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(57)【要約】
本発明は、レシピエントと免疫的に適合した天然の無細胞置換組織を作製するために組織
を処理するための材料および方法に関する。本発明によれば、採取した組織を、両性界面
活性剤のみが使用された（例えば、陰イオン性界面活性剤が除外された）洗浄溶液に供す
る。両性界面活性剤による抽出後、組織をバッファー系で洗浄し、細胞成分および界面活
性剤の除去を促進する。一つの態様において、本発明は、軸索再生を支持し、軸索を遠位
神経末端に向けて誘導し、および/または免疫学的に寛容な、神経移植片である置換組織
に関する。好ましくは、神経移植片は、必須の細胞外マトリックス骨格ならびに該神経移
植片を介した神経再生を促進する生物学的成分を保持する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織移植片を、両性界面活性剤を含む抽出組成物と、該組織中の細胞を破砕するのに十
分な濃度でおよび接触時間の間、接触させる工程を含み、陰イオン性界面活性剤の非存在
下で行われる、組織移植片を脱細胞化するための方法。
【請求項２】
　脱細胞化後、細胞外マトリックスの構造が完全なままであり、保存状態が、陰イオン性
界面活性剤を含む方法で脱細胞化した場合と測定可能に同等であるかまたはそれより良好
である、請求項1記載の方法。
【請求項３】
　陰イオン性界面活性剤が組織に適用されない、請求項1記載の方法。
【請求項４】
　Triton X-200（商標）が組織に適用されない、請求項1記載の方法。
【請求項５】
　組織移植片を、スルホベタイン-10（SB-10）および/またはスルホベタイン-16（SB-16
）と接触させる、請求項1記載の方法。
【請求項６】
　組織移植片を、SB-10からなる界面活性剤成分を有する一つの抽出組成物と接触させ、
該組織移植片を、SB-16からなる界面活性剤成分を有する第2の抽出組成物とも接触させる
、請求項5記載の方法。
【請求項７】
　両性界面活性剤の濃度が、少なくとも臨界ミセル濃度である、請求項1記載の方法。
【請求項８】
　抽出組成物が、生理学的塩分濃度またはそれを超える塩分濃度を有する、請求項1記載
の方法。
【請求項９】
　生理学的塩分濃度未満の塩分濃度を有する溶液と組織を接触させる工程を含む少なくと
も一つの洗浄工程をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１０】
　洗浄溶液が塩分を含まない、請求項9記載の方法。
【請求項１１】
　組織から非構造的な残骸を物理的に除去する工程をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１２】
　脱細胞化工程の前または後のいずれかに組織移植片を冷凍する工程をさらに含む、請求
項1記載の方法。
【請求項１３】
　神経、骨、腸管、血管、靱帯、腱、および心臓移植片から選択される組織移植片を作製
するために使用される、請求項1記載の方法。
【請求項１４】
　神経移植片を作製するために使用される、請求項13記載の方法。
【請求項１５】
　神経移植片を作製するために使用される組織が、神経、筋肉、胎盤、および血管組織か
ら選択される、請求項14記載の方法。
【請求項１６】
　一つまたは複数の生理活性分子または細胞を組織移植片に導入する工程をさらに含む、
請求項1記載の方法。
【請求項１７】
　脱細胞化後の組織移植片の神経突起促進活性が、バッファー洗浄のみで処理した神経と
比較して、保持されている、請求項1記載の方法。
【請求項１８】
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　脱細胞化後、組織移植片の神経突起促進活性が保持されており、保存状態が、陰イオン
性界面活性剤を含む方法で脱細胞化した場合と測定可能に同等であるかまたはそれより良
好である、請求項1記載の方法。
【請求項１９】
　請求項1記載の方法により作製された組織移植片。
【請求項２０】
　請求項19記載の組織移植片を含むキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、全体が参照として本明細書に組み入れられる、2013年3月15日出願の米国仮
出願第61/794,012号の恩典を主張する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　生物医学工学は、治癒の促進に用いることができる組織の開発において多くの課題に直
面している。例えば、「置換」組織は、組織の再生を促進すべきである。その際、新たな
組織は、近傍の細胞が置換を受容するようにレシピエントと適合していなければならない
。重要なことは、置換組織は、生体系に「外来物（foreign body）」を加えたことにより
通常引き起こされる免疫学的反応を克服（または回避）すべきことである。
【０００３】
　さらに、置換組織は、置換しようとする組織の性質および機能を呈しているべきである
。例えば、置換組織は、元の組織と似た機械的および構造的性質を示すか、または最低で
も、元来の環境に干渉すべきでない。置換組織は、細胞再生を促進するための足場として
働くか、またはそのための生物学的性質を維持してもよい。最後に、置換組織は、組織再
生を制限するかまたは下層の組織の自然な機能を阻害する瘢痕形成を、刺激すべきではな
い。
【０００４】
　組織工学の一つの特定の困難な態様は、切断された神経の再生を助けるのに使用するこ
とができる神経移植片の作製である。直接神経修復において、切断された神経の末端が（
介在する移植片無しに）再結合される場合、軸索は近位神経から遠位神経へと再成長しよ
うとする。この状況において、神経損傷後、遠位神経は、非機能的遠位軸索やそのミエリ
ン鞘を含む神経因子が崩壊し除去されることを伴うワーラーの変性として知られる過程を
経る。この過程が一部理由となり、軸索およびミエリンの残骸は、神経再生を縮小し軸索
成長の機械的障壁となりうる成長阻害効果を有すると長い間考えられてきた。
【０００５】
　ワーラーの変性の過程が遅れると、神経再生が遅くなることを、多くの証拠が示してい
る。したがって、神経因子を除去することにより遠位神経における軸索成長が改善すると
広く受け入れられている。この前提は神経移植にも当てはめられ、軸索成長を促進するた
めには神経移植片からも細胞の残骸を除去しなければならないとの考えを助長している。
細胞物質残渣の除去は、組織内の病原体をできる限り少なくし、移植片免疫拒絶をもたら
す可能性がある免疫原物質を排除するためにも必要であると考えられている。その結果、
神経移植片に使用する処理方法は、再生過程を支持する細胞外マトリックス（ECM）構造
や神経移植片の完全性を破壊するという犠牲があっても、厳重な脱細胞化技術を伴うのが
通常であった。
【０００６】
　神経が損傷すると、直接修復に必要なきれいな末端が失われたり、神経組織の損傷によ
り生じる隙間ができることが多い。この場合、神経修復には、欠損部を架橋して神経の連
続性を復元する介在移植片が必要となる。
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【０００７】
　例えば、米国特許第7,402,319号（特許文献1）（全体が参照として本明細書に組み入れ
られる）には、神経の連続性を復元することができ、適切な状況下において、神経再生を
誘導することができる、無細胞神経同種移植片が記載されている。この種の神経移植片は
、神経組織を脱細胞化するために使用される、スルホベタインおよび陰イオン性界面活性
剤（例えばTriton X-200）を有するいくつかの系列の溶液に、神経組織を浸すことにより
得られる。
【０００８】
　Hudsonらは、Triton X-200（商標）、スルホベタイン-16、およびスルホベタイン-10を
含む脱細胞化技術をラット神経に応用し、非常に高い抽出レベルを報告した（Hudson TW,
 Liu SY, Schmidt CE. Tissue Eng. 10: 1346-58, 2004（非特許文献1））。しかし、齧
歯類の神経は単一の神経束（小束（fascicle）)を含み、齧歯類神経の外神経鞘は、より
大型の動物の神経とはほとんど似ていない。より大型の動物（例えばウサギ、ヒト）の神
経の多くは、膠原性の内神経上膜（神経束を覆う結合組織）に埋め込まれた複数の神経束
を有する。ヒト神経の鞘および束内構造は展開的（expansive）であり、神経の完全性お
よび透過性（組織抽出に影響を与える性質を含む）に対して、非常に大きな影響を与える
。したがって、齧歯類神経の脱細胞化および抽出についての知識は、より大型の動物の神
経に適用した場合に予期される抽出をせいぜい示唆する程度のものである。
【０００９】
　まとめると、組織置換物は、特に神経組織について、依然として改良が必要とされてい
る。改良した組織置換物は、置換しようとする組織の本来の構造的および生理活性特性、
例えばラミニン活性などを維持するべきであり、迅速な再生を促進するために必要な場合
は生理活性化合物または分子を組み込むことができるべきであり、組織の可動性および完
全性を低減しうる瘢痕を生じることなく組織修復および再生を刺激するべきである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第7,402,319号
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Hudson TW, Liu SY, Schmidt CE. Tissue Eng. 10: 1346-58, 2004
【発明の概要】
【００１２】
発明の簡単な概要
　本発明は、本来の構造および完全性ならびに再生の改善に必要な生物学的性質を保持す
る組織移植片を作製するための新規方法および組成物を提供する。
【００１３】
　本発明の組織移植片は、単純な調製工程で得ることができる天然の置換組織または移植
片を提供する。本発明の方法は、具体的には、免疫原性のある細胞成分を、天然の細胞外
構造を著しく変化させることなく破砕する。有利なことに、当該組織は、細胞再生を当該
移植片を介して促進するための生物学的性質を保持する。本来の細胞外マトリックス（EC
M）構造は保存されており、具体的には、神経移植片の場合、基底膜および神経内膜/内皮
層は、天然の、おおむね元の構造を保持する。
【００１４】
　したがって、一つの態様において、本発明は軸索再生を支持し、軸索を遠位神経端へと
誘導し、かつ免疫学的に寛容である、神経移植片を提供する。無細胞神経移植片は、例え
ば、同系移植片、自己移植片、同種移植片、または異種移植片であってよい。
【００１５】
　一つの態様において、本発明は以下の工程を含む組織置換物を作製する方法を提供する
：少なくとも一つの両性界面活性剤を含む溶液中で、いかなるイオン性界面活性剤（いか
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なる陰イオン性界面活性剤を含む）の非存在下で、置換組織を洗浄する工程、および次に
、置換組織を一連の緩衝化塩溶液中で洗浄し、過剰な両性界面活性剤を除去する工程。こ
の方法は、現行技術の方法よりも単純で費用がかからず、より良好な取扱特性および良好
な再生促進特性を有する置換組織をもたらす。
【００１６】
　特定の態様において、本発明に従い使用される両性界面活性剤は、スルホベタイン-10
（SB-10）および/またはスルホベタイン-16（SB-16）である。
【００１７】
　本発明は、脱細胞化した置換組織も提供する。一つの態様において、置換組織は、レシ
ピエントへの送達のため、縫合糸、管、シート、フィルム、または足場（scaffold）の一
部分を形成してもよい。好ましくは、置換組織は、再生を促進し、かつ/またはレシピエ
ントへの移植後の免疫反応を惹起しない、生物学的成分を保持する。
【００１８】
　別の態様において、本発明は脱細胞化した置換組織を含む、組織置換用のキットを提供
する。該キットは、本発明の置換組織を再懸濁するのに有用な一つまたは複数の溶液、例
えば、薬理学的に許容される緩衝化無菌塩類溶液、を含んでいてもよい。さらに、該キッ
トは、組織再生を促進するために添加されうる細胞またはその他の活性剤（例えば、シュ
ワン細胞および/またはサイトカイン）を含む溶液のバイアルを含んでいてもよい。該キ
ットはさらに、無細胞置換組織のに関する詳細な指示を使用者に提供する指示書または冊
子を含んでもよい。
【００１９】
　特定の態様において、本発明は軸索再生を支持し、遠位神経端へ軸索を誘導し、かつ免
疫学的に寛容な、移植片を提供する。一例において、移植片は神経移植片である。移植片
は、脱細胞化の前に冷凍した後、使用のために冷凍状態で保存・保管する。別の態様は、
冷凍保存を要しない特定の用途に神経移植片が調製される場合であって、その場合は、使
用前に移植片を保存する溶液（例えば、一つまたは複数の保存剤および/または抗細菌剤
を含む）に応じて、温度をより低くしても高くしてもよい。
【００２０】
　一つの態様において、再生を支持する移植片は、移植片移植に対するレシピエント免疫
反応の下方制御を補助する一つまたは複数の材料を含んでもよい。例えば、本発明の移植
片は、CD4+ T細胞媒介性免疫反応を減弱させた移植片移植を促進する、ホルボールエステ
ルホルボールミリステートアセテート（PMA）を含んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したウサギ神経組
織（DC3；パネルC）のヘマトキシリン-エオシン染色。
【図２】ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したウサギ神経組
織（DC3；パネルC）のヘキスト染色。
【図３】ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したウサギ神経組
織（DC3；パネルC）のS-100免疫染色。
【図４】ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したウサギ神経組
織（DC3；パネルC）のスダンブラック染色。
【図５】ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したウサギ神経組
織（DC3；パネルC）のNAP-4神経フィラメント染色。
【図６】ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
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たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したウサギ神経組
織（DC3；パネルC）のラミニン免疫染色。
【図７】ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理した
ヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したヒト神経組織（DC
3；パネルC）のヘマトキシリン-エオシン染色。
【図８】ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理した
ヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したヒト神経組織（DC
3；パネルC）のヘキスト染色。
【図９】ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理した
ヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したヒト神経組織（DC
3；パネルC）のS-100免疫染色。
【図１０】ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したヒト神経組織（
DC3；パネルC）のスダンブラック染色。
【図１１】ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したヒト神経組織（
DC3；パネルC）のNAP-4神経フィラメント染色。
【図１２】ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理
したウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明の方法に従って処理したウサギ神経
組織（DC3；パネルC）のラミニン免疫染色。
【図１３】図13Aは、（A）バッファーのみ、および（B）Hudsonらにより記載された界面
活性剤脱細胞化（スルホベタイン-10、スルホベタイン-16、およびTriton X-200（商標）
）によって脱細胞化したラット神経移植片の凍結培養（cryoculture）アッセイである。
神経を長軸上で凍結切断し、カバーガラスに載せた。分離させたニューロンを組織切片上
に蒔き、24時間培養した。凍結培養物を固定し、被検ニューロンを免疫染色した。バッフ
ァーのみの条件においては長い軸索成長が観察されたが、厳重な界面活性剤脱細胞化によ
って神経組織片の成長促進活性は実質的に除去された。　　図13Bは、神経移植片の神経
突起促進活性に対するTriton X-200（商標）の影響。神経移植片試料を、Triton X-200（
商標）を用いておよび用いずに、Hudsonらの方法によって脱細胞化した。神経を長軸上で
凍結切断し、カバーガラスに載せた。分離させたニューロンを組織切片上に蒔き、24時間
培養した。神経突起の長さをデジタル画像解析でスコア化した。データは、2回の個別の
実験における、4組織片に由来する500個を超える軸索の平均（±SE）スコアを表す。
【図１４】精製したラミニンの神経突起促進活性に対する個々の界面活性剤の影響。精製
したラミニン1を以下の個々の界面活性剤と混合した：対照（バッファーのみ）、スルホ
ベタイン-10（125 mM）、スルホベタイン-16（0.6 mM）およびTriton X-200（0.14％）。
混合物を十分に透析した後、組織培養ウェルに添加し、分離させたニューロンを蒔く基層
を形成した。24時間培養後、神経突起の長さを測定した。データは、4回の個別の実験に
おいて二つ組で行った希釈系列から得た平均スコアより計算した比活性（ED50）を表す。
【図１５】ウサギ神経同種移植片モデルにおける神経再生の成功。ウサギ腓骨神経におけ
る0.5 cmの隙間を、本発明の方法により処理した1.2 cmの神経移植片で修復した。4週間
後、移植片を検査した。A）ヘマトキシリン-エオシン染色により、優れた移植片の完全性
およびレシピエント神経への組み込みが示された。移植片内の血管再生および細胞浸潤は
明らかである。24のレシピエントのうちいずれにも炎症または移植片拒絶の兆候は見られ
なかった。B）β-チューブリンIII免疫標識（軸索に特異的）により、移植片全体で十分
な軸索再生が起きていることが明らかとなった。C）S100免疫標識により、レシピエント
組織の多数のシュワン細胞が、再成長している軸索と密接して移植片に浸潤していること
が明らかとなり、機能的な神経再生が起きていることが示された。
【図１６】非常に長い神経同種移植片を介した再生の成功。ウサギ腓骨神経における5 cm
の隙間を、本発明の方法により処理した7 cmの神経移植片で修復した。26週間後、移植片
を検査した。A）ヘマトキシリン-エオシン染色により、優れた移植片の完全性およびレシ
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ピエント神経への組み込みが示された。移植片内の血管再生および細胞浸潤は明らかであ
る。10のレシピエントのうちいずれにも炎症または移植片拒絶の兆候は見られなかった。
NAP-4神経フィラメント免疫標識（軸索に特異的）により、移植片全体で十分な軸索再生
が起きていることが明らかとなった。C）S100免疫標識により、レシピエント組織の多数
のシュワン細胞が、再成長している軸索と密接して移植片に浸潤していることが明らかと
なり、機能的な神経再生が起きていることが示された。D）移植片より遠位側のレシピエ
ント神経において、多くの神経フィラメント免疫陽性軸索が確認され、神経再生が7 cmの
移植片を通り抜け標的組織へと遠位側に進行することに成功したことを示した。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
発明の詳細な開示
　本明細書において使用される用語は、本発明に関連する分野の当業者によって通常理解
される意味を有する。「一つの（a）」、「一つの（an）」、および「その(the）」など
の用語は、単数のもののみを指すことを意図しておらず、説明に使用されうる特定の例の
一般的なクラスを含む。本明細書における用語は、本発明の特定の態様を記載するために
使用されるが、特許請求の範囲において概略される部分を除き、それらの使用によって本
発明が限定されることはない。本明細書で使用される全ての科学技術用語は、他に定義の
ない限り、本発明が属する技術分野の当業者に通常理解されるのと同じ意味を有する。
【００２３】
　一つの態様において、本発明は、細胞外構造ならびに末梢神経組織の生物学的特性を保
持する神経同種移植片を提供する。該同種移植片は、改善した専用の（exclusive）脱細
胞化処理を介して作製される。脱細胞化手法は、神経組織から細胞膜を溶解することによ
り、同種移植片拒絶をもたらす抗原を除去する。
【００２４】
　本発明はさらに、免疫学的に寛容であり、かつ天然の組織の固有の構造および構成を保
持する、天然組織ベースの移植片を作製する方法を提供する。本明細書で使用される「置
換組織」という用語は、ドナー動物（生体または死体）から摘出した組織であって、本発
明に従って処理した組織を記載するために使用される。
【００２５】
　本発明における移植片の用途は以下が含まれるが、これらに限定されない：1）おおむ
ね非免疫原性である生体適合性生物材料として、2）組織およびレシピエント特異的な組
織再生を促進する因子のための、構造的基盤として、3）置換組織構造に対するレシピエ
ントの反応を調べるための研究ツールとして。本発明はまた、処理可能な、生物学的な、
生理活性のある、かつ/または生分解性の特徴を有する、おおむね無細胞の組織である置
換組織も提供する。
【００２６】
　本発明によると、従来の懸念に反して、組織移植片中の大部分の残余細胞成分は問題と
ならないことが分かった；生着後、宿主細胞が最終的にそれらを取り除く。拒絶を引き起
こしうる残余MHC分子でさえ、問題ではない。有意な免疫反応を引き起こすには、MHC成分
は細胞膜において密接な複合体として保持されていなければならない。細胞膜およびMHC
複合体は、本発明による穏和な（非イオン性および両性）界面活性剤により容易に可溶化
されるので、これらの懸念は軽減される。
【００２７】
　従来の脱細胞化技術は、強烈な薬剤や強力な陰イオン性界面活性剤を必要とする。本発
明によると、驚くべきかつ有利なことに、徹底的な細胞抽出は、生着過程にとって有益で
はなく、実際には有害であることが判明した。むしろ、穏やかな抽出の方が、組織同種移
植片を免疫適合性とするのに十分であり、かつ組織修復の促進に必要な移植片ECMを保存
するのに有益である。
【００２８】
　残念なことに、神経組織をイオン性界面活性剤（Triton X-200（商標）など）で洗浄す
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ると、ラミニン活性が低下することが示されている。ラミニンは、細胞の分化、遊走、接
着に影響を与えることにより、組織再生にとって重要である、基底膜における主要タンパ
ク質である。例えば、ラミニンは、神経軸索が伝って成長する主要な基材である。
【００２９】
　従って、本発明によると、必須の固有な生物活性を変性することなく、細胞因子を十分
に分散し、組織移植片を簡便に免疫適合性とするには、穏和な界面活性剤で十分である。
【００３０】
定義
　本発明で使用される、「無細胞」という用語は、生細胞のない組織を指す。
【００３１】
　「脱細胞」という用語は、細胞を崩壊させ、細胞物質を抽出した組織を指す。細胞除去
の程度は、組織の正確な起源、細胞を抽出するのに使用した方法、および細胞除去の必要
性に依存する。細胞除去により、広範囲の抽出を本発明とともに使用してもよい。細胞除
去の量は、ごくわずかからほぼ100％までの範囲となりうる。細胞の崩壊および/または抽
出を達成することで、非自己組織源または組織適合性が一致しない組織源を使用した場合
に、移植片が免疫学的に寛容になる。同種移植は、異種移植と比べて、レシピエントによ
る免疫拒絶の懸念を減少させるには少ない組織抽出で済む。したがって、両性界面活性剤
とのより長い接触時間が示される。
【００３２】
　本明細書で使用される「移植片」という用語は、ドナーに由来する、レシピエントへの
移植のための生物学的材料を指す。移植片は、死体由来か生体ドナー由来かを問わず、ヒ
トを含む任意の動物源に由来してよい。ドナーは好ましくは哺乳類である。
【００３３】
　「哺乳類」という用語は、ヒト、家畜動物、および動物園、スポーツ用、またはペット
動物、例えばイヌ、ウマ、ネコ、ブタ、およびウシなどの、哺乳類に分類される任意の動
物レシピエントを指す。
【００３４】
組織移植片の脱細胞化方法
　本発明に従い使用する組織は、当業者に周知の標準的な技術を使用して採取することが
できる。好ましい態様において、例えば神経組織であってもよい組織は、採取した後に冷
凍される。
【００３５】
　好ましい態様においては、塩および緩衝化溶液中の少なくとも一つの界面活性剤が、本
発明の方法において使用される。界面活性剤成分は、好ましくは、少なくとも一つの両性
界面活性剤を含み、いかなる有意な量のイオン性界面活性剤（陰イオン性界面活性剤など
）の使用も除外する。好ましい態様において、当該方法はTriton X-200（商標）を使用し
ない。
【００３６】
　本発明において使用する界面活性剤は、特に組織内部の細胞を破砕するが、細胞外構造
または構造タンパク質（例えば、細胞外マトリックスおよび/またはラミニンを含むもの
）を崩壊させないものである。細胞の残骸は、例えば、緩衝化溶液での洗浄および/また
は脂肪などの非構造性残骸の物理的除去により、本明細書に記載されるとおりに除去して
もよい。処理していない組織移植片と比較して、本発明の置換組織は、表面の細胞抗原が
崩壊または除去されているため、有意に低減した免疫反応を惹起する。
【００３７】
　特定の態様においては、神経組織を取得し、少なくとも一つの両性界面活性剤を含む洗
浄溶液に供する。本出願で使用される用語「界面活性剤（detergent）」は、用語「界面
活性剤（surfactant）」と交換可能に使用される。
【００３８】
　両性界面活性剤は、酸としても塩基としても反応しうる分子（またはイオン）を含むも
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のとして幅広く記載されうる。両性界面活性剤は、プロトン（H+）を供与することも受容
することもできる両性分子を含みうる。これらは、pHの変化に大きく影響を受ける。pH値
が8以上では、陰イオン性界面活性剤のようにふるまう。pHが8から6の間では、非イオン
性界面活性剤のようにふるまう。pHが4未満では陽イオン性界面活性剤のようにふるまう
。高いpHでは、界面活性力が増大し、低いpHでは、界面活性力が減弱する。好ましい態様
においては、pH6～8で両性の界面活性剤と組織を接触させる。特定の態様においては、組
織と両性界面活性剤との接触は、から8の間のpHで行われる。
【００３９】
　これらの界面活性剤の両性クラスおよび種のリストは、1975年12月30日にLaughlinおよ
びHeuringに発行された米国特許第3,929,678号に記載されている。さらなる例は、「Surf
ace Active Agents and Detergents」(Vol. I および II、Schwartz, Perry およびBerch
による)に記載されている。
【００４０】
　両性イオン性界面活性剤は、両性電解質を含む、両性界面活性剤のサブセットである。
通常、両性イオン性界面活性剤は、分子内の様々な位置に正および負の電荷（注：双極子
ではない）を有する中性分子を含む。両性イオン分子は、一般に、該分子の等電域におい
ておよそ同程度イオン化する陽イオン基および陰イオン基を含み、正負の電荷中心間で強
力な「分子内塩」引力を発生しうる。ベタインおよびスルタイン界面活性剤は、本明細書
で使用される例示的な両性イオン性界面活性剤である。一つの態様においては、使用する
界面活性剤は両性イオン性界面活性剤ではない。
【００４１】
　組織脱細胞化スキームで使用される界面活性剤（両性スルホベタインおよび陰イオン性
Triton X-200（商標）を含む）の濃度は、それらの「臨界ミセル濃度」に基づく。この濃
度は、文献または製造者の仕様書に説明されており、界面活性効果を得るための最小要件
である。本発明の特有のバッファー原理は、より大きいミセルの方がより良好に抽出する
ということである。塩分濃度が高くなるとミセルサイズが増大する。
【００４２】
　したがって、例えば、好ましくは生理学的塩分濃度またはそれ以上の濃度を有する、本
発明の抽出バッファー（Extraction Buffer）においては、大きなミセルが形成する。こ
れらの大きなミセルは細胞成分を可溶化するために有利である。好ましい態様において、
界面活性剤の濃度は、臨界ミセル濃度またはそれ以上の濃度である。
【００４３】
　張度/塩分/浸透圧が低い（生理学的塩分濃度未満）または無い洗浄バッファー（Rinse 
Buffer）においては、より小さいミセルが形成する。本発明によると、小さいミセルの方
が、組織から拡散するのに有利であり、低い張度/塩分/浸透圧での洗浄（高塩分濃度での
洗浄後）は外向きの流れを生み、抽出を助ける。
【００４４】
　本発明の好ましい態様において、高濃度のNaClを有する溶液での一回または複数回の初
期洗浄は、大きなミセルをもたらすことにより可溶性を維持し、抽出を促進する。その後
のより低いNaCl濃度を有する溶液での洗浄は、ミセルサイズを減少させ、組織からの拡散
を向上させる。
【００４５】
　好ましい態様において、神経は、一つまたは複数の両性界面活性剤を含むか、それ（ら
）からなる、界面活性成分を含む抽出組成物（Extraction Composition）（好ましくは水
性組成物）と接触させる。好ましくは、抽出組成物の界面活性成分には、陰イオン性界面
活性剤が存在しない。陰イオン性界面活性剤が「存在しない」とは、その概念が本明細書
に記載されているとおり、組織のECMを分解するのに十分なイオン性界面活性剤が存在し
ないことを意味する。したがって、完全に存在しない（すなわち0％）ことは必ずしも要
求されない。好ましくは、陰イオン性界面活性剤の量は、0.14％、0.10％、0.05％、0.01
％、または0.005％未満である。
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【００４６】
　両性界面活性剤は、例えば、SB-10および/またはSB-16であってよい。界面活性剤の濃
度は、少なくとも臨界ミセル濃度であるべきである。SB-10の濃度は、例えば、100 mM、1
25 mM、150 mM、175 mM、200 mM、またはそれ以上とすることができる。SB-16の濃度は、
例えば、0.5 mM、0.6 mM、0.7 mM、0.8 mM、0.9 mM、1.0 mM、またはそれ以上とすること
ができる。
【００４７】
　抽出組成物はさらに、界面活性成分に加えて、一つまたは複数の塩および/またはバッ
ファー系を含んでもよい。塩分濃度は、生理学的塩分濃度であるかそれ以上であるべきで
ある。塩分濃度の下端は、例えば100 mM、125 mM、150 mM、175 mM、200 mM、またはそれ
以上のNaClであってよく、上限は、例えば500 mM、450 mM、400 mM、350 mM、250 mM、ま
たはそれ未満のNaClであってよい。pHは、例えば6.5から8.5とすることができる。好まし
くは、pHは生理学的pHである。一つの態様において、pHをおよそ7.2に維持するためにリ
ン酸ナトリウムバッファーが使用される。
【００４８】
　組織は、この組成物と、穏やかに撹拌しながら一定期間、好ましくは5時間、10時間、1
5時間、またはそれ以上の間、接触させることができる。
【００４９】
　任意で、初めの抽出組成物と成分が同じであっても異なってもよい新たな抽出組成物を
用いた、一つまたは複数の追加の抽出工程を利用してもよい。組織が中に含まれているこ
の後続の抽出組成物は、その後1時間、2時間、3時間、4時間、5時間、6時間、またはそれ
以上の間撹拌してもよい。
【００５０】
　抽出工程の後、好ましくは、抽出バッファーおよび/または生理食塩水による洗浄を行
い、好ましくは、その後洗浄バッファーによる洗浄を行う。洗浄バッファーは、抽出バッ
ファーと同じか異なるバッファー系を有してよく、通常は同じか近いpHである。しかし、
洗浄組成物の塩分濃度は、好ましくは抽出組成物の塩分濃度よりも低い。一つの態様にお
いて、洗浄組成物は塩分を有しない。
【００５１】
　該方法の各工程は、20℃～30℃、好ましくは室温に近い温度（例えば25℃）で通常行わ
れる。
【００５２】
　好ましい態様において、該方法は大容量の洗浄バッファーによる最終洗浄を含み、組織
は、洗浄バッファーに再懸濁した後、生理緩衝食塩水に入れ、好ましくは、使用するまで
冷凍することができる。
【００５３】
　本発明で使用するバッファー系および両性界面活性剤は、強烈な陰イオン性界面活性剤
抽出を使用するHudsonらのものと同等またはより良好な脱細胞化を達成する。Hudsonらの
方法により処理されたヒト神経は、ラット神経で報告されたのよりもかなり多くの細胞残
渣を示した。さらに、Hudsonらの方法と本発明の方法は、ウサギおよびヒト神経に適用し
た場合に、ほぼ同等の細胞抽出レベルを達成した。したがって、Hudsonらにより記載され
る陰イオン性界面活性剤Triton X-200（商標）の添加は、脱細胞化において明らかな利点
はなく、上記のとおり、神経鞘構造の成長促進特性に有害である。さらに、Hudsonらは本
発明と比べて「新鮮な」神経を使用しており、本発明は、好ましくは、取得後直ちに冷凍
した神経を使用するので、ヒト死体ドナー由来の神経をより効率的に使用することもでき
る。
【００５４】
　有利なことには、本発明の脱細胞化方法は、組織再生を促進する優れた生理的および構
造的特性を有する組織移植片を生じる。例えば、高い割合の細胞外マトリックスが保存さ
れる。好ましい態様において、この割合は、50％、60％、70％、75％、80％、85％、90％
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、95％、または99％より大きい。
【００５５】
　神経移植片という特定の場合においては、脱細胞化処理後、50％、60％、70％、75％、
80％、85％、90％、95％、または99％を超えるラミニンが保持される。これは例えば、未
処理対照ドナー神経と比較した、観察的（二重盲検）スコアリングまたはデジタル画像解
析により測定することができる。
【００５６】
　本発明に従って作製される神経移植片の有利な特性は、バイオアッセイにより測定され
る神経突起促進活性について測定することもできる。そのようなバイオアッセイの一つは
凍結培養（cryoculture）アッセイである。好ましい態様において、本発明の脱細胞化技
術に従って作製される神経移植片は、例えばバッファー洗浄のみで処理された対照神経と
比較して、50％、60％、70％、75％、80％、85％、90％、95％、または99％の神経突起促
進活性を保持する。
【００５７】
　一つの態様においては、神経、筋肉、胎盤、および血管を含む組織が本発明に従って脱
細胞化され、神経を修復するための移植片として使用される。好ましい態様において、本
発明に従って脱細胞化された神経は、神経を修復するための同所移植片として使用される
。
【００５８】
　一つの態様において、本発明に従って脱細胞化された神経は、ウマへのウマ神経移植片
、ネコへのネコ神経移植片、イヌへのイヌ神経移植片を含むがこれらに限定されない、同
種間の獣医学用途において使用される。
【００５９】
　別の態様において、本発明に従って脱細胞化された神経は、ヒトレシピエントに移植さ
れる動物ドナー神経、異なる種の動物レシピエントに移植される動物ドナー神経などの、
異種移植用途において使用される。
【００６０】
　本脱細胞化方法は、骨移植片、腸管移植片、血管移植片、靱帯移植片、腱移植片、およ
び心臓弁移植片を含むがこれらに限定されない、神経修復用以外の組織移植片にも使用す
ることができる。
【００６１】
　本発明の好ましい態様において、移植片は脱細胞化後に冷凍される。これは、ガンマ線
照射（滅菌の最も一般的な手段）に好ましい状態を促進する。また、冷凍した最終移植物
製品を出荷および保管する方が、より現実的である。
【００６２】
移植片の細胞再増殖
　細胞は、崩壊され本発明の組織から抽出されるが、置換組織に一つまたは複数の異なる
種類の細胞を再導入することも許容可能であり、しばしば必要となりうる。これらの細胞
はドナーから直接得るか、ドナー由来の細胞の培養物から得るか、または細胞培養物から
得てよい。ドナー細胞は、一般に生検により得られ、標準的な条件を用いた培養において
コンフルエントになるまで増殖させる。レシピエントは、例えば、必要な場合、ステロイ
ドおよび/または他の免疫抑制薬のスケジュールを使用して、必要に応じて免疫を抑制し
てもよい。レシピエントの免疫を抑制することで、新たな組織または組織同等物が成長し
ている間、置換組織移植片の免疫保護が提供されうる。
【００６３】
　また、本発明の置換組織は、移植片生着、免疫療法、認知機能、組織再生、修復、また
は再構築を目的として、遺伝的に改変した細胞、クローン、または移植片を含む、複数の
細胞種を置換組織の三次元構成/構造内に提供するために使用してもよい。そのような細
胞の例には、軟骨細胞、骨芽細胞、筋肉細胞、甲状腺細胞、副甲状腺細胞、免疫細胞、膵
細胞、線維芽細胞、肝細胞、上皮細胞、島細胞、神経細胞、および主に物質を合成および
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分泌または代謝するように働くその他の細胞、ならびに、腸、腎臓、心臓、脳、脊髄、筋
肉、骨格、肝臓、胃、皮膚、肺、生殖系、神経系、免疫系、脾臓、骨髄、リンパ節、腺の
生検またはクローン化細胞が含まれるが、これらに限定されない。
【００６４】
生理活性分子の担体としての移植片
　本発明の置換組織は、該置換組織が一つまたは複数の活性種の担体となるように、一つ
または複数の活性種で処方された生理活性分子を含んでもよい。本発明のキットまたは置
換組織は、追加のポリマーもしくはポリマー溶液（例えばポリマー足場（scaffold））中
に組み込んだ活性薬剤を含んでよく、または、当業者に容易に明らかとなる技術を用いて
置換組織の表面または内部に直接結合されていてよい。例えば、活性薬剤は、無細胞置換
組織上または内への重合（curing）により添加されるか、イオン結合、共有結合、および
/または、切断可能な架橋剤などの架橋剤を使用して、結合されうる。
【００６５】
　活性薬剤は、薬物または他の生理活性化合物であってよく、したがって本発明の置換組
織は、体内で使用した際、薬物または他の生理活性化合物の送達用マイクロ担体となりう
る。生理活性化合物の例は、タンパク質、ペプチド、多糖類、核酸、オリゴヌクレオチド
、天然および合成の有機または無機分子、ならびに、治療、予防、または診断目的で使用
されるそれらの生物学的分子である。薬物には抗生剤、抗ウイルス剤、化学療法剤、免疫
抑制剤、成長因子、抗血管新生剤、ホルモン、抗炎症剤、血流や細胞代謝に対して影響を
与える薬物、もしくは一つまたは複数の疾患に対して有効な薬物、および/またはそれら
の組み合わせが含まれる。
【００６６】
　その他の活性薬剤、例えばプロピオン酸誘導体、酢酸誘導体、フェナム酸誘導体、ビフ
ェニルカルボン酸誘導体、およびオキシカムなどの非ステロイド系抗炎症薬（NSAIDs）を
本発明の置換組織またはキットと共に含んでもよい。本発明のキットまたは置換組織と共
に使用する鎮痛薬には、アセトアミノフェンおよびフェナセチンが含まれる。
【００６７】
　全ての特許、特許出願、仮出願、および、本明細書で参照または引用された刊行物は、
全ての図表を含め、本明細書の明示的な教示と矛盾しない限りにおいて、その全体が参照
として組み入れられる。
【００６８】
　以下は本発明を実施するための手順を説明する例である。これらの例は、限定するもの
と解釈するべきではない。別に示されない限り、全てのパーセント値は重量パーセントで
あり、全ての溶媒混合物比は体積比である。
【実施例】
【００６９】
実施例1－脱細胞化手法
　全ての手順は、無菌手技および滅菌溶液を使用すべきである。以下は本発明の脱細胞化
手法の一つの態様の工程である。
【００７０】
1. ドナーから神経を切除し、冷凍保存する。
2. 神経を室温で解凍する。冷水で洗浄する。大量の冷水に浸漬する。4℃で6時間（また
はそれ以上）穏やかに撹拌する。
3. 大量の抽出バッファー（10 mMリン酸ナトリウムバッファー、pH 7.2＋150 mM NaCl）
または任意の生理食塩水の125 mM（またはより高濃度の）スルホベタイン-10溶液に、神
経を浸漬する。25℃（室温に近い温度）で15時間（またはそれ以上）穏やかに撹拌する。
4. 新しい大量の抽出バッファーまたは任意の生理食塩水の125 mM（またはより高濃度の
）スルホベタイン-10溶液に置換する。25℃で6時間（またはそれ以上）撹拌する。
5. 大量の抽出バッファーまたは任意の生理食塩水で洗浄する。25℃で60分間（またはそ
れ以上）撹拌する。
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6. 大量の洗浄バッファー（10 mMリン酸ナトリウムバッファー、pH 7.2）または張性が非
常に低い（塩分を含まない）任意のバッファーで洗浄する。25℃で60分間（またはそれ以
上）撹拌する。
7. 神経を、大量の抽出バッファーまたは任意の生理食塩水の0.6 mM（またはより高濃度
の）スルホベタイン-16溶液に浸漬する。25℃で15時間（またはそれ以上）撹拌する。
8. 新しい大量の抽出バッファーまたは任意の生理食塩水の0.6 mM（またはより高濃度の
）スルホベタイン-16溶液に置換する。25℃で6時間（またはそれ以上）撹拌する。
9. 大量の抽出バッファーまたは任意の生理食塩水で洗浄する。神経を30分間（またはそ
れ以上）穏やかに撹拌し、新しい抽出バッファーまたは任意の生理食塩水に置換する。4
℃で撹拌しながら15時間洗浄する。
10. 大量の洗浄バッファーで洗浄する。穏やかに撹拌して神経を再懸濁し、新しい洗浄バ
ッファーまたは張性が非常に低い（塩分を含まない）任意のバッファーに置換する。4℃
で撹拌しながら3時間洗浄する。
11. 生理緩衝食塩水に入れ、冷凍保存する。
【００７１】
実施例2－ウサギ神経を用いた脱細胞化方法の比較
　本発明に従い上記のとおりに調製した移植片を、DC3移植片と称する。DC3移植片を、通
常の（未処理）ウサギ神経、ならびにHudsonら（Tissue Engineering 10:1346-1358, 200
4）および米国特許第7,402,319号に記載されるプロトコールにより処理されたウサギ移植
片（本明細書においてDC2移植片と称する）と比較した。
【００７２】
　二つの処理方法から得たDC2およびDC3移植片をいくつかの組織学的技術により評価した
。各評価の結果は、半定量的にスコア化した（0＝抽出されなかった、1＝一部抽出された
、2＝ほとんど抽出された、3＝完全に抽出された、R＝再分布した）。二つの界面活性剤
処理スキーム（DC2、DC3）および通常の神経対照の結果を図1～6に示す。
【００７３】
　図1は、ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC3；パネルC）のヘマトキシリン-エオシン（H&E）染色を示す。パネ
ルAのスコアは0であった。パネルB（DC2）およびC（DC3）のスコアはそれぞれ2であった
。H&E染色は、一般的な組織学の染色方法である。これらのパネルおよびスコアは、DC2お
よびDC3の処理方法が、十分な細胞抽出および神経鞘の全体的な完全性の保持を達成した
ことを証明している。
【００７４】
　図2は、ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC3；パネルC）のヘキスト染色を示す。パネルAのスコアは0であった
。パネルB（DC2）およびC（DC3）のスコアはそれぞれ1Rであった。ヘキスト染色は、DNA
の染色方法である。これらのパネルおよびスコアは、DC2およびDC3の処理方法がDNAを除
去せず、むしろDNAを拡散させて再分布させたことを示す。
【００７５】
　図3は、ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC3；パネルC）のS-100免疫染色を示す。パネルAのスコアは0であっ
た。パネルB（DC2）およびC（DC3）のスコアはそれぞれ3であった。S-100免疫標識（シュ
ワン細胞内の細胞質タンパク質）は、DC2およびDC3の処理方法がシュワン細胞の細胞質を
抽出するのに同等に有効であることを示した。
【００７６】
　図4は、ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理し
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たウサギ神経組織（DC3；パネルC）のスダンブラック染色を示す。パネルAのスコアは0で
あった。パネルB（DC2）およびC（DC3）のスコアはそれぞれ3であった。スダンブラック
染色はミエリンの染色方法である。これらのパネルおよびスコアは、DC2およびDC3の処理
方法がミエリンを抽出するのに同等にかつ高度に有効であったことを証明している。
【００７７】
　図5は、ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC3；パネルC）のNAP-4神経フィラメント免疫染色を示す。パネルAの
スコアは0であった。パネルB（DC2）およびC（DC3）のスコアはそれぞれ1Rであった。神
経フィラメント免疫標識（ニューロン/軸索の細胞骨格のマーカー）は、DC2およびDC3の
処理方法が軸索の細胞骨格を部分的にのみ抽出し、再分布させたことを示した。
【００７８】
　図6は、ウサギ神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理し
たウサギ神経組織（DC3；パネルC）のラミニン免疫染色を示す。パネルAのスコアは0であ
った。パネルB（DC2）およびC（DC3）のスコアはそれぞれ1Rであった。ラミニンは、軸索
を取り囲む重要な基底膜を含む神経鞘の主要成分である。ラミニン免疫標識は、DC3の処
理方法が基底膜構造を実質的には抽出しなかったことを示した。
【００７９】
実施例3－神経移植片の免疫適合性
　Hudsonらの方法および本発明により処理した神経移植片を用いて、ニュージーランドシ
ロ（NSW）ウサギにおける大規模なインビボ試験を行った。結果は、両方の種類の脱細胞
神経移植片とも免疫学的に適合であり、移植片拒絶は観察されなかったことを示す。
【００８０】
　NZWウサギは非近交種である。文献において、NZWウサギドナー由来の生組織または細胞
組織を、NZWレシピエントに同種移植すると、移植片免疫拒絶が起きることが知られてい
る。
【００８１】
　したがって、NZW同種移植片で移植片拒絶が観察されなかったことは、本発明により調
製された神経同種移植片が免疫適合性であることを証明している。
【００８２】
実施例4－ヒト神経を用いた脱細胞化方法の比較
　ヒト神経組織を本発明に従い上記のとおりに調製し、DC3移植片と称した。DC3移植片を
、通常の（未処理）ヒト神経、ならびにHudsonら（Tissue Engineering 10:1346-1358, 2
004）および米国特許第7,402,319号に記載されるプロトコールにより処理されたヒト移植
片（本明細書においてDC2移植片と称する）と比較した。二つの処理方法から得たDC2およ
びDC3移植片を、いくつかの組織学的技術により評価した。
【００８３】
　図7は、ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理した
ヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理したヒ
ト神経組織（DC3；パネルC）のヘマトキシリン-エオシン（H&E）染色を示す。
【００８４】
　図8は、ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理した
ヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理したヒ
ト神経組織（DC3；パネルC）のヘキスト染色を示す。
【００８５】
　図9は、ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理した
ヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理したヒ
ト神経組織（DC3；パネルC）のS-100免疫染色を示す。
【００８６】
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　図10は、ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理した
ヒト神経組織（DC3；パネルC）のスダンブラック染色を示す。
【００８７】
　図11は、ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理した
ヒト神経組織（DC3；パネルC）のNAP-4神経フィラメント免疫染色を示す。
【００８８】
　図12は、ヒト神経組織（対照；パネルA）、Hudsonらに教示される手法に従って処理し
たヒト神経組織（DC2；パネルB）、および本発明により教示される方法に従って処理した
ヒト神経組織（DC3；パネルC）のラミニン免疫染色を示す。
【００８９】
実施例5－ラット神経移植片のニューロン再増殖
　神経を長軸上で凍結切断し、カバーガラスに載せた。分離させたニューロンを組織切片
上に蒔き、24時間培養した。次に、凍結培養物を固定し、被検ニューロンを免疫染色した
。
【００９０】
　図13Aは、（A）バッファーのみ、および（B）Hudsonらにより記載された界面活性剤脱
細胞化（スルホベタイン-10、スルホベタイン-16、およびTriton X-200（商標））によっ
て脱細胞化したラット神経移植片の凍結培養アッセイを示す。バッファーのみの条件にお
いては長い軸索成長が観察されたが、厳重な界面活性剤脱細胞化によって神経移植片の成
長促進活性は実質的に除去された。
【００９１】
　Triton X-200（商標）を用いておよび用いずに、Hudsonらの方法によって脱細胞化した
神経に対して、凍結培養アッセイを行った（図13B）。対照神経（バッファー洗浄のみで
処理）は高い神経突起促進活性を有していた。スルホベタイン-10およびスルホベタイン-
16で（Triton X-200（商標）を用いずに）脱細胞化した神経は、同様に高い神経突起促進
活性を有していた。対照的に、Triton X-200（商標）の添加による脱細胞化は、神経突起
促進活性を有意に低下させた。これらの結果は、Triton X-200（商標）が、脱細胞化した
神経移植片の生物学的特性に対して、持続的な有害な影響を及ぼすことを示す。
【００９２】
実施例6－ラミニンの神経突起促進活性に対する界面活性剤の影響
　神経の細胞外マトリックスは、軸索の成長を促進することが知られている。特に、軸索
を覆う基底膜の管は、神経再生における軸索成長に対して強力な刺激を与える。上記の実
験で使用した凍結培養アッセイは、基底膜の構造および成長促進活性に依拠している。ラ
ミニンが、神経基底膜の重要な神経突起促進成分であることは、十分立証されている。こ
のことは、凍結アッセイにおいて、神経組織切片を機能遮断性抗ラミニン抗体で予め処理
することにより、神経突起成長が有効に阻害されることで容易に証明される。したがって
、精製したラミニンに対する個々の界面活性剤の影響を調べるために試験を行った。ラミ
ニン活性は、SB-10によっては変化しなかった。SB-16への曝露によりおよそ50％ラミニン
活性が減少した。TrX200（陰イオン性界面活性剤）は、ラミニンの神経突起促進活性を本
質的に除去した（図14）。
【００９３】
　本明細書における、一つまたは複数の要素に関して「含む（comprising）」、「有する
（having）」、「含む（including）」、または「含む（containing）」などの用語を使
用した、本発明の任意の局面または態様の記載は、別に記載されない限りまたは文脈と明
らかに矛盾しない限り、当該特定の一つまたは複数の要素「からなる（consist of）」、
「から本質的になる（consist essentially of）」、または「を実質的に含む（substant
ially comprise）」、本発明の類似の局面または態様に対する裏付けを提供することを意
図している（例えば、本明細書において特定の要素を含むと記載された組成物は、別に記
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載されない限りまたは文脈と明らかに矛盾しない限り、該要素からなる組成物をも記載す
るものとして理解されるべきである）。
【００９４】
　本明細書において使用される、「から本質的になる」という用語は、成分または工程の
範囲を、特定された物質または工程と、本発明（すなわち、組織移植片を脱細胞化するた
めの組成物および方法）の基本的および新規の性質に実質的に影響を与えない物質または
工程とに限定するものである。例えば、「から本質的になる」を使用することにより、組
成物は、組織の脱細胞化に直接の有益または有害な影響を与える界面活性剤を含むがこれ
らに限定されない、特定されていない成分を何ら含まない。
【００９５】
　本明細書に記載される例および態様は、説明を目的とするものに過ぎず、それらに照ら
した様々な改変や変更が当業者に示唆されると考えられ、それらは本発明の主旨および範
囲に含まれる。また、本明細書に開示された任意の発明またはその態様の任意の要素また
は限定は、任意のおよび/または全ての他の要素または限定と（個別にまたは任意の組み
合わせで）、あるいは本明細書に開示された任意の他の発明またはその態様と組み合わせ
ることができ、そのような組み合わせも全て、それらに限定されることなく、本発明の範
囲で企図されている。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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