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(57)【要約】
【課題】軟骨再生能に優れる軟骨再生用移植材料をを提供する。
【解決手段】平均直径が１〜１０μｍのコラーゲン線維を主成分として含有し、水分含量
０〜２０（ｗ／ｗ）％、コラーゲン密度５０〜８００ｍｇ／ｃｍ３であり、コラーゲンの
分布が密度勾配を有することを特徴とする軟骨再生用移植材料である。コラーゲン酸性溶
液を中性にしてコラーゲン線維を生成させた後、濾過などによりコラーゲン濃度１２〜５
０（ｗ／ｖ）％の粗コラーゲン線維を形成する。この粗コラーゲン線維を圧縮濾過成形に
より成型した後に、成形物を乾燥して製造することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均直径が１〜１０μｍのコラーゲン線維を主成分として含有し、水分含量０〜２０（
ｗ／ｗ）％、コラーゲン密度５０〜８００ｍｇ／ｃｍ３であり、コラーゲンの分布が密度
勾配を有することを特徴とする軟骨再生用移植材料。
【請求項２】
一方の端部から、前記一方の端部と対向する他方の端部へかけて、前記密度勾配のコラ
ーゲン密度が大きくされている請求項１に記載の軟骨再生用移植材料。
【請求項３】
前記密度勾配が連続密度勾配である請求項１又は２に記載の軟骨再生用移植材料。

10

【請求項４】
１０ｍＭ、４℃の塩酸に２４時間浸漬させて抽出されたコラーゲンが、総コラーゲンの
うち２５質量％以上である請求項１〜３のいずれか一項に記載の軟骨再生用移植材料。
【請求項５】
前記コラーゲン線維により形成される平均孔径が１〜５０μｍである請求項１〜４のい
ずれか一項に記載の軟骨再生用移植材料。
【請求項６】
２０〜３７℃での前記密度勾配の方向の圧縮剛性が１０〜７０Ｎ／ｍｍである請求項１
〜５のいずれか一項に記載の軟骨再生用移植材料。
【請求項７】
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リン酸緩衝生理食塩水（ｐＨ７．５）に２０時間浸漬した後での体積増加率が１．５〜
２．５倍の範囲内である請求項１〜６のいずれか一項に記載の軟骨再生用移植材料。
【請求項８】
更に、細胞走化因子、成長因子、細胞増殖因子、血液凝固因子および抗凝固因子からな
る群から選択される１種以上の因子を含む請求項１〜７のいずれか一項に記載の軟骨再生
用移植材料。
【請求項９】
コラーゲン酸性溶液を中性にしてコラーゲン線維を生成するコラーゲン線維生成工程、
前記コラーゲン線維を含有する溶液から前記コラーゲン線維を分取してコラーゲン濃度
１２〜５０（ｗ/ｖ）％の粗コラーゲン線維を形成する粗コラーゲン線維形成工程、
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前記粗コラーゲン線維を所定形状に成形する成型工程、および
前記成型工程で得た成形物を乾燥する乾燥工程を行い、
前記成型工程が圧縮濾過成型であることを特徴とする軟骨再生用移植材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、軟骨再生用移植材料及び軟骨再生用移植材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
軟骨組織は自己修復能に乏しく、一度、外傷や変形性関節症などにより軟骨欠損が生じ
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ると、それらが自然に治癒されることは期待できない。現在、軟骨欠損に対して、患者自
身の健常部から採取した軟骨組織を移植する方法（自家骨軟骨移植（Osteochondral auto
graft））や、ドナーから採取した軟骨組織を移植する方法（同種骨軟骨移植（Osteochon
dral allograft））、患者自身の軟骨組織から採取した細胞を体外で培養させ、培養した
細胞を再び患者へと移植する方法（自家軟骨細胞移植）などが行われている。
【０００３】
近年、培養細胞や成長因子を使用しないＰＧＬＡ（グリコール酸/L‑乳酸共重合体）か
らなる多孔質性軟骨修復材料が開発され、軟骨欠損の修復に臨床応用されている。軟骨修
復材料が軟骨欠損部に移植されると、軟骨欠損部の周囲から細胞が供給されて軟骨修復材
料を足場として細胞が増殖し、軟骨組織が再生される。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Carmont MR, Carey‑Smith R, Saithna A, Dhillon M, Thompson P, Spa
lding T, Arthroscopy Volume 25, Issue 7, Pages 810‑814, 2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、自家骨軟骨移植および同種骨軟骨移植では、軟骨組織を採取可能な採取部位や
供給源に限りがある。自家軟骨細胞移植として、培養細胞による軟骨修復法も試みられて
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いるが、培養細胞を使用するためには、感染のリスクを避けるための設備や処置が必要と
なる。
また、現在用いられているＰＧＬＡからなる多孔質性軟骨修復材料では、材料が自家組
織に置き換わるまでに非常に長い時間を要するとの報告がある（非特許文献１）。
本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、軟骨再生能に優れる軟骨再生用
移植材料の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、コラーゲン線維径及びコラー
ゲン密度について下記の構成とした軟骨再生用移植材料により、軟骨再生が良好に達成さ
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れることを見出し、本発明を完成させた。すなわち本発明は以下の通りである。
【０００７】
（１）平均直径が１〜１０μｍのコラーゲン線維を主成分として含有し、水分含量０〜２
０（ｗ／ｗ）％、コラーゲン密度５０〜８００ｍｇ／ｃｍ３であり、コラーゲンの分布が
密度勾配を有することを特徴とする軟骨再生用移植材料。
（２）一方の端部から、前記一方の端部と対向する他方の端部へかけて、前記密度勾配の
コラーゲン密度が大きくされている前記（１）に記載の軟骨再生用移植材料。
（３）前記密度勾配が連続密度勾配である前記（１）又は（２）に記載の軟骨再生用移植
材料。
（４）１０ｍＭ、４℃の塩酸に２４時間浸漬させて抽出されたコラーゲンが、総コラーゲ
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ンのうち２５質量％以上である前記（１）〜（３）のいずれか一つに記載の軟骨再生用移
植材料。
（５）前記コラーゲン線維により形成される平均孔径が１〜５０μｍである前記（１）〜
（４）のいずれか一つに記載の軟骨再生用移植材料。
（６）２０〜３７℃での前記密度勾配の方向の圧縮剛性が１０〜７０Ｎ／ｍｍである前記
（１）〜（５）のいずれか一つに記載の軟骨再生用移植材料。
（７）リン酸緩衝生理食塩水（ｐＨ７．５）に２０時間浸漬した後での体積増加率が１．
５〜２．５倍の範囲内である前記（１）〜（６）のいずれか一つに記載の軟骨再生用移植
材料。
（８）更に、細胞走化因子、成長因子、細胞増殖因子、血液凝固因子および抗凝固因子か
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らなる群から選択される１種以上の因子を含む前記（１）〜（７）のいずれか一つに記載
の軟骨再生用移植材料。
（９）コラーゲン酸性溶液を中性にしてコラーゲン線維を生成するコラーゲン線維生成工
程、
前記コラーゲン線維を含有する溶液から前記コラーゲン線維を分取してコラーゲン濃度
１２〜５０（ｗ/ｖ）％の粗コラーゲン線維を形成する粗コラーゲン線維形成工程、
前記粗コラーゲン線維を所定形状に成形する成型工程、および
前記成型工程で得た成形物を乾燥する乾燥工程を行い、
前記成型工程が圧縮濾過成型であることを特徴とする軟骨再生用移植材料の製造方法。
【発明の効果】
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【０００８】
本発明によれば、軟骨再生能に優れる軟骨再生用移植材料を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１のコラーゲン構造体及び比較例１のコラーゲン構造体の、表面の走査型
電子顕微鏡像（ＳＥＭ）を示す写真である。
【図２】実施例１のコラーゲン構造体における、上部・中部・下部を説明するための模式
図である。
【図３】実施例１のコラーゲン構造体及び比較例１のコラーゲン構造体の、上部・中部・
下部の各部におけるコラーゲン密度の測定結果を示すグラフである。
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【図４】実施例１のコラーゲン構造体及び比較例１のコラーゲン構造体の、吸水による体
積増加の推移を示すグラフである
【図５】移植例１及び比較移植例１において、それぞれ移植２４週後の移植部分の大腿骨
の薄切切片のサフランニンＯ 染色の結果を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（１）軟骨再生用移植材料
本発明の軟骨再生用移植材料は、平均直径が１〜１０μｍのコラーゲン線維を主成分と
して含有し、水分含量０〜２０（ｗ／ｗ）％、コラーゲン密度５０〜８００ｍｇ／ｃｍ３
であり、前記コラーゲンの分布が密度勾配を有するものである。
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主成分として含有するとは、本発明の軟骨精製材料としての効果を有する程度であれば
よいが、好ましくは５０（ｗ／ｗ）％以上で含有することである。
【００１１】
本願明細書において、「コラーゲン」とは、真皮、靱帯、腱、骨、軟骨などを構成する
タンパク質のひとつである。コラーゲンタンパク質のペプチド鎖３本が螺旋を巻いたもの
を「コラーゲン分子」と称する。本発明において、「コラーゲン線維」とは、コラーゲン
細線維が会合したものであり、前記コラーゲン細線維とは、複数のコラーゲン分子が会合
したものをいう。
【００１２】
コラーゲンには、従来からＩ〜ＸＸＩＸ型が知られているが、本発明で使用するコラー
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ゲンとしてはいずれであってもよく、新たに見出されるコラーゲンであってもよい。生体
内に含まれるコラーゲンの大部分は水に不溶性であり、本発明では、コラーゲン線維を形
成できるものを広く対象とすることができ、例えば、動物の皮や骨等の原料に含まれるコ
ラーゲンをプロテアーゼなどの酵素を添加して可溶化した「可溶化コラーゲン」を使用す
ることができる。なお、生体内には、動物の皮や骨等の原料には、わずかに中性塩溶液や
酸性溶液に溶ける「可溶性コラーゲン」であってもよい。前記「可溶化コラーゲン」や「
可溶性コラーゲン」は、化学的処理の際に構成アミノ酸が修飾されていてもよい。
【００１３】
更に、コラーゲン線維を構成するコラーゲン分子は、コラーゲン誘導体であってもよい
。本発明において、「コラーゲン誘導体」とは、前記コラーゲン分子を構成するアミノ酸
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に他の官能基を修飾したものを意味する。例えば、アシル化コラーゲンやエステル化コラ
ーゲンなどがある。アシル化コラーゲンとしては、サクシニル化コラーゲン、フタル化コ
ラーゲン、マレイル化コラーゲンなどがある。例えば、酵素処理によって抽出したアテロ
コラーゲン溶液をｐＨ９〜１２に調整し、その後、コハク酸、無水フタル酸、無水マレイ
ン酸などの酸無水物を添加してなるサクシニル化コラーゲン、フタル化コラーゲン、マレ
イル化コラーゲンなどのアシル化コラーゲンなどがある。また、エステル化コラーゲンと
しては、可溶化コラーゲンをエステル化したもののほか、不溶性コラーゲンをエステル化
した後に酵素反応などで可溶化されたエステル化コラーゲンなどがある。
【００１４】
本発明の軟骨再生用移植材料は、所定の形状を有する固形物である。従って、粉状物、
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顆粒状物などの流動体は含まないことが好ましい。所定の形状とは、フィルム状やシート
状、円柱、円錐、多角柱、多角錐、球などのブロック状などを含む。所定の形状を維持で
きればよく、不定形であってもよい。なお、「フィルム状」とは２００μｍ未満の薄膜状
を、「シート状」とは２００μｍ以上の膜状をいう。また、「ブロック状」とは、平面状
物が高さ方向に厚みを形成した塊状をいう。本発明の軟骨再生用移植材料の形状は、ブロ
ック状であることが好ましい。
【００１５】
本発明の軟骨再生用移植材料は、乾燥状態での平均直径が１〜１０μｍのコラーゲン線
維を主成分として含有する。前記したように、コラーゲン溶液には三重螺旋構造を有する
コラーゲン分子がバラバラに溶解しており、このようなコラーゲン溶液を風乾などによっ
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てフィルム状に成形すると、コラーゲン分子やその会合体によってフィルムが形成される
。コラーゲン分子やその会合体は、細くかつ短いためコラーゲン分子間や前記会合体間の
間隙が狭く、細胞はこの間隙を通過することができない。このようなフィルム上で細胞を
培養しても細胞はフィルム表面に局在するが内部に浸潤することができない。しかも、上
記フィルムは細くて短いコラーゲン分子等で構成されるため機械的強度が低い。しかしな
がら、本発明の軟骨再生用移植材料は、三重螺旋構造を有するコラーゲン分子が会合した
コラーゲン細線維が更に会合してなる平均直径が１〜１０μｍの太いコラーゲン線維を主
成分として含有するため、コラーゲン線維間の間隙が大きく、細胞が自由に通過できる。
このため本発明の軟骨再生用移植材料を生体に充填すると、軟骨再生用移植材料の内部に
まで細胞が浸潤する。しかも、このようなコラーゲンの線維構造は、生体内の腱や靱帯な
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どの結合組織におけるコラーゲンの線維構造と類似するものである。したがって、コラー
ゲン自体の機械的強度を高く維持することができる。
【００１６】
本発明の軟骨再生用移植材料を構成するコラーゲン線維は、乾燥状態での平均直径が１
〜１０μｍ、より好ましくは１〜７μｍ、さらに好ましくは２〜５μｍである。この範囲
で、細胞浸潤性に優れる軟骨再生用移植材料を得ることができる。なお、本発明において
、上記したコラーゲン線維の平均直径は、乾燥状態、すなわち水分含有量０〜２０（ｗ／
ｗ）％の軟骨再生用移植材料について、後記する実施例に記載する方法と同一の条件又は
互換性のある条件で測定することにより求めることができる。
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【００１７】
本発明の軟骨再生用移植材料は、水分含有量が０〜２０（ｗ／ｗ）％、より好ましくは
０〜１５（ｗ／ｗ）％、さらに好ましくは０〜１０（ｗ／ｗ）％である。水分含有量が低
い乾燥物であるため熱安定性に優れ、かつ細菌感染などにより変質を回避することができ
る。しかも、粉末などと相違してフィルム状、シート状、その他、ブロック状などの成形
物であるため、生体の欠損部の形状に成形することで生体内への添付や充填も容易となる
。なお、本発明における水分含有量は、後記する実施例に記載する方法と同一の条件又は
互換性のある条件で測定することにより求めることができる。
【００１８】
本発明の軟骨再生用移植材料は、好ましくは空隙率が２０〜９０％、より好ましくは３
０〜８０％、特に好ましくは４０〜７０％である。多孔であるため、溶媒中に浸漬すると
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迅速に溶媒中で膨潤する。なお、本発明において空隙率は、水銀圧入法により、Ｐａｓｃ
ａｌ

１４０及び４４０（ＣＡＲＬＯ

ＥＲＢＡ

ＩＮＴＲＵＭＥＮＴＳ社製）を用いて

測定することができる。
【００１９】
本発明の軟骨再生用移植材料の空隙（孔）は、コラーゲン線維の線維間の間隙に代表さ
れるものであり、好ましくは平均孔径は１〜５０μｍ、より好ましくは５〜３０μｍであ
る。本発明の軟骨再生用移植材料は、上記したコラーゲン線維が不織布のように折り重な
って構成される。従って、上記孔は他の孔と連通できる連通孔となる。このため孔に細胞
が侵入すると、連通孔を介して軟骨再生用移植材料の内部に細胞が侵入できる。本発明に
おいて「平均孔径」は、後記する実施例に記載した方法と同一の条件又は互換性のある条
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件で測定することにより求めることができる。
【００２０】
本発明の軟骨再生用移植材料は、水分含有量が０〜２０（ｗ／ｗ）％の場合にコラーゲ
ン密度が５０〜８００ｍｇ／ｃｍ３、より好ましくは１１０〜６００ｍｇ／ｃｍ３、特に
好ましくは２００〜４００ｍｇ／ｃｍ３である。コラーゲンは、生体内では不溶性コラー
ゲンとして存在し、皮膚組織では２５（ｗ／ｖ）％、腱組織では３２（ｗ／ｖ）％と高濃
度で結合組織を形成している。動物組織からコラーゲンを抽出するためにはコラーゲンを
可溶化する必要があり、この可溶化コラーゲンは粘性が高い。このため高濃度コラーゲン
溶液を調製することが困難で、密度の高いコラーゲン構造体は存在しなかった。しかしな
がら、本発明によれば、コラーゲン密度が５０〜８００ｍｇ／ｃｍ３であり生体内のコラ

10

ーゲン密度と均等の軟骨再生用移植材料を提供することができ、この軟骨再生用移植材料
は組織等価物として使用することができる。なお、本発明において、コラーゲン密度は、
後記する実施例に示す方法と同一の条件又は互換性のある条件で測定することにより求め
ることができる。
【００２１】
本発明の軟骨再生用移植材料を移植先に移植すると、軟骨再生用移植材料と接した移植
部分の自家の細胞が軟骨再生用移植材料の内部へ侵入することが可能である。
【００２２】
本発明の軟骨再生用移植材料は、コラーゲンの分布が密度勾配を有する。密度勾配は、
軟骨再生用移植材料の一方の端部から、前記一方の端部と対向する他方の端部へかけて、

20

前記密度勾配のコラーゲン密度が大きくされていることが好ましく、軟骨再生用移植材料
の一方の端部の表層部から、前記一方の端部の表層部と対向する他方の端部の表層部へか
けて、前記密度勾配のコラーゲン密度が大きくされていることがより好ましい。軟骨再生
用移植材料は円柱状、多角柱状等の柱状であることが好ましく、円柱状であることがより
好ましい。例えば軟骨再生材料が円柱状の場合、円柱の一方の底面から、他方の底面へか
けて、前記密度勾配のコラーゲン密度が大きくされているものが例示できる。
【００２３】
細胞は、コラーゲンの密度の小さいほうから大きいほうへと、移動が促進される傾向に
あるとの報告がある（Mimura, T., Imai, S., Kubo, M., Isoya, E., Ando, K., Okumura
, N., and Matsusue, Y. (2008) Osteoarthritis Cartilage. 16(9), 1083‑91.）。軟骨
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再生用移植材料の一方の端部と対向する他方の端部へかけて、前記密度勾配のコラーゲン
密度が大きくされていることにより、軟骨再生用移植材料の内部へと侵入した細胞を、コ
ラーゲン密度の小さい端部からコラーゲン密度の大きい端部へ向けて誘導させることがで
き、細胞移動の促進によっても軟骨再生を促進することができる。
【００２４】
また、発明者らは、後記の実施例において示すように、軟骨再生用移植材料の内部へ侵
入した細胞を軟骨組織へと分化させるためには、該細胞の密度が高くなるよう、所定のコ
ラーゲン密度を有する材料を用いることが重要であることを見出した。このことは、高細
胞密度では軟骨細胞分化が促進されることからも合理的に理解できる。一方の端部から対
向する他方の端部へかけて、前記密度勾配のコラーゲン密度が大きくされている軟骨再生
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用移植材料では、コラーゲン密度の大きい側を、軟骨を再生させるべき位置になるように
配置させることで、軟骨組織への細胞の分化の促進により軟骨再生を促進することができ
る。
【００２５】
軟骨再生用移植材料中のコラーゲンの密度勾配が、徐々に大きくされていることを示す
ために、例えば、前記密度勾配の方向と交わるように軟骨再生用移植材料を体積換算で３
等分し、軟骨再生用移植材料を前記一方の端部を含む第一の端部、中間部、及び前記他方
の端部を含む第二の端部に分けてもよい。そして、前記第一の端部のコラーゲン密度より
も前記中間部のコラーゲン密度が小さく、前記中間部のコラーゲン密度よりも第二の端部
のコラーゲン密度が小さいことを示してもよい。このとき前記第一の端部は、第一の端部

50

(7)

JP 2016‑106775 A 2016.6.20

、中間部、及び第二の端部のなかで最も大きなコラーゲン密度を有している。
【００２６】
第一の端部のコラーゲン密度と第二の端部とのコラーゲン密度の比は、第一の端部のコ
ラーゲン密度と第二の端部のコラーゲン密度が有意に異なるものであれば、特に制限され
るものではないが、好ましくは３：１〜１．１：１であり、より好ましくは、２：１〜１
．２：１である。
【００２７】
第一の端部のコラーゲン密度は、好ましくは２００〜６００ｍｇ／ｃｍ３、より好まし
くは３００〜５００ｍｇ／ｃｍ３である。第一の端部のコラーゲン密度が上記範囲内であ
ることにより、軟骨の再生能がより向上するため好ましい。

10

【００２８】
本発明の軟骨再生用移植材料には、前記端部が、コラーゲン密度の大きい方の端部又は
小さい方の端部であることを示すための印が設けられていてもよい。前記印としては、文
字、記号、マーク、色による標識等が挙げられる。また、軟骨再生用移植材料自体の形状
によって、コラーゲン密度の大きい方の端部又は小さい方の端部であることをを示しても
よい。
【００２９】
前記密度勾配は、不連続密度勾配であってもよく、連続密度勾配であってもよい。コラ
ーゲンの分布が不連続密度勾配を有する軟骨再生用移植材料の一例としては、コラーゲン
密度が異なる複数の層が積層されたものなどが挙げられる。コラーゲンの分布が連続密度
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勾配を有する軟骨再生用移植材料の一例としては、軟骨再生用移植材料がコラーゲンを含
有する単一層からなり、前記単一層内でコラーゲン分布の密度勾配が連続的な分布をとる
ものなどが挙げられる。
本発明の軟骨再生用移植材料に係るコラーゲンの分布は、密度勾配が連続密度勾配であ
ることが好ましい。コラーゲンの分布が連続的であることにより、軟骨再生用移植材料の
内部へと侵入した細胞の細胞移動が促進される。特に、単一層においてコラーゲンの分布
が連続的であることにより、層間の接合部においても細胞の移動や増殖等が妨げられる恐
れもないため好ましい。また、前記単一層は同一原料から構成されていることが好ましい
。
【００３０】
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本発明の軟骨再生用移植材料は、コラーゲン線維内を架橋するものや、コラーゲン線維
間を架橋して形成されたものであってもよい。ただし、コラーゲン線維の架橋の度合いが
低いほど、生体内での分解性が高められるとの観点から、コラーゲン線維の架橋の程度は
低いほうが好ましい。コラーゲン線維の架橋の程度が低いほど、材料の生体内でのコラゲ
ナーゼなどによる分解性が良好であり、材料の自家組織への置き換わりに優れる。
【００３１】
生体内での分解性を示す指標として、コラーゲンの酸抽出率を採用することができる。
酸抽出率の高い材料であれば、生体内での分解性も高い傾向にあるといえる。本発明の軟
骨再生用移植材料は、１０ｍＭ、４℃の塩酸に２４時間浸漬させて抽出されたコラーゲン
が、総コラーゲンのうち好ましくは２５質量％以上、より好ましくは３５質量％以上、さ
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らに好ましくは７５質量％以上である。なお、本発明において、軟骨再生用移植材料のコ
ラーゲンの酸抽出率は、後記する実施例に示す方法と同一の条件又は互換性のある条件で
測定することにより求めることができる。上記条件により求められたコラーゲンの酸抽出
率を上記範囲内とすることで、生体内での分解性に優れ、自家組織への置き換わりに優れ
る軟骨再生用移植材料とすることができる。
【００３２】
本発明の軟骨再生用移植材料は、２０〜３７℃での前記密度勾配の方向の圧縮剛性が好
ましくは１０〜７０Ｎ／ｍｍ、より好ましくは２５〜６０Ｎ／ｍｍ、さらに好ましくは４
０〜５５Ｎ／ｍｍである。
軟骨再生用移植材料の圧縮剛性は、密度勾配の方向で測定することが好ましい。なお、
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本発明において、軟骨再生用移植材料の圧縮剛性は、後記する実施例に示す方法と同一の
条件又は互換性のある条件で測定することにより求めることができる。
【００３３】
本発明の軟骨再生用移植材料は、三重螺旋構造を有するコラーゲン分子が会合したコラ
ーゲン細線維が更に会合してなる平均直径が１〜１０μｍの太いコラーゲン線維を主成分
として含有するため、コラーゲン自体の機械的強度を高く維持することができる。軟骨再
生材料としては、軟骨組織に準ずる程度の機械的強度を有していることが望ましい。本発
明の軟骨再生用移植材料は、コラーゲン自体の機械的強度が高められているので、機械的
強度を高めるための架橋を付与せずとも、生体内での分解性及び機械的強度の両方を兼ね
10

備えた軟骨再生用移植材料とすることができる。
【００３４】
本発明の軟骨再生用移植材料は、リン酸緩衝生理食塩水（ｐＨ７．５）に２０時間浸漬
した後での体積増加率が、好ましくは１．５〜２．５倍の範囲内、より好ましくは１．７
〜２．３倍の範囲内、さらに好ましくは１．９〜２．１倍の範囲内である。上記条件によ
り求められた体積増加率を上記である軟骨再生用移植材料は、軟骨再生用移植材料を生体
組織へ埋設する場合に特に有用である。軟骨再生用移植材料と生体内の埋設対象部分とが
完全に嵌合する形状でなくとも、軟骨再生用移植材料の体積が移植先で適度に増加するこ
とにより、形状の不一致により生じた間隙を増加した体積の分により補填することができ
、容易に且つ強固に軟骨再生用移植材料を嵌合させることができる。なお、本発明におい
て、軟骨再生用移植材料の体積増加率は、後記する実施例に示す方法と同一の条件又は互
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換性のある条件で測定することにより求めることができる。
【００３５】
本発明の軟骨再生用移植材料には、更に、細胞走化因子、成長因子、細胞増殖因子、血
液凝固因子および抗凝固因子からなる群から選択される１種以上の因子を含むものであっ
てもよい。このような成分の添加により、軟骨再生用移植材料に創傷治癒、腫瘍細胞増殖
阻止、免疫調節、骨形成、造血の調節、止血、抗凝血などの効能を付与することができる
。
【００３６】
例えば、走化因子としては、エリスロポエチン、インターロイキン１（ＩＬ−１）など
のサイトカイン、インターロイキン８（ＩＬ−８）、ＮＡＰ−２、ＭＩＰ−２などのケモ
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カインがある。
【００３７】
また、成長因子としては、上皮成長因子（Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ

ｇｒｏｗｔｈ

ｔｏｒ：ＥＧＦ）、インスリン様成長因子（Ｉｎｓｕｌｉｎ−ｌｉｋｅ

ｆａｃ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ：ＩＧＦ）、トランスフォーミング成長因子（Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｇ
ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ：ＴＧＦ）、神経成長因子（Ｎｅｒｖｅ

ｇｒｏｗｔｈ

ａｃｔｏｒ：ＮＧＦ）、血小板由来成長因子（Ｐｌａｔｅｌｅｔ−ｄｅｒｉｖｅｄ
ｏｗｔｈ

ｆ
ｇｒ

ｆａｃｔｏｒ：ＰＤＧＦ）などがある。

【００３８】
増殖因子としては、脳由来神経栄養因子（Ｂｒａｉｎ−ｄｅｒｉｖｅｄ
ｒｏｐｈｉｃ

ｎｅｕｒｏｔ
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ｆａｃｔｏｒ：ＢＤＮＦ）、血管内皮細胞増殖因子（Ｖｅｓｉｃｕｌａｒ

ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ：ＶＥＧＦ）、顆粒球コロニー

刺激因子（Ｇｒａｎｕｌｏｃｙｔｅ−ｃｏｌｏｎｙ

ｓｔｉｍｕｌａｔｉｎｇ

ｆａｃｔ

ｏｒ：Ｇ−ＣＳＦ）、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（Ｇｒａｎｕｌｏｃｙｔｅ
−ｍａｃｒｏｐｈａｇｅ−ｃｏｌｏｎｙ

ｓｔｉｍｕｌａｔｉｎｇ

ｆａｃｔｏｒ：ＧＭ

−ＣＳＦ）、エリスロポエチン（Ｅｒｙｔｈｒｏｐｏｉｅｔｉｎ：ＥＰＯ）、トロンボポ
エチン（Ｔｈｒｏｍｂｏｐｏｉｅｔｉｎ：ＴＰＯ）、塩基性線維芽細胞増殖因子（ｂａｓ
ｉｃ

ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ

ｇｒｏｗｔｈ

、肝細胞増殖因子（Ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅ
がある。

ｆａｃｔｏｒ：ｂＦＧＦまたはＦＧＦ２）
ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ：ＨＧＦ）など
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【００３９】
また、凝固因子としては、フィブリノーゲン・フィブリン（第Ｉ因子）、プロトロンビ
ン・トロンビン（第ＩＩ因子）、組織因子（第ＩＩＩ因子、トロンボプラスチン）などが
あり、抗凝固因子としては、ヘパリン、アンチトロンビンＩＩＩなどがある。
【００４０】
このような添加物は、軟骨再生用移植材料に含浸その他によって結合するものであって
もよく、結合手を介して軟骨再生用移植材料に結合するものであってもよく、用途に応じ
て適宜選択することができる。例えば、軟骨再生用移植材料を上記成分溶解液に含浸し、
上記成分を吸着させた後に乾燥してなる軟骨再生用移植材料は、これを創傷部に充填する
と、上記成分を徐放するため、ドラッグデリバリーシステムなどの一部材として使用する

10

ことができる。
【００４１】
結合手としては、コラーゲン結合ドメインのポリペプチド鎖を例示することができる。
例えば、フォンビルブラント因子のコラーゲン結合ドメインや、コラゲナーゼのコラーゲ
ン結合ドメインを例示することができる。予め上記成分にコラーゲン結合ドメインのポリ
ペプチド鎖を結合すると、前記結合手を介して成分がコラーゲン線維と安定して結合する
ことができる。
【００４２】
本発明の軟骨再生用移植材料は、フィルム状、シート状、ブロック状等に成形されたも
のである。前記ブロック状には、柱状、球状、推状のほか、任意の形状に成形されたもの
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であってもよい。特に、軟骨部分を含む各種生体組織の特定形状に成形することもできる
。前記特定形状としては、例えば、膝関節を構成する半月板、所定の軟骨の形状などを例
示することができる。または、本発明の軟骨再生用移植材料を皮下に埋設し、または人工
骨として骨折部に充填することで、近傍の細胞を増殖させ、骨及び軟骨の再生機能を促成
することができる。
或いは、軟骨再生を促すために、生体組織を人為的に欠損させてできた欠損部の形状に
成形して、欠損部に軟骨再生用移植材料を充填することもできる。このとき、骨髄部分に
達するまで骨を削り、欠損部に軟骨再生用移植材料を充填して骨髄の成分を軟骨再生用移
植材料に滲みこませることを行なってもよい。本発明の軟骨再生用移植材料は多孔質であ
るため、骨髄成分を保持することができ、骨髄成分中の細胞などの働きによって、より一
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層効果的に軟骨再生を促すことができる。
特に軟骨再生用移植材料の一方の端部と対向する他方の端部へかけて、前記密度勾配の
コラーゲン密度が大きくされている軟骨再生用移植材料の場合、軟骨再生用移植材料を軟
骨等の欠損部に充填する際に、コラーゲン密度の大きい側を軟骨を再生させるべき部分に
対応させて配置させることが好ましい。上記配置により、軟骨再生用移植材料の内部へと
侵入した細胞をコラーゲン密度の小さい側からコラーゲン密度の大きい側へと誘導させる
ことができ、軟骨再生を促進することができる。
なお、本発明の軟骨再生用移植材料に更に他の構造が付加されたものを、移植に用いて
もよい。
【００４３】

40

本発明の軟骨再生用移植材料は、軟骨再生のために使用可能である。また、軟骨再生用
移植材料を治療対象部位に移植することは、軟骨再生方法として実施することができる。
軟骨再生とは、細胞の増加、分化、成熟等の軟骨の修復又は軟骨の発生過程で生じる様
々な現象のうち少なくとも一つを示していればよい。軟骨は、軟骨に特徴的な成分を検出
することによっても確認することができる。検出は、サフラニンＯ、アルシアンブルー等
の各種染色液や抗体による染色によっても行うことができる。その他、内視鏡等を用いて
直接軟骨を観察することによっても確認することができる。
【００４４】
軟骨再生は、治療対象部位にもともと存在する細胞（内在性の細胞）によるものであっ
てもよいし、例えば軟骨再生用移植材料とともに移植された細胞（外来性の細胞）による
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ものであってもよい。これらの細胞としては、軟骨細胞、骨芽細胞、軟骨細胞の前駆細胞
、胚性幹細胞、人工多能性幹細胞、間葉系幹細胞等を挙げることができる。
【００４５】
（２）軟骨再生用移植材料の製造方法
上記軟骨再生用移植材料の製造方法に限定はない。しかしながら、コラーゲン酸性溶液
を中性にしてコラーゲン線維を生成するコラーゲン線維生成工程、前記コラーゲン線維を
含有する溶液から前記コラーゲン線維を分取してコラーゲン濃度１２〜５０（ｗ／ｖ）％
の粗コラーゲン線維を形成する粗コラーゲン線維形成工程、前記粗コラーゲン線維を所定
形状に成形する成形工程、および前記成形工程で得た成形物を乾燥する乾燥工程とにより
上記軟骨再生用移植材料を製造することができる。本発明の軟骨再生用移植材料の製造方

10

法は、前記成型工程が圧縮濾過成型によるものである。
前記粗コラーゲン線維形成工程に次いで、前記粗コラーゲン線維を親水性有機溶媒に分
散させた後に前記親水性有機溶媒から前記コラーゲン線維を分取して脱水するコラーゲン
線維脱水工程を行い、その後に成形および乾燥して軟骨再生用移植材料を製造することも
できる。また、前記コラーゲン線維脱水工程に次いで、前記脱水したコラーゲン線維を架
橋処理および／または薬剤処理を行う処理工程を行い、ついで、前記処理したコラーゲン
線維を乾燥する乾燥工程を行うことで、架橋軟骨再生用移植材料を製造することもできる
。
【００４６】
本発明で使用するコラーゲンは、ウシ、ブタ、鳥、魚などの動物の皮膚やその他のコラ

20

ーゲンを含む組織から採取することができる。一般に、コラーゲンは、動物の結合組織に
多く含まれるが、熱処理によって抽出するとコラーゲンが熱変性して特有の三重螺旋構造
が壊され、ゼラチンとなる。本発明では、三重螺旋構造を有するコラーゲンを使用する。
このようなコラーゲンの抽出法として、動物の骨、皮などを材料として、酸処理、酵素処
理による可溶化法等がある。好ましくは、コラーゲンの抽出原料として、ウシ、ブタ、ニ
ワトリ、ダチョウ、ウマ、魚類等の真皮や腱がある。胎児由来などの若い動物の組織を使
用すると収率が向上するため好ましい。
【００４７】
また、酵素処理してなるコラーゲン溶液としては、例えば、牛皮の真皮層を細砕し、脱
脂したものを使用することができる。この組織をコラーゲン終濃度０．５〜５（ｗ／ｖ）

30

％となるよう蒸留水に懸濁後、塩酸を加えてｐＨ３．０に調整する。コラーゲン重量に対
し百分の一量の酸性プロテアーゼを加え２５℃、７２時間可溶化処理を行う。酵素反応停
止後、上記酵素可溶化コラーゲン液を塩析し、回収した塩析沈澱をコラーゲン濃度１〜５
（ｗ／ｖ）％となるように蒸留水に分散させ、塩酸を加えて均一に溶解してコラーゲン溶
液とすることができる。
【００４８】
上記したコラーゲン酸性溶液のｐＨは、１．０〜６．０であることが好ましく、より好
ましくは３．０〜４．０である。ｐＨが上記範囲を超えるとコラーゲンの線維化が困難と
なる場合がある。
40

【００４９】
本発明では、上記コラーゲン酸性溶液を中性にする。コラーゲン溶液は、酵素処理によ
って調製した場合も、酸処理によって調製した場合も、溶液中にコラーゲン分子を溶解す
るため液性が酸性である。このようなコラーゲン酸性溶液にアルカリ性や中性緩衝液を添
加する。アルカリ性溶液としては、水酸化ナトリウム溶液や水酸化カリウム溶液などを使
用することができる。また、中性緩衝液としては、リン酸とリン酸ナトリウムとからなる
ｐＨ７．０〜９．５のリン酸緩衝液、ＨＥＰＥＳ［２−［４−（２−Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔ
ｈｙｌ）−１−ｐｉｐｅｒａｚｉｎｙｌ］ｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ

ａｃｉｄ］緩

衝液（ｐＨ６．８−８．２）、クエン酸‐リン酸緩衝液（ｐＨ２．６〜７．０）、５０ｍ
Ｍ

Ｔｒｉｓ緩衝液（ｐＨ７．４）、５０ｍＭリン酸（ｐＨ７．４）など、ｐＨ７．０近

傍で緩衝作用を有するものを広く使用することができる。なお、中性とはｐＨ６．０〜９

50

(11)

JP 2016‑106775 A 2016.6.20

．０であればよい。
【００５０】
上記したアルカリ性溶液や中性緩衝液には、ｐＨを変化させない範囲で他の塩などを含
んでいてもよい。このような塩としては、塩化ナトリウム、塩化カリウムなどを例示する
ことができる。このような塩の添加によってコラーゲン溶液がヒトの体液と等張になると
、生体内のコラーゲンと同様に約６７ｎｍのずれをもったコラーゲン線維を形成すること
ができる。従って、添加する塩の量は、中性処理後のコラーゲン溶液の浸透圧が、ヒトの
体液と等張にしうる量とすることが好ましい。
【００５１】
本発明では、中性後のコラーゲン溶液のコラーゲン濃度は、０．０１〜５（ｗ／ｖ）％

10

、より好ましくは０．１〜５（ｗ／ｖ）％、特に好ましくは０．３〜５（ｗ／ｖ）％であ
る。０．０１（ｗ／ｖ）％より低濃度であるとその後の濃縮も容易でない。一方、コラー
ゲンは粘性が高いため、５（ｗ／ｖ）％より高濃度のコラーゲン溶液の調製は困難である
。
本発明では、上記中性処理後のコラーゲン溶液を、温度４〜４５℃、より好ましくは３
０〜３７℃の範囲で静置する。この範囲で、前記コラーゲン溶液に溶解したコラーゲン分
子は、上記中性処理により溶液中で会合し、ゲル状物を形成する。
本発明では、次いで上記したゲル状物を含む溶液を緩やかに撹拌する。穏やかな撹拌に
よりゲル状物を構成するコラーゲン分子相互の会合が促進され、コラーゲン線維の構造を
保ちつつ線維間の水分が放出され、太く、かつ線維長の長いコラーゲン線維が前記溶液中

20

に析出する。従って、撹拌の程度は、コラーゲン分子の会合が促進できる程度であればよ
い。強度の撹拌を行うと生成したコラーゲン線維が物理的に破断され、細く短いコラーゲ
ン線維となる。穏やかな撹拌により析出するコラーゲン線維の溶液中の平均直径は１〜１
００μｍであり、線維長さは１〜１０ｍｍである。
【００５２】
このコラーゲン線維が析出した溶液をろ過し、または遠心分離すると前記コラーゲン線
維を分取することができる。本発明では、コラーゲン溶液から分取されたコラーゲン線維
を「粗コラーゲン線維」と称する。したがって、粗コラーゲン線維はコラーゲン線維と水
分とを主成分とする。粗コラーゲン線維に含まれるコラーゲン線維の濃度が１２（ｗ／ｖ
）％に満たない場合には、再度、遠心分離やろ過などを行い、コラーゲン濃度１２〜５０

30

（ｗ／ｖ）％、より好ましくは１５〜４０（ｗ／ｖ）％、特に好ましくは１８〜３０（ｗ
／ｖ）％に濃縮する。
【００５３】
ろ過により上記コラーゲン濃度の粗コラーゲン線維を分取するには、ポアサイズが１μ
ｍ〜１ｍｍ、より好ましくは１０μｍ〜１００μｍのろ紙を使用することが好ましい。ポ
アサイズが上記範囲であれば、大量のコラーゲン線維を効率的に処理することができる。
一方、前記コラーゲン溶液を遠心分離して、粗コラーゲン線維を分取することもできる
。例えば、１００００〜２００００ｒｐｍで１０分から１時間遠心する。なお、上記範囲
のコラーゲン濃度に調整するため、遠心分離は複数回行ってもよい。
【００５４】

40

本発明では、分取した粗コラーゲン線維を所定形状に成形する。成形された粗コラーゲ
ン線維の形状は、フィルム状、シート状のほか、各種の立体構造に成形できる。軟骨再生
用移植材料を組織充填用に使用する場合には、生体内の充填部と嵌合しうる形状に成形し
てもよい。
例えば、コラーゲン線維が析出したコラーゲン溶液をろ過して粗コラーゲン線維を分取
する場合には、例えば、ロートの中間部に形成した多孔のろ紙載置部にろ紙を配設してコ
ラーゲン溶液をろ過すれば、ろ紙上にシート状またはブロック状に粗コラーゲン線維を堆
積することができる。予め、前記ろ紙載置部を所定形状に変形して鋳型として使用し、ろ
紙載置部に粗コラーゲン線維を堆積させ、所定形状に成形することもできる。上記は、粗
コラーゲン線維形成工程と成形工程とを連続して行う態様の一例である。また、ろ紙上に
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積層した粗コラーゲン線維を所定形状の鋳型に充填して成形してもよい。
【００５５】
本発明の軟骨再生用移植材料は、本発明の軟骨再生用移植材料を構成するコラーゲンの
分布に密度勾配を有するものである。コラーゲンの分布に密度勾配を付与する方法は、特
に制限されるものではないが、成形工程において、粗コラーゲン線維中のコラーゲン線維
の分布に偏りを生じさせることで、コラーゲンの分布が密度勾配を有する軟骨再生用移植
を製造することができる。
粗コラーゲン線維中のコラーゲン線維の分布に偏りを生じさせる方法として、本発明の
軟骨移植材料の製造方法では、成形工程として圧縮濾過成型を採用する。圧縮濾過成型の
方法としては、例えば、壁面にろ紙等のフィルターを配設した鋳型に粗コラーゲン線維を

10

充填し、粗コラーゲン線維を圧縮することが挙げられる。すると、圧縮によりフィルター
から粗コラーゲン線維に含まれる水分が脱水されるとともに、フィルター付近でコラーゲ
ン線維が集積して、フィルター付近を最大とするコラーゲン線維の密度勾配が形成された
粗コラーゲン線維を成型することができる。
上記圧縮には、遠心力による圧縮も含まれる。すなわち上記した成形方法は、遠心操作
によって粗コラーゲン線維を形成した場合も同様に応用することができる。この場合、鋳
型中における遠心力の力の方向の端を最大とするコラーゲン線維の密度勾配が形成される
。遠心力の力の方向とフィルターの配設位置を一致させることで、遠心操作によりフィル
ターから粗コラーゲン線維に含まれる水分が脱水されるとともに、フィルター付近でコラ
ーゲン線維が集積して、フィルター付近を最大とするコラーゲン線維の密度勾配が形成さ

20

れた粗コラーゲン線維を成型することもできる。例えば、遠心分離の際に、遠心管の底面
にろ紙等のフィルターを配設して、これを鋳型として使用し、遠心分離と同時に粗コラー
ゲン線維を所定の形状に成形することができる。遠心の操作は前記粗コラーゲン線維形成
工程を兼ねていてもよく、上記の方法は、粗コラーゲン線維形成工程と成形工程とを連続
して行う態様の一例とすることもできる。
【００５６】
ついで、成形した粗コラーゲン線維を乾燥する。本発明の製造方法では、コラーゲン濃
度が１２〜５０（ｗ／ｖ）％の粗コラーゲン線維を成形したため、成形した粗コラーゲン
線維を凍結乾燥や風乾、温熱乾燥、真空吸引その他により脱水および乾燥し、軟骨再生用
移植材料を製造することができる。なお、予め、円柱や角柱などの形状の軟骨再生用移植

30

材料を得て、これを削るなどの方法で更に造型を行ってもよい。乾燥の程度は、水分含有
量０〜２０（ｗ／ｗ）％である。コラーゲン溶液に比較して、保存安定性に優れるからで
ある。
【００５７】
本発明の軟骨再生用移植材料は、上記乾燥した後に、これを圧縮成形してもよい。本発
明の軟骨再生用移植材料を構成するコラーゲン線維は、平均直径が１〜１０μｍであり、
その長さは一般に１〜１０ｍｍである。このように太くて長いコラーゲン線維が不織布の
ように堆積し、細胞浸潤性と強度とが確保されるため、圧縮成形を行っても細胞浸潤性や
強度を低下させることなく、コラーゲン濃度を上昇させることができる。このような圧縮
成形は、乾燥後に行う以外の工程、例えば、粗コラーゲン線維を所定形状に成形する際な

40

どにおこなってもよい。
【００５８】
本発明では、粗コラーゲン線維を分取する前に、粗コラーゲン線維にその３〜２０００
質量部、好ましくは５〜１０００質量部、より好ましくは１０〜１００質量部、特に好ま
しくは１０〜３０質量部の親水性有機溶媒を添加し、粗コラーゲン線維が分散する親水性
有機溶媒を調製し、ついでろ過して粗コラーゲン線維を分取して粗コラーゲン線維を脱水
してもよい。本発明で使用する粗コラーゲン線維は、コラーゲン濃度が１２〜５０（ｗ／
ｖ）％と従来のコラーゲン溶液と比較してコラーゲン濃度が高い。このため、例えば１０
０％エタノールなどの高濃度の親水性有機溶媒に分散させることができ、これによって親
水性が高い粗コラーゲン線維を効率的に脱水することができる。粗コラーゲン線維が分散
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する親水性有機溶媒はコラーゲン溶液よりも流動性が高く、溶液のろ過効率および粗コラ
ーゲン線維成形後の乾燥効率を向上させることができる。ろ過操作時の目詰まりが抑制さ
れるため、厚みのあるブロック状のコラーゲン構造体を製造することができる。
【００５９】
従来からエタノールなどによるコラーゲンの脱水は知られて、アルコール濃度を漸次高
めつつ脱水することが一般であった。しかしながら、本発明では粗コラーゲン線維のコラ
ーゲン濃度が１２〜５０（ｗ／ｖ）％と高濃度であるため、例えばエタノールを使用する
場合でも、１００％エタノールを使用することができる。このため親水性有機溶媒による
脱水を簡便かつ効率的に行うことができる。
【００６０】

10

粗コラーゲン線維を分散させる親水性有機溶媒としては、水と混和しうる炭素含有溶媒
であればよく、例えばアルコール、ケトン、エーテル、エステル、極性非プロトン性溶媒
などが挙げられる。アルコールとしては、メタノール、エタノール、イソプロパノール、
ｔ‐ブタノール等の炭素数１〜６の一価アルコールやエチレングリコール、プロピレング
リコール等の多価アルコールなどがある。ケトンとしてはアセトン、メチルエチルケトン
などがある。また、エーテルとしてはジエチルエーテル、メチルエチルエーテル、エチレ
ングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル等のグリコ
ールエーテルや、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の環状エーテルなどがある。更に、
エステルとしては酢酸エチル、乳酸エチルなどがあり、極性非プロトン性溶媒としてはジ
メチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ピリジンなどがあ

20

る。中でも好ましくは水と任意の割合で混和しうるもの、例えばアセトン、メタノール、
エタノール、イソプロパノール、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホ
キシド、ジメチルホルムアミドなどが挙げられる。中でも、エタノール、アセトン、ジエ
チルエーテルまたはこれらの混合液を好適に使用することができる。
なお、使用する親水性有機溶媒の温度は、１５℃以下であることが好ましい。コラーゲ
ン線維を変性させず、コラーゲン分子の三重螺旋構造を維持しうるからである。
【００６１】
粗コラーゲン線維を分散した親水性有機溶媒は、ろ過などにより粗コラーゲン線維を親
水性有機溶媒と分離し、結果的に粗コラーゲン線維を脱水することができる。粗コラーゲ
ン線維を含む親水性有機溶媒をろ過する際に、ロートの中間部に形成した多孔のろ紙載置
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部にろ紙を配設し、前記した粗コラーゲン線維が分散する親水性有機溶媒をろ過すれば、
ろ紙上に粗コラーゲン線維がシート状に堆積する。これにより、粗コラーゲン線維の脱水
と粗コラーゲン線維の成形とを連続して行うことができる。堆積量を多くしてブロック状
に成形することもできる。なお、脱水後の粗コラーゲン線維を所定の鋳型によって形成す
ることもできる。
コラーゲンは、親水性が高いため乾燥は容易でなく、特に立体物の乾燥は容易でない。
しかしながら、本発明では、上記コラーゲン濃度の粗コラーゲン線維を使用し、親水性有
機溶媒を使用して粗コラーゲン繊維を脱水するためコラーゲン密度が高く立体形状を維持
しうるコラーゲン構造体を製造することができる。
【００６２】
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成形後の粗コラーゲン線維は、形状やサイズにもよるが、凍結乾燥のほか、風乾によっ
ても乾燥することができる。風乾によれば、安価でありコラーゲン線維の熱変性も防止す
ることができる。
【００６３】
本発明の軟骨再生用移植材料は、更に架橋構造を有するものであってもよい。架橋構造
の導入によって生体に埋設された後の分解を抑制することができる。架橋する方法は、用
途に応じて適宜選択することができる。例えば、ホルムアルデヒドやグルタルアルデヒド
などのアルデヒド類、キシロース、グルコース、マンノース、ガラクトース等をコラーゲ
ン線維やコラーゲン構造体に接触させることで導入することができる。また、カルボジイ
ミド系、エポキシド系およびイミダゾール系架橋剤を添加して架橋することもできる。ま
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た、紫外線やγ線、電子線などの照射によっても架橋することができる。なお、コラーゲ
ンは、自然乾燥を行うと一部に架橋構造が形成される場合がある。
【００６４】
本発明の軟骨再生用移植材料は、架橋の有無に関わらず、細胞走化因子、成長因子、細
胞増殖因子、血液凝固因子および抗凝固因子からなる群から選択される１種以上の因子を
結合することができる。因子の結合は、化学的結合のほか、吸着、担持などの物理的結合
であってもよい。
因子を結合する工程は、軟骨再生用移植材料を製造するいずれの工程で行ってもよい。
例えば、粗コラーゲン線維の乾燥工程に先立ついずれかの工程で、コラーゲン線維に細胞
走化因子、成長因子、細胞増殖因子、血液凝固因子および抗凝固因子からなる群から選択

10

される１種以上の因子を結合することができる。どの段階で因子を結合するかは、添加す
る成分の化学的特性その他によって適宜選択することができる。例えば、粗コラーゲン線
維に上記因子を添加して均一に撹拌し、物理的に結合した後に、粗コラーゲン線維を所定
形状に成形し、および乾燥して、軟骨再生用移植材料を製造することができる。また、粗
コラーゲン線維を親水性有機溶媒中に分散し、当該溶媒をろ過して脱水した粗コラーゲン
線維に上記成分を混合した後、乾燥して軟骨再生用移植材料を製造することができる。
更に、水分含有量が０〜２０（ｗ／ｗ）％の軟骨再生用移植材料を製造した後に上記因
子の水溶液を軟骨再生用移植材料に含浸させ、その後に再度水分含有量が０〜２０（ｗ／
ｗ）％となるように乾燥させてもよい。
【００６５】
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上記因子を軟骨再生用移植材料に化学的に結合するには、予めコラーゲンとの結合手を
形成した因子を使用してもよい。このような結合手として、フォンビルブラント因子のコ
ラーゲン結合ドメインや、コラゲナーゼのコラーゲン結合ドメインのポリペプチド鎖があ
る。例えば、上記因子にコラーゲン結合ドメインのポリペプチド鎖を結合させておき、軟
骨再生用移植材料にこのような結合手を有する因子の溶液を含浸すると、前記結合手を介
して前記因子が結合する。コラーゲン結合ドメインのアミノ酸配列は、コラーゲンを基質
とする酵素コラゲナーゼと同様にコラーゲンに特異的に結合することができる。
【００６６】
本発明の軟骨再生用移植材料は、コラーゲン密度が高くかつ所望の形状に成形されてい
る点に特徴がある。形状としては、フィルム状、シート状のほか、ブロック状、その他、
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用途に応じて選択できる。従前から、フィルム状やシート状などの薄層状の成形品は存在
し、コラーゲンスポンジや管状コラーゲン構造体は存在したが、コラーゲン濃度が高く、
かつブロック状物のコラーゲン構造体は存在しなかった。乾燥前のコラーゲン濃度を向上
させることが困難なためである。本発明では、特に粗コラーゲン線維を親水性有機溶媒に
分散して粗コラーゲン線維を脱水することで、簡便に粗コラーゲン線維による大きな堆積
物を形成することができ、かつ風乾などによって容易に乾燥することができる。なお、大
きな堆積物を所定形状の鋳型に充填して成形し、複雑な形状のコラーゲン構造体を製造す
ることもできる。
【実施例】
【００６７】
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次に実施例を示して本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定さ
れるものではない。
【００６８】
（１）コラーゲン構造体の調製
（実施例１）
豚皮の真皮層を肉挽き等で細砕し、脱脂後十分に洗浄した組織を原料とした。終濃度５
ｍｇ／ｍｌのペプシン、５０ｍＭ酢酸となるよう混合した可溶化水溶液に、コラーゲン終
濃度０．５質量％となるように前記原料を懸濁し、４℃、一晩可溶化処理を行った。上記
のようにして得た酵素可溶化コラーゲン液に、終濃度５質量％となるよう塩化ナトリウム
を加えて塩析させ、遠心分離により沈殿を回収した。回収した塩析物を、コラーゲン濃度
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０．４（ｗ／ｖ）％となるように蒸留水に分散させ、塩酸を加えてｐＨ３．０に調整して
均一に溶解し、コラーゲン溶液とした。
このコラーゲン溶液１０ｍｌ（温度４℃）に、温度４℃の中性緩衝液としてリン酸緩衝
生理食塩水（ｐＨ７．５）を１２５ｍｌ添加し、温度３７℃で２４時間穏やかな撹拌を行
った。緩やかに撹拌すると会合が促進してコラーゲン線維が形成され溶液中に分散した。
次いで、１７５００ｒｐｍ、２０分の遠心分離により沈殿を回収し、粗コラーゲン線維を
得た。
得られた粗コラーゲン線維を温度２０℃のエタノール１０ｇに投入し、ミキサーを用い
て十分に分散させ、得られた分散液を、内部直径が５ｍｍで脱脂綿を平面に圧縮したもの
が底面に詰められたシリンジ状の鋳型に注ぎ、プランジャを押して圧縮成型することで高

10

さ５ｍｍの成形物を得た。
次いで、成形物を室温で風乾し、実施例１のコラーゲン構造体を得た。実施例１のコラ
ーゲン構造体は円柱状であり、直径５ｍｍ、高さ３ｍｍであった。
【００６９】
（比較例１）
コラーゲンスポンジとして市販されている細胞培養基材を入手し、これを比較例１のコ
ラーゲン構造体とした。比較例１のコラーゲン構造体は円柱状であり、直径５ｍｍ、高さ
３ｍｍであった。
【００７０】
（２）水分含有量

20

下記方法によりコラーゲン構造体の水分含有率を測定した。
（ｉ）水分含有量の測定方法
コラーゲン構造体の質量（ｗ１）をメトラートレド社製精密天秤AT250にて測定した。
ついで、FTS SYSTEM社製真空乾燥機FLEXI‑DRY FD‑３‑８５D‑MPにて１５時間真空乾燥させ
て水分を蒸発させた後、コラーゲン構造体の質量（ｗ２）を測定した。真空乾燥前後の質
量変化（ｗ１−ｗ２）を水分量とし、コラーゲン構造体の質量（ｗ１）に対する前記水分
量の百分率（％）を水分含有量とした。
【００７１】
結果を表１に示す。実施例１のコラーゲン構造体の水分含有量は、１６．４０（ｗ／ｗ
）％であり、比較例１のコラーゲン構造体の水分含有量は、１６．２３（ｗ／ｗ）％であ
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った。
【００７２】
（３）コラーゲン構造体を構成するコラーゲン線維の平均直径、孔径
上記コラーゲン構造体について、乾燥状態における線維の平均直径、平均孔径を下記方
法により測定した。
（ｉ）コラーゲン線維の平均直径
実施例１のコラーゲン構造体を日本電子社製走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）CarryScope J
CM‑5700で観察した（図１（ａ））。観察されたコラーゲン線維の内、無作為に２０本の
線維を選出してそれらの直径を測定した。２０本の線維の直径の平均を算出し、平均直径
とした。
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比較例１のコラーゲン構造体を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察した（図１（ｂ））
。比較例１のコラーゲン構造体では、線維状の構造は観察されず、比較例１のコラーゲン
構造体は海綿状の多孔質体であることが判明した。孔の枠を構成している膜状のコラーゲ
ンを無作為に２０カ所選出し、その部分の膜の厚みを測定した。２０カ所の膜厚の平均を
算出し、平均膜厚とした。
（ｉｉ）コラーゲン構造体の平均孔径
実施例１のコラーゲン構造体を走査型電子顕微鏡像（ＳＥＭ）で観察し、無作為に選ん
だ２０カ所の線維孔の直径を測定した。２０ヶ所の孔径の平均を算出し、平均孔径とした
。
比較例１のコラーゲン構造体を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察し、観察された孔の
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うち、無作為に２０個の孔を選出して、画像処理ソフトImageJによるエリア測定でそれぞ
れの孔の画像から孔の面積を計算し真円換算して、孔の直径を算出した。２０個の孔の直
径の平均を求め、平均直径とした。
【００７３】
結果を表２に示す。実施例１のコラーゲン構造体の平均孔径は１１．１１μｍであり、
直径が５〜７μｍの細胞を浸潤させる十分な間隙を有していた。
【００７４】
（４）コラーゲン密度
コラーゲン密度を下記方法により測定した。
（ｉ）コラーゲン構造体のコラーゲン密度の測定法

10

実施例１コラーゲン構造体を、メスを用いて円柱の底面及び上面に対して水平方向に３
分割した。３分割されたサンプルを成形時の圧縮の方向に沿って、順に上部・中部・下部
とした（図２参照）。上部・中部・下部のそれぞれを１ｍＬの６Ｎ ＨＣｌにて１１０℃
、２４時間加水分解後、蒸発乾固し、０．０２Ｎ ＨＣｌで再溶解した。得られた溶液を
サンプルとし、日立製Ｌ−８８００ Ａｍｉｎｏ Ａｃｉｄ Ａｎａｌｙｚｅｒでアミノ酸
組成を測定した。ヒドロキシプロリン量（Ｈｙｐｒｏ量）より、〔Ｃｏｌｌａｇｅｎ（ｍ
ｇ）＝係数×Ｈｙｐｒｏ（ｍｇ） 〕の式を用いてコラーゲン量を計算した（係数はブタ
真皮由来ペプシン可溶化コラーゲンより算出：７．１５）。算出されたコラーゲン量を体
積にて除することで、上部・中部・下部のそれぞれの部分におけるコラーゲン密度を概算
した（Ｎ＝３）。

20

比較対照として、比較例１のコラーゲン構造体に対しても、同様の方法でコラーゲン密
度を算出した（Ｎ＝３）。なお、比較例１のコラーゲン構造体における測定値のデータの
収集に際しては、計測の結果、密度の高かった方のサンプルを下部側とし、計測の結果、
密度の低かった方のサンプルを上部側として、データを収集した。
比較対照として、比較例１のコラーゲン構造体に対しても、同様の方法で、上部・中部
・下部のそれぞれの部分におけるコラーゲン密度を算出した（Ｎ＝３）。
【００７５】
（ｉｉ）コラーゲン構造体全体のコラーゲン密度の測定
実施例１のコラーゲン構造体において、上記（ｉ）コラーゲン構造体のコラーゲン密度
の測定法にて得られた、上部・中部・下部のそれぞれの部分のコラーゲン密度の平均値を
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求め、実施例１のコラーゲン構造体全体の密度を算出した（Ｎ＝３）。
比較対照として、比較例１のコラーゲン構造体に対しても、同様の方法でコラーゲン構
造体全体のコラーゲン密度を算出した（Ｎ＝３）。
【００７６】
結果を表３及び図３に示す。図３（ａ）は、実施例１のコラーゲン構造体を上部・中部
・下部に３等分し、各部におけるコラーゲン密度を測定した結果を示すグラフである。図
３（ｂ）は、比較例１のコラーゲン構造体を上部・中部・下部に３等分し、各部における
コラーゲン密度を測定した結果を示すグラフである。
実施例１のコラーゲン構造体では、上部、中部、下部の順にコラーゲンの密度勾配が観
察された。一方で、比較例１のコラーゲン構造体には、有意なコラーゲンの密度勾配は観
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察されなかった。
【００７７】
（５）吸水性及び体積増加率
コラーゲン構造体の吸水性及び体積増加率を下記方法により測定した。
（ｉ）コラーゲン構造体の吸水性の測定方法
１００ｍｌあたり、ＫＣｌ ２０ ｍｇ、ＫＨ２ＰＯ４ ２０ ｍｇ、ＮａＣｌ ８００ ｍ
ｇ、Ｎａ２ＨＰＯ４ １１５ ｍｇの組成で調製したリン酸緩衝生理食塩水（ｐＨ７．４）
に、コラーゲン構造体全体を浸して室温で静置し、吸水開始から０．５時間、１時間、２
時間、４時間、２０時間の各時点でリン酸緩衝生理食塩水からコラーゲン構造体を取り出
して、コラーゲン構造体から余分な水分を除去し、メトラートレド社製精密天秤AT250に
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てコラーゲン構造体の重量を測定した。重量変化量（吸水量）を吸水前のコラーゲン構造
体の体積で除することで、体積当たりの吸水率を算出した（Ｎ＝４）。
【００７８】
（ｉｉ）コラーゲン構造体の体積増加率の測定方法
上記吸水性の測定方法において、吸水前および吸水開始時点から２０時間後に余分な水
分を取り除いたコラーゲン構造体の直径及び高さを定規にて測定し、下記の式にて体積を
算出した。
（半径×半径）×π×高さ
次いで、吸水開始から２０時間経過後のコラーゲン構造体の体積増加率を、下記の式に
て算出した。

10

吸水開始から２０時間後のコラーゲン構造体の体積 ÷ 吸水前のコラーゲン構造体の体積
【００７９】
結果を図４及び表４に示す。比較例１のコラーゲン構造体では、吸水による体積増加は
ほとんど生じなかったのに対し、実施例１のコラーゲン構造体では、吸水により顕著に体
積が増加していた。
【００８０】
（６）酸抽出率
コラーゲン構造体の酸抽出率を下記方法により測定した。
（ｉ）酸抽出率の測定方法
実施例１のコラーゲン構造体に対し、４０ｍｌの１０ｍＭ ＨＣｌを加え、４℃で２４
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時間撹拌し、コラーゲンを抽出した。当該抽出法によって抽出されるコラーゲン量は、コ
ラーゲンの架橋の度合いを反映しているものと考えられる。抽出液を６Ｎ ＨＣｌにて１
１０℃、２４時間加水分解後、蒸発乾固し、０．０２Ｎ ＨＣｌで再溶解した。得られた
溶液をサンプルとし、日立製Ｌ−８８００ Ａｍｉｎｏ Ａｃｉｄ Ａｎａｌｙｚｅｒでア
ミノ酸組成を測定した。ヒドロキシプロリン量（Ｈｙｐｒｏ量）より、〔Ｃｏｌｌａｇｅ
ｎ（ｍｇ）＝係数×Ｈｙｐｒｏ（ｍｇ） 〕の式を用いてコラーゲン量を計算した（係数
はブタ真皮由来ペプシン可溶化コラーゲンより算出：７．１５）。また、同時に上記酸抽
出を経ていないコラーゲン構造物をそのままアミノ酸分析することで、コラーゲン構造体
一個当たりの総コラーゲン量を算出した（Ｎ＝３）。抽出されたコラーゲン量を、コラー
ゲン構造体の総コラーゲン量の平均値で除することで、コラーゲンの酸抽出率を概算した
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。
比較対照として、比較例１のコラーゲン構造体に対しても、同様の方法でコラーゲンの
酸抽出率を算出した（Ｎ＝３）。
【００８１】
結果を表５に示す。実施例１のコラーゲン構造体は、架橋処理を経て製造されておらず
、上記酸抽出によってほぼ全てのコラーゲンが可溶化された。一方で、比較例１のコラー
ゲン構造体は、上記酸抽出によっては、ほとんど可溶化できず、かなり強固な架橋処理が
行われているもの考えられる。
【００８２】
（７）剛性
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コラーゲン構造体の剛性を下記方法により測定した。
（ｉ）剛性の測定方法
直径５ｍｍ、高さ３ｍｍの円柱状の実施例１のコラーゲン構造体を試料として用いた。
測定装置はデジタルフォースゲージＦＧＰ−１００（日本電産シンポ株式会社）と縦型荷
重試験スタンドＦＧＳ−５０ＶＢ（日本電産シンポ株式会社）を用いた。速度１ｍｍ／ｓ
で、コラーゲン構造体の円柱の底面及び上面に垂直な方向に荷重をかけて試料を圧縮し、
圧縮剛性を測定した（Ｎ＝３）。測定値の解析には、フォースゲージＦＧＰシリーズ、Ｅ
ｘｃｅｌ用アドインソフト、トリえもんＵＣＢ Ｖｅｒ１．００（日本電産シンポ株式会
社）を使用した。
比較対照として、直径５ｍｍ、高さ３ｍｍの円柱状の比較例１のコラーゲン構造体を試
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料として用い、比較例１のコラーゲン構造体に対しても、実施例１のコラーゲン構造体に
対して行ったものと同様の方法で、比較例１のコラーゲン構造体の圧縮剛性を測定した（
Ｎ＝３）。
【００８３】
結果を表６に示す。実施例１のコラーゲン構造体は、比較例１のコラーゲン構造体と比
べて高剛性の構造体であることが分かる。
【００８４】
（８）軟骨欠損部への移植実験
（移植例１）
日本白色家兎（体重２．５−３．０ ｋｇ）の膝蓋大腿関節の大腿骨側に直径５ｍｍ，
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深さ５ｍｍの骨軟骨欠損を作製した。円柱状であり、直径５ｍｍ，高さ３ｍｍの実施例１
のコラーゲン構造体をリン酸緩衝液に４℃で２時間浸漬させた後、兎の骨軟骨欠損部に移
植した。移植２４週後、移植部分の大腿骨を採取して、固定、脱灰、パラフィン包埋を行
った。薄切切片を作製後、サフランニンＯ 染色を行った。
【００８５】
（比較移植例１）
日本白色家兎（体重２．５〜３．０ ｋｇ）の膝蓋大腿関節の大腿骨側に直径５ｍｍ，
深さ５ｍｍの骨軟骨欠損を作製した。円柱状であり、直径５ｍｍ，高さ３ｍｍの比較例１
のコラーゲン構造体をリン酸緩衝液に４℃で２時間浸漬させた後、兎の骨軟骨欠損部に移
植した。移植２４週後、移植部分の大腿骨を採取して、固定、脱灰、パラフィン包埋を行
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った。薄切切片を作製後、サフランニンＯ 染色を行った。
【００８６】
サフランニンＯ 染色の結果を図５に示す。
実施例１のコラーゲン構造体が移植された移植例１の群では、移植後２４週では軟骨欠
損部は軟骨組織で覆われ、軟骨下骨も再生された。コラーゲン材料は完全に吸収されて消
失していた（図５Ａ，Ｂ）。
一方、比較例１のコラーゲン構造体が移植された比較移植例１の群では、コラーゲン構
造体が移植された部分への自家組織由来の細胞の浸潤が認められはしたが、これらの細胞
は軟骨の組織の細胞へとは分化しておらず、軟骨再生が全く認められなかった。また、コ
ラーゲン材料の残存が認められた（図５Ｃ，Ｄ）。
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【００８７】
これらの結果から、実施例１のコラーゲン構造体は、比較例１のコラーゲン構造体と比
較しても、非常に優れた軟骨再生能を有することが分かる。また、実施例１のコラーゲン
構造体は、自家の軟骨組織への置き換わりが非常に早いことからも、軟骨再生用移植材料
として極めて優良であることが示された。
【００８８】
【表１】
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【００８９】
【表２】

【００９０】
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【表３】

【００９１】
【表４】
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【００９２】
【表５】
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【００９３】
【表６】

【００９４】
以上で説明した各実施形態における各構成及びそれらの組み合わせ等は一例であり、本
発明の趣旨を逸脱しない範囲で、構成の付加、省略、置換、およびその他の変更が可能で
ある。また、本発明は各実施形態によって限定されることはなく、請求項（クレーム）の
範囲によってのみ限定される。
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【図３】

【図４】

【図１】

【図２】

【図５】
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