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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腱または靭帯の修復移植片において、
　１よりも大きなアスペクト比を有する一定の生体相容性の支持骨格材料、および
　靭帯組織または腱組織から由来していて、前記支持骨格材料の少なくとも一部分に結合
している少なくとも１種類の細分化した組織粒子を備え、
　前記少なくとも１種類の細分化した組織粒子は、前記組織粒子から前記支持骨格材料上
に移動できる、生活可能な細胞を含む、移植片。
【請求項２】
　前記支持骨格材料が円筒形状または楕円形状を有している請求項１に記載の移植片。
【請求項３】
　前記アスペクト比が２よりも大きく１００よりも小さい範囲内である請求項１または２
に記載の移植片。
【請求項４】
　前記支持骨格材料が９５：５のラクチドおよびグリコリドのコポリマーである請求項１
から３のいずれか１つに記載の移植片。
【請求項５】
　前記支持骨格材料がラクチド、グリコリド、ジオキサノン、およびカプロラクトンから
成る群から選択されるモノマーにより形成される種々のポリマーまたはコポリマーにより
作成されている請求項１から４のいずれか１つに記載の移植片。
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【請求項６】
　前記移植片がコラーゲン、フィブリン、およびシルクから成る群から選択される種々の
天然ポリマーを含む請求項１から５のいずれか１つに記載の移植片。
【請求項７】
　前記移植片が前記支持骨格材料における内側部分の中または当該支持骨格材料における
周縁部分の上に存在しているコラーゲンまたはシルクの材料片を含む請求項２に記載の移
植片。
【請求項８】
　前記支持骨格材料が３ｍｍ乃至１２ｍｍの範囲内の一定の直径を有している請求項１か
ら７のいずれか１つに記載の移植片。
【請求項９】
　前記支持骨格材料の引張強さが１０００Ｎ乃至２５００Ｎの範囲内である請求項１から
８のいずれか１つに記載の移植片。
【請求項１０】
　前記支持骨格材料の弾性率が１５０Ｎ／ｍ乃至２００Ｎ／ｍの範囲内である請求項１か
ら９のいずれか１つに記載の移植片。
【請求項１１】
　前記支持骨格材料がメッシュ材部品により補強されている発泡体部品により形成されて
いる請求項１から１０のいずれか１つに記載の移植片。
【請求項１２】
　前記メッシュ材部品がポリジオキサノンを含み、前記発泡体部品が３５：６５のε－カ
プロラクトンおよびグリコリドのコポリマーである請求項１１に記載の移植片。
【請求項１３】
　前記支持骨格材料が細胞および組織の内部成長を可能にするために十分な大きさを有す
る複数の気孔を伴う連続気泡型の多孔質構造を有している請求項１１に記載の移植片。
【請求項１４】
　前記気孔が５０ミクロン乃至１０００ミクロンの範囲内の平均直径を有している請求項
１３に記載の移植片。
【請求項１５】
　前記発泡体部品が３００ミクロン乃至２ｍｍの範囲内の厚さを有している請求項１１に
記載の移植片。
【請求項１６】
　前記メッシュ材部品が１２％乃至８０％の範囲内のメッシュ密度を有している請求項１
１に記載の移植片。
【請求項１７】
　前記支持骨格材料が複数のフィラメントにより形成されている請求項１から１６のいず
れか１つに記載の移植片。
【請求項１８】
　前記フィラメントを形成している繊維の大部分が一定の長手方向に沿って整列している
請求項１７に記載の移植片。
【請求項１９】
　前記支持骨格材料が編み状の材料、織り状の材料、および編み組み状の材料から成る群
から選択される材料により形成されている請求項１から１８のいずれか１つに記載の移植
片。
【請求項２０】
　前記メッシュ材が前記支持骨格材料の外表面部において形成されている請求項１１に記
載の移植片。
【請求項２１】
　前記メッシュ材が編み状または織り状の構造である請求項１９に記載の移植片。
【請求項２２】
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　前記メッシュ材が生体崩壊性で生体相容性である請求項１９に記載の移植片。
【請求項２３】
　さらに、靭帯組織、骨－膝蓋骨腱、腱－骨腱、膝窩腱、または腸頸靭帯から成る群から
選択される自家移植片を含む請求項１から２２のいずれか１つに記載の移植片。
【請求項２４】
　前記移植片および自家移植片が、当該移植片が自家移植片の周囲に配置されている状態
、当該移植片が自家移植片により囲まれている状態、および当該移植片が自家移植片と並
んで配置されている状態から成る群から選択される配向状態で構成されている請求項２３
に記載の移植片。
【請求項２５】
　前記生体相容性の支持骨格材料がさらに当該支持骨格材料に供給されている少なくとも
１種類の付加的な生物学的要素を含む請求項１から２４のいずれか１つに記載の移植片。
【請求項２６】
　前記少なくとも１種類の付加的な生物学的要素が種々の増殖因子、基質タンパク質、ペ
プチド、抗体、酵素、サイトカイン、ウイルス、核酸、ペプチド、単離した細胞、血小板
、およびこれらの組み合わせ物を含む請求項２５に記載の移植片。
【請求項２７】
　前記生体相容性の支持骨格材料がさらに当該生体相容性の支持骨格材料に対して組織フ
ラグメントの懸濁液を固定するための接着剤を含む請求項１から２６のいずれか１つに記
載の移植片。
【請求項２８】
　前記接着剤がヒアルロン酸、フィブリン・グルー、フィブリン・クロット、コラーゲン
・ゲル、ゼラチン－レゾルシン－ホルマリン接着剤、貽貝基材接着剤、ジヒドロキシフェ
ニルアラニン基材接着剤、キトサン、トランスグルタミナーゼ、ポリアミノ酸基材接着剤
、セルロース基材接着剤、合成アクリレート基材接着剤、高濃度血小板血漿、マトリゲル
、モノステアロイル・グリセロール・コ－スクシネート、モノステアロイル・グリセロー
ル・コ－スクシネート／ポリエチレン・グリコールコポリマー、ラミニン、エラスチン、
プロテオグリカン、およびこれらの組み合わせ物から成る群から選択される固定剤を含む
請求項２７に記載の移植片。
【請求項２９】
　前記接着剤がジビニル・スルホン、ポリエチレン・グリコール・ジビニル・スルホン、
ヒドロキシエチル・メタクリレート・ジビニル・スルホン、ホルムアルデヒド、グルタル
アルデヒド、アルデヒド、イソシアネート、アルキルおよびアリールのハロゲン化物、イ
ミドエステル、Ｎ－置換マレイミド、アシル化化合物、カルボジイミド、Ｎ－ヒドロキシ
スクシンイミド、およびこれらの組み合わせ物から成る群から選択される架橋－連結剤を
含む請求項２７に記載の移植片。
【請求項３０】
　前記少なくとも１種類の細分化した組織粒子は、０．１ｍｍ3 乃至３ｍｍ3 の範囲内の
大きさを有する請求項１から２９のいずれか１つに記載の移植片。
【請求項３１】
　前記少なくとも１種類の細分化した組織粒子は、０．１ｍｍ3 乃至１ｍｍ3 の範囲内の
大きさを有する請求項１から３０のいずれか１つに記載の移植片。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願に対するクロス・リファレンス
　本特許出願は２００２年１０月１８日に出願されていて「バイオコンパチブル・スキャ
フォルド・ウイズ・テイシュー・フラグメンツ（Biocompatible Scaffold With Tissue F
ragments）」を発明の名称とする米国仮特許出願第６０／４２０，０９３号、および２０
０２年１０月１８日に出願されていて「バイオコンパチブル・スキャホルド・フォー・リ
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ガメント・オア・テンドン・リペア（Biocompatible Scaffold for Ligament or Tendon 
Repair）」を発明の名称とする米国仮特許出願第６０／４１９，５３９号に対して優先権
を主張している。
　本発明は各種組織の傷害の治療において使用するための生体相容性の組織移植装置に関
連しており、さらに、当該生体相容性の組織移植装置を作成する方法およびこれらを使用
する方法に関連している。
【背景技術】
【０００２】
　組織が負傷または損傷している、軟骨、皮膚、骨、腱および靭帯等のような軟質組織に
対する傷害部分は多くの場合にその損傷を治療して治癒を促進するための外科的介入を必
要とする。このような外科的な治療は既知の各種の装置によりその損傷した組織を縫合ま
たはその他の方法で治療する処理、損傷した組織に別の組織を添加する処理、および一定
の移植片、グラフト材料またはこれらの技法の任意の組み合わせを用いる処理を含むと考
えられる。
【０００３】
　一例の一般的な組織傷害は軟骨に対する損傷を含み、この組織は一定の非脈管性の弾性
で柔軟性の接合組織である。軟骨は一般的に関節を成している連結部分において一定の「
衝撃吸収体（shock-absorber）」として作用するが、一部の種類の軟骨は、例えば、咽頭
、気道、および耳等のような各種の管状構造体に対して支持を行なう。一般に、軟骨組織
は一定の細胞外基質の中に存在している軟骨細胞として知られている軟骨の各種細胞によ
り構成されており、これらの細胞はコラーゲン、すなわち、一定の構造的な支持骨格体、
およびアグリカン（aggrecan）、すなわち、一定の空間充填用のプロテオグリカンを含む
。硝子軟骨、線維軟骨および弾性軟骨を含む幾つかの種類の軟骨が体内において見ること
ができる。硝子軟骨は別個の物質として体内において見ることができ、あるいは、この種
の軟骨は各種の骨の関節端部に融合している状態で見ることができる。このような硝子軟
骨は一般に関節軟骨、肋軟骨、および一過性軟骨（すなわち、骨形成の過程を通して最終
的に骨の変化する軟骨）として体内において見られる。また、線維軟骨は一般的に腱と骨
、骨と骨、および／または硝子軟骨と硝子軟骨との間に存在している一定の移行性の組織
である。また、弾性軟骨は細胞外基質の全体に分布している弾性線維を含み、一般的に咽
頭蓋、耳および鼻の中において見られる。
【０００４】
　硝子軟骨傷害の一例の一般的な例は膝に対する一定の外傷性の局所的な関節軟骨の欠損
である。この関節部分に対する強い衝撃により、種々の大きさおよび形状の一定の軟骨フ
ラグメントが完全にまたは部分的に除去される。このように損傷した関節軟骨はその関節
機能を過度に制限する可能性があり、消耗性の痛みを生じて、変形性関節症等のような長
期間の慢性の病気を生じる可能性があり、これにより、その軟骨およびその関節における
下層の骨が徐々に破壊される。このような軟骨組織に対する傷害は自発的に治癒すること
がなく、症候性である場合には、外科的な介入を必要とする。現行における治療様式は洗
浄および部分的にまたは全体的に付着している組織フラグメントの除去を含む。加えて、
外科医は軟骨欠損部内における出血および一定の凝血を誘発するために剥離処理、ドリル
処理または微小骨折処理等のような種々の方法を採用する場合が多い。骨髄から由来する
各種の細胞が一部の症状を一時的に軽減できる線維軟骨と呼ばれる一定の瘢痕様組織を形
成すると考えられている。不都合にも、この線維軟骨組織は上述した硝子軟骨と同一の機
械的な特性を有しておらず、疲労の結果として経時的に比較的に速く劣化する。従って、
患者は一般的にこのような軟骨の表面における完全な劣化を引き起こす可能性のある各種
の外科的処置を繰り返して受けることが必要になる。さらに最近において、自己由来性の
軟骨細胞の移植を含む実験的な手法がその頻度を高めながら用いられている。この方法は
その最初の外科的処置における関節軟骨の少量の生検材料の採集処理を含み、その後、こ
の材料が増殖のために細胞培養において特殊化されている一定の実験室に運ばれる。この
組織生検材料は各種の酵素により処理され、これらの酵素はその基質から各種の軟骨細胞



(5) JP 4623954 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

を放出し、単離されたこれらの細胞が標準的な組織培養技法により３週間乃至４週間にわ
たり増殖される。さらに、この細胞母集団が一定の目的数に到達した後に、これらの細胞
が第２の外科的処置における移植のために外科医に戻される。このような手動による労働
集約的な方法は極めて費用が高く時間がかかる。この臨床データは一定の患者に対して長
期間の有益性を示すが、この方法の極めて高い費用は膝に対する上記二種類の外科的処置
における傷害性の衝撃と共にこの技法を採用する障害になっている。
【０００５】
　一般的な一例の軟骨傷害は膝関節の半月板に対する損傷である。膝関節には２個の半月
板すなわち内側半月板および外側半月板がある。それぞれの半月板は両凹形状の線維軟骨
組織であり、足の大腿骨と頸骨との間に挟まれている。膝関節の半月板に加えて、半月板
軟骨は肩鎖骨関節、すなわち、鎖骨と肩甲骨の肩峰との間の関節内、胸鎖関節、すなわち
、鎖骨と胸骨との間の関節内、および側頭下顎関節、すなわち、下顎の関節内おいても見
ることができる。これらの半月板軟骨の主な機能は各種の負荷を受けること、衝撃を吸収
すること、および一定の関節を安定化することを含む。適正に治療されない場合には、膝
関節における「バケツ柄状断裂（bucket-handle tear）」等のような、半月板に対する一
定の傷害が変形性関節症の進展を引き起こす可能性がある。このように損傷した半月板軟
骨に対する現行の従来的な治療様式はその損傷した軟骨の除去および／または外科的な修
復処置を含む。
【０００６】
　組織傷害における別の一般的な形態は各種の靭帯および／または腱に対する損傷を含む
。これらの靭帯および腱は軟質の膠原質組織を含む各種線維組織の索または帯である。各
種の靭帯は骨と骨を接続しているが、腱は筋肉と骨を接続している。これらの腱は相当に
強度を有しているが事実上において全く弾性を有していない線維状の可変長の策または帯
である。これに対して、靭帯は一般に屈曲しやすく柔軟であり、その靭帯組織は移動の自
由度を有することが可能であると共に強度を有していて非延伸性であり、加えられる力に
対するその靭帯組織の容易な屈服を阻止する。これらの靭帯および腱は線維の束であり、
これらの束は靭帯または腱の基本的な原線維および線維芽細胞として知られている靭帯ま
たは腱を生成する各種の細胞を含む。これらの腱の線維束は一般に極めて高密度に配列さ
れている膠原質の線維、細長い線維芽細胞の平行の列、および一定のプロテオグリカン基
質により構成されている。また、各種靭帯の線維束も一定のプロテオグリカン基質、線維
芽細胞およびコラーゲン原線維を含むが、これらの靭帯組織において見られる原線維は腱
組織内において見られる原線維よりも一般に密度が低く組織化に劣る。
【０００７】
　一般的な靭帯の傷害の一例は一定の断裂した前十字靭帯（ＡＣＬ）であり、この靭帯は
膝における４種類の主要な靭帯の一つである。このＡＣＬの主な機能は前方移動、回転の
不正確さおよび過度の伸びを抑制することである。このＡＣＬの欠損はその膝関節の不安
定性を生じて、変形性関節症等のようなその膝における変性性の変化を生じる。最も一般
的な治療技法はその崩壊したＡＣＬを除去および廃棄して自己由来性の骨－膝蓋骨、腱－
骨または膝窩腱を用いて新しいＡＣＬを再構成することである。この技法は長期間の臨床
的効果を示しているが、その組織移植片の採取部位に伴う罹病性が存在する。そこで、合
成のプロテーゼ装置が過去において臨床的に評価されているが、長期間の有効性がほとん
どない。一定の合成移植片の利点は自己移植片の処置に伴うドナーの部位の罹病性により
患者が病気に罹らないこと、および一定の合成移植片を有する患者がその膝の比較的に速
いリハビリテーションを受けることが可能であることである。これらの合成の装置は非吸
収性の材料により構成されており、永久的なプロテーゼ移植片になるように設計されてい
る。しかしながら、これらの移植片の種々の臨床的試行において、例えば、滑膜炎、骨ト
ンネル拡張、磨耗破片、および装置の伸びおよび崩壊等のような、多数の問題が見出され
ている。このような理由により、自己移植片による再構成法が一定の崩壊したＡＣＬを治
療するために依然として広く受け入れられている解消法となっている。
【０００８】
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　一般的な腱障害は損傷または断裂した回旋腱板であり、この回旋腱板は上腕骨の肩甲骨
に対する円形動作を容易にする肩関節の一部分である。この回旋腱板に付随する最も一般
的な傷害は棘上筋腱に対する一定のひずみまたは断裂である。この断裂は棘上筋腱が上腕
骨に付着しているこの腱の挿入部位において生じ、これにより、この腱は（その傷害の程
度に応じて）その骨から部分的にまたは完全に遊離する。加えて、上記のひずみまたは断
裂は腱自体の中において生じる可能性がある。一定のひずみが生じた腱に対する治療は通
常においてその腱の休止および使用の減少を含む。しかしながら、傷害の程度に応じて、
一定の断裂した腱は、例えば、上腕骨からの棘上筋腱の完全な断裂の場合等において、外
科的な介入を必要とする場合もある。このような重度の腱の損傷の場合に、その外科的介
入は断裂した組織の修復および／または再付着の処理を含み、これらの処理は一般的に一
定の治癒期間および回復期間を必要とする。
【０００９】
　従って、比較的に信頼性の高い組織修復を行なうことができ、損傷した組織の治癒を容
易に行なうことのできる損傷した組織（例えば、軟骨、半月板軟骨、靭帯、腱および皮膚
）の外科的治療のための新規な外科技法に対する継続した要望が当業界において存在して
いる。種々の外科的な移植片が知られており、これらの有益性を達成する補助のために種
々の外科的処置において用いられている。例えば、一定の配給用ビヒクルに装填されてい
る各種の単離された細胞を含む各種の移植片を形成するための種々の装置および技法を用
いることが知られている。このような細胞接種型の各種の移植片が種々の生体崩壊性で生
体相容性の線維高分子基質上に接触した各種軟骨細胞により構成されている軟骨性の構造
を増殖することにより軟骨を作成および／または修復する生体外（イン・ビトロ）の方法
において用いられている。このような方法は上記高分子基質に軟骨細胞を接種する前にこ
れらの軟骨細胞を軟骨性の組織から初期的に分離することを必要とする。さらに別の損傷
した組織を修復するための技法は所望の組織を生成するために使用する各種の幹細胞また
は先祖細胞を含む移植片を採用している。例えば、一定の患者における骨および／または
軟骨を再生するために脂肪組織、筋肉、または骨髄内の細胞等のような各種の幹細胞また
は先祖細胞を使用することが知られている。このような幹細胞は一定の患者から取り出さ
れて、軟骨形成に適した一定の環境内に配置され、これにより、その脂肪組織細胞の増殖
および、例えば、各種軟骨細胞等のような異なる種類の細胞の形成が誘発される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従って、損傷した組織を作成および／または修復するため、および損傷した組織の治癒
を速めるための新規な装置および方法に対する要望が当業界において存在し続けている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は組織の治療に使用するための生体相容性の組織移植片およびこれらの装置の作
成および使用のための方法に関連している。例えば、この組織移植片は病気のまたは損傷
した組織の修復および／または再生のために使用できる。さらに、これらの組織移植片は
組織増量、美顔用治療、医療処置、組織増強、および組織修復のために使用できる。これ
らの移植片は少なくとも１種類の細分化処理した組織フラグメントを含む一定の懸濁液を
伴う一定の生体相容性の支持骨格材料を含む。この生体相容性の組織移植片はその細分化
処理した組織の懸濁液の上方に配置されている一定の付加的な生物学的物質および／また
は一定の付随的な保持要素も含むことができる。
【００１２】
　本発明はまた上記のような生体相容性の組織移植片を作成するための方法にも関連して
いる。これらの移植片は少なくとも１種類の生体相容性の支持骨格材料および一定の細分
化組織のサンプルを供給すること、少なくとも１種類の細分化した組織フラグメントを含
む生活可能な組織の懸濁液を形成するために上記組織サンプルを処理すること、および当
該組織サンプルを上記生体相容性の支持骨格材料の上に付着することにより作成される。
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一例の実施形態において、上記移植片を製造する方法は上記組織サンプル内の細胞が上記
支持骨格材料に集団化することを有効に可能にするために十分な諸条件下において一定の
持続期間にわたり一定の適当な環境内において上記組織積載型の支持骨格材料を培養する
さらに別の工程を含むことができる。
【００１３】
　本発明はまた上記本発明の組織移植片の作成を補助するための一定のキットにも関連し
ている。本発明のキットは少なくとも１種類の生体相容性の支持骨格材料を収容している
一定の無菌容器、一定の被検体から一定の組織サンプルを収集するための一定の採取用工
具、および組織サンプルの生活可能性を持続するための１種類以上の試薬を含む。このキ
ットはまた一定の組織を組織粒子に細分化するための一定の処理用工具を含むことも可能
であり、あるいは、上記採取用工具が組織サンプルを収集してそのサンプルを微細分割し
た組織粒子に処理することに適合可能である。さらに、このキットは随意的に上記支持骨
格材料を上記無菌容器から移植のための一定の被検体に移すための一定の配給装置も含む
ことができる。
【００１４】
　本発明はまた上記本発明の生体相容性の組織移植片を用いて組織を治療する方法にも関
連している。これらの方法による組織の治療は一定の生体相容性の支持骨格材料および一
定の細分化組織のサンプルを供給すること、当該組織サンプルを上記生体相容性の支持骨
格材料上に付着させること、およびこの組織積載型の支持骨格材料を治療する組織に対し
て一定の所望の位置に配置することにより達成できる。一例の実施形態において、組織修
復は一定の生体相容性の支持骨格材料および一定の細分化組織のサンプルを供給すること
、当該組織サンプルを組織傷害部位に対して一定の所望の位置に付着させること、および
上記生体相容性の支持骨格材料を組織の上に配置することにより達成できる。また、別の
実施形態において、上記移植片を製造する方法は上記組織サンプル内の細胞が上記支持骨
格材料に集団化することを有効に可能にするために十分な諸条件下において一定の持続期
間にわたり一定の適当な環境内において上記組織積載型の支持骨格材料を培養するさらに
別の工程を含むことができる。また、さらに別の実施形態において、上記の組織を治療す
る方法は、例えば、上記組織積載型の支持骨格材料の位置を固定することにより治療する
組織に対して一定の所望の位置に上記支持骨格材料を固定する別の工程も含むことができ
る。
【００１５】
　本発明はまた生活組織における一定の物質の作用を測定するための方法にも関連してい
る。本発明のこの態様によれば、本発明の生体移植可能な組織移植片は各種の組織構造体
を形成するために使用可能であり、この構造体は一定の試験物質と接触することにより、
生活組織におけるこの物質の作用効果が観察および測定できるようになる。従って、本発
明の生体移植可能な組織構造体は、例えば、細胞移動、細胞の増殖および分化および細胞
表現型の維持の作用効果等のような、種々の生物学的応答における作用効果を調べること
により生活組織における一定の試験物質の作用効果を測定するための一定の生物学的なス
クリーニング・アッセイとして使用できる。
【００１６】
　上記移植片が組織修復のために用いられる実施形態において、この組織修復移植片は、
例えば、各種の回旋腱板の傷害、ＡＣＬ崩壊、または半月板断裂等のような筋骨格系内に
生じる傷害、ならびに、皮膚および軟骨等のような別の接合組織内において生じる傷害を
含む種々の傷害を治療するために使用できる。さらに、これらの移植片は各種の靭帯、神
経および腱等のような組織を修復するための手および足の手術等のような別の整形外科的
処置において使用できる。
　本発明は以下の添付図面と共に考察した場合の上記の詳細な説明を参照することにより
さらに完全に理解される。
【発明の効果】
【００１７】
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　従って、本発明によれば、損傷した組織を作成および／または修復するため、および損
傷した組織の治癒を速めるための新規な装置および方法が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の生体相容性の組織移植片は種々の目的のための種々の組織の治療において用い
られる。例えば、これらの移植片は病気のまたは損傷した組織の修復および／または再生
のために使用でき、あるいは、これらは組織増量、組織増強、美顔用治療、医療処置、お
よび組織密封処理のために使用できる。このような組織移植片は一定の生体相容性の支持
骨格材料および少なくとも１種類の細分化処理した組織フラグメントを含む細分化処理し
た組織の懸濁物を含み、この場合に、細分化処理した組織の懸濁物は上記支持骨格材料に
付随している。本発明の上記懸濁物内の細分化処理した組織は少なくとも１種類の生活可
能な細胞を含み、この細胞は上記の組織フラグメントから支持骨格材料上に移動できる。
【００１９】
　上記移植片は本明細書において「組織修復移植片（tissue repair implants）」として
呼ばれる場合があり、これらの移植片を使用する方法が組織修復技法として特徴付けられ
ている場合があるが、これらの移植片が組織修復、組織増量、美顔用治療、医療処置、組
織増強、および組織密封処理を含むがこれらに限らない種々の組織治療のために使用可能
であることが理解されると考える。
【００２０】
　本発明の生体相容性の組織移植片は少なくとも一部分が細分化処理した組織懸濁物に接
触している一定の生体相容性の支持骨格材料を含む。この細分化処理した組織懸濁物は上
記支持骨格材料の外表面部、当該支持骨格材料の内表面部、およびこれらの任意の組み合
わせにおいて配置可能であり、あるいは、この支持骨格材料の全体が上記細分化処理した
組織懸濁物に接触することも可能である。この支持骨格材料は事実上任意の材料または配
給ビヒクルにより形成可能であり、この材料は生体相容性で生体移植可能であり、容易に
滅菌処理され、一定の動作室内環境における取り扱いを有効に容易にして当該材料が実質
的に避けることなく各種の縫合線またはその他の固定手段を許容して保持することを可能
にするために十分な構造的完全性および物理的および／または化学的な諸特性を有してい
る。あるいは、この支持骨格材料は一定の欠損部位の場所において硬化する一定の注入可
能なゲルの形態にすることも可能である。十分な強度および物理的特性は上記支持骨格材
料を形成するために使用する各種材料の選択およびその製造プロセスにより当該支持骨格
材料において示される。好ましくは、この支持骨格材料は柔軟性であり、当該支持骨格材
料を移植の標的部位の寸法に調節することができる。また、一部の実施形態において、こ
の支持骨格材料は一定の生体吸収性または生体再吸収可能な材料にすることができる。
【００２１】
　本発明の一例の実施形態において、上記支持骨格材料は一定の生体相容性のポリマーに
より形成できる。種々の生体相容性のポリマーが本発明による各種の生体相容性の組織移
植片または支持骨格装置を作成するために使用できる。このような生体相容性のポリマー
は各種の合成ポリマー、天然ポリマーまたはこれらの組み合わせ物とすることができる。
本明細書において用いられているように、用語の「合成ポリマー（synthetic polymer）
」は、これらのポリマーが仮に天然に存在している各種の生体材料により作成されていて
も、天然には見られないポリマーを意味する。また、用語の「天然ポリマー（natural po
lymer）」は天然に存在している各種のポリマーを意味する。上記支持骨格材料が少なく
とも１種類の合成ポリマーを含む場合の実施形態において、適当な生体相容性の合成ポリ
マーは各種の脂肪族ポリエステル、ポリ（アミノ酸）、コポリ（エーテル－エステル）、
ポリアルキレン・オキサレート・ポリアミド・チロシン誘導型ポリカーボネート・ポリ（
イミノカーホネート）、ポリオルトエステル・ポリオキサエステル、ポリアミドエステル
、各種アミン基を含みポリオキサエステル、ポリ（酸無水物）、ポリホスファゼン、およ
びこれらの混合物から成る群から選択される各種ポリマーを含むことができる。さらに、
本発明における使用に適している合成ポリマーはコラーゲン、エラスチン、トロンビン、
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フィブロネクチン、デンプン、ポリ（アミノ酸）、ポリ（プロピレン・フマレート）、ゼ
ラチン、アルギネート、ペクチン、フィブリン、酸化セルロース、キチン、キトサン、ト
ロポエラスチン、ヒアルロン酸、リボ核酸、デオキシリボ核酸、ポリペプチド、タンパク
質、多糖類、ポリヌクレオチド、およびこれらの組み合わせ物において見られる各種シー
ケンスに基づく各種の生体合成ポリマーを含むこともできる。
【００２２】
　本発明の目的のために、脂肪族ポリエステルはラクチド（乳酸、Ｄ－体、Ｌ－体、およ
びメソ型のラクチドを含む）、グリコリド（グリコール酸を含む）、ε－カプロラクトン
、ｐ－ジオキサノン（１，４－ジオキサン－２－オン）、トリメチレン・カーボネート（
１，３－ジオキサン－２－オン）、トリメチレン・カーボネートの各種アルキル誘導体、
δ－バレロラクトン、β－ブチロラクトン、γ－ブチロラクトン、ε－デカラクトン、ヒ
ドロキシブチレート、ヒドロキシバレレート、１，４－ジオキセパン－２－オン（その二
量体の１，５，８，１２－テトラオキサシクロテトラデカン－７，１４－ジオン）、１，
５－ジオキセパン－２－オン、６，６－ジメチル－１，４－ジオキサン－２－オン、２，
５－ジケトモルホリン、ピパロラクトン、α，α－ジエチルプロピオラクトン、エチレン
・カーボネート、エチレン・オキサレート、３－メチル－１，４－ジオキサン－２，５－
ジオン、３，３－ジエチル－１，４－ジオキサン－２，５－ジオン、６，６－ジメチル－
ジオキセパン－２－オン、６，８－ジオキサビシクロオクタン－７－オンおよびこれらの
ポリマー混合物の各種ホモポリマーおよびコポリマーを含むがこれらに限らない。また、
本発明において用いる脂肪族ポリエステルは一定の線形、分枝状または星状の構造を有す
る各種のホモポリマーまたはコポリマー（ランダム型、ブロック型、セグメント化型、テ
ーパード・ブロック型、グラフト型、トリブロック型等）とすることができる。また、本
発明の目的のために、上記ポリ（イミノカーボネート）はケムニッツァー（Kemnitzer）
およびコーン（Kohn）により、「ハンドブック・オブ・バイオディグレーダブル・ポリマ
ーズ（Handbook of Biodegradable Polymers）」（ドーム（Domb）他編集、ハードウッド
・アカデミック・プレス社（Hardwood Academic Press），２５１頁乃至２７２頁，（１
９９７年））において記載されているような各種ポリマーを含むものと考えられる。また
、本発明の目的のために、上記コポリ（エーテル－エステル）はコーン（Cohn）およびユ
ーネス（Younes）により、「ジャーナル・オブ・バイオマテリアルズ・リサーチ（Journa
l of Biomaterials Research）」，２２巻，９９３頁乃至１００９頁，１９８８年におい
て、およびコーン（Cohn）（例えば、ＰＥＯ／ＰＬＡ）により、「ポリマー・プレプリン
ツ（ＡＣＳデイビジョン・オブ・ポリマー・ケミストリー（ACS Division of Polymer Ch
emistry）」，３０（１）巻，４９８頁，１９８９年において記載されるような各種のコ
ポリエステル－エーテルを含むものと考えられる。また、本発明の目的のために、上記ポ
リアルキレン・オキサレートは米国特許第４，２０８，５１１号、同第４，１４１，０８
７号、同第４，１３０，６３９号、同第４，１４０，６７８号、同第４，１０５，０３４
号、および同第４，２０５，３９９号において記載されている材料を含む。また、各種の
ポリホスファゼン類、Ｌ－ラクチド、Ｄ，Ｌ－ラクチド、乳酸、グリコリド、グリコール
酸、パラ－ジオキサノン、トリメチレン・カーボネートおよびε－カプロラクトン等から
作成される各種ポリマーに基づくコ－、ター－およびさらに高次の混合モノマーがアルコ
ック（Allcock）により、「ジ・エンサイクロペデイア・オブ・ポリマー・サイエンス（T
he Encyclopedia of Polymer Science）」，１３巻，３１頁乃至４１頁，ワイリー・イン
ターサイエンシーズ（Wiley Intersciences），ジョン・ワイリー・アンド・サンズ（Joh
n Wiley & Sons），１９８８年において、およびバンドルペ（Vandorpe）により、「ハン
ドブック・オブ・バイオディグレーダブル・ポリマーズ（Handbook of Biodegradable Po
lymers）」（ドーム（Domb）他編集、ハードウッド・アカデミック・プレス社（Hardwood
 Academic Press），１６１頁乃至１８２頁，（１９９７年））において記載されている
。また、上記ポリ酸無水物はHOOC-C6 H4 -O-(CH2 )m -O-C6 H4 -COOHの形態の二酸から誘
導される材料を含み、この場合に、上記「ｍ」は２乃至８の範囲内の一定の整数であり、
さらに、１２個までの炭素の脂肪族アルファ－オメガ二酸と当該材料とのコポリマーを含
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む。また、各種のポリオキサエステル、ポリオキサアミドおよび各種のアミド基および／
またはアミノ基を含むポリオキサエステルが以下の米国特許第５，４６４，９２９号、同
第５，５９５，７５１号、同第５，５９７，５７９号、同第５，６０７，６８７号、同第
５，６１８，５５２号、同第５，６２０，６９８号、同第５，６４５，８５０号、同第５
，６４８，０８８号、同第５，６９８，２１３号、同第５，７００，５８３号および同第
５，８５９，１５０号の１個以上において記載されている。さらに、上記ポリオルトエス
テルはヘラー（Heller）により、「ハンドブック・オブ・バイオデイグレーダブル・ポリ
マーズ（Handbook of Biodegradable Polymers）」（ドーム（Domb）他編集、ハードウッ
ド・アカデミック・プレス社（Hardwood Academic Press），９９頁乃至１１８頁，（１
９９７年））において記載されているような材料を含む。
【００２３】
　本明細書において用いられているように、用語の「グリコリド（glycolide）」はグリ
コール酸を含むものとして理解されている。さらに、用語の「ラクチド（lactide）」は
Ｌ－ラクチド、Ｄ－ラクチド、これらの混合物、および乳酸の各種ポリマーおよびコポリ
マーを含むものとして理解されている。
【００２４】
　各種の弾性コポリマーもまた本発明において特に有用である。適当な弾性ポリマーはヘ
キサフルオロイソプロパノール（ＨＦＩＰ）中におけるポリマーの０．１グラム／デシリ
ットル（ｇ／ｄＬ）溶液中において２５℃で決定した場合に約１．２ｄＬ／ｇ乃至４ｄＬ
／ｇ、さらに好ましくは約１．２ｄＬ／ｇ乃至２ｄＬ／ｇ、最も好ましくは約１．４ｄＬ
／ｇ乃至２ｄＬ／ｇの範囲内の一定の固有粘度を有するポリマーを含む。さらに、適当な
エラストマーまたは弾性体は一定の高い伸び率および一定の低い弾性率を示すが、良好な
引張強さおよび良好な回復特性を有している。本発明の好ましい実施形態において、上記
エラストマーは約２００％以上、好ましくは約５００％以上の一定の伸び率を示す。これ
らの伸び率および弾性率に加えて、適当なエラストマーは約５００ｐｓｉ（３．５×１０
6 パスカル）以上、好ましくは約１，０００ｐｓｉ（６．９×１０6 パスカル）以上の一
定の引張強さ、および約５０ポンド／インチ（８．９ｋｇ／ｃｍ）以上、好ましくは約８
０ポンド／インチ（１４．３ｋｇ／ｃｍ）以上の一定の引裂強さを有している。
【００２５】
　本発明において使用できる例示的な生体相容性のエラストマーは約３５：６５乃至約６
５：３５、さらに好ましくは４５：５５乃至３５：６５のε－カプロラクトン対グリコリ
ドのモル比を有するε－カプロラクトンおよびグリコリド（グリコール酸を含む）の弾性
コポリマー、約３５：６５乃至約６５：３５、さらに好ましくは４５：５５乃至３０：７
０あるいは約９５：５乃至約８５：１５のε－カプロラクトン対ラクチドのモル比を有す
るε－カプロラクトンおよびラクチド（Ｌ－ラクチド、Ｄ－ラクチド、これらの混合物、
および乳酸の各種ポリマーおよびコポリマーを含む）の弾性コポリマー、約４０：６０乃
至約６０：４０のｐ－ジオキサノン対ラクチドのモル比を有するｐ－ジオキサノン（１，
４－ジオキサン－２－オン）およびラクチド（Ｌ－ラクチド、Ｄ－ラクチド、これらの混
合物、および乳酸の各種ポリマーおよびコポリマーを含む）の弾性コポリマー、約３０：
７０乃至約７０：３０のε－カプロラクトン対ｐ－ジオキサノンのモル比を有するε－カ
プロラクトンおよびｐ－ジオキサノンの弾性コポリマー、約３０：７０乃至約７０：３０
のｐ－ジオキサノン対トリメチレン・カーボネートのモル比を有するｐ－ジオキサノンお
よびトリメチレン・カーボネートの弾性コポリマー、約３０：７０乃至約７０：３０のト
リメチレン・カーボネート対グリコリドのモル比を有するトリメチレン・カーボネートお
よびグリコリド（グリコール酸）の弾性コポリマー、約３０：７０乃至約７０：３０のト
リメチレン・カーボネート対ラクチドのモル比を有するトリメチレン・カーボネートおよ
びラクチド（Ｌ－ラクチド、Ｄ－ラクチド、これらの混合物、および乳酸の各種ポリマー
およびコポリマーを含む）の弾性コポリマー、およびこれらの混合物を含むがこれらに限
らない。なお、適当な生体相容性のエラストマーの例が米国特許第４，０４５，４１８号
、同第４，０５７，５３７号および同第５，４６８，２５３号において記載されている。
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【００２６】
　一例の実施形態において、上記エラストマーは一定のジオキサン溶媒中において形成さ
れていて一定のポリジオキサノン・メッシュを含む３５：６５のε－カプロラクトンおよ
びグリコリドの一定のコポリマーである。また、別の実施形態において、上記エラストマ
ーは一定のポリジオキサノン・メッシュを含む４０：６０のε－カプロラクトンおよびラ
クチドの一定のコポリマーである。さらに別の実施形態において、上記エラストマーはε
－カプロラクトンおよびグリコリドの３５：６５のコポリマーおよびε－カプロラクトン
およびラクチドの４０：６０のコポリマーの５０：５０の混合物である。上記のポリジオ
キサノン・メッシュは一層型の二次元的メッシュまたは多層型の三次元的メッシュの形態
にできる。
【００２７】
　本発明の支持骨格材料は、随意的に、体内環境内において一定の時宜を得た様式で再吸
収される能力を有する一定の生体再吸収性または生体吸収性の材料により形成できる。こ
の生体内の諸条件下における吸収時間の違いは本発明の各種の支持骨格材料を形成する場
合の２種類の異なるコポリマーの混合に基づくと考えられる。例えば、３５：６５のε－
カプロラクトンおよびグリコリドのコポリマー（比較的に速い吸収性のポリマー）を４０
：６０のε－カプロラクトンおよびＬ－ラクチドのコポリマー（比較的に遅い吸収性のポ
リマー）と混合することにより一定の生体相容性の支持骨格材料を形成することができる
。採用する処理技法により、上記２種類の成分は不規則に相互接続している二種類の連続
的な相になるか、あるいは、これら２種類の成分の各層の間に一定の良好に一体化した境
界層を伴う一定の積層型の形態における一定の勾配様式の構造を有することができる。こ
れら支持骨格材料の微小構造は再増殖している組織の所望の解剖構造学的特徴部分を再生
または修復するために最適化できる。
【００２８】
　一例の実施形態において、一定の勾配様式の構造において１種類の組成から別の種類の
組成に変化する各種の支持骨格材料を形成するために種々のポリマー混合物を使用するこ
とが望ましい。このような勾配様式の構造を有する支持骨格材料は軟骨（関節、半月板、
中隔、気管、耳介、肋骨等）、腱、靭帯、神経、食道、皮膚、骨、および脈管組織等のよ
うな天然に存在する組織の構造を修復または再生するための組織工学的な用途において特
に有利である。例えば、ε－カプロラクトン－コ－グリコリドの一定のエラストマーをε
－カプロラクトン－コ－ラクチドと（例えば、約５：９５のモル比で）混合することによ
り、例えば、軟骨から骨の変化に類似している一定の様式で、一定の比較的に軟質のスポ
ンジ状の物質から一定の比較的に硬質の剛性の物質に変化している一定の支持骨格材料が
形成できる。明らかに、当該技術分野における通常の熟練者であれば、上記と類似の勾配
作用に対応するために、あるいは、別の勾配（例えば、異なる吸収特性、応力応答特性、
または異なる弾性の程度）を得るために別のポリマー混合物が使用可能であることが認識
できる。例えば、上記のような設計の特徴は本発明の各種支持骨格材料に付随している細
分化組織の懸濁物における一定の濃度勾配を設定することができ、一定の領域（例えば、
外側の各部分）におけるよりも高い組織フラグメントの濃度を移植片の別の領域（例えば
、一定の内側の部分）に設定できる。
【００２９】
　本発明の組織修復移植片における生体相容性の支持骨格材料は、例えば、織り状、編み
状、縦編み状、（すなわち、レース様）、不織状、および編み組状の各種構造を有する任
意の吸収性または非吸収性の布地により構成されている一定の補強材料も含むことができ
る。一例の実施形態において、この補強材料は一定のメッシュ様の構造を有している。上
記の構造のいずれにおいても、その材料の機械的特性はその材料の密度または組織、材料
の編み方または織り方、材料の厚さを変化すること、またはその材料中に各種の粒状物質
を埋め込むことにより変更できる。また、上記材料の機械的特性はそのメッシュ内に各種
の部位を形成することにより変更することも可能であり、これらの部位において、各繊維
は互いに物理的に結合しているか、例えば、一定の接着剤または一定のポリマー等のよう
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な別の物質と物理的に結合している。上記補強材料を作成するために用いる繊維は各種の
モノフィラメント、糸、より糸、編み組糸、または複数の繊維の束とすることができる。
さらに、これらの繊維はポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、ポリカプロ
ラクトン（ＰＣＬ）、ポリジオキサノン（ＰＤＯ）、トリメチレン・カーボネート（ＴＭ
Ｃ）、およびこれらのコポリマーまたは混合物等のような生体吸収性の材料を含む任意の
生体相容性の材料により作成できる。また、これらの繊維はシルク（絹）およびコラーゲ
ンを基材とする各種材料を含む各種の天然ポリマーを基材とする任意の生体相容性の材料
により作成することも可能である。さらに、これらの繊維は、例えば、ポリエチレン、ポ
リエチレン・テレフタレート、ポリ（テトラフルオロエチレン）、ポリカーボネート、ポ
リプロピレンおよびポリ（ビニル・アルコール）等のような非吸収性の任意の生体相容性
の繊維により作成することもできる。一例の実施形態において、上記繊維はラクチドおよ
びグリコリドの９５：５のコポリマーにより形成されている。
【００３０】
　別の実施形態において、上記補強材料を形成している繊維は一定の生体吸収性のガラス
材料により作成可能である。生体ガラス、一定のケイ酸塩含有のリン酸カルシウム・ガラ
ス、または再吸収時間を調整するために種々の量の固形粒子が添加されているリン酸カル
シウム・ガラスが各種のガラス繊維として延伸可能であり上記補強材料として使用できる
材料の例として挙げられる。添加できる適当な固形粒子は鉄、マグネシウム、ナトリウム
、カリウム、およびこれらの組み合わせ物を含む。
【００３１】
　上記の生体相容性の支持骨格材料および補強材料は組織の内部成長を可能にするための
複数の孔または気孔を有する一定の薄い気孔を含む弾性シート材料により形成することも
できる。このようなシート材料はポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、ポ
リカプロラクトン（ＰＣＬ）、およびポリジオキサノン（ＰＤＯ）の各種の混合物または
コポリマーにより作成可能である。
【００３２】
　一例の実施形態において、上記の生体相容性の支持骨格材料または補強材料を形成する
フィラメントは一定のシース／コア構造を有する一定のフィラメントを製造するために同
時押出成形できる。これらのフィラメントは一定の生体崩壊性のポリマーにより構成され
ている１個以上のコアを囲む別の生体崩壊性のポリマーのシースを有している。さらに、
一定の遅い吸収性のコアを囲む一定の速い吸収性のシースを伴う各種のフィラメントが組
織の内部成長のために延長された支持を必要とする場合において望ましい。
【００３３】
　当該技術分野における通常の熟練者であれば、上記補強材料における１個以上の層が本
発明の組織移植片を補強するために使用できることが認識できる。加えて、同一の構造お
よび化学的性質または異なる構造および化学的性質の、例えば、メッシュ等のような、各
種の生体崩壊性の布地の支持骨格材料を互いに重ね合わせることにより優れた機械的強度
を有する各種の生体相容性の組織移植片が製造できる。
【００３４】
　上記支持骨格材料が少なくとも１種類の天然ポリマーを含む場合の実施形態において、
この天然ポリマーの適当な例は各種のフィブリン基材の材料、コラーゲン基材の材料、ヒ
アルロン酸基材の材料、糖タンパク質基材の材料、セルロース基材の材料、シルクおよび
これらの混合物を含むがこれらに限らない。例えば、非限定的な例として、上記生体相容
性の支持骨格材料は一定のコラーゲン基材の小腸粘膜下組織により構成可能である。
【００３５】
　本発明の別の実施形態において、上記生体相容性の支持骨格材料は一定の生体相容性の
セラミック材料により形成できる。適当な生体相容性のセラミック材料は、例えば、ヒド
ロキシアパタイト、α－トリカルシウム・ホスフェート、β－トリカルシウム・ホスフェ
ート、生体活性ガラス材、リン酸カルシウム、硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、異種お
よび同種異系の骨材料およびこれらの組み合わせ物を含む。本発明における使用に適して
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いる生体活性ガラス材料はリン酸カルシウム・ガラスを含有している種々のケイ酸塩また
は再吸収時間を調整するために種々の量の固形粒子が添加されているリン酸カルシウム・
ガラスを含む。さらに、上記リン酸カルシウムの生体活性ガラス材料に組み込むことので
きる適当な化合物は酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム、およびこれらの
混合物を含むがこれらに限らない。
【００３６】
　本発明の組織移植片のさらに別の実施形態において、上記支持骨格材料は同種異系の組
織、自家組織および異種組織により得られるような、各種の組織移植片により形成可能で
ある。例えば、非限定的な例として、皮膚、軟骨、靭帯、腱（tendon）、骨膜、軟骨膜、
滑膜、筋膜、腸間膜および腱（sinew）が上記生体相容性の支持骨格材料を形成するため
の組織移植片として使用できる。一定の同種異系の組織を使用する一部の実施形態におい
て、一定の胎児または新生児からの組織が一部の成人の組織に伴う免疫抗原性を回避する
ために使用できる。
【００３７】
　別の実施形態において、上記支持骨格材料は一定の欠損部位において位置を設定できる
一定の注入可能なゲルの形態にすることも可能である。このゲルはアルギネート、架橋化
アルギネート、ヒアルロン酸、コラーゲン・ゲル、フィブリン・グルー、フィブリン・ク
ロット、ポリ（Ｎ－イソプロピルアクリルアミド）、アガロース、キチン、キトサン、セ
ルロース、多糖類、ポリ（オキシアルキレン）、ポリ（エチレン・オキシド）－ポリ（プ
ロピレン・オキシド）の一定のコポリマー、ポリ（ビニル・アルコール）、ポリアクリレ
ート、高濃度血小板血漿（ＰＲＰ）クロット、低濃度血小板血漿（ＰＰＰ）クロット、マ
トリゲル（Matrigel）、またはこれらの混合物を含む一定の生物学的なまたは合成のヒド
ロゲルとすることができる。
【００３８】
　上記組織移植片のさらに別の実施形態において、上記支持骨格材料は一定の連続気泡型
の気孔構造を有する複数の気孔を含む一定の高分子発泡体部品により形成できる。この気
孔の寸法は変更可能であるが、好ましくは、これらの気孔は組織の内部成長を可能にする
大きさである。さらに好ましくは、この気孔寸法は約５０ミクロン乃至１０００ミクロン
の範囲内であり、さらに好ましくは約５０ミクロン乃至５００ミクロンの範囲内である。
上記高分子発泡体部品は、随意的に、例えば、上述した各種の布地等のような、一定の補
強部品を含むことができる。さらに、上記高分子発泡体部品が一定の補強部品を含む一部
の実施形態において、この発泡体部品は当該発泡体部品の各気孔が補強部品のメッシュの
中に進入して当該補強部品と連結するようにその補強部品に対して一体化できる。
【００３９】
　上記組織移植片における発泡体部品は当該技術分野における通常の熟練者において良く
知られている種々の技法により一定の発泡体として形成できる。例えば、これらの高分子
開始材料は凍結乾燥、超臨界溶媒発泡処理（すなわち、欧州特許（ＥＰ）第４６４，１６
３号において記載されているような処理）、ガス注入押出成形、ガス注入成形、または一
定の抽出可能な材料（例えば、塩類、糖または類似の適当な材料）を伴うキャステイング
処理により発泡させることができる。
【００４０】
　一例の実施形態において、本発明の工学処理を施した組織修復移植片装置における発泡
体部品は、凍結乾燥処理等のような、一定のポリマー－溶媒相分離技法により作成可能で
ある。しかしながら、一般に、一定のポリマー溶液は以下の４種類の技法、すなわち、（
ａ）熱誘導型のゲル化／結晶化法、（ｂ）溶媒相およびポリマー相の無溶媒誘導型分離法
、（ｃ）化学誘導型相分離法、および（ｄ）熱誘導型尖点分解法の内のいずれか一つによ
り二相に分離できる。さらに、このポリマー溶液は２種類の異なる相または２種類の連続
的な相のいずれかに一定の調整された様式で分離される。その後、この溶媒相を除去する
ことにより、通常的に全体のポリマーの密度よりも小さい一定の多孔質構造およびマイク
ロメートルの範囲内の複数の気孔が残る。例えば、「マイクロセルラー・フォームズ・ビ
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ア・フェーズ・セパレーション（Microcellular Foams Via Phase Separation）」，ジャ
ーナル・オブ・ＶＡＣ．ソサイエテイ・テクノロジー（J. Vac. Sci. Technol.），Ａ．
Ｔ．ヤング（A. T. Young），４（３）巻，５月／６月，１９８６年を参照されたい。
【００４１】
　上記発泡体の調製に関連する工程は凍結乾燥処理する各種ポリマーに対応して適正な溶
媒をそれぞれ選択する工程および一定の均質な溶液を調製する工程を含む。次に、このポ
リマー溶液は一定の凍結処理および真空乾燥処理の工程にかけられる。この凍結工程はポ
リマー溶液を相分離し、真空乾燥工程は昇華および／または乾燥処理によりその溶媒を除
去して、一定の多孔質のポリマー構造または一定の相互接続している連続気泡型の多孔質
発泡体を残す。
【００４２】
　上記発泡体部品の調製において使用できる適当な溶媒はギ酸、ギ酸エチル、酢酸、ヘキ
サフルオロイソプロパノール（ＨＦＩＰ）、環状エーテル（例えば、テトラヒドロフラン
（ＴＨＦ）、フッ化ジメチレン（ＤＭＦ）、およびポリジオキサノン（ＰＤＯ））、アセ
トン、Ｃ２乃至Ｃ５のアルコールの酢酸エステル（例えば、酢酸エチルおよびｔ－ブチル
アセテート）、グライム（例えば、モノグライム、エチル・グライム、ジグライム、エチ
ル・ジグライム、トリグライム、ブチル・ジグライム、およびテトラグライム）、メチル
エチル・ケトン、ジプロピレングリコール・メチル・エーテル、ラクトン（例えば、γ－
バレロラクトン、δ－バレロラクトン、β－ブチロラクトン、γ－ブチロラクトン）、１
，４－ジオキサン、１，３－ジオキソラン、１，３－ジオキソラン－２－オン（エチレン
・カーボネート）、ジメチルカーボネート、ベンゼン、トルエン、ベンジル・アルコール
、ｐ－キシレン、ナフタレン、テトラヒドロフラン、Ｎ－メチル・ピロリドン、ジメチル
ホルムアミド、クロロホルム、１，２－ジクロロメタン、モルホリン、ジメチルスルホキ
シド、ヘキサフルオロアセトン・セスキ・ヒドレート（ＨＦＡＳ）、アニソール、および
これらの混合物を含むがこれらに限らない。さらに、これらの溶媒の内において、好まし
い溶媒は１，４－ジオキサンである。また、上記溶媒中における上記ポリマーの一定の均
質な溶液が標準的な各種の技法により調製される。
【００４３】
　適用可能なポリマー濃度または利用可能な溶媒の量はそれぞれのシステムまたは系によ
り変更可能である。一般に、上記溶媒中のポリマーの量は、一定の溶媒中におけるポリマ
ーの溶解度および上記発泡体において望まれる最終的な諸特性等の各種要因により、約０
．５重量％乃至約９０重量％の範囲において変更可能であり、好ましくは、約０．５重量
％乃至約３０重量％の範囲において変更する。
【００４４】
　一例の実施形態において、種々の固形物を上記のポリマー－溶媒システムに添加するこ
とにより結果として得られる発泡体の表面における組成を変更することが可能である。こ
れにより、添加した粒子が溶液からその下面部に沈殿するのに従って、その添加した固形
物の組成を含み発泡した高分子材料を含まない各種の領域が形成される。あるいは、添加
した固形物は得られる組織移植片の所望の領域（すなわち、上部、側部、または下部の近
く等）において比較的に多く濃縮することが可能であり、これにより、そのような全ての
領域において組成の変化を生じることができる。例えば、選択された各場所における固形
物の濃度が金属製の固形物を一定の磁気材料により作成した一定の金型の中に入れた溶液
中に添加する（あるいは、逆にする）ことにより達成できる。
【００４５】
　種々の固形物が上記のポリマー－溶媒システムに添加できる。好ましくは、上記固形物
は上記のポリマーまたは溶媒に対して反応しない一定の種類である。一般に、この添加す
る固形物は約１．０ｍｍの一定の平均直径を有しており、好ましくは、約５０ミクロン乃
至約５００ミクロンの一定の平均直径を有している。また、好ましくは、上記固形物は当
該粒子およびポリマー－溶媒の混合物の全体の容量において約１容量％乃至約５０容量％
を成すような一定の量で存在している（この場合に、上記全体の容量は１００容量％に等
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しい）。
【００４６】
　例示的な固形物は鉱物質除去した骨、リン酸カルシウム粒子、生体ガラス粒子、硫酸カ
ルシウム、または骨修復用の炭酸カルシウムの粒子、気孔形成用の抽出可能な固形物、お
よび補強材料として有効であるか吸収される時に気孔を形成する上記溶媒システム中にお
いて不溶性の各種生体吸収性ポリマーの粒子、および非生体吸収性の各種材料を含むがこ
れらに限らない。
【００４７】
　さらに、適当な抽出可能な固形物は塩類（例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩
化カルシウム、酒石酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム等）、生体相容性の単糖類および
二糖類（例えば、グルコース、フルクトース、デキストロース、マルトース、ラクトース
およびスクロース）、多糖類（例えば、デンプン、アルギネート、キトサン）、水溶性タ
ンパク質（例えば、ゼラチンおよびアガロース）等のような無毒性の抽出可能な物質を含
む。これらの抽出可能な物質は一定の溶媒中に当該抽出可能な物質を含む発泡体を浸漬す
ることにより除去でき、この溶媒中においてこの物質の粒子は当該粒子の実質的に全ての
浸出を可能にするのに十分な量の時間をかけて溶解可能であるが、この溶媒は上記発泡体
を溶解せず、あるいは、有害な変化を生じない。好ましい抽出溶媒は水であり、最も好ま
しくは蒸留した脱イオン水である。このようなプロセスが米国特許第５，５１４，３７８
号において記載されている。好ましくは、上記発泡体は、当該発泡体の加速された吸着が
望まれない限り、この発泡体の加水分解を最少にするために上記抽出処理の完了後に低温
度および／または減圧下において乾燥される。
【００４８】
　さらに、適当な非生体吸収性の材料はステンレス・スチール、コバルト－クロム、チタ
ンおよび各種チタン合金、および生体不活性な各種セラミック粒子（例えば、アルミナ、
ジルコニア、および硫酸カルシウム粒子）等のような生体相容性の金属を含む。さらに、
上記非生体吸収性の材料はポリエチレン、ポリビニルアセテート、ポリメチルメタクリレ
ート、ポリプロピレン、ポリ（エチレン・テレフタレート）、シリコーン、ポリエチレン
・オキシド、ポリエチレン・グリコール、ポリウレタン、ポリビニル・アルコール、天然
ポリマー（例えば、セルロース粒子、キチン、およびケラチン）、およびフッ素化した各
種のポリマーおよびコポリマー（例えば、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエ
チレン、およびヘキサフルオロプロピレン）等のようなポリマーを含むこともできる。
【００４９】
　さらに、上記組織移植片を放射線不透過性にする各種の固形物（例えば、硫酸バリウム
）を添加することも可能である。さらに、添加可能な固形物として、組織の再生または再
増殖を助長する添加物、ならびに、種々の緩衝物質、補強物質または多孔質改質剤として
作用する添加物も含まれる。
【００５０】
　上記において述べられているように、本発明の補強された組織修復移植片装置は上記の
適当なポリマー溶液を一定の金型および本発明の補強要素を含む一定の金型組立体の中に
射出、注入、またはその他の方法で入れることにより作成される。その後、この金型組立
体を一定の適当な槽内または一定の冷却した棚の上において冷却した後に凍結乾燥処理す
ることにより、一定の補強された支持骨格材料が得られる。この場合に、一定の生物学的
な成分を上記凍結乾燥工程の前または後に添加できる。このような発泡体部品の形成の途
中において、上記ポリマー－溶媒システムの凍結速度を制御することが重要であると考え
られる。さらに、この凍結乾燥工程中に進展する気孔の形態の種類は溶液の熱力学的要因
、凍結速度、冷却温度、溶液の濃度、および均質または異質の核形成のいずれが生じてい
るか等のような種々のファクターの関数である。なお、当該技術分野における通常の熟練
者であれば、過度の実験を行なうことなく上記の各種パラメーターを容易に最適化するこ
とが可能である。
【００５１】
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　上記の必要とされる一般の処理工程は上記の高分子発泡体および補強部品を作成する各
種の適当な材料の選択を含む。一定のメッシュ状の補強材料を使用する場合には、適当な
メッシュ密度を選択する必要がある。さらに、この補強材料は上記金型内に適正に位置合
わせされる必要があり、上記ポリマー溶液は一定の適当な速度で、好ましくは、気泡の形
成を避けるために一定の適当な角度で傾斜している一定の金型の中に添加される必要があ
り、さらに、このポリマー溶液は凍結乾燥処理される必要がある。
【００５２】
　一定のメッシュ状の補強材料を利用する実施形態において、この補強用のメッシュ材料
は一定の密度を有している必要がある。すなわち、このメッシュ材料中の各開口部はその
構造を縫合可能にまたはその他の方法により固定可能にする程度に十分に小さいが、上記
発泡体材料およびその各連続気泡および気泡の壁部が当該メッシュ材料の各開口部の中に
進入する際にこれら発泡体と補強用メッシュ材料との間の適当な連結を妨げるほどには小
さくないことが必要である。すなわち、適当な連結状態がなければ、その層状構造の完全
性が損なわれて、その構造が脆弱になり取り扱いが困難になる。上記メッシュ材料の密度
がその構造の機械的強度を決定するので、このメッシュ材料の密度は組織修復における所
望の用途に従って変更可能である。加えて、このメッシュ材料において用いられている織
り方の種類により、その構造の機械的強度の方向性、ならびに、例えば、弾性、剛性、破
裂強さ、縫合線保持強さおよび構造の極限引張強さ等のようなその補強材料の機械的特性
が決定できる。例えば、非限定的な例において、本発明の一定の発泡体を基材とする生体
相容性の支持骨格材料における上記のメッシュ状補強材料は一定の方向において剛性を示
し、別の方向において弾性を示すように設計することができ、あるいは、このメッシュ状
補強材料を等方性にすることもできる。
【００５３】
　上記補強化した発泡体の凍結乾燥処理中に、幾つかのパラメーターおよび処置が所望の
構造完全性および機械的特性を有する移植片を製造するために重要である。好ましくは、
上記補強材料は上記金型の中に入れる時に実質的に平坦である。この平坦さの適当な程度
を確実にするために、この補強材料（例えば、メッシュ材）は金型の中に入れる前に一定
の加熱したプレス機により平坦にプレス処理される。さらに、上記補強用の構造が等方性
でない場合に、方向性を示すためにその構造を標識することによりその異方性を指示する
ことが望ましい。このことは織り状の補強材料の中に各種の染色した標識または染色した
糸等のような１個以上の指示手段を埋め込むことにより達成できる。これにより、その指
示手段の方向または配向が一定の医者に対して物理的な特性が優れている移植片の大きさ
を示す。
【００５４】
　上述したように、凍結乾燥処理の前に上記ポリマー溶液を金型に加える様式は適当な機
械的な完全性を伴う一定の組織移植片を形成することに起因する。一定のメッシュ状の補
強材料を使用して、この材料が２個の薄い（例えば、０．７５ｍｍ）のシムの間に配置さ
れると仮定する場合に、この材料を金型内の一定の所望の深さにおいて一定の実質的に平
坦な配向状態で配置する必要がある。その後、上記ポリマー溶液が上記発泡体部品の各層
の間から気泡を逃避可能にする一定の様式で注ぎ込まれる。好ましくは、この金型は一定
の所望の角度で傾斜しており、注入が気泡の形成を最良に防止するために一定の調整され
た速度で行なわれる。当該技術分野における通常の熟練者であれば多数の変量により上記
の傾斜角度および注入速度が調整されることが認識できる。一般に、上記金型は気泡形成
を避けるために約１度よりも大きな一定の角度で傾斜する必要がある。加えて、上記注入
速度は気泡が金型の中に捕捉されずに、金型から逃避することを可能にするために十分に
遅くする必要がある。
【００５５】
　一定のメッシュ材料が上記補強部品として用いられる場合に、このメッシュの各開口部
の密度は所望の機械的な諸特性を伴う結果物としての組織移植片の形成における一定の重
要な要因である。さらに、一定の低密度な開口編み状のメッシュ材料が好ましい。一例の
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好ましい材料は商品名をビクリル（VICRYL）（ニュージャージー州サマービルのエシコン
社（Ethicon, Inc.）として販売されているグリコリドおよびラクチドの９０：１０のコ
ポリマーである。一例の例示的な低密度の開口編み状のメッシュ材料はニュージャージー
州サマービルのエシコン社（Ethicon, Inc.）から入手可能なニッテド・ビクリルＶＫＭ
－Ｍ（Knitted VICRYL VKM-M）である。別の好ましい材料はポリジオキサノンまたはラク
チドおよびグリコリドの９５：５のコポリマーである。
【００５６】
　一定のメッシュ材料の密度または「開口度（openness）」は一定のコンピュータにより
インターフェイスされた一定のデジタル・ホトカメラにより評価できる。一例の評価にお
いて、上記メッシュ材料の密度を一定のＩＢＭ３００ＰＬ型コンピュータによりインター
フェイスされた一定のソニー（Sony）デジタル・ホトカメラＤＫＣ－５０００を伴う一定
のニコンＳＭＺ－Ｕズーム（Nikon SMZ-U Zoom）により決定した。さらに、２０倍に拡大
した各メッシュ材の断面のデジタル画像をイメージ－プロ・プラス（Image-Pro Plus）４
．０ソフトウェアを用いて操作することによりそのメッシュ密度を決定した。一定のデジ
タル画像を上記ソフトウェアにより捕捉した後に、そのメッシュ材における空の空間部分
に相当する面積がその画像の全面積から差し引かれるようにその画像に一定の閾値が設定
される。すなわち、このメッシュ密度は残りのデジタル画像の割合として考えられている
。この結果、最も望ましい機械的な諸特性を有する移植片は約１２％乃至８０％、さらに
好ましくは約４５％乃至８０％の範囲内の一定のメッシュ密度を有する材料であることが
分かった。
【００５７】
　一例の実施形態において、軟骨修復において好ましい支持骨格材料は一定のメッシュ状
の補強された発泡体である。さらに好ましくは、この発泡体はポリジオキサノン（ＰＤＯ
）を含有している一定のメッシュ材料により補強されており、この発泡体の組成は３５：
６５のε－カプロラクトンおよびグリコリドの一定のコポリマーである。関節軟骨の場合
に、細胞および組織の内部増殖を可能にする好ましい構造は一定の開口状の多孔質構造を
有していて細胞移動を十分に可能にする大きさを有する構造である。適当な気孔の大きさ
は平均直径が約５０ミクロン乃至１０００ミクロン、さらに好ましくは約５０ミクロン乃
至５００ミクロンの範囲内である大きさである。また、このメッシュ層は約１ミクロン乃
至１０００ミクロンの範囲内の一定の厚さを有している。好ましくは、上記発泡体は約３
００ミクロン乃至２ｍｍ、さらに好ましくは約５００ミクロン乃至１．５ｍｍの範囲内の
一定の厚さを有している。好ましくは、上記メッシュ層は約１２％乃至８０％、さらに好
ましくは約４５％乃至８０％の範囲内の一定のメッシュ密度を有している。
【００５８】
　また、別の実施形態において、軟骨修復において好ましい支持骨格材料は一定の不織状
の構造である。さらに好ましくは、この不織構造の組成はパナクリル（PANACRYL）、すな
わち、ラクチドおよびグリコリドの９５：５のコポリマー、ビクリル（VICRYL）、すなわ
ち、グリコリドおよびラクチドの９０：１０のコポリマー、または商品名をエシソーブ（
ETHISORB）（ジョンソン・アンド・ジョンソン・インターナショナル（Johnson & Johnso
n International）、ベルギー国）として販売されているポリジオキサノンおよびビクリ
ル（VICRYL）の一定の混合物である。関節軟骨の場合に、細胞および組織の内部増殖を可
能にする好ましい構造は一定の開口状の多孔質構造を有していて細胞移動を十分に可能に
する大きさを有している。適当な気孔の大きさは平均直径が約５０ミクロン乃至１０００
ミクロン、さらに好ましくは約１００ミクロン乃至５００ミクロンの範囲内である大きさ
である。さらに、上記不織状の支持骨格材料は約３００ミクロン乃至２ｍｍ、さらに好ま
しくは約５００ミクロン乃至１．５ｍｍの一定の厚さを有している。
【００５９】
　一例の実施形態において、半月板修復において好ましい支持骨格材料は一定のメッシュ
状の補強された発泡体である。さらに好ましくは、この発泡体はポリジオキサノン（ＰＤ
Ｏ）を含有している一定のメッシュ材料により補強されている発泡体であり、この発泡体
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の組成は３５：６５のε－カプロラクトンおよびグリコリドの一定のコポリマーである。
細胞および組織の内部増殖を可能にするための好ましい構造は一定の開口状の多孔質構造
を有していて細胞移動を十分に可能にする大きさを有する構造である。適当な気孔の大き
さは平均直径が約５０ミクロン乃至１０００ミクロン、さらに好ましくは約５０ミクロン
乃至５００ミクロンの範囲内である大きさである。また、このメッシュ層は約１ミクロン
乃至１０００ミクロンの範囲内の一定の厚さを有している。好ましくは、上記発泡体は約
３００ミクロン乃至２ｍｍ、さらに好ましくは約５００ミクロン乃至１．５ｍｍの範囲内
の一定の厚さを有している。この実施形態において、上記の好ましい使用方法は上記支持
骨格材料により細分化した軟骨組織を囲むことである。好ましくは、上記メッシュ層は約
１２％乃至８０％、さらに好ましくは約４５％乃至８０％の範囲内の一定のメッシュ密度
を有している。
【００６０】
　一例の実施形態において、腱または靭帯の修復において好ましい支持骨格材料は一定の
メッシュ状の補強された発泡体である。さらに好ましくは、この発泡体はポリジオキサノ
ン（ＰＤＯ）を含有している一定のメッシュ材料により補強されている発泡体であり、こ
の発泡体の組成は３５：６５のε－カプロラクトンおよびグリコリドの一定のコポリマー
である。細胞および組織の内部増殖を可能にするための好ましい構造は一定の開口状の多
孔質構造を有していて細胞移動を十分に可能にする大きさを有する構造である。適当な気
孔の大きさは平均直径が約５０ミクロン乃至１０００ミクロン、さらに好ましくは約５０
ミクロン乃至５００ミクロンの範囲内である大きさである。また、このメッシュ層は約１
ミクロン乃至１０００ミクロンの範囲内の一定の厚さを有している。好ましくは、上記発
泡体は約３００ミクロン乃至２ｍｍ、さらに好ましくは約５００ミクロン乃至１．５ｍｍ
の範囲内の一定の厚さを有している。好ましくは、上記メッシュ層は約１２％乃至８０％
、さらに好ましくは約４５％乃至８０％の範囲内の一定のメッシュ密度を有している。
【００６１】
　別の実施形態において、上記の腱または靭帯の修復において好ましい支持骨格材料は一
定の遅い再吸収特性（例えば、少なくとも３ヶ月、好ましくは少なくとも６ヶ月）および
高い機械的強度を有する一定のポリマーにより構成されている。さらに好ましくは、この
支持骨格材料の引張強さおよび弾性率は自然な靭帯のそれぞれの特性に類似している。す
なわち、この支持骨格材料の好ましい引張強さは約５００Ｎ乃至４０００Ｎ、さらに好ま
しくは約１０００Ｎ乃至２５００Ｎである。また、この支持骨格材料の好ましい弾性率は
約１００Ｎ／ｍ乃至３００Ｎ／ｍ、さらに好ましくは約１５０Ｎ／ｍ乃至２００Ｎ／ｍで
ある。さらに、この支持骨格材料の好ましい構造は一定の円筒形状または楕円形状の支持
骨格、あるいは、一定の高いアスペクト比（すなわち、幅に対する長さの比率値）を有す
る一定の支持骨格である。好ましくは、このアスペクト比は１よりも大きく、さらに好ま
しくは２よりも大きく１００よりも小さい。さらに、上記支持骨格材料は好ましくは約３
ｍｍ乃至１２ｍｍ、さらに好ましくは約４ｍｍ乃至１０ｍｍの範囲内の直径または幅を有
している。例えば、非限定的な例として、靭帯修復用の支持骨格材料はラクチドおよびグ
リコリドの一定の９５：５のコポリマーを含むことができる。一例の実施形態において、
上記靭帯修復用の支持骨格材料はラクチドおよびグリコリドの一定の９５：５のコポリマ
ーおよび、例えば、ポリラクチド、ポリグリコリド、ポリジオキサノン、ポリカプロラク
トンおよびこれらの組み合わせ物等のような別の種々のポリマーを含む一定の複合構造体
として形成できる。また、この支持骨格材料は一定の織り状、編み状または編み組状の材
料により形成できる。随意的に、この支持骨格材料を作成する種々のポリマーは、例えば
、一定の製織構造またはメッシュ構造等のような一定の不織状の布地構造体として形成可
能であり、あるいは、一定の発泡体として形成できる。別の実施形態において、上記の複
合構造体は、例えば、コラーゲン、フィブリン、またはシルク等のような天然の各種ポリ
マーを含むことができる。このような実施形態において、その天然ポリマーはその複合構
造体に対する一定の被膜として作用することができ、あるいは、この天然ポリマーは一定
の発泡体として形成可能である。さらに、上記の複合構造体はその支持骨格の全体におい
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て、あるいは、その支持骨格の周縁部のみにおいて存在するようにコラーゲンまたはシル
クの部材片を随意的に含むこともできる。
【００６２】
　一例の実施形態において、上記靭帯または腱の修復において有用な支持骨格材料は複数
のフィラメントにより形成されており、これらの繊維の大部分はその長手方向に沿って整
列している。
【００６３】
　当該技術分野における熟練者であれば、本発明の生体相容性の支持骨格材料を形成する
ための適当な材料の選択が幾つかの要因により決まることが理解できる。これらの要因は
生体内の機械的性能、細胞の接着、増殖、移動および分化に関する細胞の材料に対する応
答、生体相容性、および随意的に、生体吸収（または、生体崩壊）速度を含む。さらに別
の関連の要因は化学的組成、各種成分の立体的な分布、ポリマーの分子量、および結晶性
の程度を含む。
【００６４】
　上記生体相容性の支持骨格材料に加えて、本発明の組織修復移植片はさらにその支持骨
格材料の少なくとも一部分に付随する少なくとも１種類の生活可能な組織のサンプルを含
む。この用語の「生活可能な（viable）」は、本明細書において用いられているように、
１個以上または１種類以上の生活可能な細胞含む一定の組織サンプルを意味する。事実上
、あらゆる種類の組織が本発明の組織修復移植片を構成するために使用可能である。好ま
しくは、使用する組織は軟骨組織、半月板組織、靭帯組織、腱組織、皮膚組織、骨組織、
筋組織、骨膜組織、心膜組織、滑膜組織、神経組織、脂肪組織、腎組織、骨髄、肝組織、
膀胱組織、膵臓組織、脾臓組織、椎間板組織、胚組織、歯周組織、脈管組織、血液および
これらの組み合わせ物から選択される。軟骨修復において有用な一例の実施形態において
、上記組織は骨組織を含まず、軟骨組織、半月板組織、靭帯組織および腱組織から成る群
から選択される。さらに、この組織移植片を構成するために用いる組織は自家組織、同種
異系組織、異種組織とすることができる。
【００６５】
　半月板修復において有用な一例の実施形態において、この組織修復移植片において用い
る組織は半月板組織、軟骨組織、皮膚、滑膜組織、骨膜組織、心膜組織、脂肪組織、骨髄
、血液、腱組織、靭帯組織、またはこれらの組み合わせ物から成る群から選択できる。ま
た、靭帯修復において有用な一例の実施形態において、その組織修復移植片において用い
る組織は腱組織、修復する靭帯と同一種の靭帯組織、修復する組織とは異なる種類の靭帯
組織、滑膜組織、骨膜組織、筋膜、皮膚、およびこれらの組み合わせ物から成る群から選
択できる。
【００６６】
　上記組織は、例えば、生検またはその他の外科的な除去手段による等のような、種々の
従来技法のいずれかにより入手できる。好ましくは、この組織サンプルは無菌の条件下に
入手される。一定の生活組織のサンプルを入手した後に、このサンプルを無菌条件下に処
理して、少なくとも１種類の細分化した、あるいは、微細分割した組織粒子を含む一定の
懸濁液が形成できる。各組織フラグメントの粒度は変更可能であり、例えば、この組織の
大きさは約０．１ｍｍ3 乃至３ｍｍ3 の範囲内、約０．５ｍｍ3 乃至１ｍｍ3 の範囲内、
約１ｍｍ3 乃至２ｍｍ3 の範囲内、あるいは、約２ｍｍ3 乃至３ｍｍ3 の範囲内にするこ
とができる。
【００６７】
　好ましくは、上記の細分化した組織はその組織フラグメントから上記支持骨格材料上に
移動できる少なくとも１種類の生活可能な細胞を有している。さらに好ましくは、この組
織はその組織フラグメントから移動して上記支持骨格材料に集団化を始めることができる
一定の有効量の細胞を含む。一定の随意的な実施形態において、その細分化した組織フラ
グメントは各細胞を囲っている細胞外基質からの細胞の移動を容易にするために一定の基
質消化酵素に接触させることができる。これらの酵素は一定の細胞外基質からの支持骨格



(20) JP 4623954 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

材料内への細胞の移動速度を高めるために用いられる。本発明において使用できる適当な
基質消化酵素はコラーゲナーゼ、コンドロイチナーゼ、トリプシン、エラスターゼ、ヒア
ルロニダーゼ、ペプチダーゼ、テルモリジンおよびプロテアーゼを含むがこれらに限らな
い。
【００６８】
　一例の実施形態において、上記細分化した組織粒子はこれらの組織粒子が一定の生理学
的な緩衝溶液を伴っている一定の懸濁液として形成できる。適当な生理学的な緩衝溶液は
塩水、リン酸塩緩衝溶液、ハンクス平衡塩類、トリス緩衝塩水、ヘペス緩衝塩水、および
これらの組み合わせ物を含むがこれらに限らない。加えて、上記組織は漿液の存在下また
は非存在下のいずれかにおいて当該技術分野における通常の熟練者において知られている
任意の標準的な細胞培養培地内において細分化できる。この細分化した組織の懸濁液を上
記支持骨格材料上にまたは一定の組織傷害部位に付着する前に、この細分化した組織の懸
濁液を濾過して濃縮することにより、組織粒子の乾燥を防ぐために少量のみの生理学的な
緩衝溶液をその懸濁的に残すことができ、その細分化した組織粒子を支持骨格材料または
傷害部位に直接的に供給できる。好ましくは、この細分化した組織粒子は約１ｍｇ／ｃｍ
2 乃至１００ｍｇ／ｃｍ2 の範囲内、さらに好ましくは約１ｍｇ／ｃｍ2 乃至２０ｍｇ／
ｃｍ2 の範囲内における一定濃度で装填される。
【００６９】
　上記の細分化した生活組織の懸濁液は、その組織と支持骨格材料が結合するように、一
定の生体相容性の支持骨格材料の上にこの生活組織の懸濁液を付着させることにより本発
明による一定の組織修復移植片を形成するために使用できる。好ましくは、この組織は上
記支持骨格材料の少なくとも一部分に結合している。このような組織修復移植片は一定の
被検体内に速やかに移植可能であるか、あるいは、この構造体を一定の持続時間にわたり
その組織サンプルの生活能力を維持するために有効な諸条件下において無菌条件下に培養
できる。この構造体が培養される実施形態において、その培養条件は変更可能であるが、
好ましくは、上記構造体は１時間乃至６週間、さらに好ましくは約１週間乃至６週間の範
囲内の一定の持続時間にわたり、約２０℃乃至４０℃の範囲内の一定温度で、約５％乃至
１０％の二酸化炭素（ＣＯ2 ）を含有する一定の雰囲気中において、例えば、約１００％
の湿度のような高湿度で培養される。
【００７０】
　さらに、一定のキットが上記本発明の組織修復移植片の調製補助のために使用できる。
本発明によれば、このキットは１個以上の生体相容性の支持骨格材料、一定の被検体から
生活組織サンプルを収集するための一定の採取用工具、および当該組織サンプルの生活能
力を持続するための１種類以上の試薬を収容している一定の無菌容器を含む。この組織サ
ンプルの生活能力を持続するための適当な試薬は、例えば、塩水、リン酸塩緩衝溶液、ハ
ンクス平衡塩類、標準細胞培養培地、ダルベッコ修飾イーグル培地、アスコルビン酸、ヘ
ペス、可欠アミノ酸、Ｌ－プロリン、ウシ退治血清、自己由来漿液、およびこれらの組み
合わせ物等のような一定の生理学的溶液を含む。さらに、上記キットは組織を細分化した
組織粒子に分割するための一定の処理工具を含むことができ、あるいは、上記採取用工具
が組織サンプルを収集してこのサンプルを処理して微細分割した組織粒子にすることに適
合可能である。また、上記キットは随意的に上記支持骨格材料を上記無菌容器から一定の
被検体に移植のために移送するための一定の配給装置も含むことができる。
【００７１】
　さらに、一定の生物学的な成分を随意的に本発明の組織修復移植片に組み込むことがで
きる。好ましくは、この生物学的な成分は上述した支持骨格材料の中に組み込まれている
か、あるいは、当該支持骨格材料の上に塗布されている。この生物学的な成分が支持骨格
材料の上に塗布されている実施形態において、この生物学的な成分は好ましくはその支持
骨格材料の少なくとも一部分に結合している。例えば、非限定的な例として、上記生体相
容性の支持骨格材料は細分化した組織フラグメントの懸濁液を当該支持骨格材料に固定す
るための一定の接着剤を含むことができる。好ましくは、この接着剤は一定の固定剤、一
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定の架橋剤（すなわち、化学的または物理的な手段）、およびこれらの組み合わせ物であ
る。
【００７２】
　適当な固定剤はヒアルロン酸、フィブリン・グルー、フィブリン・クロット、コラーゲ
ン・ゲル、アルギネート・ゲル、ゼラチン－レゾルシン－ホルマリン接着剤、マッセル基
材接着剤、ジヒドロキシフェニルアラニン（ＤＯＰＡ）基材接着剤、キトサン、トランス
グルタミナーゼ、ポリ（アミノ酸）基材接着剤、セルロース基材接着剤、多糖類基材接着
剤、合成アクリレート基材接着剤、高濃度血小板血漿（ＰＲＰ）、低濃度血小板血漿（Ｐ
ＰＰ）、ＰＲＰのクロット、ＰＰＰのクロット、マトリゲル（Matrigel）、モノステアロ
イル・グリセロール－コ－スクシネート（ＭＧＳＡ）、モノステアロイル・グリセロール
－コ－スクシネート／ポリエチレン・グリコール（ＭＧＳＡ／ＰＥＧ）コポリマー、ラミ
ニン、エラスチン、プロテオグリカン、およびこれらの組み合わせ物を含むがこれらに限
らない。
【００７３】
　適当な架橋剤は、例えば、ジビニル・スルホン（ＤＶＳ）、ポリエチレン・グリコール
・ジビニル・スルホン（ＶＳ－ＰＥＧ－ＶＳ）、ヒドロキシエチル・メタクリレート・ジ
ビニル・スルホン（ＨＥＭＡ－ＤＩＳ－ＨＥＭＡ）、ホルムアルデヒド、グルタルアルデ
ヒド、アルデヒド、イソシアネート、アルキルおよびアリールのハロゲン化物、イミドエ
ステル、Ｎ－置換マレイミド、アシル化化合物、カルボジイミド、塩酸化物、Ｎ－ヒドロ
キシスクシンイミド、光（例えば、青色光およびＵＶ光）、ｐＨ、温度、およびこれらの
組み合わせを含む。
【００７４】
　本発明において用いられる上記生物学的成分は、一定の傷害部位に存在する時に、その
傷ついた組織の治癒および／または再生を助長する種々のエフェクターの中から選択する
ことも可能である。このような治癒を実際に助長または促進する種々の化合物または薬物
であることに加えて、これらのエフェクターはさらに感染を予防する種々の化合物または
薬物（例えば、各種の抗菌剤および抗生物質）、炎症を減少する種々の化合物または薬物
（例えば、各種の抗炎症剤）、酸化再生セルロース（例えば、エシコン社（Ethicon, Inc
.）から入手可能なインターシード（INTERCEED）（登録商標）およびサージセル（Surgic
el）（登録商標））またはヒアルロン酸等のような、接着形成を防止または最少にする種
々の化合物、および免疫系を抑制する種々の化合物または薬物（例えば、各種の免疫抑制
剤）を含むこともできる。
【００７５】
　例えば、上記本発明の移植片内に存在する別の種類のエフェクターは各種の異種または
自己由来の増殖因子、タンパク質（基質タンパク質を含む）、ペプチド、抗体、酵素、血
小板、糖タンパク質、ホルモン、サイトカイン、グリコスアミノグリカン、核酸、鎮痛薬
、ウイルス、ウイルス粒子、および細胞型を含むことができる。さらに、同一または異な
る官能性の１種類以上のエフェクターを上記移植片の中に組み込むことが可能であること
が理解されると考える。
【００７６】
　適当なエフェクターの例は傷害を受けたまたは損傷した組織の治癒および／または再生
を助長することが知られている多数の異種または自己由来の増殖因子を含む。これらの増
殖因子は上記生体相容性の支持骨格材料の中に直接的に組み込むことができ、あるいは、
この生体相容性の支持骨格材料は、例えば、血小板等のような一定の増殖因子の供給源を
含むことができる。例示的な増殖因子はＴＧＦ－β、骨形態発生タンパク質、軟骨由来形
態発生タンパク質、線維芽増殖因子、血小板由来増殖因子、脈管内皮細胞由来増殖因子（
ＶＥＧＦ）、表皮増殖因子、インスリン様増殖因子、肝細胞増殖因子、およびこれらの各
種フラグメントを含むがこれらに限らない。適当なエフェクターは同様に上述した各物質
の各種のアゴニストおよびアンタゴニストを含む。上記の増殖因子はまた上記の各増殖因
子の組み合わせ物も含むことができる。加えて、この増殖因子は血液中の血小板により供
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給される自己由来の増殖因子とすることができる。この場合に、この血小板からの増殖因
子は種々の増殖因子の未定の混合物になる。
【００７７】
　上記移植片内に存在できるタンパク質は、当該移植片内に収容されると共に一定の単離
された形態で移植片内に存在している、一定の細胞または、例えば、一定の血小板等のよ
うな別の生物学的供給源から分泌される各種のタンパク質を含む。このようなタンパク質
の単離された形態は一般的に約５５％またはそれ以上の純度のタンパク質であり、別の細
胞のタンパク質、分子、破片等から単離されている。さらに好ましくは、この単離された
タンパク質は少なくとも６５％の純度、最も好ましくは少なくとも約７５％乃至９５％の
純度のタンパク質である。なお、上記にかかわらず、当該技術分野における通常の熟練者
であれば、約５５％よりも低い純度を有する各種のタンパク質も依然として本発明の範囲
に含まれると考えられることが認識できる。本明細書において用いられているように、用
語の「タンパク質（protein）」は各種の糖タンパク質、リポタンパク質、プロテオグリ
カン、ペプチド、およびこれらのフラグメントを含む。上記エフェクターとして有用なタ
ンパク質の例はプレイオトロフィン、エンドセリン、テナスシン、フィブロネクチン、フ
ィブリノゲン、ビトロネクチン、Ｖ－ＣＡＭ、Ｉ－ＣＡＭ、Ｎ－ＣＡＭ、セレクチン、カ
ドヘリン、インテグリン、ラミニン、アクチン、ミオシン、コラーゲン、細糸（マイクロ
フィラメント）、中間フィラメント、抗体、エラスチン、フィブリリン、およびこれらの
フラグメントを含むがこれらに限らない。
【００７８】
　グリコスアミノグリカン、すなわち、細胞接着において一定の役割を果たす高度に荷電
している多糖類もまた本発明によるエフェクターとして作用できる。このようなエフェク
ターとして有用な例示的なグリコスアミノグリカンは硫酸ヘパリン、ヘパリン、コンドロ
イチン硫酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫酸、ヒアルロナン（ヒアルロン酸としても知ら
れている）およびこれらの組み合わせ物を含むがこれらに限らない。
【００７９】
　本発明の生体相容性の支持骨格材料は各種の細胞をその内部に組み込むことも可能であ
る。本発明によるエフェクターとして作用できる適当な細胞型は骨細胞、骨芽細胞、破骨
細胞、線維芽細胞、幹細胞、多能性細胞、軟骨細胞先祖、軟骨細胞、内皮細胞、マクロフ
ァージ、白血球、脂肪細胞、単核細胞、プラスマ細胞、マスト細胞、臍帯細胞、間質細胞
、間葉細胞、表皮細胞、筋芽細胞、タン細胞、靭帯線維芽細胞、神経単位、および骨髄細
胞を含むがこれらに限らない。各種の細胞は一般的に一定の同種リガンド（例えば、一定
の刺激因子）に応答するそれぞれの表面レセプタ分子を有している。一定の刺激因子は一
定のリガンドであり、その同種のレセプタに接触すると、そのレセプタを有する細胞に特
定の生物学的作用を生じさせる。例えば、一定の刺激因子（またはリガンド）に応答して
、一定の細胞が相当量の、Ｃａ2+等のような、二次的なメッセンジャーを生成できるよう
になり、これらのメッセンジャーは、タンパク質キナーゼＣ等のように（本発明者の実施
例に一貫して）、種々のタンパク質のリン酸化反応等のような細胞過程において後続的な
作用を及ぼす。一部の例において、一定の細胞が適当な刺激因子により刺激されると、こ
の細胞は通常において一定のタンパク質（各種の糖タンパク質、プロテオグリカン、およ
びリポタンパク質）の形態で一定の細胞メッセンジャーを分泌する。さらに、このような
細胞メッセンジャーは一定の抗体（例えば、種々のプラスマ細胞から分泌される）、一定
のホルモン（例えば、パラクリン、オートクライン、またはエキソクラインのホルモン）
、一定のサイトカイン、または天然または合成のこれらの各種フラグメントとすることが
できる。
【００８０】
　本発明の組織移植片はまた各種の核酸、ウイルス、またはウイルス粒子が関連の一定の
遺伝子を配給する種々の遺伝子療法技法において使用可能であり、この遺伝子は特定の細
胞または細胞型に対して関連する少なくとも１種類の遺伝子生成物をコード化する。従っ
て、上記生物学的エフェクターは一定の核酸（例えば、ＤＮＡ、ＲＮＡ、または一定のオ
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リゴヌクレオチド）、ウイルス、ウイルス粒子、非ウイルス・ベクターとすることができ
る。さらに、これらのウイルスおよびウイルス粒子は各種のＤＮＡまたはＲＮＡのウイル
スとすることができ、あるいはこれらから誘導できる。また、関連の遺伝子生成物は好ま
しくは各種のタンパク質、ポリペプチド、干渉性リボ核酸（iRNA）およびこれらの組み合
わせ物から成る群から選択される。
【００８１】
　適用可能な核酸および／またはウイルスの物質（すなわち、種々のウイルスまたはウイ
ルス粒子）が上記の組織修復移植片における生体相容性の支持骨格材料の中に組み込まれ
ると、この移植片はその後に特定の部位の中に移植して一定の種類の生物学的な応答を示
すことができるようになる。さらに、上記の核酸またはウイルス物質が種々の細胞により
取り込まれてこれらがコード化するあらゆるタンパク質がこれらの細胞により局所的に生
成可能になる。一例の実施形態において、上記の核酸またはウイルス物質は上記細分化し
た組織の懸濁液における組織フラグメント内の各種細胞により取り込むことができ、ある
いは、別の実施形態においては、上記の核酸またはウイルス物質は一定の傷害を受けた組
織の部位を囲っている組織内の各種細胞により取り込むことができる。なお、当該技術分
野における通常の熟練者であれば、上記の生成されるタンパク質が上述した種類の一定の
タンパク質になるか、あるいは、一定の組織における改善された能力が一定の傷害または
病気を治癒するか、感染に対して抵抗するか、炎症性の応答を減少することを容易にする
一定の類似のタンパク質になり得ることが認識できる。また、上記核酸は一定の組織修復
過程またはその他の正常な生物学的過程に否定的な影響を与える可能性のある不所望な遺
伝子生成物の発現を阻止するために使用することもできる。さらに、ＤＮＡ、ＲＮＡおよ
び各種のウイルス物質はこのような発現阻止機能を達成するために用いられる場合が多く
、この機能はまた遺伝子発現ノック・アウト機能としても知られている。
【００８２】
　当該技術分野における通常の熟練者であれば、上記の生物学的な成分の同定が医療科学
の各種原理および適用可能な治療目的に基づいて一定の外科医により決定可能であること
が認識できる。
【００８３】
　上記組織修復移植片における生物学的な成分またはエフェクターは上記支持骨格材料の
製造の前または後、あるいは、上記移植片の外科的配置の前または後のいずれかにおいて
その支持骨格材料の中に組み込むことができる。
【００８４】
　外科的な配置の前に、上記生体相容性の支持骨格材料を上記生物学的成分を含む一定の
適当な容器の中に配置できる。さらに、一定の適当な時間の経過後に適当な諸条件下にお
いて、この支持骨格部材はその生物学的成分により含浸される。あるいは、この生物学的
成分を、例えば、当該生物学的物質を上記支持骨格材料の中に注入するために適当なゲー
ジまたは口径の注射器を用いることによりその支持骨格材料の中に組み込むことも可能で
ある。さらに、混合、加圧、散布、遠心処理、および上記生物学的成分を上記支持骨格材
料の中に配置する処理等のような、当該技術分野における通常の熟練者において良く知ら
れている別の方法も一定の支持骨格材料に一定の適当な生物学的成分を充填するために適
用可能である。あるいは、上記生物学的成分を上記支持骨格材料の中に注入する前に一定
のゲル様のキャリヤーと共に混合することもできる。このゲル様のキャリヤーは一定のア
ルギネート、架橋アルギネート、ヒアルロン酸、コラーゲン・ゲル、ポリ（Ｎ－イソプロ
ピルアクリルアミド）、ポリ（オキシアルキレン）、ポリ（エチレン・オキシド）－ポリ
（プロピレン・オキシド）の一定のコポリマー、ポリ（ビニル・アルコール）およびこれ
らの混合物を含む一定の生物学的なまたは合成のヒドロゲルとすることができる。
【００８５】
　上記のような外科的な配置により、上記生体相容性の支持骨格材料が生物学的な成分を
全く含まない一定の移植片は種々の生物学的物質を注入可能になり、あるいは、上記支持
骨格材料が少なくとも１種類の生物学的成分を含む一定の移植片は一定の補給量の生物学
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的成分により増量可能になる。一定の外科的に備えられる移植片内に一定の生物学的な成
分を組み込む一例の方法は一定の適当なゲージの注射器による注入による方法である。
【００８６】
　一定の生体相容性の支持骨格材料と共に備えられる上記生物学的成分の量は支持骨格材
料の寸法、支持骨格材料を作成している材料、支持骨格材料の多孔度、生物学的成分の本
質、および組織修復移植片の目的を含む種々の要因により変わる。当該技術分野における
通常の熟練者であれば、組織の治癒を容易にし、且つ／または、促進するための一定の用
途に対応して一定の生体相容性の支持骨格材料の中に含まれる生物学的な成分の適当な量
を容易に決定できる。もちろん、この生物学的成分の量は当該生物学的成分の本質および
任意の用途に応じて変化する。
【００８７】
　別の実施形態において、上記組織修復移植片は組織を積載した支持骨格材料の上に配置
される一定の付加的な保持要素を含むことができる。好ましくは、この実施形態において
、上記組織の懸濁液の少なくとも一部分が上記支持骨格材料の外表面部の少なくとも一部
分に結合しており、この組織の懸濁液が生体相容性の支持骨格材料と上記保持要素との間
に「挟まれている（sandwiched）」。この保持要素は事実上任意の生体相容性の材料によ
り形成可能であり、一例の実施形態において、この保持要素は同種異系の組織、自家組織
、および異種の組織、および上述した生体相容性の支持骨格材料から選択される一定の付
加的な生体相容性の支持骨格材料、およびこれらの組み合わせ物により得られる種々の移
植片を含む組織移植片を用いて形成することができる。また、別の実施形態において、上
記保持要素は一定の多孔質メッシュ材料、例えば、一定の編み物、織り物、不織布、また
は組織の内部増殖を可能にする複数の穴または孔を有する薄い孔あけ処理した弾性シート
等のような多孔質メッシュ様材料とすることができる。この薄い孔あけ処理した弾性シー
トは好ましくはコラーゲンまたはシルクまたはポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（
ＰＧＡ）、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）およびポリジオキサノン（ＰＤＯ）の各種コポ
リマーにより構成されている。また、この保持要素の種類はその望まれる組織修復に応じ
て変えることができる。非限定的な例として、半月板修復のための一定の実施形態におい
て、上記保持要素は一定のメッシュ状の補強された発泡体とすることができる。さらに、
上記ＡＣＬおよび軟骨修復に対応する実施形態においては、上記保持要素は一定のメッシ
ュ状構造にすることができる。また、上記保持要素が一定の同種移植片または一定の自家
移植片である場合の実施形態においては、好ましくは、この同種移植片または自家移植片
は骨膜、軟骨膜、腸頸靭帯または大腿筋膜、薄筋腱、半腱様腱、膝蓋骨腱、滑膜およびこ
れらの組み合わせ物から選択される。また、上記保持要素が一定の異種移植片の場合の実
施形態においては、この異種移植片は好ましくは小腸、骨膜、軟骨膜、腸頸靭帯または大
腿筋膜、薄筋腱、半腱様腱、膝蓋骨腱、滑膜およびこれらの組み合わせ物から選択される
。これらの保持要素は上記生体相容性の支持骨格材料の上に配置可能であり、あるいは、
この保持要素は、例えば、縫合またはステープル処理により、上記移植片を一定の保持要
素として固定できる。当該技術分野における通常の熟練者であれば、例えば、上記保持要
素の中における複数の穴の配置等のような、当該保持要素の付加的な処理が医療科学の原
理および適用可能な治療目的に基づいて、一定の外科医により決定可能であることが認識
できる。
【００８８】
　さらに別の実施形態において、一定の静電的に紡糸処理した布地のバリヤーを過形成お
よび組織接着に対する一定のバリヤーとして作用するために上記移植片に対して加えるこ
とが可能であり、これにより、手術後の種々の接着の可能性が減少できる。このような布
地のバリヤーは好ましくは上記移植片に加えられる高密度な繊維性の布地の形態である。
好ましくは、この繊維性の布地は小径の繊維により構成されており、これらの繊維は上記
生体相容性の支持骨格材料の上面部および／または下面部に融着される。このことにより
、多孔度、透過性、崩壊速度および機械的な諸特性等のような構造における特定の表面の
諸特性が調整可能になる。
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【００８９】
　なお、当該技術分野における通常の熟練者であれば、上記の繊維性の布地が一定の繊維
性の層を凍結乾燥処理した発泡体および不織状の表面部分の上に構築することのできる一
定の静電的な紡糸処理により製造可能であることが認識できる。この静電防止処理は種々
の繊維材料を用いて行なうことができる。例示的な繊維材料は脂肪族ポリエステルを含む
。さらに、上記発泡体部品を形成するポリマー溶液を調製するために有用な上記において
定められている溶液を含む種々の溶液もまた使用可能である。
【００９０】
　上記繊維性の層の組成、厚さおよび多孔度を調整して所望の機械的および生物学的な諸
特性を得ることが可能である。例えば、この繊維性の層の生体吸収速度はその下層の生体
相容性の支持骨格材料に比較してさらに長いまたはさらに短い生体吸収を行なうように選
択できる。加えて、この繊維性の層は上記複合材料に対してさらに高い構造的な完全性を
賦与することができ、これにより、一定の機械的な力をその構造の繊維性の面部に対して
加えることができるようになる。一例の実施形態において、上記繊維性の層は各種の縫合
線、ステープルまたは種々の固定装置による上記複合材料の位置の保持を可能にする。一
般に、上記繊維性の層は約１ミクロン乃至１０００ミクロンの範囲内の一定の厚さを有し
ている。しかしながら、回旋腱板および半月板の傷害部の修復等のような一部の用途にお
いては、上記繊維性の層は約１．５ｍｍ以上の一定の厚さを有する。
【００９１】
　本発明の組織修復移植片は種々の外科的用途および非外科的な用途において使用できる
。一定の断裂した靭帯、腱、回旋腱板、神経、皮膚、軟骨、または半月板を含む種々の組
織の修復における使用の場合等のような、一部の外科的用途において、本発明の組織移植
片は一定の手術室内における取り扱いが可能であることが必要であり、さらに、これらは
縫合またはその他の固定処理を裂けることなく行えることが必要である。加えて、これら
の移植片は組織を補強するために適当な一定の破裂強さを有している必要があり、この移
植片の構造は組織の内部増殖を促進するために適応可能である。非限定的な例として、本
発明の支持骨格材料はその内部における細胞増殖を可能にするために高度に多孔質である
。好ましくは、その気孔の中心の大きさは約１００ミクロン乃至５００ミクロンの範囲内
である。これらの実施形態において、上記支持骨格材料は当該支持骨格材料の内部領域内
における組織増殖に適応するために十分に柔軟であることが必要であり、この支持骨格材
料の形状は組織増殖の増加に伴って改造可能である。従って、本発明においては、組織が
上記生体相容性の支持骨格材料の表面上において増殖可能であり、あるいは、組織が当該
生体相容性の支持骨格材料の中にまたは表面上において増殖可能であり、これにより、そ
の組織は支持骨格材料の中に埋め込まれるか当該材料と一体になる。
【００９２】
　本発明の一例の実施形態において、一定の靭帯、腱、神経、皮膚、軟骨または半月板に
対する傷害等のような一定組織の傷害の治療において用いられる。この組織の傷害の修復
は当該技術分野における通常の熟練者において知られている種々の技法のいずれかにより
生活組織の一定のサンプルを入手する工程、例えば、組織を切断することによる等のよう
なその生活組織のサンプルを無菌の条件下に処理して少なくとも１種類の細分化した微細
に分割された組織粒子を形成する工程、その組織サンプルが一定の支持骨格材料に結合し
て一定の組織修復移植片を形成するようにその生体相容性の支持骨格材料に組織サンプル
を付着させる工程、およびその組織修復移植片を組織の傷害部分に対して一定の所望の位
置に配置する工程を含む。また、この組織の修復は上記支持骨格材料を組織の傷害部位に
配置した後に微細な組織粒子をその支持骨格材料に付着させる処理も含むことができる。
このように支持骨格材料に結合した組織粒子内の各細胞はその支持骨格材料に移動してそ
の移植部位における周囲の組織に対して増殖および一体化を開始することが可能になり、
これにより、その組織の傷害が修復できる。さらに、この組織傷害を修復する方法は一定
の付加的な随意的な工程を含むことができる。上記組織修復移植片を一定の組織傷害部位
に対して所望の位置に配置する工程の前に、上記組織粒子内の細胞がその組織から移動し
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て上記支持骨格材料に集団化し始めることを可能にするために有効な一定の持続時間およ
び諸条件下においてその支持骨格材料および結合した組織粒子を培養できる。
【００９３】
　本発明において使用する組織サンプルは適当な採取用工具を用いて一定の供与者（自家
、同種異系、または異種の組織）から入手される。これらの組織サンプルは組織の収集時
に小さな粒子に微細に細分化および分割可能であり、あるいは、この組織サンプルはこれ
を身体から採集または収集した後に細分化することもできる。組織サンプルを採集した後
にこれを細分化する実施形態において、これらの組織サンプルを秤量してからリン酸塩緩
衝液化した塩水中に３回にわたり洗浄することができる。その後、約３００ｍｇ乃至５０
０ｍｇの組織を、少量の、例えば、約１ｍｌのリン酸塩緩衝液化した塩水等のような一定
の生理学的な緩衝液、あるいは、例えば、ハムズＦ１２（Hams F12）中における０．２％
のコラーゲナーゼ等のような一定の基質消化酵素の存在下に細分化できる。このように組
織を細分化することにより、この組織が約１ｍｍ3 の粒子または小片に分割できる。この
組織の細分化は種々の方法により達成できる。一例の実施形態において、この細分化処理
は一定の平行な方向に２個のメスを用いて達成され、別の実施形態においては、組織を一
定の所望の大きさの粒子に自動的に分割する一定の処理工具によりその組織を細分化する
ことができる。一例の実施形態において、例えば、篩い分け、沈降または遠心処理等のよ
うな当該技術分野における通常の熟練者において知られている種々の方法のいずれかによ
り上記の細分化した組織を上記の生理学的な流体から分離して濃縮することができる。こ
のように細分化した組織を濾過および濃縮する場合の実施形態において、この細分化した
懸濁液は好ましくはその組織の乾燥を防ぐためにその懸濁液内に少量の流体を保持してい
る。別の実施形態において、上記細分化した懸濁液は濃縮されず、この細分化した組織は
一定の高濃度な組織懸濁液または、例えば、一定のヒドロゲル、フィブリン・グルー、ま
たはコラーゲン等のような別のキャリヤーを介して組織の修復部位に直接的に配給できる
。このような実施形態において、その細分化した組織懸濁液はその組織フラグメントを保
持するために上述した生体相容性の支持骨格材料のいずれかにより被覆できる。
【００９４】
　その後、上記の細分化した組織は一定の支持骨格材料の全体を被覆するように一定の細
胞散布装置によりその支持骨格材料の上に分布できる。半月板および軟骨の修復における
好ましい実施形態において、上記の細分化した組織はダルベッコ修飾イーグル培地（ＤＭ
ＥＭ）中に予め浸漬した４ｃｍ×５ｃｍの支持骨格材料の上に散布されて、この支持骨格
材料の全体を被覆する。随意的に、上記の組織粒子は、例えば、フィブリン・グルーまた
は高濃度血小板血漿等のような上述した各種の接着剤のいずれかにより上記支持骨格材料
に接着できる。フィブリン・グルーまたは高濃度血小板血漿を用いる実施形態において、
フィブリノゲンまたは高濃度血小板血漿を分布する前に、数マイクロリットルのトロンビ
ンを支持骨格材料上に配置して自然に硬化できる。上記の組織粒子および任意の付加的な
物質を上記支持骨格材料上に付着させた後に、その組織移植片を即時に移植することが可
能であり、あるいは、この移植片を組織粒子内の細胞が当該組織粒子から支持骨格上に移
動可能にするために十分な一定の持続時間および諸条件下において生体外で培養できる。
このように組織移植片を移植前に培養する実施形態において、その移植片は好ましくは、
例えば、２０％のウシ胎児血清（ＦＣＳ）、１０ｍＭのヘペス（ＨＥＰＥＳ）、０．１ｍ
Ｍの可欠アミノ酸、２０ｍｇ／ｍｌのＬ－プロリン、５０ｍｇ／ｍｌのアスコルビン酸、
１００ｍｇ／ｍｌのペニシリン、１００ｍｇ／ｍｌのストレプトマイシンおよび０．２５
ｍｇ／ｍｌのアンホテリシンＢを補充したＤＭＥＭ－高濃度グルコース等のような一定の
軟骨増殖培地中において約１週間乃至３週間にわたり生体外で培養される。
【００９５】
　本発明による組織移植片を用いて種々の組織傷害を修復する方法はその組織傷害を修復
するための一定の外科手術中に行なうことができる。あるいは、上記の組織サンプルを処
理して細分化した微細に分割されている組織粒子を形成する工程、これらの組織粒子を一
定の支持骨格材料の上に付着させて一定の組織修復移植片を形成する工程、および／また
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は移植前に上記組織修復移植片を培養する工程を、当該移植片の傷害部位に対する外科的
配置の前に、一定の別の無菌の場所において行なうことも可能である。
【００９６】
　上記の傷害を受けた組織を修復するための移植片はこの移植片がその治療を受ける組織
の所望の部分または患部の形状および寸法に適合するような一定の大きさおよび形状を有
することができる。さらに、この移植片は切断、折りたたみ、巻き、またはその他の移植
片の操作方法を含む多数の技法によりその必要な外形を形成するための大きさおよび形状
にすることができる。上述したように、上記の生物学的な成分は上記支持骨格材料の製造
中または製造後、あるいは、上記移植片を一定の患者に備え付ける前またはその後に上記
支持骨格材料に加えることができる。さらに、付加的な量の生物学的な成分を上記移植片
の設置後に加えることも可能である。このように傷害を受けた解剖学的部位の中への接近
が（最少侵襲性、開放式または最少開放式の技法のいずれかにより）行なわれた後に、そ
の移植片を、一定の裂け目または患部の中等のような、組織の傷害部位に対して一定の所
望の位置に固定できる。このように移植片を所望の位置または患部の中に配置した後に、
その移植片を一定の適当な技法により固定することができる。一例の態様において、この
移植片は一定の化学的または機械的な固定技法により固定できる。適当な化学的固定手段
はフィブリン・グルー、フィブリン・クロット、およびその他の既知の生物学的に相容性
のある接着剤等のような種々の粘着剤および／または接着剤を含む。また、適当な機械的
固定手段は種々の縫合線、ステープル、組織トラック、縫合腺アンカー、ダーツ、ねじ、
ピンおよびアローを含む。なお、１種類以上の化学的および／または機械的な固定手段の
組み合わせも使用可能であることが理解されると考える。あるいは、このような化学的お
よび／または機械的な固定手段を全く必要としない場合もある。その代わりに、上記移植
片の配置はその移植片の治療を受ける組織内の適当な部位に対する締まり嵌めにより達成
できる。
【００９７】
　別の実施形態において、上記組織修復移植片は種々の靭帯、腱、皮膚および／または神
経を修復する外科技法において有用である。
【００９８】
　一例の用法において、上記組織修復移植片は腱または靭帯の修復手術中における組織の
損失部位を修復および増強するために使用でき、あるいは、一定の独立型の装置として使
用することも可能である。修復の場合において、腱または靭帯の各端部は適当な外科技法
により接合され、上記組織修復移植片がその接合端部の近辺において用いられて、その機
械的な支持が増加されてその治癒応答が高められる。このような治癒の過程の結果として
、その腱または靭帯の組織はその移植片装置内において増殖して、最終的に自然な組織の
機械的特性と類似の機械的特性を伴う一定の組織に成長する。この場合の移植片は適当な
治癒を確実にするために初期的に必要な機械的支持を行なうと共に組織再生のための一定
の案内手段としても作用する。また、一定の単独型の装置としての別の用法においては、
崩壊した組織が取り除かれて、細分化した組織を伴う組織修復移植片がその損傷した組織
部位の機能の代用として作用する。さらに、この崩壊した組織はその損傷した組織部位を
治癒するために用いる組織供給源になり得る。
【００９９】
　上記組織修復移植片が靭帯組織を修復するために用いられる実施形態において、この組
織修復移植片は組織の増強のために使用することができ、あるいは、一定の独立型の装置
として使用できる。この組織修復移植片が増強移植のために用いられる実施形態において
、この組織修復移植片は当該技術分野における通常の熟練者において知られている種々の
標準的で確立されている修復技法のいずれかと共に使用することができる。さらに、上記
の組織修復移植片がＡＣＬ修復中の増強移植のために用いられる実施形態において、外科
医は現状において組織修復のために靭帯組織、骨－膝蓋骨の各腱、腱－骨の各腱、膝窩腱
、または腸脛靭帯を含む一定の自家移植片を使用しており、本発明の組織修復移植片はそ
の自家移植片の近くに配置されるか、その自家移植片により囲まれるか、あるいは、その
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自家移植片のそばに並んで配置できる。また、上記組織修復要素が一定の単独型の装置と
して用いられる実施形態においては、崩壊した靭帯が取り除かれて、その組織修復移植片
により完全に置き換えられる。このような場合に、この組織修復移植片は当該移植片の各
端部において骨に固定できる。さらに、ＡＣＬ修復の場合には、この移植片の一方の端部
は大腿骨の元の起点において安定化することができ、その他方の端部は頸骨の元の挿入部
位において配置できる。
【０１００】
　上記の組織修復移植片は種々の形態で利用することができる。例えば、この移植片は多
数の積層体に折り重ねるか積み重ねることが可能であり、あるいは、一定の形状または管
状構造に巻くこともできる。腱または靭帯の各端部は、例えば、この移植片をその組織の
端部に縫合、ステープル留め、クリップ留め、接着または固定することにより接合できる
。上記組織修復移植片を、例えば、回旋腱板の修復等のような、種々の腱を修復するため
に用いる場合の一部の実施形態において、外科医は比較的に大きな粗面の皮質面部を通し
て断裂した回旋腱板を一定の骨の溝に再接合することを補助するためにその組織修復移植
片を使用できる。多くの場合に、比較的に高年齢の患者において、その回旋腱板組織は薄
くて劣化しているか、さらに／または、上腕骨の質が骨粗しょう症になっている。それゆ
え、上記の骨の溝に取り付ける強度を高めるために、複数の縫合線が支持骨格材料および
腱の中を通るようにその腱の上部に上記の組織修復移植片を配置することが可能であり、
あるいは、この組織修復移植片をその骨の架橋部の上部に用いて縫合線がその骨から抜け
出ることを防ぐことができる。いずれの実施形態においても、その組織修復移植片は縫合
線を保持する強度を賦与している。また、回旋腱板の質がその組織が上腕骨に対して再接
合できないほどに劣化している場合の状況においては、上記組織修復移植片は一定の架橋
手段として作用でき、この場合に、この移植片の一方の端部は残留している腱に接合可能
であり、その他方の端部は骨に結合できる。
【０１０１】
　別の変更例において、上記移植片は一定の腱の鞘を修復または置換するために使用でき
る。このことを行なうために、この移植片は骨膜、滑膜、または筋肉等のようなその接合
組織に縫合またはその他の方法で結合されてその腱に巻き付けられる。このような構成は
移植片により形成された鞘の中における腱の自由な滑動を可能にする。さらに、この移植
片は手術後に必要な構造的支持を行なう。しかしながら、経時的に、この実施形態におけ
る移植片は新しい組織により吸収されるか置き換えられることが可能である。
【０１０２】
　本発明の移植片はまたこれらの独特な組織移植片により有益的になり得る器官修復のた
めの置換または再生の試みにおいて使用することもできる。例えば、これらの移植片は脊
椎円板、脳組織、硬膜、神経組織、肝臓、膵臓、腎臓、膀胱、子宮、食道、肝脾臓、心筋
、骨格筋、皮膚、筋膜、骨盤床、胃、腱、軟骨、靭帯および胸部組織において使用できる
。
【０１０３】
　さらに別の実施形態において、本発明の移植片は生活組織における一定の物質の作用効
果を測定するための一定の生物学的アッセイを形成するために使用できる。この実施形態
において、一定の無菌の生体相容性の支持骨格材料を供給し、生活組織の一定のサンプル
を入手して、この生活組織のサンプルを無菌条件下に処理して細分化した組織フラグメン
トおよび一定の生理学的な緩衝溶液を含む一定の細分化した組織の懸濁液を形成し、さら
に、この細分化した組織の懸濁液を上記生体相容性の支持骨格材料に付着させてこれらの
細分化した組織の懸濁液および支持骨格材料を結合することにより、上述したような、種
々の組織構造体が形成される。この組織構造体は上記細分化した組織内の各細胞が上記支
持骨格材料において集団化可能にするために有効な諸条件下において培養される。その後
、この組織構造体は試験される一定の物質に接触可能になり、この物質の作用効果が決定
できるようになる。すなわち、上記のような組織構造体は、例えば、細胞の生活能力、増
殖、移動、分化および細胞表現型の維持、代謝の活性、誘発または抑制等のような一定の
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試験物質に対する生物学的な応答を決定および／または試験するために使用できる。また
、これらのような生物学的応答は、例えば、増殖アッセイ、細胞移動アッセイ、タンパク
質アッセイ、遺伝子発現アッセイ、生活能力アッセイ、熱量測定アッセイ、または代謝ア
ッセイ等のような当該技術分野における通常の熟練者において知られている種々の技法の
いずれかによりアッセイまたは定量することができる。非限定的な例として、例えば、ノ
ーザン・ブロット分析、ＲＮアーゼ・タンパク質アッセイ、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣ
Ｒ）、ウエスターン・ブロット分析および酵素結合型免疫吸着剤アッセイ（ＥＬＩＳＡ）
等のような種々の既知のアッセイ法を用いて各種軟骨細胞により発現するＩＩ型、ＩＸ型
またはＸＩ型のコラーゲンの発現等を含む、上記組織構造体の組織により一般的に発現す
る選択された１種類以上の遺伝子生成物の発現が挙げられる。さらに、本発明の組織構造
体を用いて試験できる適当な物質は種々の薬物、薬剤組成物、化学薬品、微生物、要素、
サイトカイン、増殖因子、ホルモン、抗体、ペプチド、リガンド、膜結合レセプタのアン
タゴニスト、およびこれらの組み合わせ物を含むがこれらに限らない。
【０１０４】
　本発明の移植片はまた一定の治療物質のための一定の配給装置として使用することも可
能であり、この場合に、その治療物質は再分化された組織であり、この組織は種々の細胞
、細胞外基質および固有の増殖因子の一定の組み合わせ物を含む。この場合の移植片の支
持骨格部分は種々のホルモンおよびタンパク質が周囲の環境内に放出されることを可能に
できる。
【０１０５】
　本発明による組織移植片による組織傷害を修復する方法はその組織傷害を修復するため
の一定の外科手術中に行なうことができる。一定の患者が従来的な外科技法を用いる一定
の従来的な様式における組織修復の手術のために用意される。この組織修復は本発明の組
織修復移植片を用いる傷害を受けた組織の部位において行なわれる。上記組織修復移植片
を形成するために用いる組織サンプルが適当な工具および技法を用いて上記患者（または
、別の供与者）から入手される。この組織サンプルは約０．１ｍｍ3 乃至３ｍｍ3 の範囲
内の一定の粒子の大きさを有する少なくとも１種類の組織粒子に微細に細分化および分割
される。この組織は一定の平行な方向に用いた２個の無菌のメス等のような一定の従来的
な細分化技法を用いて細分化することができる。約３００ｍｇ乃至５００ｍｇの組織が修
復部位における組織傷害の程度に応じて約１ｍｌの一定の生理学的な緩衝溶液の存在下に
細分化される。この細分化処理した組織はその細分化した組織粒子を生理学的な緩衝溶液
から分離するために濾過および濃縮される。この細分化した組織は、例えば、篩い分け、
沈降または遠心処理等のような種々の従来的な技法の任意のものを用いて濃縮できる。そ
の後、この細分化した粒子は一定の細胞散布装置を用いてダルベッコ修飾イーグル培地（
ＤＭＥＭ）中に浸漬した４ｃｍ×５ｃｍの生体相容性の支持骨格材料の上に分布される。
さらに、一定の接着剤がこれらの生体相容性の支持骨格材料および細分化した組織粒子に
加えられる。さらに、この組織修復片は即時にまたは一定期間の生体外培養の後に上記の
組織傷害部位に移植される。その後、最終的な傷の閉鎖が従来的な外科技法を用いて一定
の従来的な様式において行なわれる。
【０１０６】
　以下の実施例は本発明の原理および実施方法の例示である。すなわち、本発明の原理お
よび趣旨の範囲に含まれる多数の別の付加的な実施形態が当該技術分野における熟練者に
おいて明らかになる。
【０１０７】
実施例１
　種々の関節部分からの健康な軟骨組織をウシの肩関節から入手した。この軟骨組織は骨
の組織を実質的に含んでおらず、複数のメス・ブレードを用いて細分化することにより０
．２％のコラーゲナーゼの存在下に小さな組織フラグメントを得た。これらの組織フラグ
メントの大きさは変化しているが、平均で約１ｍｍ×１ｍｍの大きさにする必要がある。
その後、この細分化した組織を４ｃｍ×５ｃｍの合成の生体吸収性のポリカプロラクトン
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／ポリグリコール酸（ＰＣＬ／ＰＧＡ）の支持骨格材料の上に均一に分布した。この場合
に、エチレン・オキシドにより滅菌処理したポリマーの支持構造体を種々の組織フラグメ
ントの分布の前にダルベッコ修飾イーグル培地の中に４時間にわたり予備浸漬した。その
後、この細分化したフラグメントを充填した支持骨格材料を軟骨細胞増殖培地を含有して
いる一定の１０ｃｍの細胞培養皿の中に入れた。このダルベッコ修飾イーグル培地（ＤＭ
ＥＭ－高濃度グルコース）は２０％のウシ胎児血清（ＦＣＳ）、１０ｍＭのヘペス（ＨＥ
ＰＥＳ）、０．１ｍＭの可欠アミノ酸、２０ｍｇ／ｍｌのＬ－プロリン、５０ｍｇ／ｍｌ
のアスコルビン酸、１００ｍｇ／ｍｌのペニシリン、１００ｍｇ／ｍｌのストレプトマイ
シンおよび０．２５ｍｇ／ｍｌのアンホテリシンＢが補充されている。さらに、この増殖
培地は一日おきに補給されている。各支持骨格材料を一定の細胞培養インキュベーターの
中において３７℃で培養した。さらに、培養後６週間目のサンプルを取り出して各支持骨
格材料の中における細胞の分布および移動および軟骨様の基質の生成について分析した。
図１は各細胞が細分化した軟骨組織のフラグメントからポリマーの支持骨格材料の中に広
く移動している状態を示している（図１Ａ）。これらの移動している細胞はそれぞれの表
現型を維持しており、サフラニン－Ｏ染色材料による硫酸塩化グリコスアミノグリカンに
対して陽性に染色した基質を生成している（図１Ｂ）。
【０１０８】
実施例２
　上記実施例による細分化した軟骨の組織および細胞を含有している生体吸収性の支持骨
格材料をＳＣＩＤマウス中に移植した。この対象を生体内における細分化した軟骨性の組
織のポリマー支持骨格材料中への軟骨細胞の内部増殖について評価した。直径５ｍｍのポ
リマー支持骨格材料を各ＳＣＩＤマウスの外側の胸部領域内において両側に皮下移植した
。この移植した支持骨格材料は４週間にわたり細胞増殖を支持するために自然放置した。
その後、これらの皮下移植部位およびそれぞれを被覆している皮膚を切除して１０％の緩
衝液化したホルマリン固定液中に保存した。固定後に、各移植部位を組織学的構造につい
て処理した。これらの組織学的構造はヘマトキシリンおよびエオシン、およびサフラニン
－Ｏにより染色した。図２Ａおよび図２Ｂは十分な細胞が支持骨格材料の中に分布してい
る状態をそれぞれ示している図である。これらの細胞は上記合成の基質におけるサフラニ
ン－Ｏに対応する強い陽性の染色により示される軟骨細胞様の形態学的構造を示している
。
【０１０９】
実施例３
　上記実施例１において記載されている方法により調製した細分化した軟骨細胞を一定の
４ｃｍ×５ｃｍの合成の生体吸収性のポリカプロラクトン／ポリグリコール酸（ＰＣＬ／
ＰＧＡ）の支持骨格材料において均一に分布した。それぞれの細分化した軟骨組織フラグ
メントを１ｍＬの高濃度血小板血漿（ＰＲＰ、ヒューマン社（Human））によりこの支持
骨格材料に接着した。６０マイクロリットル（６０単位）のトロンビンを用いてＰＲＰ中
のクロット形成を誘発した。細分化した軟骨フラグメントのみを充填した対照の支持骨格
材料およびＰＲＰにより接着した細分化した軟骨フラグメントを充填した支持骨格材料を
１週間にわたり生体外において培養した後に、実施例２において記載されているように各
ＳＣＩＤマウスに移植した。図３Ａは細分化した組織を充填した一定の対照の支持骨格材
料の顕微鏡写真である。図３Ｂは細分化した組織およびＰＲＰを充填した一定の支持骨格
材料を示している顕微鏡写真である。この図３ＢはＰＲＰが軟骨細胞の移動を促進するこ
とにおいて有益的であり、各支持骨格材料内の軟骨細胞の分化した表現型の維持を助長す
ることにおいても有益的であることを示している。これらの移動している細胞はそれぞれ
の表現型を維持しており、サフラニン－Ｏ染色材料による硫酸塩化グリコスアミノグリカ
ンに対応して陽性に染色した基質を生成している（図３Ｂ）。
【０１１０】
実施例４
　複数のブタの背面部に形成した１ｃｍ×１ｃｍの傷から集めた健康な全層の皮膚サンプ
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ルを１０倍の抗体／抗真菌剤を伴うＤＭＥＭを入れた５０ｍｌの円錐形の試験管内に速や
かに入れた。その後、これらの組織サンプルを１０倍の抗体／抗真菌剤を含有するＰＢＳ
中において１回すすぎ洗いしてから、１倍の抗体／抗真菌剤を含有するＰＢＳによるさら
に別のすすぎ洗い工程を行なった。その後、この組織を一定の層流フード内において一定
のメス・ブレードにより無菌状態で細分化した。このように分散した皮膚のサンプルを１
５分間にわたり３７℃において１ｍｌの０．２５％コラーゲナーゼ／０．２５％デイスパ
ーゼによる酵素消化処理にかけた（自己由来型細胞分散１番）。別の組のサンプルは最初
に５００μｌの０．２５％トリプシンにより１０分間にわたり消化し、ＰＢＳにより洗浄
してトリプシンを除去した後に、１５分間にわたり３７℃において１ｍｌの０．２５％コ
ラーゲナーゼ／０．２５％デイスパーゼにより培養した（自己由来型細胞分散２番）。消
化後に、これらのサンプルを５分間にわたり２５００ｒｐｍで遠心処理した。上澄み液を
吸引して廃棄した。その後、分散して部分的に消化している皮膚サンプルをＰＢＳ中にお
いて１回洗浄した後に５００μｌのＰＢＳ中に再懸濁した。約２０μｌの細胞懸濁液を一
定の傷床中に均一に分布して、生体吸収性の支持骨格材料を細胞懸濁液が移動しないよう
に分散状態の細胞の上部に注意深く供給した。この結果、分散状態の細胞は支持骨格材料
上に均一に分散して傷床に配置できたと考えられる。図４は自己由来型の細胞の分散状態
がケラチノサイトの「島（islands）」状の形態学的構造として存在しており、その一部
が傷の表面に向かって支持骨格材料の中を移動していることを示している。
【０１１１】
実施例５
　健康な前十字靭帯組織をウシの膝関節から得た。この靭帯組織をメス・ブレードおよび
／またははさみを用いて細分化して小さな組織フラグメントを得た。この組織フラグメン
トの大きさは変化しているがその平均の粒子の大きさは約１ｍｍ3 であった。この実施例
において、上記靭帯は０．２％のコラーゲナーゼの存在下または非存在下に細分化されて
いる。その後、この細分化した組織を４ｃｍ×５ｃｍの合成の生体吸収性のポリカプロラ
クトン／ポリグリコール酸（ＰＧＡ／ＰＣＬ）の支持骨格材料またはポリ乳酸／ポリグリ
コール酸（ＰＬＡ／ＰＧＡ）の支持骨格材料の上に均一に分布した。この場合に、これら
の支持骨格材料を１時間にわたり７０％エタノール中において滅菌処理してから、ＰＢＳ
により３回にわたり洗浄した。その後、これらの支持骨格材料を組織フラグメントの分布
の前に１倍の抗体／抗真菌剤を伴うダルベッコ修飾イーグル培地中において１時間乃至２
時間にわたり予備浸漬した。このようにして細分化したフラグメントを充填した支持骨格
材料を増殖培地を入れた一定の１０ｃｍの細胞培養皿の中に入れ、この増殖培地は２０％
のウシ胎児血清（ＦＣＳ）、１００ｍｇ／ｍｌのペニシリン、１００ｍｇ／ｍｌのストレ
プトマイシンおよび０．２５ｍｇ／ｍｌのアンホテリシンＢが補充されているダルベッコ
修飾イーグル培地（ＤＭＥＭ－高濃度グルコース）により構成されている。その後、細分
化した組織を伴う各支持骨格材料を一定の細胞培養インキュベーターの中において３７℃
で培養し、上記増殖培地を一日おきに交換した。この培養後の３週間目および６週間目に
、各サンプルを取り出してそれぞれの支持骨格材料内への細胞の分布および移動について
分析した。図５はコラーゲナーゼを伴う（図５Ａ）およびコラーゲナーゼを伴わない（図
５Ｂ）で処理した場合の細分化した前十字靭帯の組織フラグメントによる培養の６週間後
におけるポリマー支持骨格材料中に広く移動している細胞をそれぞれ示している。
【０１１２】
実施例６
　半月板を成育したヤギの膝関節から採取して、４ｍｍの直径の体外移植組織片（２ｍｍ
の厚さ）を白色および赤色／白色の各領域から採取した。２ｍｍのパンチ生検試料をこれ
らの体外移植片の中心部から取り出した。その後、２ｍｍの直径および２ｍｍの厚さの一
定の生体吸収性の支持骨格材料であるポリ乳酸／ポリカプロラクトン（ＰＬＡ／ＰＣＬ）
を上記半月板の体外移植組織片の中心部に挿入した。これらの支持骨格材料を伴う体外移
植組織片を一日おきの培地（１％ＦＢＳ、１倍の抗体／抗真菌剤）の交換を伴って標準的
な細胞培養条件下において２週間および３週間にわたり培養した。培養後の１４日目およ
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び２１日目において、各サンプルの半分を組織学的処理のために１０％の緩衝液化したホ
ルマリン中に入れた。この結果、複数の部分がヘマトキシリンにより染色して細胞が可視
化した。さらに、各支持骨格材料における残りのサンプルを取り出してその細胞数をサイ
クオント（CyQuant）アッセイ法によるＤＮＡの定量化により推定した。図６Ａは上記の
半月板体外移植組織片からポリマー支持骨格材料中への細胞移動の存在を示している図で
ある。また、図６Ｂは各支持骨格材料中への細胞移動を示している各支持骨格材料の断面
における組織学的構造を示している図である。
【０１１３】
実施例７
　ウシの肩関節から健康な軟骨組織および骨軟骨栓子を入手した。細分化した軟骨組織を
上記実施例１において記載されている方法に従って調製した。加えて、骨軟骨栓子（１ｃ
ｍ×１ｃｍ）を一定のダイアモンド形骨鋸によりウシの肩関節から採取して、骨カッター
により切断することにより骨軟骨ペースト材を得た。次に、２５０ｍｇのサンプル（細分
化した軟骨または骨軟骨ペースト）を２ｃｍ×５ｃｍの合成で生体吸収性の（ＰＣＬ／Ｐ
ＧＡ）支持骨格材料上に分布した。その後、この細分化した軟骨フラグメントまたは骨軟
骨ペースト材を充填した支持骨格材料を軟骨増殖培地を入れた一定の１０ｃｍの細胞培養
皿の中に入れて、上記実施例１において記載されているように一定の細胞培養インキュベ
ーターの中で培養した。培養後の３週間目において、各サンプルを取り出して上記実施例
２において記載されているように各ＳＣＩＤマウスの中に移植した。この対象を４週間に
わたり移植後の支持骨格材料内に形成される組織の性質について評価した。さらに、ヘマ
トキシリンおよびエオシン（Ｈ／Ｅ）、サフラニン－Ｏ（ＳＯ）および修飾マロリーズ・
アニリン・ブルー（Modified Mallory's Aniline Blue）（ＭＭＡＢ）による染色により
各支持骨格材料内における細胞分布および当該支持骨格材料内において形成した基質の性
質についてそれぞれの組織学的構造の部分を分析した。図７Ａ乃至図７Ｃは細胞が細分化
した軟骨組織フラグメントから支持骨格材料内に広く移動してサフラニン－Ｏに対して陽
性に染色していることをそれぞれ示している。このことは図７Ｂにおいて特に明らかであ
り、この図においては、写真の中心部および上部における比較的に暗い領域が陽性の染色
を示している。さらに、図８Ａ乃至図８Ｃは各細胞が骨軟骨ペーストから各ポリマー支持
骨格構造中に移動していることを示している図である。しかしながら、形成されている組
織は軟骨ならびに新しい骨を含んでいる。この新しい骨は図８Ｃにおいて比較的に明るい
矢印により示されており、古い骨は図８Ａおよび図８Ｃにおいて比較的に暗い矢印により
示されている。
【０１１４】
実施例８
　健康な軟骨組織をウシの肩関節の接合部分から得た。その後、細分化した軟骨組織を上
記実施例１において記載されている方法に従って調製した。生検パンチ体を用いて２ｍｍ
および３ｍｍの直径の各軟骨組織フラグメントを得た。これらのフラグメントの厚さは約
１ｍｍであった。直径２ｍｍまたは３ｍｍで２５０ｍｇの細分化した軟骨または軟骨フラ
グメントを２ｃｍ×５ｃｍの合成の生体吸収性の（ＰＣＬ／ＰＧＡ）支持骨格材料上に分
布した。その後、この軟骨フラグメントを充填した支持骨格材料を軟骨増殖培地を入れた
一定の１０ｃｍの細胞培養皿の中に入れて、上記実施例１において記載されているように
一定の細胞培養インキュベーター内において培養した。培養後３週間において、各サンプ
ルを取り出してＤＮＡ含有量の定量により細胞数を推定した。さらに、５ｍｍの生検パン
チ体を実施例２において記載されているように各ＳＣＩＤマウス内に移植した。この対象
を上記処理における組織フラグメントの最適な寸法について評価するために用いた。図９
は細分化した軟骨組織を充填した各支持骨格材料において最大の細胞数が観察されたこと
、および直径３ｍｍの軟骨フラグメントを充填した各支持骨格材料において最小の細胞数
が観察されたことを示している。図１０Ａ乃至図１０Ｃは各ＳＣＩＤマウス内に移植され
てサフラニン－Ｏにより染色されている各支持骨格材料の組織学的な評価を示している。
これらの結果は細分化した軟骨組織および直径２ｍｍの軟骨フラグメントを充填した各支
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持骨格材料における均一な軟骨様組織（染色されている比較的に暗い領域）を示している
（図１０Ａおよび図１０Ｂ）。一方、直径３ｍｍの軟骨フラグメントを充填した各支持骨
格材料は均一に充たされていなかった（図１０Ｃ）。
【０１１５】
　当該技術分野における通常の熟練者であれば、上記において説明されている各実施形態
に基づいて本発明のさらに別の特徴および利点を認識できる。従って、本発明は、添付の
特許請求の範囲により定められている内容を除いて、特に図示および説明されている内容
に限定されない。本明細書において引用されている全ての刊行物および参考文献はそれぞ
れの内容全体が本明細書において参考文献として含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　本発明は組織の治療に使用するための生体相容性の組織移植片およびこれらの装置の作
成および使用のための方法に適用可能である。例えば、この組織移植片は病気のまたは損
傷した組織の修復および／または再生のために使用できる。さらに、これらの組織移植片
は組織増量、美顔用治療、医療処置、組織増強、および組織修復のために使用できる。こ
れらの移植片は少なくとも１種類の細分化処理した組織フラグメントを含む一定の懸濁液
を伴う一定の生体相容性の支持骨格材料を含む。この生体相容性の組織移植片はその細分
化処理した組織の懸濁液の上方に配置されている一定の付加的な生物学的物質および／ま
たは一定の付随的な保持要素も含むことができる。
【０１１７】
　本発明はまた上記のような生体相容性の組織移植片を作成するための方法にも適用可能
である。これらの移植片は少なくとも１種類の生体相容性の支持骨格材料および一定の細
分化組織のサンプルを供給すること、少なくとも１種類の細分化した組織フラグメントを
含む生活可能な組織の懸濁液を形成するために上記組織サンプルを処理すること、および
当該組織サンプルを上記生体相容性の支持骨格材料の上に付着することにより作成される
。一例の実施形態において、上記移植片を製造する方法は上記組織サンプル内の細胞が上
記支持骨格材料において集団化することを有効に可能にするために十分な諸条件下におい
て一定の持続期間にわたり一定の適当な環境内において上記組織積載型の支持骨格材料を
培養するさらに別の工程を含むことができる。
【０１１８】
　本発明はまた上記本発明の組織移植片の作成を補助するための一定のキットにも適用可
能である。本発明のキットは少なくとも１種類の生体相容性の支持骨格材料を収容してい
る一定の無菌容器、一定の被検体から一定の組織サンプルを収集するための一定の採取用
工具、および組織サンプルの生活可能性を持続するための１種類以上の試薬を含む。この
キットはまた一定の組織を組織粒子に細分化するための一定の処理用工具を含むことも可
能であり、あるいは、上記採取用工具が組織サンプルを収集してそのサンプルを微細分割
した組織粒子に処理することに適合可能である。さらに、このキットは随意的に上記支持
骨格材料を上記無菌容器から移植のための一定の被検体に移すための一定の配給装置も含
むことができる。
【０１１９】
　本発明はまた上記本発明の生体相容性の組織移植片を用いて組織を治療する方法にも適
用可能である。これらの方法による組織の治療は一定の生体相容性の支持骨格材料および
一定の細分化組織のサンプルを供給すること、当該組織サンプルを上記生体相容性の支持
骨格材料上に付着させること、およびこの組織積載型の支持骨格材料を治療する組織に対
して一定の所望の位置に配置することにより達成できる。一例の実施形態において、組織
修復は一定の生体相容性の支持骨格材料および一定の細分化組織のサンプルを供給するこ
と、当該組織サンプルを組織傷害部位に対して一定の所望の位置に付着させること、およ
び上記生体相容性の支持骨格材料を組織の上に配置することにより達成できる。また、別
の実施形態において、上記移植片を製造する方法は上記組織サンプル内の細胞が上記支持
骨格材料において集団化することを有効に可能にするために十分な諸条件下に一定の持続
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期間にわたり一定の適当な環境内において上記組織積載型の支持骨格材料を培養するさら
に別の工程を含むことができる。また、さらに別の実施形態において、上記の組織を治療
する方法は、例えば、上記組織積載型の支持骨格材料の位置を固定することにより治療す
る組織に対して一定の所望の位置に上記支持骨格材料を固定する別の工程も含むことがで
きる。
【０１２０】
　本発明はまた生活組織における一定の物質の作用を測定するための方法にも適用可能で
ある。本発明のこの態様によれば、本発明の生体移植可能な組織移植片は各種の組織構造
体を形成するために使用可能であり、この構造体は一定の試験物質と接触することにより
、生活組織におけるこの物質の作用効果が観察および測定できるようになる。従って、本
発明の生体移植可能な組織構造体は、例えば、細胞移動、細胞の増殖および分化および細
胞表現型の維持の作用効果等のような、種々の生物学的応答における作用効果を調べるこ
とにより生活組織における一定の試験物質の作用効果を測定するための一定の生物学的な
スクリーニング・アッセイとして使用できる。
【０１２１】
　本発明の具体的な実施態様は以下のとおりである。
　（ａ）腱または靭帯の修復移植片において、
　１よりも大きなアスペクト比を有する一定の生体相容性の支持骨格材料、および
　靭帯組織または腱組織から由来していて、前記支持骨格材料の少なくとも一部分に結合
している少なくとも１種類の細分化した組織粒子を備えている移植片。　（１）前記支持
骨格材料が一定の円筒形状または一定の楕円形状を有している実施態様（ａ）に記載の移
植片。
　（２）前記アスペクト比が約２よりも大きく１００よりも小さい範囲内である実施態様
（ａ）に記載の移植片。
　（３）前記支持骨格材料が９５：５のラクチドおよびグリコリドの一定のコポリマーで
ある実施態様（ａ）に記載の移植片。
　（４）前記支持骨格材料がラクチド、グリコリド、ジオキサノン、およびカプロラクト
ンから成る群から選択されるモノマーにより形成される種々のポリマーまたはコポリマー
により作成されている実施態様（ａ）に記載の移植片。
　（５）前記移植片がコラーゲン、フィブリン、およびシルクから成る群から選択される
種々の天然ポリマーを含む実施態様（ａ）に記載の移植片。
【０１２２】
　（６）前記移植片が前記支持骨格材料における一定の内側部分の中または当該支持骨格
材料における一定の周縁部分の上に存在しているコラーゲンまたはシルクの材料片を含む
実施態様（１）に記載の移植片。
　（７）前記支持骨格材料が約３ｍｍ乃至１２ｍｍの範囲内の一定の直径を有している実
施態様（ａ）に記載の移植片。
　（８）前記支持骨格材料が天然の腱または靭帯の組織の引張強さおよび弾性率に類似し
ている一定の引張強さおよび一定の弾性率を有している実施態様（ａ）に記載の移植片。
　（９）前記支持骨格材料の引張強さが約１０００Ｎ乃至２５００Ｎの範囲内である実施
態様（８）に記載の移植片。
　（１０）前記支持骨格材料の弾性率が約１５０Ｎ／ｍ乃至２００Ｎ／ｍの範囲内である
実施態様（８）に記載の移植片。
【０１２３】
　（１１）前記支持骨格材料が一定の遅い再吸収特性を有している実施態様（ａ）に記載
の移植片。
　（１２）前記支持骨格材料の再吸収特性が少なくとも３ヶ月に及ぶ実施態様（１１）に
記載の移植片。
　（１３）前記支持骨格材料が一定のメッシュ材部品により補強されている一定の発泡体
部品により形成されている実施態様（ａ）に記載の移植片。
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　（１４）前記メッシュ材部品がポリジオキサノンを含み、前記発泡体部品が３５：６５
のε－カプロラクトンおよびグリコリドの一定のコポリマーである実施態様（１３）に記
載の移植片。
　（１５）前記支持骨格材料が細胞および組織の内部成長を可能にするために十分な一定
の大きさを有する複数の気孔を伴う一定の連続気泡型の多孔質構造を有している実施態様
（１３）に記載の移植片。
【０１２４】
　（１６）前記気孔が約５０ミクロン乃至１０００ミクロンの範囲内の一定の平均直径を
有している実施態様（１５）に記載の移植片。
　（１７）前記発泡体部品が約３００ミクロン乃至２ｍｍの範囲内の一定の厚さを有して
いる実施態様（１３）に記載の移植片。
　（１８）前記メッシュ材部品が約１２％乃至８０％の範囲内の一定のメッシュ密度を有
している実施態様（１３）に記載の移植片。
　（１９）前記支持骨格材料が複数のフィラメントにより形成されている実施態様（ａ）
に記載の移植片。
　（２０）前記フィラメントを形成している繊維の大部分が一定の長手方向に沿って整列
している実施態様（１９）に記載の移植片。
【０１２５】
　（２１）前記支持骨格材料が一定の編み状の材料、織り状の材料、および編み組み状の
材料から成る群から選択される一定の材料により形成されている実施態様（ａ）に記載の
移植片。
　（２２）前記メッシュ材が前記支持骨格材料の外表面部において形成されている実施態
様（１３）に記載の移植片。
　（２３）前記メッシュ材が一定の編み状または一定の織り状の構造である実施態様（２
１）に記載の移植片。
　（２４）前記メッシュ材が生体崩壊性で生体相容性である実施態様（２１）に記載の移
植片。
　（２５）さらに、靭帯組織、骨－膝蓋骨腱、腱－骨腱、膝窩腱、または腸頸靭帯から成
る群から選択される一定の自家移植片を含む実施態様（ａ）に記載の移植片。
【０１２６】
　（２６）前記移植片および自家移植片が当該移植片が自家移植片の周囲に配置されてい
る状態、当該移植片が自家移植片により囲まれている状態、および当該移植片が自家移植
片と並んで配置されている状態から成る群から選択される一定の配向状態で構成されてい
る実施態様（２５）に記載の移植片。
　（２７）前記生体相容性の支持骨格材料がさらに当該支持骨格材料に供給されている少
なくとも１種類の付加的な生物学的要素を含む実施態様（ａ）に記載の移植片。
　（２８）前記少なくとも１種類の付加的な生物学的要素が種々の増殖因子、基質タンパ
ク質、ペプチド、抗体、酵素、サイトカイン、ウイルス、核酸、ペプチド、単離した細胞
、血小板、およびこれらの組み合わせ物を含む実施態様（２７）に記載の移植片。
　（２９）前記生体相容性の支持骨格材料がさらに当該生体相容性の支持骨格材料に対し
て一定の組織フラグメントの懸濁液を固定するための一定の接着剤を含む実施態様（ａ）
に記載の移植片。
　（３０）前記接着剤がヒアルロン酸、フィブリン・グルー、フィブリン・クロット、コ
ラーゲン・ゲル、ゼラチン－レゾルシン－ホルマリン接着剤、貽貝基材接着剤、ジヒドロ
キシフェニルアラニン（ＤＯＰＡ）基材接着剤、キトサン、トランスグルタミナーゼ、ポ
リ（アミノ酸）基材接着剤、セルロース基材接着剤、合成アクリレート基材接着剤、高濃
度血小板血漿（ＰＲＰ）、マトリゲル、モノステアロイル・グリセロール・コ－スクシネ
ート（ＭＧＳＡ）、モノステアロイル・グリセロール・コ－スクシネート／ポリエチレン
・グリコール（ＭＧＳＡ／ＰＥＧ）コポリマー、ラミニン、エラスチン、プロテオグリカ
ン、およびこれらの組み合わせ物から成る群から選択される一定の固定剤を含む実施態様
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（２９）に記載の移植片。
　（３１）前記接着剤がジビニル・スルホン（ＤＶＳ）、ポリエチレン・グリコール・ジ
ビニル・スルホン（VS-PEG-VS）、ヒドロキシエチル・メタクリレート・ジビニル・スル
ホン（HEMA-DIS-HEMA）、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、アルデヒド、イソシ
アネート、アルキルおよびアリールのハロゲン化物、イミドエステル、Ｎ－置換マレイミ
ド、アシル化化合物、カルボジイミド、塩酸化物、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド、光、
ｐＨ、温度、およびこれらの組み合わせ物から成る群から選択される一定の架橋－連結剤
を含む実施態様（２９）に記載の移植片。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１Ａ】一定の軟骨組織サンプル内の細胞が多量に一定のポリマー支持骨格材料の中に
移動している顕微鏡写真図である。
【図１Ｂ】図１Ａの移動している各細胞がそれぞれの表現型を維持していること、および
これらの移動している細胞がサフラニン－Ｏ（Safranin O）染料によるサルフェーテド・
グリコスアミノグリカンに対して陽性に染色する細胞基質を生成することを示している顕
微鏡写真である。
【図２Ａ】ＳＣＩＤマウスの体内に移植した後の、各生体相容性の支持骨格材料に充填さ
れた細分化処理した組織内における各細胞が増殖して支持骨格全体を満たしたことを示し
ている顕微鏡写真である。
【図２Ｂ】ＳＣＩＤマウスの体内に移植した後の、細分化処理した組織内における各細胞
が軟骨細胞様であり、サフラニン－Ｏに対して陽性に染色する一定の豊富な基質により囲
まれていることを示している顕微鏡写真である。
【図３Ａ】細分化処理した組織により充填されている一定の支持骨格材料を示している顕
微鏡写真である。
【図３Ｂ】細分化処理した組織および高濃度血小板血漿（ＰＲＰ）により充填した一定の
支持骨格材料を示しており、当該ＰＲＰ内における各種の増殖因子が細分化処理した組織
からの軟骨細胞の移動を助長すること、および各支持骨格材料内の軟骨細胞の分化した表
現型の維持を助長することにおいて有益的であることを示している顕微鏡写真である。
【図４】自己由来細胞の分散（皮膚から由来）が各ケラチノサイトの島状の組織学構造と
して存在していることを示している顕微鏡写真である。
【図５Ａ】コラーゲナーゼを伴って処理されている細分化処理した前十字組織フラグメン
トを含む一定の生体相容性の支持骨格材料の培養における６週間にわたる培養後のポリマ
ー支持骨格材料内への各細胞の多量の移動を示している顕微鏡写真である。
【図５Ｂ】コラーゲナーゼを伴わずに処理されている細分化処理した前十字組織フラグメ
ントを含む一定の生体相容性の支持骨格材料の培養における６週間にわたる培養後のポリ
マー支持骨格材料内への各細胞の多量の移動を示している顕微鏡写真である。
【図６Ａ】一定の半月板体外移植組織サンプル内の各細胞が一定のポリマー支持骨格材料
内に多量に移動することを示しているグラフである。
【図６Ｂ】付随の半月板体外移植組織および生体相容性の支持骨格材料の各断面の組織学
的構造を示している顕微鏡写真であり、これらの断面は半月板体外移植組織サンプル内の
各細胞がポリマー支持骨格内に移動することを示している。
【図７】図７Ａ乃至図７Ｃは実施例７の手順に従って得られた体外移植組織サンプルの組
織学的断面の顕微鏡写真であり、一定の支持骨格内において形成されて細分化処理した軟
骨組織フラグメントから増殖した組織の分布および性質を示している。
【図８】図８Ａ乃至図８Ｃは実施例７の手順に従って得られた体外移植組織サンプルの組
織学的断面の顕微鏡写真であり、一定の支持骨格内において形成されて細分化処理した軟
骨組織フラグメントから増殖した組織の分布および性質を示している。
【図９】異なる大きさの細分化処理した軟骨組織フラグメントにおいて得られた各細胞の
数を比較しているグラフである。
【図１０】図１０乃至図１０Ｃは実施例８の手順に従って得られた体外移植組織サンプル
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の組織学的断面の顕微鏡写真であり、異なる大きさの細分化処理した軟骨組織フラグメン
トにより得られる軟骨様組織の均一さを示している。
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