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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体組織再生用移植材の製造方法であって、
高圧流体の存在下で、単離された生物軟組織を含む原料に超音波を照射し、組織再生ま
たは移植に悪影響を及ぼし得る成分を該材料から除去する工程
を含み、
該高圧流体が、超臨界状態、亜臨界状態または液体状態の二酸化炭素である、方法。
【請求項２】
前記工程が、前記原料が配置された容器内を前記高圧流体が存在し得る温度および圧力
に保った状態で、前記超音波を前記原料に照射することで行われる、請求項１に記載の方
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法。
【請求項３】
前記原料から除去された前記組織再生または移植に悪影響を及ぼし得る成分が、前記高
圧流体とともに前記容器から排出される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記高圧流体の圧力が７２ｋｇ／ｃｍ２から４００ｋｇ／ｃｍ２である、請求項１から
３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
請求項１から４のいずれかに記載の方法で得られた生体組織再生用移植材であって、組
織再生または移植に悪影響を及ぼし得る成分が除去された生物軟組織を含む、移植材。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、生体組織再生用移植材およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
コラーゲンを主成分とする細胞外マトリックスは、再生医療において細胞増殖の足場（
スキャフォード）として利用されている。細胞外マトリックスは、ヒトまたは豚などの異
種哺乳動物の組織から細胞成分を除去し、製作される。従来の製作方法では、化学薬品も
用いた洗浄、酵素などによる消化処理が行われていた。それらの処理では、生体毒性を有
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する化学薬品の残留、細胞外マトリックスの劣化などの問題がある。
【０００３】
生体に対して毒性の低い二酸化炭素を機能性溶媒として利用する超臨界流体技術は、材
料開発の分野でも応用が進んでいる。超臨界流体を用いた材料製造技術は、以下のように
知られている。
【０００４】
本発明者は、超臨界流体技術について、継続して研究開発を行っている。種々の技術分
野への超臨界流体技術の応用を見出している。例えば、材料製造技術に関して、本発明者
は、以下の特許文献１から３に示されるような技術を報告している。
【０００５】
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特許文献１には、超臨界二酸化炭素を利用してフッ素系合成高分子により直径数十マイ
クロメートルの複合粒子を製造する技術が開示されている。この技術は、超臨界二酸化炭
素でフッ素系樹脂を溶解することで得られるフッ素系樹脂被覆のシリカ複合無機粒子を対
象としたものであり、生体内で分解される再生医療用の材料を得ることを目的としたもの
ではない。
【０００６】
特許文献２には、有機物質をポリマーでコーティングする技術が開示されている。この
技術では、貧溶媒の特異的な共存効果によりアクリルポリマーを溶解して複合化を行って
おり、極性基を有するアクリルなどのポリマーには有効である。しかし、このようなポリ
マーは、再生医療用の材料に適しておらず、再生医療用の材料を得ることには適さない。
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【０００７】
特許文献３には、超臨界二酸化炭素中に遺伝子増幅酵素を溶解することで、遺伝子を高
速に増幅する技術が開示されている。この技術では、超臨界二酸化炭素中でのＤＮＡの増
幅反応を対象としたものである。
【０００８】
特許文献１から３に記載の技術は、いずれも、生体内で細胞増殖の足場として利用でき
る再生医療用の材料を得ることを目的としたものではない。
【０００９】
超臨界二酸化炭素を利用した生物組織の処理に関して、以下の技術が報告されている。
【００１０】
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特許文献４には、移植のため骨組織から超臨界二酸化炭素を用いて有機物質を抽出する
方法が提案されている。この文献には、ヒトに移植可能であり、且つ、機械的応力に耐久
性である、機械的強度が強化されるのに適切であるバイオ材料を獲得するために動物又は
ヒトの骨組織を処理するための方法が記載されている。
【００１１】
特許文献５には、超臨界二酸化炭素を利用して、感染汚染源および組織処理に使用した
化学薬品を組織から除去し、組織の固定化、架橋または活性化のための化学薬品を浸透す
る方法が、提案されている。
【００１２】
特許文献６には、生理的に許容し得る有機溶媒としてエタノール、ｎ−プロパノールと
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超臨界二酸化炭素の混合溶媒を使用して、移植用生物軟組織を処理する方法が提案されて
いる。特許文献６に記載の方法では、超臨界二酸化炭素と有機溶媒との混合溶媒は、５な
いし２０ｗｔ％、典型的には１８ｗｔ％で有機溶媒を含む。この方法は有機溶媒として、
タンパク質変性を引き起こしやすいエタノール、ｎ−プロパノールを多く使用しているた
め、生体組織再生用移植材を得る方法としては好ましくないと考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特許第３４６９２２３号公報
【特許文献２】特開平８−１１３６５２号公報
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【特許文献３】特許第４０９７５２３号公報
【特許文献４】特開平６−２１８０３６号公報
【特許文献５】米国特許出願公開第２００３００７２６７７号
【特許文献６】特開２００７−１０５０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
本発明は、生体組織再生に適した移植材およびその製造方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】

20

【００１５】
本発明は、生体組織再生用移植材の製造方法を提供する。この方法は、
高圧流体の存在下で、単離された生物軟組織を含む原料に超音波を照射し、組織再生ま
たは移植に悪影響を及ぼし得る成分を該原料から除去する工程
を含む。
【００１６】
１つの実施態様では、上記工程は、上記原料が配置された容器内を上記高圧流体が存在
し得る温度および圧力に保った状態で、上記超音波を上記原料に照射することで行われる
。
【００１７】
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さらなる実施態様では、上記原料から除去された上記組織再生または移植に悪影響を及
ぼし得る成分は、上記高圧流体とともに上記容器から排出される。
【００１８】
別の実施態様では、上記高圧流体は、二酸化炭素、水、メタン、プロパン、窒素、アン
モニア、またはそれらの混合物である。
【００１９】
本発明はまた、上記方法で得られた生体組織再生用移植材を提供する。この移植材は、
組織再生または移植に悪影響を及ぼし得る成分が除去された生物軟組織を含む。
【発明の効果】
【００２０】
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本発明によれば、生体組織再生に適した移植材の製造が可能となる。また、生体に有害
な化学物質の残留の問題を回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】生体組織再生用移植材を製造するための装置の一実施態様を示す概略模式図であ
る。
【図２】生体組織再生用移植材原料である豚の筋肉組織を３００倍に拡大した顕微鏡写真
である。
【図３】超音波を照射することなく超臨界二酸化炭素にて処理した豚の筋肉組織を３００
倍に拡大した顕微鏡写真である。
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【図４】超臨界二酸化炭素中で超音波を照射して処理した豚の筋肉組織を３００倍に拡大
した顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００２３】
本発明においては、生体組織再生用移植材は、高圧流体の存在下で原料に超音波が照射
され、組織再生または移植に悪影響を及ぼし得る成分が該原料から除去されることにより
製造される。
【００２４】
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本発明における生体組織再生用移植材とは、再生医療に使用し得る生体材料をいう。こ
のような生体材料は、目的の生物（特にヒト）の軟組織に移植され得そして組織再生され
得る材料であり得る。本発明においては、移植材は、主として、ヒトまたは異種哺乳動物
および鳥類などの生物由来の単離された（例えば、手術により摘出された）生物軟組織を
原料とする。生物の軟組織とは、膀胱、心臓、脳、肝臓などの臓器および血管、心臓弁膜
、角膜、羊膜、硬膜、皮膚、筋肉などの組織またはそれらの一部のような生体構成細胞の
集まりをいう。移植材はまた、移植に適した生体適合性合成高分子（例えば、細胞外マト
リックス成分；例えば、コラーゲン、プロテオグリカン、ヒアルロン酸など）もまた原料
とし得るので、移植材は、生物軟組織と生体適合性合成高分子との組み合わせであっても
よい。高圧流体（例えば、超臨界二酸化炭素（以下で説明））下での超音波処理は、その
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高圧流体の細部への高い拡散力を有しているので、生体材料および生体適合性合成高分子
の組み合わせを処理することで、移植材のマイクロブレンド構造も実現できる。
【００２５】
原料の生物組織から除去される「生体組織再生または移植に悪影響を及ぼし得る成分」
は、移植後の組織の耐久性および自己化に悪影響を及ぼし得る成分であり得る。例えば、
細胞核、ＤＮＡおよびリン脂質などの細胞成分は、移植および組織再生のために、移植さ
れる組織細胞から除去されることが望ましい成分であり得る。
【００２６】
高圧流体を用いた生体組織再生用移植材の製造は、予め投入することにより原料が配置
された容器内を高圧流体が存在し得る温度および圧力に保った状態で、原料に超音波照射
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を行い、原料の生物組織から、生体組織再生または移植に悪影響を及ぼし得る成分を高圧
流体中に除去することにより行われ得る。原料の生物組織から高圧流体中に除去された生
体組織再生または移植に悪影響を及ぼし得る成分は、その高圧流体と共に容器から排出さ
れ得る。
【００２７】
本発明に用いる高圧流体は、超臨界状態、亜臨界状態、もしくは液体状態であり得る。
超臨界状態とは、その物質の臨界点以上の温度・圧力下においた物質の状態をいい、気体
の拡散性と、液体の溶解性を有する。亜臨界状態とは、臨界点よりもやや低い近傍の領域
の物質の状態をいう。液体状態は、超臨界または亜臨界よりも低い温度での液体状態をい
う。これらの状態は、圧力または温度の制御によって変化され得る。高圧とは、大気圧よ
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りは高い圧力（すなわち、０．１ＭＰａより高い）であり、物質が超臨界状態、亜臨界状
態、もしくは液体状態となり得る高い圧力をいい、流体として用いる物質に依存し得る。
【００２８】
高圧流体は、高圧下で超臨界状態、亜臨界状態、もしくは液体状態である限り、単独物
質または２種以上の物質の混合物であってもよい。本発明において高圧流体に用いられ得
る物質としては、二酸化炭素、水、メタン、プロパン、窒素、アンモニアなどが挙げられ
、それらの混合物であってもよい。特に、二酸化炭素、水、アンモニアおよびこれらの２
種または３種の混合物が好ましい。
【００２９】
上述したように、超臨界状態、亜臨界状態、もしくは液体状態は、温度および圧力の制
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御によって変更され得るので、「高圧流体」は、本発明における方法の過程において、超
臨界状態、亜臨界状態、もしくは液体状態になり得る。したがって、例えば、通常、超臨
界二酸化炭素とは、臨界温度（Ｔｃ：３１．１℃）以上でかつ臨界圧力（Ｐｃ：７．３８
ＭＰａ）以上の圧力である二酸化炭素をいうが、本明細書においては、「超臨界二酸化炭
素を用いる」という場合、必ずしも亜臨界状態もしくは（特に高圧下の）液体状態を排除
するわけではない。
【００３０】
二酸化炭素を高圧流体の物質として用いる（特に、超臨界二酸化炭素を用いる）場合の
温度は、除去操作を効率的に行う観点から、３０５．１５（約３２℃）〜３３３．１５Ｋ
（約６０℃）であることが好ましく、より好ましくは３０８．１５（約３５℃）〜３２５
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．１５Ｋ（約５０℃）である。
【００３１】
二酸化炭素を高圧流体の物質として用いる（特に、超臨界二酸化炭素を用いる）場合の
圧力は、除去操作を効率的に行う観点から、７２〜４００ｋｇ／ｃｍ２以下であることが
好ましく、より好ましくは１００〜３００ｋｇ／ｃｍ２以下である。
【００３２】
上記のように、二酸化炭素を高圧流体の物質として用いる（特に、超臨界二酸化炭素を
用いる）場合には、比較的低温で操作を行うことができる。したがって、操作が容易であ
るとともに、熱に不安定な原料に対して有効であるという利点がある。また、二酸化炭素
は安価であるので、製造コストを削減することができるという利点もある。さらに、二酸
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化炭素の超臨界流体は、無害であること、圧力操作のみで反応を制御できること、残存溶
媒の問題がないなどの利点も有している。したがって、二酸化炭素を高圧流体の物質とし
て用いる（特に、超臨界二酸化炭素を用いる）ことが好ましい。
【００３３】
二酸化炭素などを高圧流体として用いる場合、高圧流体への溶質の溶解度を高めるため
に、少量の化学物質が高圧流体に添加され得る。この化学物質をエントレーナーという。
本発明においては、高圧流体にエントレーナーを添加しなくても実施できる。エントレー
ナーを添加する場合、極性溶媒が好ましく、例えば、酢酸、ホルマリン、エタノール、メ
タノール、アセトン、アンモニアおよび水が挙げられる。極性溶媒の中では、少量では細
胞に殆ど無害と考えられる酢酸、ホルマリン、エタノール、および水が好ましい。非極性
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溶媒であるイソオクタンもまた細胞にほとんど影響がない量であれば用いられ得る。エン
トレーナーを添加する場合であっても、高圧流体に対して０〜４質量％の程度の少量で添
加され得る。
【００３４】
高圧流体の存在下での超音波照射は、一般に１５から４００ｋＨｚ、好ましくは２０ｋ
Ｈｚの周波数の超音波振動を引き起こす部品（例えば、超臨界装置の高圧セル内部に組み
込んだホーン）を作動させることによって行われ得る。例えば、ソリッドステートパワー
サプライ（電源）によって２０ｋＨｚに増幅した電気的エネルギーが、コンバーターによ
って縦方向の機械的振動に変換され得、この変換された機械的振動がホーンに伝達され得
る（これを、超音波振動という）。超音波振動は圧力波となり、キャビテーションを引き
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起こし得る。キャビテーションとは、溶液（流体）中の局所的な圧力低下による無数の極
めて小さな気泡の形成および減衰の連続をいう。超音波照射は、ホーン型振動子を高圧セ
ルの内部に装着することが好ましいが、ラジュバン型振動子を高圧セルの外側に装着する
ことでも、可能である。超音波の波長は、生物組織から生体組織再生または移植に悪影響
を及ぼし得る成分を高圧流体中に除去するのに有効であるが生体組織再生に悪影響を与え
ないことが望ましく、１５〜２５ｋＨｚが好ましい。
【００３５】
容器としては、オートクレーブ、耐圧セルなどが挙げられる。
【００３６】
生体組織再生用移植材の製造のための装置は、概して、単離された生物軟組織を含む原
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料を配置するための容器；高圧流体を該容器に供給する手段；該原料に超音波を照射する
手段；および該高圧流体を該容器から排出および回収する手段を備えるように、設計され
得る。生体組織再生用移植材の製造のために、従来の超臨界技術において用いられる装置
を、応用し得る。以下、このような装置の具体例を、二酸化炭素を用いる場合について説
明する。
【００３７】
例えば、図１に示すような超臨界二酸化炭素を用いた装置を使用することができる。図
１に示す装置Ａは、二酸化炭素を高圧に供するための昇圧部Ａ１、容器内で高圧流体下に
て原料に超音波照射を行うための混合部Ａ２、および容器から二酸化炭素を除去し回収す
る回収部Ａ３で構成され、昇圧部Ａ１と混合部Ａ２とはストップバルブＶ−２を境にして
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、そして混合部Ａ２と回収部Ａ３とはストップバルブＶ−４を境にして区切られ得る。
【００３８】
昇圧部Ａ１は、超臨界流体としての二酸化炭素用の高圧ポンプを有する。この高圧ポン
プとして液体二酸化炭素の昇圧用ポンプ５が用いられ、この昇圧用ポンプ５へ二酸化炭素
を供給するボンベ１を備える。液体二酸化炭素の供給源として、液体二酸化炭素が充填さ
れたサイフォン付きのボンベが使用され得る。
【００３９】
ボンベ１と昇圧用ポンプ５との間には、乾燥剤が充填された乾燥管２が設けられている
。ボンベ１からの液体二酸化炭素がこの乾燥管２を通過することにより、液体二酸化炭素
中の水分が除去される。

20

【００４０】
昇圧部Ａ１は、乾燥管２の下流に冷却ユニット３を備える。冷却ユニット３内には、例
えば、エチレングリコールが充填されており、このエチレングリコールが約２６０Ｋに冷
却されるようにされている。上記の乾燥管２の通過中に乾燥剤によって水分が除去された
液体二酸化炭素は、冷却ユニット３のエチレングリコールによって冷却され、昇圧用ポン
プ５に供給される。
【００４１】
また、冷却ユニット３と昇圧用ポンプ５との間には、フィルター４が設けられている。
フィルター４によって、ゴミなどの不純物を除去し、昇圧用ポンプ５内に不純物が混入す
るのが防止され得る。
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【００４２】
フィルター４を通過した二酸化炭素が昇圧用ポンプ５に供給される。昇圧用ポンプ５の
ヘッド部分には、液体二酸化炭素の気化を防ぐために冷却器が装着され得る（図示せず）
。
【００４３】
昇圧部Ａ１には、圧力調節弁Ｖ−１が設けられている。圧力調節弁Ｖ−１によって、昇
圧部Ａ１および混合部Ａ２の系内の圧力を任意の圧力に設定し得る。
【００４４】
昇圧部Ａ１には、圧力計６が設けられている。圧力計６によって昇圧部Ａ１の系内の圧
力を測定し得る。圧力計６には、上限接点出力端子が付いており、指定圧力で、昇圧用ポ

40

ンプ５の電源を切るように設定され得る。
【００４５】
昇圧部Ａ１と混合部Ａ２との間に、ストップバルブＶ−２が配置されている。ストップ
バルブＶ−２によって混合部Ａ２への二酸化炭素の供給を調節し得る。
【００４６】
また、昇圧部Ａ１と混合部Ａ２との間には、安全性を確保するために、安全弁７が設け
られている。
【００４７】
混合部Ａ２は、水恒温槽１２内に設置される。水恒温槽１２内は、温度制御器（図示せ
ず）により、水温を±０．１℃で制御され得る。水恒温槽１２内の温度を測定するために
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、温度測温部１６を備える。
【００４８】
水恒温槽１２内に高圧セル１０が設置される。高圧セル１０は、耐熱性および耐圧性で
あることが好ましい。高圧セル１０内で、超臨界二酸化炭素存在下での原料（生物軟組織
）への超音波照射が行われる。高圧セル１０の内部に、超音波発生用セル（ホーン）１１
が備え付けられ得る。超音波電源１５によって２０ｋＨｚに増幅した電気的エネルギーが
、コンバーター（図示せず）によって縦方向の機械的振動に変換され、この変換された機
械的振動が超音波発生用セル（ホーン）１１に伝達される（超音波振動）。超音波発生用
セル１１より発生した超音波振動は圧力波となり、高圧セル１０内部に配置された原料（
生物軟組織）に照射し得る。高圧セル１０内では、このようにして超臨界二酸化炭素の存
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在下での超音波照射が行われ、原料組織からの生体組織再生もしくは移植に悪影響を及ぼ
し得る成分の除去（例えば、超臨界二酸化炭素に抽出される）が促進され得る。
【００４９】
高圧セル１０への二酸化炭素の供給は、以下のように行われ得る。ストップバルブＶ−
２から供給される液体二酸化炭素は、高圧セル１０に供給されるまでに水恒温槽１２内で
超臨界流体とされ得る。ストップバルブＶ−２から供給される液体二酸化炭素は、水恒温
槽１２内に設置した予熱カラム８、逆止弁９、およびストップバルブＶ−３を介して高圧
セル１０内に導入される。予熱カラム８は、溶媒二酸化炭素を平衡温度まで加熱し、超臨
界状態とし得る。逆止弁９は、流体の逆流を防止するために備えられる。ストップバルブ
Ｖ−３は、高圧セル１０への二酸化炭素流体の供給を調節し得る。
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【００５０】
高圧セル１０には圧力計１３が備えられ、圧力計１３は、高圧セル１０内の圧力を測定
し得る。
【００５１】
また、高圧セル１０の下流側に安全弁１４が設置され、安全弁１４は、高圧セル１０内
の圧力上昇による爆発を防止し得る。
【００５２】
混合部Ａ２において高圧流体中で原料組織に超音波を照射した後、二酸化炭素は高圧セ
ル１０外に排出される。排出された二酸化炭素を回収するために、水恒温槽１２外に空気
恒温槽１９が備えられ、回収部Ａ３を構成する。回収部Ａ３は、空気恒温槽１９中に、二
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酸化炭素および原料から除去された成分を分離し得る。高圧セル１０から空気恒温槽１９
の間には、水恒温槽１２内に配置されるストップバルブＶ−４が設けられ、混合部Ａ２と
回収部Ａ３との境となる。回収部Ａ３には、水恒温槽外の加熱管１７、および加熱管１７
に接続されたノズル１８がさらに備えられる。減圧に伴う試料の凝縮または超臨界二酸化
炭素によるドライアイスの発生を防ぐために、加熱管１７は、ヒーター（図示せず）によ
って加温され得る。
【００５３】
ストップバルブＶ−４の開放により、二酸化炭素が原料から除去した成分と共に高圧セ
ル１０から排出され、加熱管１７を通り、ノズル１８から噴射され、空気恒温槽１９に導
入される。したがって、原料から除去された成分が、二酸化炭素と共に空気恒温槽１９に
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送られ、混合部Ａ２から分離され得る。
【００５４】
処理後の生体組織再生用移植材の原料を取り出す前に、高圧セル１０内の圧力を圧力調
節弁Ｖ−１によって大気圧下に調整し得る。
【００５５】
高圧流体の存在下で、超音波を照射された原料（生物軟組織）は、生体組織再生もしく
は移植に悪影響を及ぼし得る成分（例えば、細胞核およびその構成成分）が除去または減
少されている。したがって、このような処理を受けた原料（生物軟組織）は、生体組織再
生用移植材として用いられ得る。
【００５６】
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以下に、実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明する。本発明は、下記実施例に何ら制
限されるものではない。
【実施例】
【００５７】
本実施例では、図１に示す装置を使用した。本装置について、以下に説明する。
【００５８】
昇圧部Ａ１で用いるボンベ１として、液体二酸化炭素が充填されたサイフォン付きのボ
ンベを使用した。
【００５９】
昇圧用ポンプ５としては、ＧＬサイエンス（株）製の高圧用シングルプランジャーポン
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プＡＰＳ−５Ｌ（最大圧力５８．８ＭＰａ、常用圧力４９．０ＭＰａ、流量０．５〜５．
２ｍｌ・ｍｉｎ−１）を使用した。昇圧用ポンプ５のヘッド部分には、液体二酸化炭素の
気化を防ぐために冷却器を装着した（図示せず）。
【００６０】
乾燥管２として、ＧＬサイエンス（株）製のキャリヤーガス乾燥管、材質ＳＵＳ３１６
、最高使用圧力２０ＭＰａ、内径３５．５ｍｍ、長さ３１０ｍｍのものを使用しており、
乾燥剤としては、ＧＬサイエンス（株）製のモレキュラーシーブ５Ａ（１／１６インチＰ
ｅｌｌｅｔ）を使用した。
【００６１】
冷却ユニット３として、ヤマト科学製ＢＬ−２２を使用した。冷却ユニット３内には、
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約２６０Ｋ（約−１３℃）に冷却されたエチレングリコールを充填した。
【００６２】
フィルター４として、細孔平均径が約１０μｍのもの（ＧＬサイエンス（株）製ＦＴ４
−１０型）を使用した。
【００６３】
圧力調節弁Ｖ−１として、ＴＥＳＣＯＭ製の２６−１７２１−２４を使用した。この圧
力調節弁Ｖ−１は、圧力±０．１ＭＰａ以内の精度で系内の圧力を制御でき、最大使用圧
力は４１．５ＭＰａである。
【００６４】
昇圧部Ａ１の系内の圧力を測定するために昇圧部Ａ１に設置される圧力計６として、ブ
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ルドン式のものでＧＬサイエンス（株）製ＬＣＧ−３５０（最大使用圧力３４．３ＭＰａ
）を使用し、指定圧力（２５ＭＰａ）で、昇圧用ポンプ５の電源を切るように設定した。
なお、圧力計６は、司測研（株）製エコノミー圧力計ＰＥ−３３−Ａ（歪ゲージ式、精度
±０．３％）によって検定されたものである。
【００６５】
混合部Ａ２への二酸化炭素の供給を調節するためのストップバルブＶ−２として、ＧＬ
サイエンス（株）製の２Ｗａｙ

Ｖａｌｖｅ０２−０１２０（最大使用圧力９８．０ＭＰ

ａ）を使用した。
【００６６】
また、安全性を確保するために昇圧部Ａ１に設置される安全弁７として、ニプロ製のス
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プリング式のものを使用した。
【００６７】
なお、昇圧部Ａ１のボンベ１からフィルター４までの間以外の配管には、ＧＬサイエン
ス（株）製の１／１６インチのステンレス管（材質ＳＵＳ３１６、外径１．５８８ｍｍ、
内径０．８ｍｍ）を用い、他の部分は全て、ＧＬサイエンス（株）製の１／８インチのス
テンレス管（材質ＳＵＳ３１６、外径３．１７５ｍｍ、内径２．１７ｍｍ）を用いた。
【００６８】
混合部Ａ２は、槽全体の高さの調節が可能な水恒温槽１２内に構成される。水恒温槽１
２の内容積は１ｍ３であり、チノー（株）製の温度制御器ＤＢ１０００により、水温を±
０．１℃の公差の範囲内に収まるように制御した（図示せず）。水恒温槽１２内の温度を
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測定するための温度測温部１６として、チノー（株）製の白金抵抗測温体１ＴＰＦ４８３
を用いた。
【００６９】
水恒温槽１２内に設置される高圧セル１０として、東洋高圧製抽出セルを用い、材質Ｓ
ＵＳ３１６、設計圧力３９．２ＭＰａ（４００ｋｇ／ｃｍ２）、設計温度４２３．１５Ｋ
（１５０℃）、内径５５ｍｍ、高さ２２０ｍｍ、内容積５００ｍｌとした。
【００７０】
高圧セル１０への二酸化炭素の供給の際に用いる予熱カラム８として、ＧＬサイエンス
（株）製の１／８インチステンレス管（材質ＳＵＳ３１６、外径３．１７５ｍｍ、内径２
．１７ｍｍ、長さは約４ｍ）を直径５５ｍｍ、長さ１４０ｍｍのスパイラル状に変形した
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ものを用いた。予熱カラム８により超臨界流体とされた二酸化炭素の逆流を防止する逆止
弁９として、ニプロ製ＳＳ−ＣＨＳ４−１０（最大使用圧力４１．２ＭＰａ）を用いた。
高圧セル１０への二酸化炭素の供給を調節するためのストップバルブＶ−３として、スト
ップバルブＶ−２と同じものを用いた。
【００７１】
高圧セル１０内に、ソニックアンドマテリアル（株）製の超音波発生装置モデルＶＣ５
０５の超音波発生用セル（ホーン）１１を設置し、出力を０〜５００Ｗとした。
【００７２】
この超音波発生用セル（ホーン）１１に超音波発生用電源１５を接続した。超音波発生
用セル１１は、先端部（直径１ｃｍ、厚み５ｍｍ）は材質がチタンである。エネルギーを
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機械的振動に変換するコンバーター（図示せず）を用いた。超音波発生用電源１５によっ
て２０ｋＨｚに増幅した電気的エネルギーから変換された縦方向の機械的振動を先端部に
伝達する部位は、ステンレス製で直径１ｃｍ、長さ１０ｃｍである。超音波発生用セル１
１より発生した超音波振動は、圧力波となり、その高圧セル１０内部の原料（生物軟組織
）に照射した。
【００７３】
高圧セル１０内の圧力を測定するために混合部Ａ２に設置される圧力計１３としては、
山崎計器製作所製のブルドン式圧力計Ｅ９３００４

６Ｂ（最大圧力４９．０ＭＰａ）を

用い、この圧力計の検定に、司測研（株）製のエコノミー圧力計ＰＥ−３３−Ａ（歪ゲー
ジ式、精度±０．３％ＦＳ、ＦＳ：ｋｇｆ／ｃｍ２）を使用した。
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【００７４】
また、高圧セル１０内の圧力上昇による爆発を防止するためのセル１０の下流側の安全
弁１４として、ニプロ製のスプリング式のもの（１７７−Ｒ３ＡＫＩ−Ｇ）を使用した。
この安全弁１４は、高圧セル１０系内の圧力が２５ＭＰａとなると作動するように設定し
た。
【００７５】
高圧セル１０からの二酸化炭素の排出を調節するためのストップバルブＶ−４として、
ストップバルブＶ−２と同じものを用いた。回収部Ａ３の加熱管１７として、（株）東京
技術研究所製のリボンヒーターを備えたＧＬサイエンス（株）製の１／８インチのステン
レス管（材質ＳＵＳ３１６、外径３．１７５ｍｍ、内径２．１７ｍｍ）を用いた。ノズル
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１８はスプレーイングシステムススジャパン製のフォームジェットノズルＭＥＦを用いた
。空気恒温槽１９は、内容積は３ｍ３であり、チノー（株）の温度制御器ＤＢ１０００に
より、気温を±０．１℃の公差の範囲内に収まるように制御した。
【００７６】
（実施例１）
生体組織再生用移植材の原料として豚の筋肉組織を上記装置に供した。超臨界二酸化炭
素にはエントレーナーを添加しなかった。高圧セル１０内の温度および圧力を、まず３２
℃〜３５℃付近で約１００〜１３０ｋｇ／ｃｍ２付近まで昇圧し、次いで徐々に温度を上
げていき、最終的に３８℃、１５０ｋｇ／ｃｍ２付近で安定させた。次いで、超音波発生
装置の出力を２００Ｗに設定し、超音波発生用電源１５をオンにして、２０ｋＨｚの超音
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波を超音波発生用セル１１から２０分間、筋肉組織に照射した。処理後の筋肉組織は、圧
力調節弁Ｖ−１ならびにストップバルブＶ−２およびＶ−４にて高圧セル１０内の圧力を
大気圧に調整した後、高圧セル１０から取り出した。装置から取り出した筋肉組織につい
て、組織検査用薄片試料を常法により調製し、ヘマトキシリン・エオシン染色した後、光
学顕微鏡にて観察した。比較のために、処理前の原料の筋肉組織および上記装置内で超音
波を照射せずに超臨界二酸化炭素処理のみ行った筋肉組織もまた、同様に組織検査用薄片
試料を調製し、ヘマトキシリン・エオシン染色した後、光学顕微鏡にて観察した。ヘマト
キシリン・エオシン染色では、好塩基性である細胞核が青色に染色されるので、目視によ
り細胞核の有無を確認した。
10

【００７７】
これらのヘマトキシリン・エオシン染色した薄片試料の顕微鏡写真（３００倍に拡大）
を図２から図４に示す。図２は処理前の原料、図３は、超音波を照射することなく超臨界
二酸化炭素にて処理した豚の筋肉組織、そして図４は、超臨界二酸化炭素中で、超音波を
照射し、処理した豚の筋肉組織の結果を示す。超臨界二酸化炭素中で、超音波を照射し、
処理した豚の筋肉組織（図４）は、処理前の原料（図２）および超音波を照射することな
く超臨界二酸化炭素にて処理した豚の筋肉組織（図３）よりも、細胞核が少なかった。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
本発明によれば、生体組織再生に適した移植材の製造が可能となる。このような移植材
は、再生医療技術の医療材料として好適に用いられ得る。したがって、本発明は、生体組
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織再生の利用ならびに移植材の製造に関する技術分野、特に医療、ならびに医薬品、化粧
品などの製造において有用である。
【符号の説明】
【００７９】
１

ボンベ

２

乾燥管

３

冷却ユニット

４

フィルター

５

昇圧用ポンプ

６

圧力計

７

安全弁

８

予熱カラム

９

逆止弁

１０

高圧セル

１１

超音波発生用セル

１２

水恒温槽

１３

圧力計

１４

安全弁

１５

超音波発生用電源

１６

温度測温部

１７

加熱管

１８

ノズル

１９

空気恒温槽

Ｖ−１

圧力調節弁

Ｖ−２

ストップバルブ

Ｖ−３

ストップバルブ

Ｖ−４

ストップバルブ
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

JP 5429708 B2 2014.2.26

(12)

JP 5429708 B2 2014.2.26

フロントページの続き
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ａ６１Ｌ

２７／００

ＣＡｐｌｕｓ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＥＭＢＡＳＥ／ＢＩＯＳＩＳ（ＳＴＮ）
ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）

