロースゲル上で分離した
。電気泳動の後に、ＤＮＡをナイロン膜に移し、３’－末端ジゴキシゲニン－標識プロー
ブでプローブした。ケミルミネセント基質システム（Ｒｏｃｈｅ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　
Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ）を用いてバンドを検出した。
【０２４５】
　結果。抗生物質（Ｇ４１８）耐性コロニーを、順方向および逆方向プライマーとしてｎ
ｅｏ４４２ＳおよびαＧＴＥ９Ａ２を用いる３’ＰＣＲによってスクリーニングした。ｎ
ｅｏ４４２Ｓはｎｅｏ遺伝子の３’末端におけるものであり、αＧＴＥ９Ａ２は３’組換
えアームの外側に位置する配列中のエクソン９の３’末端におけるものである（図６）。
従って、α１，３ＧＴ遺伝子座における成功した標的化を介してのみ、予測される２．４
ｋｂのＰＣＲ産物が得られる。４つの異なる細胞株における合計７のトランスフェクショ
ンから、１１０５　Ｇ４１８耐性コロニーを拾い出し、そのうち１００（９％）は初期３
’ＰＣＲスクリーニングにおいてα１，３ＧＴ遺伝子破壊に対して陽性であった（範囲２
．５～１２％）。コロニー６５７Ａ－Ａ８、６５７Ａ－Ｉ６、および６５７Ａ－Ｉ１１は
予測された２．４ｋｂのバンドを示し、他方、対照ＰＣＦＦ４－６細胞、および別のＧ４
１８耐性コロニー、６５７Ａ－Ｐ６は陰性であった。各３’ＰＣＲ陽性コロニーの一部を
、ＮＴ実験で将来用いるためにいくつかの小さなアリコットにて直ちに凍結し、他方、細
胞の残りは長い範囲のＰＣＲ（ＬＲ－ＰＣＲ）およびサザーン分析のために拡大培養した
。
【０２４６】
　組換え接合を検出するためのＰＣＲ分析、またはｍＲＮＡ分析（ＲＴ－ＰＣＲ）は偽陽
性結果を生じ得るため、全標的化領域を含む長い範囲のＰＣＲを行った。ＬＲ－ＰＣＲは
、双方のプライマー（ａＧＴＥ８ＳおよびａＧＴＥ９Ａ２）を組換え領域の外側とし（図
２）、エクソン８からエクソン９の端部までの７．４ｋｂのα１，３ＧＴゲノム配列をカ
バーする。対照ＰＣＦＦ４－６細胞、および３’ＰＣＲ－陰性コロニー、６５７Ａ－Ｐ６
は野生型α１，３ＧＴ遺伝子座からの内因性７．４ｋｂバンドのみを示した。対照的に、
３’ＰＣＲ陽性コロニーの３つ、６５７Ａ－Ａ８、６５７Ａ－Ｉ６および６５７Ａ－Ｉ１
１は、α１，３ＧＴ遺伝子座への１．８ｋｂのＩＲＥＳ－ｎｅｏカセットの標的化挿入で
予測されたサイズの、７．４ｋｂ内因性バンド、および新しい９．２ｋｂバンドを共に示
した。
【０２４７】
　ＬＲ－ＰＣＲ陽性コロニーのほぼ半分（１７／３０）は首尾よく拡大培養されて、サザ
ーン分析のための十分な細胞数（１×１０６細胞数）を生じた。コロニーはα１，３ＧＴ
遺伝子座においてノックアウトにつきヘテロ接合性であり、かくして、このコロニーは１
つの正常な修飾されていない遺伝子コピー、およびα１，３ＧＴ遺伝子の１つの破壊され
たコピーを有することが予測された。ＢｓｔＥＩＩ消化により、α１，３ＧＴノックアウ
ト細胞は２つのバンドを示した：内因性α１，３ＧＴ対立遺伝子で予測されるサイズの１
つの７ｋｂバンド、およびα１，３ＧＴ遺伝子座におけるＩＲＥＳ－ｎｅｏ配列の挿入に
特徴的な９ｋｂのバンド（図２）。全ての１７のＬＲ－ＰＣＲ陽性コロニーをノックアウ
トのためのサザーン分析によって確認した。同一膜をｎｅｏに対して特異的な配列で再度
プローブし、９ｋｂバンドがｎｅｏプローブで検出され、かくして、破壊されたα１，３
ＧＴ遺伝子座におけるＩＲＥＳ－ｎｅｏカセットの標的化挿入が確認された。
【０２４８】
　実施例２　α－１，３－ＧＴ遺伝子につきホモ接合性のブタ細胞の生産
　ヘテロ接合性α－１，３－ＧＴノックアウト胎児線維芽細胞、（６５７Ａ－Ｉ１１　１
－６）細胞は前記したように３２日妊娠から単離した（Ｄａｉら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２０：４５１（２００２）も参照されたし）。頭部および内臓を
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Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ，ＭＤ）で洗浄し、２０ｍＬのＨＢＳＳに入れ、小さな外科的ハサミ
で切断した。組織をペレット化し、胎児当たり４０ｍＬのＤＭＥＭおよび１００Ｕ／ｍＬ
のコラゲナーゼ（Ｇｉｂｃｏ－ＢＲＬ）を含む５０－ｍＬのチューブに再懸濁させた。チ
ューブを３７℃の振盪水浴中で４０分間インキュベートした。消化された組織を３～４分
間沈降させ、細胞に富んだ上清を新しい５０－ｍＬのチューブに移し、ペレット化した。
次いで、細胞を、１０％胎児子牛血清（ＦＣＳ）、１×非必須アミノ酸、１ｍＭピルビン
酸ナトリウム（Ｇｉｂｃｏ－ＢＲＬ）、および２ｎｇ／ｍＬの塩基性線維芽細胞増殖因子
（ｂＦＧＦ；Ｒｏｃｈｅ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｄｉａ
ｎａｐｏｌｉｓ，ＩＮ）を含有する４０ｍＬのＤＭＥＭに再懸濁させ、１０－ｃｍのディ
ッシュに接種した。コンフルエンシーに到達するに際して全ての細胞を低温保存した。頭
部および内臓を摘出した後、いくつかの胎児をハンクスの平衡塩溶液（ＨＢＳＳ；Ｇｉｂ
ｃｏ－ＢＲＩ，Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ，ＭＤ）で洗浄し、２０ｍＬのＨＢＳＳに入れ、小さ
な外科ハサミで切断した。曲がった外科ピンセットを用い、過剰の熱を生じないようにゆ
っくりと、胎児を６０－メッシュの金属スクリーン（Ｓｉｇｍａ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍ
Ｏ）を通して潰した。次いで、細胞懸濁液をペレット化し、１０％ＦＣＳ、１×非必須ア
ミノ酸、２ｎｇ／ｍＬのｂＦＧＦ、および１０μｇ／ｍＬのゲンタマイシンを含有する３
０ｍＬのＤＭＥＭに再懸濁させた。細胞を１０－ｃｍのディッシュに接種し、１～３日間
培養し、低温保存した。トランスフェクションのために、１０μｇの線状化ベクターＤＮ
Ａをエレクトロポレーションによって２００万細胞に導入した。トランスフェクションか
ら４８時間後に、トランスフェクトされた細胞をウェル当たり２，０００細胞の密度にて
４８０－ウェルプレートに接種し、２５０μｇ／ｍＬのＧ４１８（Ｇｉｂｃｏ－ＢＲＬ）
で選択した。ＡＴＧ（開始コドン）－標的化α－１，３－ＧＴノックアウトベクターを構
築して（ｐＰＬ６８０）（これはｎｅｏ遺伝子も含有した）、α－１，３－ＧＴ遺伝子の
第二の対立遺伝子をノックアウトした。これらの細胞をｐＰＬ６８０でのエレクトロポレ
ーションによってトランスフェクトし、精製されたＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅトキシンＡで
α１，３Ｇａｌ－陰性表現型について選択した（後記参照）。
【０２４９】
　実施例３　α－１，３－ＧＴ遺伝子につきホモ接合性のブタ細胞についてのＣ．ｄｉｆ
ｆｉｃｉｌｅトキシンＡを用いる選択
　トキシンＡ細胞傷害性曲線
　ブタ細胞（ＰＣＦＦ４－６）をトキシンＡの１０倍系列希釈（０．００００１μｇ／ｍ
Ｌ～１０μｇ／ｍＬ）に１時間～一晩暴露した。細胞を２４ウェルプレート中で培養し、
トキシンと共に３７Ｃにて１時間または一晩インキュベートした。この暴露の結果を表２
に詳細に示す。明らかに、＞１μｇ／ｍＬにおけるトキシンＡへの１時間暴露の結果、細
胞の＞９０％に対する細胞傷害性効果がもたらされた。従って、１μｇ／ｍＬ、またはこ
れをわずかに超えるトキシンＡの濃度を、遺伝子的に改変された細胞の選択のために選択
した。
【０２５０】
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【表３】

　ｇａｌα－１，３－ＧＴ遺伝子の１つの対立遺伝子において既に同定された標的化ノッ
クアウトを含むブタ胚（Ｉ－１１：１－６）からの解離された細胞（Ｄａｉら）を、エレ
クトロポレーションによって１０μｇ線状化ベクターＤＮＡ（プロモータートラップ）で
トランスフェクトした。４８時間後に、細胞を、ウェル当たり２０００細胞の密度にて４
８ウェルプレートに接種し、２５０μｇ／ｍＬのＧ４１８で選択した。トランスフェクシ
ョンから５日後に、培地をウェルから取り出し、培養基（２．８ｎｇ／ｍＬのｂＦＧＦお
よび２０％ＦＣＳを含むＤＭＥＭ高グルコース）中の２μｇ／ｍＬのトキシンＡで置き換
えた。細胞をトキシンＡの選択的効果に３７Ｃにて２時間暴露した。プレート表面から放
出されたいずれかの影響された細胞と共に、トキシンＡ－含有培地を取り出し、残存する
細胞を新鮮な培地で洗浄し、トキシンＡを含まない培地を交換した。１０日後、細胞を、
再度、培地中１．３μｇ／ｍＬにてトキシンＡに３７Ｃで２時間暴露した。溶液中の培地
、トキシンＡおよびあらゆる細胞を取り出し、残存する細胞を洗浄し、培地を交換した。
【０２５１】
　トランスフェクションから１６日後に、６８０Ｂ１と命名された、トキシンＡ非感受性
を呈した単一コロニーを収穫し、ＤＮＡ分析およびレクチン染色のために一部を送った。
ＤＮＡ分析は、トキシンＡ非感受性が第二の標的ベクターの取り込みによるものではない
ことを示し；しかしながら、細胞はＧＳＬ　ＩＢ－４レクチンで染まらず、これは、遺伝
子座の機能的ノックアウトが起こったことを示す。６８０Ｂ１二重ノックアウト細胞を５
匹の受容体への核導入のために用い、３つの妊娠が得られた。これらの妊娠のうち２つは
自然発生的に最初の月に流産し；残りの妊娠からの４匹の胎児を妊娠の３９日に収穫し、
細胞を解離し、組織培養に接種した。これらの胎児細胞（６８０Ｂ１－１、６８０Ｂ１－
２、６８０Ｂ１－３、６８０Ｂ１－４）を３７Ｃにて１時間１μｇ／ｍＬのトキシンＡに
暴露し、続いて、培地を取り出し、細胞を洗浄し、トキシンＡを含まない培地交換を行っ
た。胎児１、２および４はトキシンＡによって影響されず、他方、胎児３からの細胞の大
部分は丸くなり、これは、この胚がトキシンＡの細胞傷害性効果に感受性であることを示
す。
【０２５２】
　ＦＡＣＳ分析によって示されるように（表３）、胎児１、２および４はＧＳ　ＩＢ４レ
クチンに結合せず、胎児３はレクチンに結合しなかった。これは、胎児１、２および４が
、この特定のレクチンが胎児１、２および４に対して特異的なエピトープα１，３ｇａｌ
を有さないことを示唆する。
【０２５３】
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【表３Ａ】

　補体固定アッセイを全ての４匹の胎児からの細胞で行った。補体溶解アッセイは、αｇ
ａｌ発現の欠如についての培養アッセイとして開発された。ヒト血清は、αｇａｌに対す
る高レベルの予め形成された抗体、ならびに補体調節蛋白質の全部（Ｃ３経路）を含む。
細胞の表面でのαｇａｌの存在は、抗－αｇａｌ抗体の結合に際して、補体カスケードを
活性化し、その結果、補体－媒介細胞溶解をもたらす。α－ｇａｌ陰性細胞は、補体媒介
溶解に対して耐性であろう。３つの別々のテストにおいて、Ｂ１および対照ブタ細胞をヒ
ト血清＋補体に暴露し、アッセイを行って、α－ｇａｌで開始された補体－媒介細胞溶解
に対する感受性または耐性を評価した。アッセイはＢ１－１、Ｂ１－２、およびＢ１－４
細胞、ならびにヘテロ接合性ＣＴ　ＫＯ細胞（Ｂ１－３細胞、ｇａｌ陽性）にて、および
対照としての野生型α－ｇａｌ（＋）ＰＣＦＦ４－６ブタ細胞で行った。細胞を３つの処
理のうちの１つに暴露し；２つの陰性対照、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）および熱－不
活化ヒト血清（ＨＩＡ－ＨＳ）はいずれの機能的補体蛋白質も含有せず、かくして、いず
れの有意な細胞溶解も引き起こすとは予測されず；第三の処理、非－熱－不活化ヒト血清
（ＮＨＳ）は、機能的ヒト補体ならびに抗－ｇａｌ特異的抗体を含有し、かくして、それ
らの細胞表面にガラクトースα１，３ガラクトースを有する細胞を溶解すると予測される
。
【０２５４】
　図１に示す結果は、Ｂ１－１、Ｂ－２およびＢ１－４細胞がヒト補体－媒介溶解に対し
て耐性であり、他方、α１，３Ｇａｌ陽性であるＢ１－３細胞が、野生型ＰＣＦＦ４－６
細胞と同程度にヒト血漿に対して依然として感受性であることを明瞭に示す。
【０２５５】
　全ての胎児からのｃＤＮＡの配列決定結果は、胎児１、２および４が、機能不全酵素を
生じるであろう変化である第二のα１，３ＧＴ対立遺伝子において変突然変異を含むこと
を示す（図２参照）。この突然変異は，ａａ１４２におけるチロシンからアスパラギン酸
へのアミノ酸置換をもたらす、チミンからグアニン残基への変換として、α－１，３－Ｇ
Ｔ（ＧＧＴＡ１）遺伝子（ＧｅｎＢａｎｋ　Ａｃｃｅｓｓｉｎ　Ｎｏ．Ｌ３６１５２）の
、コーディング領域のｂｐ４２４、特に、エクソン９の第二の塩基対で起こった。
【０２５６】
　これは有意な変換である。というのは、チロシンとして、疎水性アミノ酸はα１，３Ｇ
ＴのＵＤＰ結合部位の臨界的成分であるためである（図３参照）。ウシα－１，３－ＧＴ
蛋白質の結晶構造の分析は、このチロシンが酵素の触媒ドメインの中心にあり、ＵＤＰ－
Ｇａｌ結合に関与することを示した（Ｇａｓｔｉｎｅｌら，ＥＭＢＯ　Ｊｏｕｒｎａｌ　
２０（４）：６３８－６４９，２００１）。したがって、チロシン（疎水性アミノ酸）か
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らアスパラギン酸（親水性アミノ酸）への変化は、（観察されたように）αＧＴ機能の破
壊を引き起こすと予測される。
【０２５７】
　突然変異したｃＤＮＡは機能的αＧＴ蛋白質を生じさせないことを確認するために、全
ての４つの細胞の第二の対立遺伝子からのｃＤＮＡを発現ベクターにクローニングし、こ
のＧＴ発現ベクターをヒト繊維芽細胞（ＨｅＬａ細胞）ならびに一次アカゲザル細胞にト
ランスフェクトした。ヒトおよび旧世界サルは機能的α１，３ＧＴ遺伝子を欠くため、Ｈ
ｅＬａ細胞は、（レクチン結合実験によってアッセイされたように）それらの細胞表面に
α１，３ガラクトースを有しないであろう。結果は、ＨｅＬａおよびサル細胞が、Ｂ１－
１、Ｂ１－２およびＢ１－４細胞から得られたｃＤＮＡでトランスフェクトされた場合に
、ＩＢ４－レクチン染色によって依然としてα１，３Ｇａｌ陰性であり、他方、Ｂ１－３
からのｃＤＮＡでトランスフェクトされたＨｅＬａおよびアカゲザルは機能的α１，３Ｇ
Ｔ転写体を作り出し、引き続いて、α、３Ｇａｌ陽性となったことを示した。明らかに、
（チロシンの代わりに）アスパルテート突然変異を持つ細胞は、機能的α１，３ガラクト
シルトランスフェラーゼを作成できない。
【０２５８】
　実施例４　核ドナーとしてのホモ接合性α１，３ＧＴ－欠損胎児繊維芽細胞を用いるク
ローン化されたブタの創製
　核導入のための細胞の調製
　ドナー細胞を遺伝子的に操作して、一般的に前記したように、α１，３ＧＴ欠損につき
ホモ接合性である細胞を生じさせた。核導入は、当該分野で周知の方法によって行われた
（例えば、Ｄａｉら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２０：２５１－２５
５，２００２；およびＰｏｌｅｊａｅｖａら，Ｎａｔｕｒｅ　４０７：８６－９０，２０
００参照）。
【０２５９】
　（Ｐｏｌｅｊａｅｖａ，Ｉ．Ａ．ら（Ｎａｔｕｒｅ　４０７，８６－９０（２０００）
に記載されているように）ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ；４ｇｌ－１）を含有する予め温
めたダルベッコのリン酸緩衝化生理食塩水（ＰＢＳ）を用いる卵管の逆フラッシュによっ
て、ｈＣＧ注入から４６～５４時間後に卵母細胞を収集した。イン・ビトロ－突然変異卵
母細胞の脱核（ＢｉｏＭｅｄ，Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ）は、Ｐｏｌｅｊａｅｖａ，Ｉ．Ａ
．ら（Ｎａｔｕｒｅ　４０７，８６－９０（２０００））に記載されているように、成熟
後４０時間と４２時間との間に開始した。回収された卵母細胞を、３８℃にて、４ｇｌ－

１ＢＳＡを含有するＰＢＳ中で洗浄し、実験室への輸送のために、３８℃にて、無カルシ
ウムリン酸－緩衝化ＮＣＳＵ－２３倍地に移した。脱核のために、本発明者らは、５μｇ
　ｍＬ－１サイトカラシンＢ（Ｓｉｇｍａ）および７．５μｇ　ｍＬ－１　Ｈｏｅｃｈｓ
ｔ　３３３４２（Ｓｉｇｍａ）を含有する無カルシウムリン酸－緩衝化ＮＣＳＵ－２３倍
地中で本発明者らは、卵母細胞を３８℃にて２０分間インキュベートした。次いで、第一
の極体の直接真下からの少量の細胞質を、１８μＭガラスピペット（Ｈｕｍａｇｅｎ，Ｃ
ｈａｒｌｏｔｔｅｓｖｉｌｌｅ，Ｖｉｒｇｉｎｉａ）を用いて吸引した。本発明者らは、
吸引されたカリオプラストを紫外光に暴露して、中期プレートの存在を確認した。
【０２６０】
　核導入のために、単一繊維芽細胞を、各脱核した卵母細胞と接触した透明帯下に置いた
。融合および活性化は、各々、ＥＣＭ２００１　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｅｌｌ　Ｍａｎｉｐｕ
ｌａｔｏｒ（ＢＴＸ　Ｉｎｃ．，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ）を用い、５秒間の５ＶのＡ
Ｃパルス、続いての、６０マイクロ秒の間の１．５ｋＶ／ｃｍの２つのＤＣパルスの適用
によって融合した。融合した胚を、５％ＣＯ２の湿潤雰囲気中で、ＮＣＳＵ－２３培地中
で３８．６℃にて１～４時間培養し、次いで、発情期－同調受容体若い雌ブタの卵管に移
した。交配させた若い雌ブタ（大きな白色／Ｄｕｒｏｃ／ｌａｎｄｒａｃｅ）（２８０～
４００ポンド）を、その試料に混合した１８～２０ｍｇのＲｅｇｕ－Ｍａｔｅ（Ａｌｔｒ
ｅｎｏｇｅｓｔ，Ｈｏｅｃｈｓｔ，Ｗａｒｒｅｎ，ＮＪ）の経口投与によって受容体とし
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ン（ｈＣＧ，１，０００ユニット；Ｉｎｔｅｒｖｅｔ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｍｉｌｌｓｂｏ
ｒｏ，ＤＥ）を、最後のＲｅｇｕ－Ｍａｔｅ処理から１０５時間後に筋肉内に投与した。
胚導入はｈＣＧ注入から２２～２６時間後に行った。
【０２６１】
　次いで、トキシンＡを用いて、前記にて詳細に記載したように生産された核ドナーとし
てのブタ繊維芽細胞を選択した。
【０２６２】
　胚導入および得られた生きた誕生
　核導入によって生きたα－１，３－ＧＴ　ｄＫＯブタを生産するための最初の試みにお
いて、合計１６の胚導入を遺伝子的に操作されたドナー細胞で行った。９つの最初の妊娠
が確立されたが、２つのみが妊娠の７５日を超えた。５匹の子ブタが２００２年７月２５
日に生まれた。１匹の子ブタは誕生後直ちに死亡し、他の４匹は生きたまま生まれ、正常
に見えた（図４）。
【０２６３】
　実施例５　ホモ接合性α１，３ＧＴノックアウトブタの分析
　尾繊維芽細胞および臍組織セクションを、全てで５匹の二重ノックアウト子ブタから入
手し、前記したように、ＧＳ－ＩＢ４レクチンを用いて染色した。染色が観察されず、こ
れは、これらの動物からの組織の表面でのガラクトースα１，３ガラクトースエピトープ
の完全な欠如を示す（データは示さず）。死亡した子ブタ（７６１－１）から単離下大動
脈内皮細胞および筋肉および尾繊維芽細胞はＧＳ－ＩＢ４レクチン染色で陽性であった。
子ブタ７６１－１からの筋肉線維芽細胞のＦＡＣＳ分析は、ＧＳ－ＩＢ４結合についても
陰性結果を示した。子ブタ７６１－１から得られた肝臓、腎臓、脾臓、皮膚、腸、筋肉、
脳、心臓、膵臓、肺、大動脈、舌、臍および尾の組織セクションは、全てＧＳ－ＩＢ４染
色で陰性であり、これは、検出可能な細胞表面α１，３Ｇａｌエピトープの完全な欠如を
示す（図Ｓ３を含むＰｈｅｌｐｓら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９９：４１１－４１４，２００
３）。
【０２６４】
　本発明者らは、α１，３ＧＴ－ノックアウトマウスでのイン・ビボ免疫原性テストを行
った。本発明者らは、子ブタ７６１－１の膵臓から単離した島－様細胞クラスター（ＩＣ
Ｃ）をα１，３ＧＴノックアウトマウスへ腹腔内注射した。本発明者らは、対象として新
生野生型子ブタからのＩＣＣを用いた。図５に示すように、野生型子ブタＩＣＣを注射し
たマウスで観察された有意なＩｇＭ力価増加とは対照的に、α１，３ＧＴ　ＤＫＯ子ブタ
からのＩＣＣでの注射後に、α１，３Ｇａｌに対する免疫グロブリンＭ（ＩｇＭ）の力価
の増加はα１，３ＧＴノックアウトマウスで観察されなかった（図Ｓ４を含めたＰｈｅｌ
ｐｓら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９９：４１１－４１４，２００３）。この結果は、ＤＫＯ子
ブタ細胞がいずれのα１，３Ｇａｌエピトープも作成しないことを明瞭に示す。
【０２６５】
　全ての５匹の子ブタから得られたＤＮＡの配列決定は、これらの動物をクローン化する
のに用いた６８０Ｂ１－２細胞で観察されたように、ｂｐ４２４のＧＧＴＡ１遺伝子にお
ける突然変異の存在を確認した（図２）。
【０２６６】
　α－ＧＴ　ｄＫＯブタの同腹子のこの最初の成功した生産以来、核ドナー細胞としての
ｄＫＯ胎児線維芽細胞を用い、ｄＫＯ子ブタの２匹の引き続いての同腹子が１つの場合に
（同腹子６６２）核導入によって生産された。同腹子６６０は、核ドナーとしての同腹子
７６１のメンバーからの尾線維芽細胞を用いて核導入によって生産された。これらの誕生
を表４にまとめる。
【０２６７】
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【表４】

　実施例６　二重ノックアウト（ＤＫＯ）ブタのミニ集団を確立するための、ヘテロ接合
性α１，３ＧＴ単一ノックアウト（ＳＫＯ）雄および雌ブタの交配
　サザーンブロットによりクローン化されたＧＴ－ＳＫＯ雌および雄クローン化ブタが創
製されたことが確認された。雄および雌へテロ接合体（単一遺伝子α１，３ＧＴノックア
ウトブタ）は、天然交配によって、および人工授精（ＡＩ）によって交配させて、前臨床
試験およびヒト臨床試験で用いるＤＫＯブタの集団を創製した。
【０２６８】
　実施例７：二重ノックアウト動物からの皮膚組織の脱細胞化
　処理すべき生物学的組織をまず手に入れ、または前記したように、機能的α１，３ＧＴ
が、例えば、ブタにおいて不活化された動物ドナーから収穫する。デルマトーム、または
当業者に知られた他のデバイスを用い、皮膚組織をドナー動物から切り出す。該組織を、
浸透圧、低酸素、自動溶解および蛋白質分解の分解を阻止し、妨げ、細菌汚染に対して保
護し、起こり得る機械的損傷を低下させる安定化輸送溶液に入れる。安定化溶液は、一般
に、本明細書中に記載するように、または当業者に知られているように、適切な緩衝液、
１つまたは複数の抗酸化剤、１つまたは複数の腫膨剤抗生物質、１つまたは複数のプロテ
アーゼ阻害剤を含有する。
【０２６９】
　次いで、組織を処理溶液中でインキュベートして、基底膜複合体またはコラーゲンマト
リックスの構造的一体性を損傷することなく、構造マトリックスから（上皮細胞、内皮細
胞、平滑筋細胞および線維芽細胞を含めた）生きた抗原性細胞を取り出す。処理溶液は、
一般には、本明細書中に記載されるように、または当業者に知られたように、適切な緩衝
液、塩、抗生物質、１つまたは複数の界面活性剤、１つまたは複数のプロテアーゼ阻害剤
、および／または１つまたは複数の酵素を含有する。この処理溶液での組織の処理は、基
底膜複合体の分解が回避され、コラーゲン繊維およびエラスチンを含めたマトリックスの
構造的一体性が維持されて、脱細胞化組織を得るような時間の間、一定濃度で行う。
【０２７０】
　組織を脱細胞化した後、これを低温保存溶液中でインキュベートする。この溶液は、一
般には、凍結の間に起こるであろう構造マトリックスに対する氷結晶損傷を最小化するた
めの１つまたは複数の低温保護剤、および乾燥の間の構造的損傷変化を最小化するための
１つまたは複数の乾燥－保護化合物を含有し、凍結の間に膨張または収縮を受けない有機
溶媒および水の組合せを含むことができる。この低温保存溶液中でのインキュベーション
に続き、組織を滅菌容器内側にパッケージする。さらなるまたは別の方法として、脱細胞
化された組織マトリックスを、グルタルアルデヒドのような架橋剤で固定し、移植に先立
って保存する。
【０２７１】
　実施例８：二重ノックアウトマウスからの異種移植片のための靭帯収穫
　処理すべき生物学的組織をまず手に入れ、あるいは本明細書中に記載されたように機能
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的α１，３ＧＴが不活化された動物ドナーから収穫する。適切な外科的技術を用い、靭帯
組織をドナー動物から切り出す。最初の工程において、無傷靭帯を非－ヒト動物の膝から
取り出す。靭帯の源として働く関節を新たに殺した動物から収集し、適切な滅菌等張また
は他の組織維持溶液に直ちに入れる。関節の収穫は動物の屠殺後できる限り早く行い、冷
所において、すなわち、約５℃～約２０℃の近似的範囲において行って、靭帯組織の酵素
分解を最小化する。靭帯は単独で収穫するか、靭帯は一旦または双方の端部に付着した骨
のブロックと共に収穫する。直径がほぼ９～１０ｍｍで長さが２０～４０ｍｍの円筒プラ
グを表す骨のブロックを靭帯に対して左に付着させる。靭帯を注意深く同定し、接着組織
から切開して遊離させる。次いで、異種移植片を約１０容量の滅菌冷水中で洗浄して、残
存する血液蛋白質および水溶性物質を除去する。次いで、異種移植片を室温にて約５分間
アルコールに浸漬させて、組織を滅菌し、非－コラーゲン性材料を除去する。
【０２７２】
　アルコール浸漬後に、異種移植片を膝に移植する。別法として、異種移植片は以下の処
理：放射線処理、アルコールまたはオゾン処理での処理、凍結および解凍の１つまたは複
数のサイクル、および／または化学的架橋剤での処理の少なくとも１つに付される。凍結
／解凍サイクル処理において、異種移植片は室温（約２５℃）での約１０分間の等張生理
食塩水浴中の浸漬によって解凍する。外部熱または放射線源を用いずに、繊維分解を最小
化する。
【０２７３】
　加えて、あるいは別法として、異種移植片のグリコシダーゼでのイン・ビトロの消化に
先立って、異種移植片を細胞破壊処理に付して、靭帯の細胞を殺す。表面炭水化物部位を
有核細胞および細胞外成分から除去した後、有核細胞、すなわち、生きた細胞は表面炭水
化物部位を再度発現する。
【０２７４】
　加えて、あるいは別法として、靭帯細胞を殺す前または後のいずれかに、異種移植片を
グリコシダーゼでの異種移植片のイン・ビトロ消化に付し、抗原性表面炭水化物部位を酵
素的に除去する。他の酵素を用いて、あらゆる残存する非－αｇａｌ炭水化物部位を除去
することができる。
【０２７５】
　移植に先立って、本発明の靭帯異種移植片を、フィシンまたはトリプシンのような蛋白
間質分解酵素による限定的消化で処理して、組織柔軟性を増大させ、あるいは抗石灰化剤
、抗血栓性コーティング、抗生物質、成長因子、または当該分野で知られた他の薬物でコ
ーティングして、異種移植片の受容体膝関節への取り込みを高める。加えて、あるいは別
法として、例えば、さらなるグルタルアルデヒドまたはホルムアルデヒド処理、エチレン
オキサイド滅菌、プロピレンオキサイド滅菌等での公知の方法を用い、靭帯異種移植片を
さらに滅菌する。使用で要求されるまで、異種移植片を凍結貯蔵する。
【０２７６】
　靭帯異種移植片、またはそのセグメントを、公知の関節鏡外科技術を用いて当業者によ
って損傷したヒト膝関節に移植される。関節鏡技術を行うための具体的な機器は当業者に
知られており、これは靭帯インプラントの正確かつ再現性ある設置を保証する。最初に、
膝関節の完全な診断的関節鏡観察を公知の方法を用いて達成する。修復不可能に損傷した
靭帯は外科的剃刀で除去する。靭帯のための解剖学的挿入部位を同定し、ドリルで穴を開
けて、骨プラグを収容する。骨プラグのサイズは幅が約９～１０ｍｍであり、深さが約９
～１０ｍｍであり、長さが２０～４０ｍｍである。異種移植片靭帯をドリル穴を通して運
び、干渉スクリューで固定する。ルーチン的密閉を行う。
【０２７７】
　実施例９：ホモ接合性α１，３ｇａｌノックアウトブタからの小腸粘膜下（ＳＩＳ）に
由来する組織移植片
　組織移植片材料は、α１，３ＧＴのいずれの機能的発現も欠くブタのような動物に由来
し、粘膜下組織を含み、十二指腸および回腸の間に伸びる小腸の一部である空腸のような
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小腸のセグメントから基底粘膜組織を離層させる。
【０２７８】
　α１，３ｇａｌ欠損ブタの小腸から得られたＳＩＳ移植片は、まず、中線側腹切開切除
に続いて自原的近位空腸のセグメントを切除することによって調製する。次いで、空腸の
切除セグメントを、生理食塩水に浸漬させてあった外科的スポンジに包む。腸吻合の完了
に際して、切り出された腸セグメントは、腸組織を削って、漿膜および筋層の双方を含め
た外層、および粘膜の少なくとも管腔部分を含めた内層を除去する。温和な研磨の条件下
で、粘膜を緻密層および固有層の間で離層させる。より詳しくは、例えば、Ａｄｓｏｎ－
ＢｒｏｗｎピンセットおよびＭｅｔｚｅｎｂａｕｍハサミを用い、腸セグメントからのい
ずれもの間葉組織の除去に続いて、漿膜および筋層（外側組織層）を、メスハンドルおよ
び湿らせたガーゼでの縦方向に拭う運動を用いる研磨によって腸セグメントから離層させ
る。腸セグメントの外翻に続いて、粘膜の管腔部分を、同一の拭う運動を用いて下部組織
から離層させる。注意深く、粘膜下の穿孔を妨げる。また、移植片表面に残存する離層し
た層からの任意の組織「タグ」も除去する。所望により、腸セグメントをまず外翻させ、
次いで、管腔層をストリップし、次いで、漿膜および筋層の除去のためにその元の向きに
再度挿入する。移植片材料は、典型的には、付着された筋層および緻密層と共に粘膜下層
よりなる、厚みがほぼ０．１ｍｍの組織の白色がかった半透明チューブである。血管移植
片調製のために、調製された移植片を、緻密層が移植片の管腔表面として働くように、そ
の元の向きに外翻させる。
【０２７９】
　調製された腸移植片材料を、典型的には、生理食塩水で濯ぎ、１０％ネオマイシン硫酸
溶液中にほぼ２０分間入れ、その時点の後、移植片材料は用いる準備ができている。組織
移植片適用で通常使用されるルーチン的外科手法を用いて移植片を適用する。非－血管組
織移植片適用で用いるために、チューブ状移植片材料を縦方向に切断し、巻いて、組織の
「パッチ」を形成させる。腸セグメントを縦方向に切断し、腸セグメントを「広げ」て、
プレ－移植片パッチを形成することによって調製した腸組織の「パッチ」にて、前記した
全組織離層手法を行うことができる。調製された移植片組織パッチは、例えば、皮膚移植
片材料として、硬膜修復のために、または本発明の移植片組成物の物理的および機能的特
徴を有する組織移植片パッチの外科的適用に役に立つ他の身体組織欠陥の修復のために利
用することができる。Ｇａｌ　ＫＯ　ＳＩＳパッチ材料用の他の適用は、回旋腱板修復、
ヘルニア、腹部壁修復、失禁を修復するためのスリング、火傷、皮膚置換、胸再構築を含
めた美容整形、顔欠陥、唇再構築、瞼スペーサー移植片、窪んだ瘢痕修復、粘膜移植片、
鼻唇襞、口腔表面再形成、耳下腺摘出、中隔穿孔修復、鼻形成術、一時的創傷包帯、創傷
被覆、鼓室形成術、口腔前庭形成術、および他の軟組織欠陥を含む。
【０２８０】
　血管移植片で用いるためには、移植片の直径は受容体血管の直径とほぼ同一である。こ
れは、受容体血管の直径とほぼ同一の直径を有する円筒を基底するように組織移植片を操
作し、組織移植片を縦方向に縫合またはそうでなければ固定して、該血管移植片を形成す
ることによって達成される。かくして、例えば、血管移植片は、受容体血管の外径と同等
な外径を有する滅菌ガラスロッドを選択し、次いで、該ガラスロッドを移植片管腔に導入
することによって調製される。次いで、余分な組織を集め、（例えば、２つの連続縫合線
または単純な中断された縫合線を用い）移植片の長さに沿って縫合することによって、ま
たは他の当該分野で認められた組織固定技術を用いることによって、所望の管腔直径が達
成される（また、米国特許第４，９５６，１７８号も参照されたし）。
【０２８１】
　本明細書中に記載された発明が、本明細書中に具体的に開示されていないいずれかのエ
レメントまたは複数エレメント限定または複数限定の不存在下で実施することができる。
使用されてきた用語および表現は記載の用語として用いられ、限定のものではなく、その
ような用語および表現の使用において、示され記載された特徴またはその部分のいずれか
の同等体を排除する意図ではなく、種々の修飾が特許請求される発明の範囲内で可能であ
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ると認識される。かくして、本発明をここに具体的に開示してきたが、本明細書中に開示
された概念の任意の特徴、修飾および変形は当業者にとって助けとなり、そのような修飾
および変形は添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の範囲内にあると考えられ
ると理解すべきである。加えて、本発明の特徴または実施形態はマーカッシュ群で記載さ
れた場合、当業者であれば、該発明は、それにより、マーカッシュ群のメンバーのいずれ
かの個々のメンバーまたはメンバーの亜群でも記載されることを認識するであろう。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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