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(57)【要約】
本発明は、種々の細胞供給源、特に多能性幹細胞から肝
細胞を産生する遺伝的および化学的手段の両方を含む方
法を提供する。一局面では、幹細胞のフォワードプログ
ラミングにより肝細胞を産生する方法が提供され、上記
方法は、ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦＩ
ＡおよびＴＢＸ３をコードする肝細胞プログラミング因
子遺伝子を含む少なくとも１つの外因性発現カセットで
上記幹細胞をトランスフェクトし、それにより上記幹細
胞のフォワードプログラミングから肝細胞を産生する工
程を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幹細胞のフォワードプログラミングにより肝細胞を産生する方法であって、前記方法は
、ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦＩＡおよびＴＢＸ３をコードする肝細胞プ
ログラミング因子遺伝子を含む少なくとも１つの外因性発現カセットで前記幹細胞をトラ
ンスフェクトし、それにより前記幹細胞のフォワードプログラミングから肝細胞を産生す
る工程を含む、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの外因性発現カセットが、外部から誘導可能な転写制御エレメント
に作動可能に連結されている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記幹細胞をＭＥＫ阻害剤および／またはＡＬＫ５阻害剤に接触させる工程をさらに含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＥＫ阻害剤がＰＤ０３２５９０１である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＡＬＫ５阻害剤がＡ　８３－０１である、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記幹細胞をサイクリックＡＭＰアナログに接触させる工程をさらに含む、請求項３に
記載の方法。
【請求項７】
　前記サイクリックＡＭＰアナログが８－Ｂｒ－ｃＡＭＰである、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記幹細胞が間葉系幹細胞、造血幹細胞、胚性幹細胞または人工多能性幹細胞である、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記幹細胞またはその子孫細胞が、レポーター遺伝子に作動可能に連結された肝細胞特
異的転写制御エレメントを含むレポーター発現カセットをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記肝細胞特異的転写制御エレメントが、アルブミン、α－１－抗トリプシン（ＡＡＴ
）、シトクロムｐ４５０　３Ａ４（ＣＹＰ３Ａ４）、アポリポタンパク質Ａ－ＩまたはＡ
ＰＯＥのプロモーターである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記肝細胞が、以下：
　（ｉ）グルコース－６－ホスファターゼ、アルブミン、α－１－抗トリプシン（ＡＡＴ
）、サイトケラチン８（ＣＫ８）、サイトケラチン１８（ＣＫ１８）、アシアロ糖タンパ
ク質レセプター（ＡＳＧＲ）、アルコールデヒドロゲナーゼ１、Ｉ型アルギナーゼ、シト
クロムｐ４５０　３Ａ４（ＣＹＰ３Ａ４）、肝臓特異的有機アニオントランスポーター（
ＬＳＴ－１）またはそれらの組み合わせを含む１つ以上の肝細胞マーカーの発現；
　（ｉｉ）グルコース－６－ホスファターゼ、ＣＹＰ３Ａ４、胆汁の産生もしくは分泌、
尿素の産生、または生体異物の解毒の活性；
　（ｉｉｉ）肝細胞の形態学的特徴；または
　（ｉｖ）免疫不全被験体におけるインビボでの肝臓の生着
を含む肝細胞の特性のうちの１つ以上を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記肝細胞の特性がアルブミン発現である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　肝細胞について選択または濃縮する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記幹細胞またはその子孫細胞が、オンコスタチンＭ（ＯＳＭ）を含む１つ以上の成長
因子を含む培地中で培養される、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記肝細胞またはその子孫細胞を懸濁培養物として培養する工程をさらに含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記懸濁培養物がスピナーフラスコにおいて維持される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記スピナーフラスコが約４０～７０ｒｐｍで作動される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記懸濁培養物が静置懸濁培養物として維持される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記条件における培養後に１５日未満または約１５日で前記肝細胞を得る工程を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記条件における培養後に１０日未満または約１０日で前記肝細胞を得る工程を含む、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　肝細胞に対する薬理学的または毒性学的効果について化合物を評価する方法であって、
前記方法は：
　（ａ）請求項１による方法により提供された肝細胞を前記化合物に接触させる工程、お
よび
　（ｂ）前記肝細胞に対する前記化合物の薬理学的または毒性学的効果を評価する工程
を含む、方法。
【請求項２２】
　（ａ）ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１ＡおよびＴＢＸ３を含む１つ以上
の外因性発現カセット、ならびに
　（ｂ）レポーター遺伝子に作動可能に連結された肝細胞特異的プロモーターを含むレポ
ーター発現カセット
を含む、肝細胞または幹細胞。
【請求項２３】
　１つ以上の外因性発現カセットを含む肝細胞または幹細胞であって、
　１つ以上の前記外因性発現カセットは、ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１
ＡおよびＴＢＸ３を含み、前記外因性発現カセットのうちの少なくとも１つは、外部から
誘導可能な転写制御エレメントに作動可能に連結されている、肝細胞または幹細胞。
【請求項２４】
　肝細胞を含む細胞集団であって、前記肝細胞の少なくとも８０％は、ＦＯＸＡ２、ＧＡ
ＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１ＡおよびＴＢＸ３をコードする遺伝子を含む１つ以上の外因
性発現カセットを含む、細胞集団。
【請求項２５】
　幹細胞から肝細胞を産生する方法であって、前記方法は：
　（ａ）ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１ＡおよびＴＢＸ３をコードする少
なくとも肝細胞プログラミング因子遺伝子を含む少なくとも１つの外因性誘導発現カセッ
トで前記幹細胞をトランスフェクトする工程、
　（ｂ）少なくとも１つの前記外因性誘導発現カセットの発現を誘導する工程、
　（ｃ）前記幹細胞をＭＥＫ阻害剤および／またはＡＬＫ５阻害剤に接触させる工程、な
らびに
　（ｄ）前記幹細胞をサイクリックＡＭＰアナログに接触させ、それにより幹細胞から肝
細胞を産生する工程
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を含む、方法。
【請求項２６】
　前記幹細胞またはその子孫細胞を懸濁培養物として培養する工程をさらに含む、請求項
２５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２０１３年２月２２日に出願された米国仮出願番号６１／７６８，３０１の
優先権の利益を主張し、上記米国仮出願の全容は、参考として本明細書に援用される。
【０００２】
　発明の背景
　１．発明の分野
　本発明は、概して、分子生物学、幹細胞および分化細胞の分野に関する。より詳細には
、本発明は、体細胞および未分化細胞から特定の細胞系譜、特に、肝細胞系譜へのプログ
ラミングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　２．関連技術の説明
　ヒト肝細胞は、様々な肝疾患を処置する移植治療における使用に加えて、薬物または他
の生体異物ならびに内在性基質の解毒におけるその重要な機能に起因して、薬物毒性スク
リーニングおよび創薬のために大きな需要がある。しかしながら、ヒト初代肝細胞は、イ
ンビトロで培養されると、直ちにそれらの機能を失う。さらに、ヒト初代肝細胞の薬物代
謝能は、異なる個体間で有意差を示す。患者特異的な機能的肝細胞を無制限に供給するこ
とが可能になれば、創薬と肝細胞移植の最終的な臨床応用の両方が大幅に促進されるだろ
う。ゆえに、治療上の使用および研究上の使用における肝臓系譜細胞、特に、ヒト肝細胞
の産生が求められている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　発明の要旨
　本発明は、肝細胞を提供する際の当該分野における主な欠点を、患者特異的な肝細胞を
無制限に供給するフォワードプログラミング（ｆｏｒｗａｒｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ
）によって克服するものである。第１の実施形態において、体細胞または幹細胞を含む種
々の細胞型の遺伝的および化学的なフォワードプログラミングによって肝細胞を提供する
方法が提供される。肝細胞へのフォワードプログラミングは、特定の肝細胞プログラミン
グ因子遺伝子の発現レベルを増加させること、そして１つの局面において、上記細胞と特
定の小分子とを接触させ、非肝細胞から肝細胞へのフォワードプログラミングを引き起こ
すことをさらに含み得る。
【０００５】
　別の実施形態では、非肝細胞を直接プログラムする方法（例えば、多能性幹細胞から肝
細胞への分化）も提供され得、その方法は、肝臓系譜細胞または肝細胞へのフォワードプ
ログラミングを引き起こし、ゆえにそれらの細胞を肝細胞に直接プログラムすることがで
きる特定の肝細胞プログラミング因子遺伝子の発現を増加させる工程を含む。
【０００６】
　「フォワードプログラミング」は、本明細書中で使用されるとき、図１の上の部分に例
証されるような、中間の各細胞段階に適合させた培養条件を用いてそのような段階を経て
細胞を培養する必要が本質的にないプロセス、および／または必要に応じて、出発細胞供
給源と所望の最終的な細胞産物（例えば、肝細胞）との間の種々の時点において種々の成
長因子を加える必要がないプロセスのことを指す。フォワードプログラミングは、多分化
能または多能性を失った分化した体細胞とは異なり、多分化能細胞または多能性細胞にお
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ける１つ以上の特定の系譜決定遺伝子の発現を人工的に増加させることによる多分化能細
胞または多能性細胞のプログラミングを含み得る。例えば、フォワードプログラミングは
、胚性幹細胞（ＥＳＣ）または人工多能性幹細胞（ｉｎｄｕｃｅｄ　ｐｌｕｒｉｐｏｔｅ
ｎｔ　ｓｔｅｍ　ｃｅｌｌ（ｉＰＳＣ））を肝細胞様細胞または他の分化した前駆細胞も
しくは体細胞にプログラムするプロセスのことを記載し得る。他のある特定の態様におい
て、「フォワードプログラミング」とは、分化細胞が、中間の多能性段階を通過せずに別
の分化細胞型に直接プログラムされる「分化転換」のことを指し得る。
【０００７】
　その一方で、図１の下の部分は、段階的な分化プロセスに存在する様々な発生段階およ
びそのプロセス中の種々の時点において種々の成長因子を加える必要性を示しており、こ
れは、本発明のある特定の態様に記載される方法よりも多くの労力、時間および費用を要
する。ゆえに、本発明のある特定の態様におけるフォワードプログラミングの方法は、プ
ログラミングまたは分化の種々の段階において種々の成長因子を加える必要が回避される
ことにより、有利である。例えば、プログラムされる細胞またはその子孫細胞を培養する
ための培地は、種々の発生段階に沿った漸進的分化（すなわち、下で定義されるような定
方向分化）に通常必要とされる、トランスホーミング増殖因子（例えば、アクチビンＡ）
、線維芽細胞成長因子（ＦＧＦ）、および骨形成タンパク質（ＢＭＰ）のうちの１つ以上
を本質的に含まなくてもよい。
【０００８】
　肝臓のフォワードプログラミングに適した細胞の供給源としては、任意の幹細胞または
非肝細胞の体細胞が挙げられ得る。例えば、その幹細胞は、多能性幹細胞であってもよい
し、任意の非多能性幹細胞であってもよい。その多能性幹細胞は、人工多能性幹細胞、胚
性幹細胞、または核移植もしくは細胞融合によって得られる多能性幹細胞であり得る。そ
の幹細胞には、多分化能幹細胞、少能性幹細胞または単能性幹細胞も含まれ得る。その幹
細胞には、胎児幹細胞または成体幹細胞（例えば、造血幹細胞、間葉系幹細胞、神経幹細
胞、上皮幹細胞、および皮膚幹細胞）も含まれ得る。ある特定の態様において、幹細胞は
、臍、胎盤、羊水、絨毛膜絨毛（ｃｈｏｒｉｏｎ　ｖｉｌｌｉ）、胚盤胞、骨髄、脂肪組
織、脳、末梢血、臍帯血、月経血、血管、骨格筋、皮膚および肝臓から単離され得る。
【０００９】
　他の態様において、肝細胞は、非肝細胞の体細胞の分化転換によって産生され得る。肝
臓系譜プログラミング用の体細胞は、肝細胞以外の、生物の身体を形成する任意の細胞で
あり得る。いくつかの実施形態において、その体細胞は、ヒト体細胞（例えば、皮膚線維
芽細胞、脂肪組織由来細胞およびヒト臍帯静脈内皮細胞（ＨＵＶＥＣ））である。特定の
態様において、その体細胞は、例えば、テロメラーゼ逆転写酵素（ＴＥＲＴ）のレベルを
増加させることによって、細胞を無制限に供給するために不死化され得る。これは、その
内在性遺伝子からＴＥＲＴの転写を増加させることによって、または任意の遺伝子送達方
法もしくは遺伝子送達システムを介して導入遺伝子を導入することによって、実施され得
る。
【００１０】
　肝細胞プログラミング因子遺伝子には、単独でまたは組み合わせて非肝細胞に肝臓の運
命を直接課す任意の遺伝子、特に、細胞において発現されると肝臓の分化または肝臓の機
能において重要である遺伝子または転写因子遺伝子が含まれる。例えば、表１に列挙され
るような１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０個またはそれ以上の例示的な遺伝子
およびそれらのアイソフォームまたはバリアントが、本発明のある特定の態様において使
用され得る。これらの遺伝子の多くが、種々のアイソフォームを有し、それらは、類似の
機能を有し得るので、本発明のある特定の態様における使用について企図される。本発明
の一実施形態において、ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１Ａ、ＭＡＦＢおよ
びＴＢＸ３をコードする肝細胞プログラミング因子遺伝子を使用し得る。
【００１１】
　ある特定の態様において、多能性幹細胞のフォワードプログラミングによって肝細胞を
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提供する方法が提供され、その方法は：幹細胞（例えば、多能性幹細胞）から肝細胞への
フォワードプログラミングを引き起こすことができる特定の肝細胞プログラミング因子遺
伝子の発現レベルを増加させる（例えば、上記幹細胞のトランスフェクションによる）条
件下において多能性幹細胞を培養することによって、その多能性幹細胞が肝細胞に直接分
化するのを引き起こすことによって、肝細胞を提供する工程を含む。
【００１２】
　当業者は、肝細胞にプログラムされる細胞において肝細胞プログラミング因子遺伝子の
発現を増加させるための方法が、当該分野で公知の任意の方法、例えば、その細胞に予め
導入された１つ以上の発現カセットの発現を誘導することによる方法、またはその細胞に
核酸（例えば、ＤＮＡまたはＲＮＡ）、ポリペプチドまたは小分子を導入することによる
方法を含み得ることを理解するだろう。内在性であるが転写が抑制されたある特定のプロ
グラミング因子遺伝子の発現を増加させることも、上流の転写因子の発現またはエピジェ
ネティックな調節を制御することによって、これらのプログラミング因子遺伝子の発現に
対するサイレンシング作用または阻害作用を逆転させ得る。
【００１３】
　１つの態様において、肝臓系譜プログラミング用の細胞は、少なくとも１つの外因性発
現カセットを含み得、ここで、その発現カセットは、非肝細胞から肝細胞へのフォワード
プログラミングまたは分化転換を引き起こすのに十分な数の肝細胞プログラミング因子遺
伝子を含む。その外因性発現カセットは、肝細胞プログラミング因子遺伝子を誘導可能に
発現するための外部から誘導可能な転写制御エレメント（例えば、テトラサイクリン応答
エレメントを含む誘導性プロモーター）を含み得る。
【００１４】
　さらなる態様において、肝細胞プログラミング用の外因性発現カセットの１つ以上は、
遺伝子送達系に含められ得る。遺伝子送達系の非限定的な例としては、トランスポゾン系
、ウイルス遺伝子送達系、エピソーム遺伝子送達系または相同組み換え系が挙げられ得る
。ウイルス遺伝子送達系は、ＲＮＡベースまたはＤＮＡベースのウイルスベクターであり
得る。エピソーム遺伝子送達系は、プラスミド、エプスタイン・バーウイルス（ＥＢＶ）
ベースのエピソームベクター、酵母ベースのベクター、アデノウイルスベースのベクター
、サルウイルス４０（ＳＶ４０）ベースのエピソームベクター、ウシパピローマウイルス
（ＢＰＶ）ベースのベクターなどであり得る。相同組み換え系はＲｏｓａ２６およびＡＡ
ＶＳ１遺伝子座などのゲノムのセーフハーバー遺伝子座を標的とすることができ、効率を
改善するためにヌクレアーゼ、例えば、ジンクフィンガーヌクレアーゼ、ＴＡＬＥＮおよ
びメガヌクレアーゼによって補助され得る。
【００１５】
　別の態様において、肝臓系譜プログラミング用の細胞は、幹細胞から肝細胞へのフォワ
ードプログラミングを引き起こすのに十分な量で肝細胞プログラミング因子と接触され得
る。その肝細胞プログラミング因子は、肝細胞プログラミング因子遺伝子の遺伝子産物を
含み得る。その遺伝子産物は、肝細胞プログラミング因子遺伝子のポリペプチドまたはＲ
ＮＡ転写物であり得る。さらなる態様において、肝細胞プログラミング因子は、細胞内移
行および／または核移行を促進する１つ以上のタンパク質伝達ドメインを含み得る。その
ようなタンパク質伝達ドメインは、当該分野で周知であり、例えば、ＨＩＶ　ＴＡＴタン
パク質伝達ドメイン、ＨＳＶ　ＶＰ２２タンパク質伝達ドメイン、Ｄｒｏｓｏｐｈｉｌａ
　Ａｎｔｅｎｎａｐｅｄｉａホメオドメインまたはそれらのバリアントである。
【００１６】
　ある特定の実施形態において、ある特定の肝細胞プログラミング因子遺伝子の発現レベ
ルが高い幹細胞を、ＭＥＫ阻害剤（例えば、ＰＤ０３２５９０１）および／またはＡＬＫ
５阻害剤（例えば、Ａ　８３－０１）にさらに接触させ、同時に上記遺伝子の発現を誘導
させる。
【００１７】
　さらなる実施形態において、幹細胞をサイクリックＡＭＰアナログ（例えば、８－Ｂｒ
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－ｃＡＭＰ）と接触させた後、肝細胞プログラミング因子遺伝子の発現を増大させ、かつ
／またはＭＥＫ阻害剤およびＡＬＫ５阻害剤と接触させる。
【００１８】
　上記方法は、フォワードプログラミングまたは分化転換から提供された肝細胞に対する
選択工程または濃縮工程をさらに包含し得る。選択または濃縮を助けるために、プログラ
ミング用の細胞（例えば、多能性幹細胞またはその子孫細胞）は、レポーター遺伝子を含
む選択可能またはスクリーニング可能なレポーター発現カセットを含み得る。そのレポー
ター発現カセットは、レポーター遺伝子に作動可能に連結された成熟肝細胞特異的転写制
御エレメントを含み得る。肝細胞特異的転写制御エレメントの非限定的な例としては、ア
ルブミン、α－１－抗トリプシン（ＡＡＴ）、シトクロムｐ４５０　３Ａ４（ＣＹＰ３Ａ
４）、アポリポタンパク質Ａ－ＩまたはａｐｏＥのプロモーターが挙げられる。成熟肝細
胞特異的転写制御エレメントは、アルブミン、α１－抗トリプシン、アシアロ糖タンパク
質レセプター、サイトケラチン８（ＣＫ８）、サイトケラチン１８（ＣＫ１８）、ＣＹＰ
３Ａ４、フマリルアセト酢酸ヒドラーゼ（ＦＡＨ）、グルコース－６－リン酸、チロシン
アミノトランスフェラーゼ、ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼおよびトリプ
トファン２，３－ジオキシゲナーゼのプロモーターを含み得る。
【００１９】
　いくつかの態様において、本方法はさらに、懸濁培養物として幹細胞またはその子孫細
胞を培養する工程を含み得る。いくつかの態様において、懸濁培養物をスピナーフラスコ
で維持することができる。スピナーフラスコを約４０～７０ｒｐｍで作動させることがで
きる。いくつかの態様において、懸濁培養物を静置懸濁培養物として維持することができ
る。
【００２０】
　本発明のある特定の態様において提供される肝細胞の特性としては、以下：（ｉ）グル
コース－６－ホスファターゼ、アルブミン、α－１－抗トリプシン（ＡＡＴ）、サイトケ
ラチン８（ＣＫ８）、サイトケラチン１８（ＣＫ１８）、アシアロ糖タンパク質レセプタ
ー（ＡＳＧＲ）、アルコールデヒドロゲナーゼ１、Ｉ型アルギナーゼ、シトクロムｐ４５
０　３Ａ４（ＣＹＰ３Ａ４）、肝臓特異的有機アニオントランスポーター（ｌｉｖｅｒ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｏｒｇａｎｉｃ　ａｎｉｏｎ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔｅｒ（ＬＳＴ－１
））またはそれらの組み合わせを含む１つ以上の肝細胞マーカーの発現；（ｉｉ）肝臓特
異的酵素（例えば、グルコース－６－ホスファターゼまたはＣＹＰ３Ａ４）の活性、副産
物（例えば、胆汁および尿素）の産生もしくは胆汁の分泌、または生体異物の解毒；（ｉ
ｉｉ）肝細胞の形態学的特徴；または（ｉｖ）免疫不全被験体におけるインビボでの肝臓
の生着のうちの１つ以上が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２１】
　肝細胞の選択または濃縮のために、肝臓のレポーター遺伝子の発現または本明細書中に
記載されるような１つ以上の肝細胞の特性を含む肝細胞を識別する工程がさらに提供され
得る。
【００２２】
　特定の態様において、本明細書中に提供される肝細胞は、成熟肝細胞であり得る。その
成熟肝細胞は、レポーター遺伝子に作動可能に連結された成熟肝細胞特異的転写制御エレ
メントを含むスクリーニング可能もしくは選択可能なレポーター発現カセットを使用する
こと、またはＡＳＧＲなどの肝細胞特異的細胞表面抗原に対する抗体を使用した磁気細胞
選別を使用することによって、あるいは当該分野で公知であるような成熟肝細胞に特異的
な特性を評価することによって、選択され得るかまたは濃縮され得る。例えば、成熟肝細
胞は、以下：肝細胞成長因子レセプター、アルブミン、α１－抗トリプシン、アシアロ糖
タンパク質レセプター、サイトケラチン８（ＣＫ８）、サイトケラチン１８（ＣＫ１８）
、ＣＹＰ３Ａ４、フマリルアセト酢酸ヒドラーゼ（ＦＡＨ）、グルコース－６－リン酸、
チロシンアミノトランスフェラーゼ、ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼおよ
びトリプトファン２，３－ジオキシゲナーゼが存在すること、ならびに細胞内で膵臓関連
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のインスリンまたはプロインスリンが産生されていないことのうちの１つ以上によって識
別され得る。さらなる態様において、本明細書中に提供される肝細胞様細胞は、表１に詳
述される遺伝子の人工的な高発現によって成熟肝細胞にさらにフォワードプログラミング
され得る。
【００２３】
　より多くの成熟肝細胞を産生するために、オンコスタチンＭ（ＯＳＭ）などの１つ以上
の成長因子を含むかまたは肝細胞成長因子（ＨＧＦ）をさらに含む培地中で出発細胞集団
が培養され得る。その培養工程は、肝細胞プログラミング因子の発現が行われる前、行わ
れている最中、または行われた後であり得る。肝細胞は、高発現または成長因子の存在下
もしくは非存在下での培養の少なくとも約３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１
２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０日後（またはその中の導き出せる
任意の範囲）に、またはそれらの日数までに、提供され得る。
【００２４】
　さらなる実施形態において、肝細胞は、本明細書中に示される方法のいずれかによって
産生され得る。ある特定の態様において、本明細書中に記載される方法によって提供され
る肝細胞を含む、組織が操作された肝臓も提供され得る。別の態様において、肝細胞を含
む肝細胞ベースのバイオ人工肝臓（ＢＡＬ）が提供され得る。
【００２５】
　ある特定の態様において、本発明は、１つ以上の肝細胞プログラミング因子遺伝子（例
えば、表１中の遺伝子およびそれらのアイソフォームまたはバリアント）を含む１つ以上
の外因性発現カセットを含む細胞を提供する。その外因性発現カセットは、その肝細胞プ
ログラミング因子遺伝子の２、３、４、５または６個を含み得る。例えば、外因性発現カ
セットは、ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１Ａ、ＭＡＦＢおよびＴＢＸ３の
コード配列を含み得る。
【００２６】
　肝細胞プログラミング因子遺伝子の誘導可能な発現のために、上記外因性発現カセット
のうちの少なくとも１つが、外部から誘導可能な転写制御エレメントを含み得る。特定の
態様において、１つ以上の外因性発現カセットを含む細胞が提供され得、ここで、その１
つ以上の外因性発現カセットは、ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１Ａ、ＭＡ
ＦＢおよびＴＢＸ３のコード配列を含み、その外因性発現カセットのうちの少なくとも１
つは、外部から誘導可能な転写制御エレメントに作動可能に連結されている。
【００２７】
　上記外因性発現カセットは、１つ以上の遺伝子送達系に含められていることがある。そ
の遺伝子送達系は、トランスポゾン系；ウイルス遺伝子送達系；エピソーム遺伝子送達系
；または相同組換え系（例えば、ジンクフィンガーヌクレアーゼ、転写アクチベーター様
エフェクター（ＴＡＬＥ）ヌクレアーゼまたはメガヌクレアーゼなどを利用するもの）で
あり得る。上記細胞は、レポーター遺伝子に作動可能に連結された肝細胞特異的プロモー
ターを含むスクリーニング可能または選択可能なレポーター発現カセットをさらに含み得
る。その肝細胞特異的転写制御エレメントは、アルブミン、α－１－抗トリプシン（ＡＡ
Ｔ）、シトクロムｐ４５０　３Ａ４（ＣＹＰ３Ａ４）、アポリポタンパク質Ａ－Ｉ、ａｐ
ｏＥのプロモーター、または当該分野で公知の他の任意の肝細胞特異的プロモーターもし
くはエンハンサーであり得る。
【００２８】
　１つの態様において、上記細胞は、幹細胞またはその子孫細胞であり得る。その幹細胞
は、多能性幹細胞であってもよいし、任意の非多能性幹細胞であってもよい。その多能性
幹細胞は、人工多能性幹細胞、胚性幹細胞、または核移植もしくは細胞融合によって得ら
れる多能性幹細胞であり得る。その幹細胞は、多分化能幹細胞、少能性幹細胞または単能
性幹細胞であってもよい。その幹細胞は、胎児幹細胞または成体幹細胞、例えば、造血幹
細胞、間葉系幹細胞、神経幹細胞、上皮幹細胞または皮膚幹細胞でもあり得る。別の態様
において、上記細胞は、不死化されたまたは不死化されていない体細胞であり得る。上記
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細胞はまた、肝細胞、より詳細には、成熟肝細胞または未成熟肝細胞（例えば、肝細胞様
細胞）でもあり得る。
【００２９】
　２つの細胞型、すなわち、プログラミング培養条件の変更のみに応答して出発細胞から
分化された細胞および肝細胞を含み、かつ他の中間の細胞型を本質的に含まない細胞集団
を含む組成物も提供され得る。例えば、そのような細胞集団は、非肝臓系譜細胞および肝
細胞を含むが肝臓の分化プロセスに沿って中間の発生段階にある他の細胞型を本質的に含
まない２つの細胞型を有し得る。特に、非肝臓系譜細胞および肝細胞からなる細胞集団を
含む組成物が提供され得る。その非肝臓系譜細胞は、特に、多能性幹細胞、例えば、人工
多能性幹細胞から分化された上皮細胞であり得る。肝細胞は、その細胞集団の少なくとも
約１％、５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５
０％、６０％、７０％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９
５％、９６％、９７％、９８％、９９％、９９．９％（または任意の中間の範囲）もしく
はそれらまで、またはその中の導き出せる任意の範囲であり得る。
【００３０】
　肝細胞を含む細胞集団も提供され得、ここで、肝細胞の少なくとも２０％、２５％、３
０％、３５％、４０％、４５％、５０％、６０％、７０％、８０％、８５％、９０％、９
１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、９９．９％
（または任意の中間の範囲）が、少なくともＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ
１Ａ、ＭＡＦＢおよびＴＢＸ３をコードする配列を含む１つ以上の発現カセットを含む。
【００３１】
　幹細胞から肝細胞を産生する方法が提供され得、この方法は：（ｉ）ＦＯＸＡ２、ＧＡ
ＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１Ａ、ＭＡＦＢおよびＴＢＸ３をコードする少なくとも肝細胞
プログラミング因子遺伝子を含む少なくとも１つの外因性誘導発現カセットで幹細胞をト
ランスフェクトする工程、（ｉｉ）第１の期間にわたり発現カセットの発現を誘導する工
程、（ｉｉｉ）第１の期間の間にＭＥＫ阻害剤（例えば、ＰＤ０３２５９０１）および／
またはＡＬＫ５阻害剤（例えば、Ａ　８３－０１）と幹細胞を接触させる工程、ならびに
（ｉｖ）第２の期間にわたりサイクリックＡＭＰアナログ（例えば、８－Ｂｒ－ｃＡＭＰ
）と幹細胞を接触させる工程を含む。ある特定の態様において、第１の期間と第２の期間
は連続し、重複しない。いくつかの態様において、本方法はさらに、懸濁培養物として幹
細胞またはその子孫細胞を培養する工程を含み得る。いくつかの態様において、懸濁培養
物をスピナーフラスコで維持することができる。スピナーフラスコを約４０～７０ｒｐｍ
にて作動させることができる。いくつかの態様において、懸濁培養物を静置懸濁培養物と
して維持することができる。
【００３２】
　本明細書中に提供される肝細胞は、肝細胞に対する当該分野で現在公知の任意の方法お
よび適用において使用され得る。例えば、化合物を評価する方法が提供され得、その方法
は、本明細書中に提供される肝細胞または組織操作された肝臓に対するその化合物の薬理
学的性質または毒物学的性質をアッセイする工程を含む。肝細胞に対する作用について化
合物を評価する方法もまた提供され得、その方法は：ａ）本明細書中に提供される肝細胞
をその化合物と接触させる工程；およびｂ）その肝細胞に対するその化合物の作用をアッ
セイする工程を含む。
【００３３】
　さらなる態様において、肝機能不全を有するかまたはそのリスクを有する被験体を処置
するための方法も提供され得、その方法は、治療有効量の本明細書中に提供される肝細胞
または肝細胞含有細胞集団をその被験体に投与する工程を含む。
【００３４】
　本発明の方法および／または組成物の文脈において論じられる実施形態は、本明細書中
に記載される他の任意の方法または組成物に対して用いられ得る。したがって、１つの方
法または組成物に関係する実施形態は、本発明の他の方法および組成物にも同様に適用さ
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れ得る。
【００３５】
　本明細書中で使用されるとき、核酸に関する用語「コードする（ｅｎｃｏｄｅ）」また
は「コードする（ｅｎｃｏｄｉｎｇ）」は、当業者が本発明を容易に理解できるようにす
るために使用されるが、しかしながら、これらの用語は、それぞれ「含む（ｃｏｍｐｒｉ
ｓｅ）」または「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」と交換可能に使用され得る。
【００３６】
　本明細書中で使用されるとき、「ａ」または「ａｎ」は、１つ以上を意味し得る。請求
項で使用されるように、単語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」とともに使用されるとき
、単語「ａ」または「ａｎ」は、１つ、または２つ以上を意味し得る。
【００３７】
　請求項における用語「または」の使用は、明示的に選択肢のことだけを指すと示されな
いか、または選択肢が相互排他的でない限り、「および／または」を意味するために使用
されるが、本開示は、選択肢だけのことを指す定義と「および／または」のことを指す定
義とを支持する。本明細書中で使用されるとき、「別の」は、少なくとも第２またはそれ
以上のことを意味し得る。
【００３８】
　本願全体を通して、用語「約」は、ある値が、デバイス、その値を測定するために用い
られる方法または研究被験体の間に存在するばらつきに固有の誤差のばらつきを含むこと
を示すために使用される。
【００３９】
　本発明の他の目的、特徴および利点は、以下の詳細な説明から明らかになるだろう。し
かしながら、この詳細な説明から、本発明の精神内および範囲内の様々な変更および改変
が当業者に明らかになるだろうという理由で、詳細な説明および特定の例が、本発明の好
ましい実施形態を示すが説明という目的でのみ与えられることが理解されるべきである。
【００４０】
　下記の図面は、本明細書の一部を形成し、本発明のある特定の態様をさらに実証するた
めに含められる。本発明は、本明細書中に提示される特定の実施形態の詳細な説明ととも
に、これらの図面のうちの１つ以上を参照することによって、より良く理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】ヒトＥＳＣ／ｉＰＳＣからの肝細胞分化の代替アプローチ。
【図２】肝細胞分化用のヒトＥＳＣ／ｉＰＳＣレポーター／誘導可能（Ｒ／Ｉ）株の樹立
。
【図３Ａ】ヒトＨ１　ＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株におけるＴｅｔ－Ｏｎ誘導可能な遺伝子発現の確
認。図３Ａ：２ベクターの安定したＰｉｇｇｙＢａｃ遺伝子発現系。Ｐｔｉｇｈｔ：ｒｔ
ＴＥＴ応答性誘導性プロモーター；ｐＥＦ：真核生物の伸長因子１αプロモーター；ｈＰ
Ｂａｓｅ：ヒト細胞における発現のために最適化されたコドンを有するＰｉｇｇｙＢａｃ
トランスポザーゼのコード領域。
【図３Ｂ】ヒトＨ１　ＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株におけるＴｅｔ－Ｏｎ誘導可能な遺伝子発現の確
認。図３Ｂ：ヒトＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株におけるＥＧＦＰの誘導。
【図３Ｃ】ヒトＨ１　ＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株におけるＴｅｔ－Ｏｎ誘導可能な遺伝子発現の確
認。図３Ｃ：ドキシサイクリン（１μｇ／ｍｌ）ありまたはなしでの誘導の４日後のヒト
ＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株におけるＥＧＦＰ発現のフローサイトメトリー解析。灰色の線：ＥＧＦ
ＰベクターのトランスフェクションなしのヒトＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株（ネガティブコントロー
ル）。黒色の線：ドキシサイクリンありまたはなしでの誘導の４日後の安定したＰｉｇｇ
ｙＢａｃトランスポゾンの組み込みを有するヒトＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株。
【図４】ヒトＥＳＣ／ｉＰＳＣからの肝細胞フォワードプログラミングの図。正常な哺乳
動物発生中の肝臓の分化に関わるか、または成体肝細胞で富化されるかのいずれかである
遺伝子を、Ｐｔｉｇｈｔプロモーターの制御下においてＰｉｇｇｙＢａｃベクター（図３
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）にクローニングした（表１）。
【図５】成功裏の肝臓プログラミング用の導入遺伝子および共発現ベクター。Ｆ：ＦＯＸ
Ａ２；Ｇ：ＧＡＴＡ４；ＨＨ：ＨＨＥＸ；Ｈ１Ａ：ＨＮＦ１Ａ；Ｍ：ＭＡＦＢ；Ｔ：ＴＢ
Ｘ３；ＧＦＨ：ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４およびＨＨＥＸの共発現、双方向性Ｐｔｉｇｈｔ
プロモーターを使用、この場合、ＦＯＸＡ２およびＨＨＥＸをＦ２Ａペプチドをコードす
る短配列により連結させる；Ｈ１ＡＭ：ＨＮＦ１ＡおよびＭＡＦＢの共発現、双方向性Ｐ
ｔｉｇｈｔプロモーターを使用。ＧＦＨおよびＨ１ＡＭ共発現ベクターはともに選択マー
カーとしてＢＳＤを有するが、全ての単一遺伝子発現ベクターは選択マーカーとしてＮｅ
ｏを有する。
【図６】肝臓プログラミング効率に対するＭＥＫ阻害剤ＰＤ０３２５９０１（Ｐ）および
ＴＧＦβキナーゼ／アクチビン受容体様キナーゼ（ＡＬＫ５）阻害剤Ａ　８３－０１（Ａ
）の影響。
【図７Ａ】肝臓プログラミングに対するドキシサイクリン誘導期間の影響。図７Ａ：ＡＬ
Ｂ発現のフローサイトメトリー分析。
【図７Ｂ】肝臓プログラミングに対するドキシサイクリン誘導期間の影響。図７Ｂ：プレ
ーティング１２日後に様々な日数で導入遺伝子誘導した肝臓プログラミング培養物の明視
野像。
【図８】肝臓プログラミングに対するサイクリックＡＭＰアナログ　８－Ｂｒ－ｃＡＭＰ
の影響。
【図９】肝臓プログラミングに対する最初のプレーティング細胞密度の影響。
【図１０】肝臓プログラミング中のＡＬＢ発現動態。
【図１１】３Ｄ培養による肝細胞の生存および成熟化の促進。（Ａ）インスリン（０．５
μｇ／ｍｌ）およびデキサメタゾン（０．１μＭ）を補充したＨＭＭにおける２Ｄ培養の
前（１１日目）および４日後（１５日目）のプログラムされた肝細胞の形態。（Ｂ）プロ
グラミング７日目に調製された３Ｄスフェロイドの明視野（９、１１および１９日目）画
像。（Ｃ）１１日目の３ＤスフェロイドのＡＬＢ発現のフローサイトメトリー分析。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　例証的な実施形態の説明
　本発明は、遺伝的手段および化学的手段を使用するフォワードプログラミングによる肝
細胞産生のための方法および組成物を提供することによって、現在の技術が抱えるいくつ
かの主な欠点を克服するものである。段階的な分化プロトコルを用いた以前の方法とは対
照的に、これらの方法のある特定の態様は、非肝細胞における肝細胞プログラミング転写
因子のレベルを増大させて、フォワードプログラミングによって肝細胞を提供する。肝細
胞プログラミング転写因子のレベルを増大させることに加えて、さらに肝細胞産生を増強
させるために非肝細胞もＭＥＫ阻害剤およびＡＬＫ５阻害剤に接触させることができる。
これを、サイクリックＡＭＰアナログでフォワードプログラミングを行った細胞に接触さ
せることによりさらに増強させることができる。本方法のある特定の態様は、より時間効
率が良くかつ費用効率が高く、更新可能な供給源、幹細胞から治療用の肝細胞の製造を可
能にし得る。本発明のさらなる実施形態および利点は、下記に記載される。
【００４３】
　Ｉ．定義
　「プログラミング」は、プログラミングなしの同じ条件下でもたらされ得る子孫と比べ
て、培養またはインビボにおいて少なくとも１つの新しい細胞型の子孫を形成するように
細胞を変化させるプロセスである。これは、十分に増殖した後の、新しい細胞型の表現型
の特性を有する測定できるほどの割合の子孫（本質的に、プログラミング前にはそのよう
な子孫が形成できなかった場合）；あるいは、新しい細胞型の特性を有する割合が、プロ
グラミング前よりも測定可能な程度に多いことを意味する。このプロセスには、分化、脱
分化および分化転換が含まれる。「分化」は、それほど特殊化していない細胞が、より特
殊化した細胞型になるプロセスである。「脱分化」は、部分的に分化した細胞または最終
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分化した細胞が、より前の発生段階（例えば、多能性または多分化能）に戻る細胞プロセ
スである。「分化転換」は、１つの分化細胞型から別の分化細胞型に変換するプロセスで
ある。ある特定の条件下において、新しい細胞型の特性を有する子孫の割合は、優先度の
低い方から順に少なくとも約１％、５％、２５％またはそれ以上であり得る。
【００４４】
　用語「外因性」は、細胞または生物におけるタンパク質、遺伝子、核酸もしくはポリヌ
クレオチドに関して使用されるときは、人工的な手段によってその細胞もしくは生物に導
入された、タンパク質、遺伝子、核酸またはポリヌクレオチドのことを指すか、または細
胞に関しては、単離され、続いて、人工的な手段によって他の細胞もしくは生物に導入さ
れた細胞のことを指す。外因性核酸は、異なる生物もしくは細胞由来であり得るか、また
は生物内もしくは細胞内に天然に存在する核酸のさらなる１コピー以上であり得る。外因
性細胞は、異なる生物由来であってもよいし、同じ生物由来であってもよい。非限定的な
例として、外因性核酸は、天然の細胞の染色体の位置とは異なる染色体の位置に存在する
か、または、天然に見られる核酸配列とは異なる核酸配列と別途隣接する。
【００４５】
　用語「薬物」は、疾患に関連する表現型を変化させ、もしくは変化させる候補物質であ
る、小分子、核酸およびタンパク質またはそれらの組み合わせを含むがそれらに限定され
ない分子を指す。
【００４６】
　「発現構築物」または「発現カセット」は、転写を指示することができる核酸分子のこ
とを意味する。発現構築物は、１つ以上の所望の細胞型、組織または器官において遺伝子
発現を指示する少なくとも１つ以上の転写調節エレメント（例えば、プロモーター、エン
ハンサーまたはそれらの構造機能的な等価物）を含む。転写終結シグナルなどの追加のエ
レメントも含められることがある。
【００４７】
　「ベクター」または「構築物」（時折、遺伝子送達系または遺伝子導入「ビヒクル」と
称される）は、インビトロまたはインビボにおいて宿主細胞に送達されるポリヌクレオチ
ドを含む高分子または分子の複合体のことを指す。
【００４８】
　ベクターの通常のタイプである「プラスミド」は、染色体ＤＮＡから独立して複製する
ことができる、染色体ＤＮＡとは離れた染色体外のＤＮＡ分子である。ある特定の場合に
おいて、プラスミドは、環状かつ二本鎖である。
【００４９】
　「複製開始点」（「ｏｒｉ」）または「複製起点」は、細胞内のプラスミドに存在する
とき、そのプラスミド内の連結された配列を維持することができるＤＮＡ配列（例えば、
リンパ球向性（ｌｙｍｐｈｏｔｒｏｐｈｉｃ）ヘルペスウイルスにおけるＤＮＡ配列）、
および／またはＤＮＡ合成が開始する部位もしくはその付近の部位である。ＥＢＶに対す
るｏｒｉは、ＦＲ配列（不完全な２０コピーの３０ｂｐリピート）および好ましくはＤＳ
配列を含むが、しかしながら、ＥＢＶにおける他の部位が、ＥＢＮＡ－１に結合し、例え
ば、Ｒｅｐ＊配列は、複製開始点としてＤＳと置き換わることができる（Ｋｉｒｓｈｍａ
ｉｅｒ　ａｎｄ　Ｓｕｇｄｅｎ，１９９８）。したがって、ＥＢＶの複製起点は、ＦＲ、
ＤＳもしくはＲｅｐ＊配列、あるいは核酸改変による任意の機能的に等価な配列またはそ
れらから得られる合成の組み合わせを含む。例えば、本発明は、Ｌｉｎｄｎｅｒら、２０
０８に詳しく記載されているような個別のエレメントの挿入または変異などによって遺伝
的に操作されたＥＢＶの複製起点も使用し得る。
【００５０】
　用語「～に対応する」は、あるポリヌクレオチド配列が、参照ポリヌクレオチド配列の
全部もしくは一部と相同的である（すなわち、同一であって、厳密には進化的に関係しな
い）こと、またはあるポリペプチド配列が、参照ポリペプチド配列と同一であることを意
味するために本明細書中で使用される。対照的に、用語「～と相補的」は、相補的な配列
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が、参照ポリヌクレオチド配列の全部または一部と相同的であることを意味するために本
明細書中で使用される。例として、ヌクレオチド配列「ＴＡＴＡＣ」は、参照配列「ＴＡ
ＴＡＣ」に対応し、参照配列「ＧＴＡＴＡ」と相補的である。
【００５１】
　特定のタンパク質を「コードする」「遺伝子」、「ポリヌクレオチド」、「コード領域
」、「配列」、「セグメント」、「フラグメント」または「導入遺伝子」は、適切な制御
配列の支配下に配置されるとき、転写され、そして必要に応じてインビトロまたはインビ
ボにおいて遺伝子産物（例えば、ポリペプチド）に翻訳もされる、核酸分子である。その
コード領域は、ｃＤＮＡ、ゲノムＤＮＡまたはＲＮＡの形態で存在し得る。その核酸分子
は、ＤＮＡの形態で存在するとき、一本鎖（すなわち、センス鎖）または二本鎖であり得
る。コード領域の境界は、５’（アミノ）末端における開始コドンおよび３’（カルボキ
シ）末端における翻訳終止コドンによって決定される。遺伝子には、原核生物または真核
生物のｍＲＮＡ由来のｃＤＮＡ、原核生物または真核生物のＤＮＡ由来のゲノムＤＮＡ配
列、および合成ＤＮＡ配列が含まれ得るが、これらに限定されない。転写終結配列は、通
常、遺伝子配列に対して３’に配置され得る。
【００５２】
　用語「調節エレメント」とは、プロモーター領域、ポリアデニル化シグナル、転写終結
配列、上流制御ドメイン、複製開始点、内部リボソーム進入部位（「ＩＲＥＳ」）、エン
ハンサー、スプライスジャンクションなどのことを集合的に指し、それらは、レシピエン
ト細胞内のコード配列の複製、転写、転写後プロセシングおよび翻訳を集合的に提供する
。選択されたコード配列が、適切な宿主細胞において複製されること、転写されることお
よび翻訳されることができる限り、これらの調節エレメントのすべてが、常に存在する必
要はない。
【００５３】
　用語「プロモーター」は、ＤＮＡ制御配列を含むヌクレオチド領域のことを指すために
その通常の意味において本明細書中で使用され、ここで、その制御配列は、ＲＮＡポリメ
ラーゼに結合することができ、かつ下流の（３’方向の）コード配列の転写を開始するこ
とができる遺伝子に由来する。
【００５４】
　「エンハンサー」とは、プロモーターの近位に位置するとき、エンハンサードメインの
非存在下のプロモーターから生じる転写活性と比べて転写活性の増加をもたらす核酸配列
のことを意味する。
【００５５】
　核酸分子に関する「作動可能に連結される」は、２つ以上の核酸分子（例えば、転写さ
れる核酸分子、プロモーターおよびエンハンサーエレメント）が、その核酸分子の転写を
可能にするように接続されていることを意味する。ペプチド分子および／またはポリペプ
チド分子に関する「作動可能に連結される」は、２つ以上のペプチド分子および／または
ポリペプチド分子が、単一のポリペプチド鎖、すなわち、融合ポリペプチド（その融合物
のペプチド成分および／またはポリペプチド成分の各々の少なくとも１つの性質を有する
）をもたらすように接続されていることを意味する。その融合ポリペプチドは、好ましく
は、キメラ、すなわち、異種分子から構成される。
【００５６】
　「相同性」とは、２つのポリヌクレオチド間または２つのポリペプチド間の同一性のパ
ーセントのことを指す。１つの配列と別の配列との対応は、当該分野で公知の手法によっ
て決定され得る。例えば、相同性は、配列情報をアラインメントし、容易に利用可能なコ
ンピュータプログラムを使用することによって、２つのポリペプチド分子間の配列情報の
直接的な比較によって測定され得る。あるいは、相同性は、相同的な領域の間で安定した
二重鎖を形成する条件下でのポリヌクレオチドのハイブリダイゼーションに続く、一本鎖
特異的ヌクレアーゼでの消化、および消化されたフラグメントのサイズの測定によって測
定され得る。２つのＤＮＡ配列または２つのポリペプチド配列は、上記の方法を用いて測
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定されるとき、それぞれそれらのヌクレオチドまたはアミノ酸の少なくとも約８０％、好
ましくは、少なくとも約９０％、最も好ましくは、少なくとも約９５％が、その分子の規
定の長さにわたってマッチするとき、互いに「実質的に相同的」である。
【００５７】
　用語「細胞」は、当該分野におけるその最も広い意味において本明細書中で使用され、
多細胞生物の組織の構造単位であり、それを外側から隔離する膜構造によって囲まれてい
て、自己複製する能力を有し、かつ遺伝情報およびそれを発現するための機構を有する、
生体のことを指す。本明細書中で使用される細胞は、天然に存在する細胞または人工的に
改変された細胞（例えば、融合細胞、遺伝的に改変された細胞など）であり得る。
【００５８】
　本明細書中で使用されるとき、用語「幹細胞」とは、少なくとも１つのタイプのより特
殊化した細胞を生じることができる細胞のことを指す。幹細胞は、自己更新する能力、す
なわち、未分化な状態を維持しつつ数多くの細胞分裂サイクルを経験する能力を有し、か
つ潜在能、すなわち、特殊化した細胞型に分化する能力を有する。代表的には、幹細胞は
、損傷した組織を再生することができる。本明細書中の幹細胞は、胚性幹（ＥＳ）細胞、
人工多能性幹細胞または組織幹細胞（組織特異的幹細胞または体性幹細胞とも呼ばれる）
であり得るが、これらに限定されない。上に記載された能力を有し得る人工的に産生され
た任意の細胞（例えば、本明細書中で使用される、融合細胞、再プログラムされた細胞な
ど）は、幹細胞であり得る。
【００５９】
　「胚性幹（ＥＳ）細胞」は、初期胚に由来する多能性幹細胞である。ＥＳ細胞は、１９
８１年に初めて樹立され、１９８９年以降、ノックアウトマウスの作出にも適用されてい
る。１９９８年には、ヒトＥＳ細胞が樹立され、現在、再生医学に利用可能になってきて
いる。
【００６０】
　ＥＳ細胞とは異なり、組織幹細胞は、限定的な分化能を有する。組織幹細胞は、組織内
の特定の位置に存在し、未分化な細胞内構造を有する。ゆえに、組織幹細胞の多能性は、
通常低い。組織幹細胞は、より高い核／細胞質比を有し、細胞内の細胞小器官をほとんど
有しない。ほとんどの組織幹細胞が、低い多能性、長い細胞周期および個体の寿命を超え
る増殖能を有する。組織幹細胞は、それらの細胞が由来する部位（例えば、皮膚系、消化
系、骨髄系、神経系など）に基づいてカテゴリーに分けられる。皮膚系における組織幹細
胞としては、表皮幹細胞、毛包幹細胞などが挙げられる。消化系における組織幹細胞とし
ては、膵臓（一般的な）幹細胞、肝幹細胞などが挙げられる。骨髄系における組織幹細胞
としては、造血幹細胞、間葉系幹細胞などが挙げられる。神経系における組織幹細胞とし
ては、神経幹細胞、網膜幹細胞などが挙げられる。
【００６１】
　通常、ｉＰＳ細胞またはｉＰＳＣと省略される「人工多能性幹細胞」とは、リプログラ
ミング因子と称されるある特定の遺伝子を挿入することによって、非多能性細胞、代表的
には成体の体細胞、または最終分化した細胞（例えば、線維芽細胞、造血細胞、筋細胞、
ニューロン、表皮細胞など）から人工的に調製されるあるタイプの多能性幹細胞のことを
指す。ｉＰＳ細胞を産生および操作する方法は、米国特許出願第１３／５４６，３６５号
（その全体が本明細書に参考として援用される）に記載される。
【００６２】
　「リプログラミング」とは、再プログラムしない同じ条件下において有するよりも、培
養またはインビボのいずれかにおいて少なくとも１つの新たな細胞型の子孫を形成する、
細胞の能力を測定可能に増大させるプロセスである。より詳細には、リプログラミングは
、体細胞に多能性能を付与するプロセスである。これは、本質的に子孫がリプログラミン
グ前に形成することができなかった場合に、十分な増殖後に、測定可能な割合の子孫が新
たな細胞型の表現型特性を有し、さもなくば、新たな細胞型の特性を有する割合がリプロ
グラミング前より多く測定可能であることを意味する。ある特定の条件下において、新た
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な細胞型の特性を有する子孫の割合は、優先度の低い方から順に少なくとも約０．０５％
、０．１％、０．５％、１％、５％、２５％またはそれ以上であり得る。
【００６３】
　「多能性」とは、１つ以上の組織もしくは器官を構成するすべての細胞、または好まし
くは、３つの胚葉：内胚葉（胃の内壁、消化管、肺）、中胚葉（筋肉、骨、血液、泌尿生
殖器）または外胚葉（表皮組織および神経系）のうちのいずれかに分化する潜在能力を有
する幹細胞のことを指す。本明細書中で使用される「多能性幹細胞」とは、その３つの胚
葉のうちのいずれかに由来する細胞に分化することができる細胞、例えば、全能性幹細胞
または人工多能性幹細胞の直接的な子孫のことを指す。
【００６４】
　本明細書中で使用されるとき、「全能性幹細胞」とは、生物を構成するすべての細胞に
分化する能力を有する細胞（例えば、卵細胞および精子細胞の融合から産生される細胞）
のことを指す。受精卵の最初の数回の分裂によって生成される細胞もまた、全能性である
。これらの細胞は、胚細胞型および胚外細胞型に分化し得る。多能性幹細胞は、任意の胎
児細胞型または成熟細胞型を生じ得る。しかしながら、それらは、胎盤などの胚外組織に
寄与する潜在能力を欠いているので、単独では、胎仔または成体の動物に発生することは
できない。
【００６５】
　対照的に、多くの前駆細胞は、多分化能幹細胞であり、すなわち、それらは、限られた
数の細胞運命に分化することができる。多分化能前駆細胞は、いくつかの他の細胞型を生
じ得るが、それらのタイプは、限られた数である。多分化能幹細胞の例は、造血細胞（い
くつかのタイプの血液細胞になり得るが、脳細胞または他のタイプの細胞になることがで
きない血液幹細胞）である。胚を形づくる長い一連の細胞分裂の終わりに、細胞は、最終
分化するかまたは特定の機能に永久的に拘束されたとみなされる。
【００６６】
　本明細書中で使用されるとき、用語「体細胞」とは、生殖細胞（例えば、卵、精子など
）以外の、次の世代にそのＤＮＡを直接伝達しない任意の細胞のことを指す。代表的には
、体細胞は、限られた多能性を有するか、または多能性を有しない。本明細書中で使用さ
れる体細胞は、天然に存在し得るか、または遺伝的に改変され得る。
【００６７】
　本明細書中で使用されるとき、細胞に関する「操作された」という用語は、細胞ゲノム
に組み込まれた、細胞に対して外因性の少なくとも１つの遺伝的エレメントを含む細胞を
指す。いくつかの態様において、外因性の遺伝的エレメントは、細胞ゲノム内のランダム
な位置に組み込まれることができる。他の態様において、遺伝的エレメントをゲノムの特
定の部位に組み込む。例えば、遺伝的エレメントを、内因性の核酸配列を置き換えるため
に、例えば、内因性の配列に対して変化を与えるために（例えば、単一のヌクレオチドの
位置の変化）、特定の位置に組み込むことができる。
【００６８】
　本明細書中で使用されるとき、細胞が、１０％未満のある特定の望まれない細胞型を有
するとき、それらの細胞は、その望まれない細胞型を「実質的に含まず」、１％未満の望
まれない細胞型を有するとき、ある特定の細胞型を「本質的に含まない」。しかしながら
、全細胞集団の０．５％未満または０．１％未満が望まれない細胞型を構成する細胞集団
が、なおもより望ましい。したがって、集団の０．１％～１％未満（すべての中間のパー
センテージを含む）が望ましくない細胞型を構成する細胞集団は、これらの細胞型を本質
的に含まない。培地は、本明細書中で使用されるある特定の試薬が外部から加えられない
とき、そのような薬剤を「本質的に含まない」可能性がある。より好ましくは、これらの
薬剤は、存在しないか、または検出不可能な量で存在する。
【００６９】
　本明細書中で使用される用語「肝細胞」は、成熟肝細胞ならびに成熟した十分に機能的
な肝細胞のすべてではないがいくつかの特徴を示す肝細胞様細胞を含むと意味される。本



(16) JP 2016-508726 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

方法によって産生される細胞は、今までの定方向分化によって産生される肝細胞と少なく
とも同程度に機能的であり得る。この手法は、それがさらに改善されるとき、形態、マー
カーの発現、インビトロおよびインビボにおける機能的アッセイによって測定される、肝
細胞のすべての特性を有する完全に十分に機能的な肝細胞を産生することを可能にし得る
。
【００７０】
　本明細書中で使用されるとき、用語「懸濁物」は、細胞が固体支持体に付着しない細胞
培養状態を指すことができる。当業者に周知の装置を使用して増殖させながら、懸濁物中
で増殖している細胞を撹拌することができる。
【００７１】
　本明細書中で使用されるとき、用語「スフェロイド」は、懸濁させたマトリクス材料と
組み合わせることもある、懸濁物中で成長する細胞の小さな凝集体を指すことができる。
【００７２】
　ＩＩ．肝細胞のプログラミングに関わる細胞
　本発明のある特定の実施形態において、肝細胞でない細胞のフォワードプログラミング
によって肝細胞を産生するための方法および組成物が開示される。１つ以上の肝細胞プロ
グラミング因子遺伝子および／または肝細胞の識別のために特異的なレポーター発現カセ
ットを含む外因性発現カセットを含む細胞もまた提供され得る。いくつかの実施形態にお
いて、それらの細胞は、幹細胞であり得、それらとしては、胚性幹細胞、胎児幹細胞また
は成体幹細胞が挙げられるが、これらに限定されない。さらなる実施形態において、それ
らの細胞は、任意の体細胞であり得る。
【００７３】
　Ａ．幹細胞
　幹細胞は、すべてではないがほとんどの多細胞生物に見られる細胞である。それらは、
有糸分裂の細胞分裂によってそれ自体を更新することができる能力および多種多様な範囲
の特殊化した細胞型に分化する能力を特徴とする。哺乳動物の幹細胞の２つの大きなタイ
プは：胚盤胞に見られる胚性幹細胞、および成体組織に見られる成体幹細胞である。発生
中の胚では、幹細胞は、特殊化した胚組織のすべてに分化し得る。成体の生物では、幹細
胞および前駆細胞は、特殊化した細胞を補充する身体の修復システムとして作用するが、
再生器官の通常のターンオーバーも維持する（例えば、血液、皮膚または腸管組織）。
【００７４】
　ヒト胚性幹細胞（ＥＳＣ）および人工多能性幹細胞（ｉＰＳＣ）は、肝細胞を含む身体
のすべての細胞型に分化する潜在能力を保持しつつ、インビトロにおいて長期間増殖する
ことができる。したがって、これらの細胞は、潜在的に、創薬と移植治療の両方のための
患者特異的な機能的肝細胞を無制限に供給し得る。インビトロにおけるヒトＥＳＣ／ｉＰ
ＳＣから肝細胞への分化は、通常のインビボでの発生を反復し、すなわち、それらは、以
下の逐次的な発生段階を経験する：胚体内胚葉（ｄｅｆｉｎｉｔｉｖｅ　ｅｎｄｏｄｅｒ
ｍ）、肝臓特異化（ｈｅｐａｔｉｃ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、未成熟肝細胞およ
び成熟肝細胞（図１）。これには、種々の分化段階における種々の成長因子の添加が必要
であり、通常、２０日を超える分化が必要である（図３）。より重要なことには、ヒトＥ
ＳＣ／ｉＰＳＣに由来する肝細胞は、一般に、ヒト初代成体肝細胞の完全な機能的範囲を
まだ示さない。本発明のある特定の態様は、ｉＰＳＣの産生と同様に肝細胞の分化／機能
にとって重要なある組み合わせの転写因子の発現によって肝細胞（例えば、肝細胞様細胞
または完全に機能的な肝細胞）がヒトＥＳＣ／ｉＰＳＣから直接誘導され得、すべてでは
ないがほとんどの通常の発生段階を迂回することを提供する（図１）。このアプローチは
、より時間効率が良くかつ費用効率が高く、ヒト初代成体肝細胞と全く同じではないにし
ても極めてよく似た機能を有する肝細胞を産生し得る。さらに、無限の増殖能を有するヒ
トＥＳＣ／ｉＰＳＣは、肝細胞分化用の出発細胞集団としての体細胞と比べて独特の利点
を有する。
【００７５】
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　１．胚性幹細胞
　胚性幹細胞株（ＥＳ細胞株）は、胚盤胞またはそれより早い桑実胚段階の胚の内部細胞
塊（ＩＣＭ）の胚盤葉上層組織に由来する細胞の培養物である。胚盤胞は、ヒトにおいて
およそ４～５日齢の、５０～１５０個の細胞からなる、初期胚である。ＥＳ細胞は、多能
性であり、発生中に、３つの一次胚葉：外胚葉、内胚葉および中胚葉の派生物のすべてを
生じる。換言すれば、ＥＳ細胞は、特定の細胞型にとって十分かつ必要な刺激を与えられ
たとき、成体の身体の２００を超える細胞型の各々に発生し得る。ＥＳ細胞は、胚体外膜
または胎盤に寄与しない。
【００７６】
　今までのほぼすべての研究は、マウス胚性幹細胞（ｍＥＳ）またはヒト胚性幹細胞（ｈ
ＥＳ）を用いて実施していた。その両方ともが、本質的な幹細胞の特性を有するが、未分
化な状態を維持するために、非常に種々の環境を必要とする。マウスＥＳ細胞は、ゼラチ
ン層上で成長し得、白血病抑制因子（ＬＩＦ）の存在を必要とし得る。ヒトＥＳ細胞は、
マウス胎仔線維芽細胞（ＭＥＦ）のフィーダー層上で成長し得、しばしば、塩基性線維芽
細胞成長因子（ｂＦＧＦまたはＦＧＦ－２）の存在を必要とし得る。胚性幹細胞は、最適
な培養条件または遺伝的操作なしに（Ｃｈａｍｂｅｒｓら、２００３）、迅速に分化する
。
【００７７】
　ヒト胚性幹細胞もまた、いくつかの転写因子および細胞表面タンパク質の存在によって
定義され得る。転写因子のＯｃｔ－４、ＮａｎｏｇおよびＳｏｘ－２が、分化をもたらす
遺伝子の抑制および多能性の維持を確実にするコアの制御ネットワークを形成する（Ｂｏ
ｙｅｒら、２００５）。ｈＥＳ細胞を識別するために最も一般的に使用される細胞表面抗
原としては、糖脂質であるＳＳＥＡ３およびＳＳＥＡ４、ならびにケラタン硫酸抗原であ
るＴｒａ－１－６０およびＴｒａ－１－８１が挙げられる。
【００７８】
　マウスＥＳ細胞を得るための方法は、周知である。１つの方法では、１２９系統のマウ
ス由来の着床前胚盤胞をマウス抗血清で処理して栄養外胚葉を除去し、ウシ胎仔血清を含
む培地中の、化学的に不活性化されたマウス胎仔線維芽細胞のフィーダー細胞層上で内部
細胞塊を培養する。発生する未分化なＥＳ細胞のコロニーは、ウシ胎仔血清の存在下のマ
ウス胎仔線維芽細胞のフィーダー層上で継代培養されることにより、ＥＳ細胞の集団が生
成される。いくつかの方法では、マウスＥＳ細胞は、サイトカインである白血病抑制因子
（ＬＩＦ）を血清含有培養培地に加えることによって、フィーダー層の非存在下において
成長し得る（Ｓｍｉｔｈ，２０００）。他の方法では、マウスＥＳ細胞は、骨形成タンパ
ク質およびＬＩＦの存在下の無血清培地中で成長し得る（Ｙｉｎｇら、２００３）。
【００７９】
　ヒトＥＳ細胞は、以前に報告された方法（Ｔｈｏｍｓｏｎら、１９９５；Ｔｈｏｍｓｏ
ｎら、１９９８；Ｔｈｏｍｓｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｒｓｈａｌｌ，１９９８；Ｒｅｕｂｉｎ
ｏｆｆら、２０００）を用いて胚盤胞から得ることができる。１つの方法では、５日目の
ヒト胚盤胞を、ウサギ抗ヒト脾臓細胞抗血清に曝露し、次いで、１：５希釈のモルモット
補体に曝露することにより、栄養外胚葉細胞を溶解する。溶解された栄養外胚葉細胞をイ
ンタクトな内部細胞塊から除去した後、その内部細胞塊を、ウシ胎児血清の存在下におい
て、ガンマ不活性化されたマウス胎仔線維芽細胞のフィーダー層上で培養する。９～１５
日後に、その内部細胞塊から得られた細胞の凝集塊は、化学的に解離され得るか（すなわ
ち、トリプシンに曝露されて）または機械的に解離され得、ウシ胎児血清およびマウス胎
仔線維芽細胞のフィーダー層を含む新鮮培地に再プレーティングされ得る。さらに増殖し
たら、未分化な形態を有するコロニーが、マイクロピペットによって選択され、凝集塊中
に機械的に解離され、再プレーティングされる（米国特許第６，８３３，２６９号を参照
のこと）。ＥＳ様の形態は、核と細胞質との比が明らかに高く、顕著な核小体を有する緻
密なコロニーとして特徴づけられる。得られたＥＳ細胞は、短いトリプシン処理またはマ
イクロピペットによる個別のコロニーの選択によって、通例のとおり継代され得る。いく
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つかの方法では、ヒトＥＳ細胞は、塩基性線維芽細胞成長因子の存在下において、線維芽
細胞のフィーダー層上でＥＳ細胞を培養することによって、血清なしで成長し得る（Ａｍ
ｉｔら、２０００）。他の方法では、ヒトＥＳ細胞は、それらの細胞を、塩基性線維芽細
胞成長因子を含む「馴化」培地の存在下においてタンパク質マトリックス（例えば、Ｍａ
ｔｒｉｇｅｌＴＭまたはラミニン）上で培養することによって、フィーダー細胞層なしで
成長し得る（Ｘｕら、２００１）。その培地は、線維芽細胞と共培養することによって予
め馴化されている。
【００８０】
　アカゲザルおよびコモンマーモセットのＥＳ細胞を単離するための方法も公知である（
Ｔｈｏｍｓｏｎ，ａｎｄ　Ｍａｒｓｈａｌｌ，１９９８；Ｔｈｏｍｓｏｎら、１９９５；
Ｔｈｏｍｓｏｎ　ａｎｄ　Ｏｄｏｒｉｃｏ，２０００）。
【００８１】
　ＥＳ細胞の別の供給源は、樹立されたＥＳ細胞株である。様々なマウス細胞株およびヒ
トＥＳ細胞株が公知であり、それらの成長条件および増殖条件が定義されている。例えば
、マウスＣＧＲ８細胞株は、マウス系統１２９の胚の内部細胞塊から樹立され、ＣＧＲ８
細胞の培養物は、フィーダー層なしのＬＩＦの存在下において成長し得る。さらなる例と
して、ヒトＥＳ細胞株Ｈ１、Ｈ７、Ｈ９、Ｈ１３およびＨ１４は、Ｔｈｏｍｐｓｏｎらに
よって樹立された。さらに、Ｈ９株のサブクローンＨ９．１およびＨ９．２が開発された
。当該分野で公知の実質的に任意のＥＳ細胞株または幹細胞株、例えば、Ｙｕ　ａｎｄ　
Ｔｈｏｍｐｓｏｎ，２００８（本明細書中で参考として援用される）に記載されている細
胞株が、本発明とともに使用され得ると予想される。
【００８２】
　本発明に関連して使用するためのＥＳ細胞の供給源は、胚盤胞、胚盤胞の内部細胞塊を
培養することに由来する細胞、または樹立細胞株の培養物から得られた細胞であり得る。
したがって、本明細書中で使用されるとき、用語「ＥＳ細胞」とは、胚盤胞の内部細胞塊
の細胞、内部細胞塊の細胞（ｉｎｎｅｒ　ｍａｓｓ　ｃｅｌｌ）の培養物から得られたＥ
Ｓ細胞、およびＥＳ細胞株の培養物から得られたＥＳ細胞のことを指し得る。
【００８３】
　２．人工多能性幹細胞
　通常、ｉＰＳ細胞またはｉＰＳＣと略称される人工多能性幹細胞は、ＥＳ細胞の特徴を
有するが、分化した、典型的には成体の体細胞のリプログラミングにより得られる細胞で
ある。人工多能性幹細胞は、同一でない場合、多能性に対するあらゆる点において、例え
ば、ある特定の幹細胞遺伝子およびタンパク質の発現、クロマチンのメチル化パターン、
倍加時間、胚様体形成、奇形腫形成、生存可能なキメラ形成および潜在能と分化可能性に
関して胚性幹細胞に非常に類似している。ｉＰＳＣは、個体から回収された細胞から産生
されるため、ドナーに遺伝的に一致した細胞の産生を可能にし、これをさらに利用して実
質的に任意の異なる細胞型を作製することができるという利点を有する。
【００８４】
　人工多能性幹細胞は、様々な方法によって得られる。１つの方法では、ヒト成体皮膚線
維芽細胞を、レトロウイルス導入を用いて転写因子Ｏｃｔ４、Ｓｏｘ２、ｃ－Ｍｙｃおよ
びＫｌｆ４でトランスフェクトする（Ｔａｋａｈａｓｈｉら、２００７）。トランスフェ
クトされた細胞を、塩基性線維芽細胞成長因子（ｂＦＧＦ）が補充された培地中において
ＳＮＬフィーダー細胞（ＬＩＦを産生するマウス細胞の線維芽細胞株）上にプレーティン
グする。およそ２５日後、ヒトＥＳ細胞コロニーに似たコロニーが培養物中に出現する。
そのＥＳ細胞様コロニーを拾い、ｂＦＧＦの存在下においてフィーダー細胞上に広げる。
【００８５】
　細胞の特性に基づくと、ＥＳ細胞様コロニーの細胞は、人工多能性幹細胞である。その
人工多能性幹細胞は、ヒトＥＳ細胞と形態学的に類似であり、様々なヒトＥＳ細胞マーカ
ーを発現する。また、その人工多能性幹細胞は、ヒトＥＳ細胞の分化をもたらすと知られ
ている条件下で成長すると、しかるべく分化する。例えば、その人工多能性幹細胞は、ニ
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ューロンの構造およびニューロンのマーカーを有する細胞に分化し得る。実質的に任意の
ｉＰＳ細胞またはｉＰＳ細胞株（例えば、Ｙｕ　ａｎｄ　Ｔｈｏｍｐｓｏｎ，２００８に
記載されているものを含む）が、本発明とともに使用され得ると予想される。
【００８６】
　別の方法では、ヒト胎児線維芽細胞またはヒト新生児線維芽細胞を、レンチウイルス導
入を用いて４つの遺伝子Ｏｃｔ４、Ｓｏｘ２、ＮａｎｏｇおよびＬｉｎ２８でトランスフ
ェクトする（Ｙｕら、２００７）。感染の１２～２０日後に、ヒトＥＳ細胞の形態を有す
るコロニーが、目に見えるようになる。そのコロニーを拾い、広げる。そのコロニーを構
成する人工多能性幹細胞は、ヒトＥＳ細胞と形態学的に類似であり、様々なヒトＥＳ細胞
マーカーを発現し、マウスへの注射後に神経組織、軟骨および腸上皮を有する奇形腫を形
成する。
【００８７】
　マウスから人工多能性幹細胞を調製する方法も公知である（Ｔａｋａｈａｓｈｉ　ａｎ
ｄ　Ｙａｍａｎａｋａ，２００６）。ｉＰＳ細胞の誘導には、代表的には、Ｓｏｘファミ
リーの少なくとも１つのメンバーおよびＯｃｔファミリーの少なくとも１つのメンバーの
発現またはそれらへの曝露が必要である。ＳｏｘおよびＯｃｔは、ＥＳ細胞の正体を特定
する転写制御階層の中心であると考えられる。例えば、Ｓｏｘは、Ｓｏｘ－１、Ｓｏｘ－
２、Ｓｏｘ－３、Ｓｏｘ－１５またはＳｏｘ－１８であり得；Ｏｃｔは、Ｏｃｔ－４であ
り得る。Ｎａｎｏｇ、Ｌｉｎ２８、Ｋｌｆ４またはｃ－Ｍｙｃのような追加の因子は、リ
プログラミング効率を増加させ得る；リプログラミング因子の特定のセットは、Ｓｏｘ－
２、Ｏｃｔ－４、Ｎａｎｏｇ、および必要に応じてＬｉｎ－２８を含むセットであり得る
か；またはＳｏｘ－２、Ｏｃｔ４、Ｋｌｆ、および必要に応じてｃ－Ｍｙｃを含むセット
であり得る。
【００８８】
　ＥＳ細胞のようにｉＰＳ細胞は、ＳＳＥＡ－１、ＳＳＥＡ－３およびＳＳＥＡ－４に対
する抗体（Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　Ｈｙｂｒｉｄｏｍａ　Ｂａｎ
ｋ，Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｃｈｉｌｄ　Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ
　Ｈｕｍａｎ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，Ｂｅｔｈｅｓｄａ　Ｍｄ．）ならびにＴＲＡ－
１－６０およびＴＲＡ－１－８１に対する抗体（Ａｎｄｒｅｗｓら、１９８７）を用いる
免疫組織化学またはフローサイトメトリーによって識別され得るかまたは確認され得る特
徴的な抗原を有する。胚性幹細胞の多能性は、８～１２週齢の雄ＳＣＩＤマウスの後肢の
筋肉におよそ０．５～１０×１０６個の細胞を注射することによって確認され得る。３つ
の胚葉の各々の少なくとも１つの細胞型を示す奇形腫が発生する。
【００８９】
　本発明のある特定の態様において、ｉＰＳ細胞は、上に記載されたようなＫｌｆまたは
ＮａｎｏｇとともにＯｃｔファミリーメンバーおよびＳｏｘファミリーメンバー（例えば
、Ｏｃｔ４およびＳｏｘ２）を含むリプログラミング因子を用いて体細胞を再プログラム
することによって産生される。例えば、リプログラミングベクターは、Ｓｏｘ２、Ｏｃｔ
４、Ｎａｎｏｇおよび場合によりＬｉｎ－２８をコードする発現カセットまたはＳｏｘ２
、Ｏｃｔ４、Ｋｌｆ４および場合によりＣ－ｍｙｃ、Ｌ－ｍｙｃまたはＧｌｉｓ－１をコ
ードする発現カセットを含み得る。リプログラミング用の体細胞は、多能性に誘導され得
る任意の体細胞（例えば、線維芽細胞、ケラチノサイト、造血細胞、間葉系細胞、肝臓細
胞、胃細胞またはβ細胞）であり得る。ある特定の態様において、Ｔ細胞もまた、リプロ
グラミング用の体細胞の供給源として使用され得る（米国出願番号６１／１８４，５４６
（本明細書中で参考として援用される）を参照のこと）。
【００９０】
　リプログラミング因子は、１つ以上のベクター（例えば、組み込みベクターまたはエピ
ソームベクター、例えば、ＥＢＶエレメントベースの系（米国出願番号６１／０５８，８
５８（本明細書中で参考として援用される）；Ｙｕら、２００９を参照のこと））に含め
られた発現カセットから発現され得る。さらなる態様において、リプログラミングタンパ
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ク質またはＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡまたはｍｉＲＮＡ）は、タンパク質導入またはＲＮ
Ａトランスフェクションによって体細胞に直接導入され得る（米国出願番号６１／１７２
，０７９（本明細書中で参考として援用される）；Ｙａｋｕｂｏｖら、２０１０を参照の
こと）。
【００９１】
　Ｏｃｔ－３／４およびＳｏｘ遺伝子ファミリーのある特定のメンバー（Ｓｏｘ１、Ｓｏ
ｘ２、Ｓｏｘ３およびＳｏｘ１５）は、これがないと誘導が不可能となる誘導プロセスに
関与する重要な転写制御因子として同定されている。しかし、Ｋｌｆファミリー（Ｋｌｆ
１、Ｋｌｆ２、Ｋｌｆ４およびＫｌｆ５）、Ｍｙｃファミリー（Ｃ－ｍｙｃ、Ｌ－ｍｙｃ
およびＮ－ｍｙｃ）、ＮａｎｏｇならびにＬＩＮ２８のある特定のメンバーを含むさらな
る遺伝子が、誘導効率を増加させると同定されている。
【００９２】
　Ｏｃｔ－３／４（Ｐｏｕ５ｆ１）は、オクタマー（「Ｏｃｔ」）転写因子のファミリー
の１つであり、多能性の維持において重要な役割を果たす。割球および胚性幹細胞などの
Ｏｃｔ－３／４＋細胞にＯｃｔ－３／４が存在しないことが自発的な栄養膜細胞分化を生
じ、したがって、Ｏｃｔ－３／４の存在が胚性幹細胞の多能性および分化能を生じさせる
。Ｏｃｔ－３／４に近い関係にあるＯｃｔ１およびＯｃｔ６を含む「Ｏｃｔ」ファミリー
の種々の他の遺伝子は誘導を惹起しない。
【００９３】
　Ｓｏｘファミリーの遺伝子はＯｃｔ－３／４に類似した多能性を維持することに関連す
るが、多能性幹細胞で排他的に発現されるＯｃｔ－３／４と対照的に多分化能および単能
性幹細胞に関連する。Ｓｏｘ２は、Ｔａｋａｈａｓｈｉら（２００６）、Ｗｅｒｎｉｇら
（２００７）およびＹｕら（２００７）が誘導に使用した最初の遺伝子であると同時に、
Ｓｏｘファミリーの他の遺伝子は、誘導プロセスにおいて同様に作用することがわかって
いる。Ｓｏｘ１は、Ｓｏｘ２と同様の効率でｉＰＳ細胞を産生し、Ｓｏｘ３、Ｓｏｘ１５
およびＳｏｘ１８遺伝子もまた、効率が下がるけれどもｉＰＳ細胞を産生する。
【００９４】
　Ｎａｎｏｇは未分化の胚性幹細胞の自己更新に非常に関わりのある転写因子である。ヒ
トにおいて、このタンパク質はＮＡＮＯＧ遺伝子によりコードされる。Ｎａｎｏｇは胚性
幹細胞（ＥＳＣ）に発現する遺伝子であり、多能性の維持において重要な因子と考えられ
ている。ＮＡＮＯＧはＯｃｔ４（ＰＯＵ５Ｆ１）およびＳｏｘ２などの他の因子と協調し
て機能し、ＥＳＣの正体を樹立させると考えられている。
【００９５】
　ＬＩＮ２８は、分化や増殖に関連する胚性幹細胞および胚性癌腫細胞に発現するｍＲＮ
Ａ結合タンパク質である。Ｙｕら（２００７）は、必須でないが、ＬＩＮ２８がｉＰＳ産
生の因子であることを実証した。
【００９６】
　Ｋｌｆファミリーの遺伝子のＫｌｆ４は、Ｔａｋａｈａｓｈｉら（２００６）によって
最初に同定され、Ｗｅｒｎｉｇら（２００７）によってマウスｉＰＳ細胞の産生の因子と
して確認され、Ｔａｋａｈａｓｈｉら（２００７）によってヒトｉＰＳ細胞の産生の因子
として実証された。しかし、Ｙｕら（２００７）は、Ｋｌｆ４はヒトｉＰＳ細胞の産生に
必須ではないことを報告した。Ｋｌｆ２およびＫｌｆ４が、ｉＰＳ細胞を産生することが
できる因子であることがわかり、関連遺伝子であるＫｌｆ１およびＫｌｆ５も効率は減少
するが同様に作用した。
【００９７】
　Ｍｙｃファミリーの遺伝子は、がんに関わるがん原遺伝子である。Ｔａｋａｈａｓｈｉ
ら（２００６）およびＷｅｒｎｉｇら（２００７）は、Ｃ－ｍｙｃがマウスｉＰＳ細胞の
産生に関わる因子であることを実証し、ＹａｍａｎａｋａらはヒトｉＰＳ細胞の産生に関
わる因子であると実証した。しかし、Ｙｕら（２００７）およびＴａｋａｈａｓｈｉら（
２００７）は、ｃ－ｍｙｃはヒトｉＰＳ細胞の産生に不要であると報告した。ｉＰＳ細胞



(21) JP 2016-508726 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

の誘導における「ｍｙｃ」ファミリーの遺伝子の使用は、ｃ－ｍｙｃ誘導型ｉＰＳ細胞を
移植したマウスの２５％が致死的奇形腫を発症するとして、臨床療法としてのｉＰＳ細胞
の偶発性に対する問題がある。Ｎ－ｍｙｃおよびＬ－ｍｙｃは、Ｃ－ｍｙｃの代わりに同
様な効率で多能性を誘導すると同定されている。ある特定の態様において、細胞の形質転
換が低下した変異体などの、Ｍｙｃ変異体、バリアント、ホモログまたは誘導体を使用す
ることができる。例として、ＬＭＹＣ（ＮＭ＿００１０３３０８１）、４１個のアミノ酸
がＮ－末端で欠失しているＭＹＣ（ｄＮ２ＭＹＣ）またはアミノ酸１３６位に変異を有す
るＭＹＣ（例えば、Ｗ１３６Ｅ）がある。
【００９８】
　３．体細胞核移植によって得られる胚性幹細胞
　多能性幹細胞は、体細胞核移植を用いて調製され得、その体細胞核移植では、ドナー核
が、紡錘体を含まない卵母細胞に移される。核移植によって産生された幹細胞は、ドナー
核と遺伝的に同一である。１つの方法では、アカゲザルの皮膚線維芽細胞由来のドナー線
維芽細胞核を、電気融合によって、紡錘体を含まない第ＩＩ成熟分裂中期のアカゲザル卵
母細胞（ｏｏｃｔｙｅ）の細胞質に導入する（Ｂｙｒｎｅら、２００７）。融合された卵
母細胞を、イオノマイシンに曝露し、次いで、胚盤胞期までインキュベートすることによ
って、活性化する。次いで、選択された胚盤胞の内部細胞塊を培養することにより、胚性
幹細胞株が得られる。その胚性幹細胞株は、正常なＥＳ細胞の形態を示し、様々なＥＳ細
胞マーカーを発現し、インビトロとインビボの両方において複数の細胞型に分化する。本
明細書中で使用されるとき、用語「ＥＳ細胞」とは、受精核を含む胚に由来する胚性幹細
胞のことを指す。ＥＳ細胞は、「体細胞核移植によって得られた胚性幹細胞」と称される
、核移植によって産生された胚性幹細胞と区別される。
【００９９】
　４．他の幹細胞
　胎児幹細胞は、自己更新能および多能性分化能を有する細胞である。それらは、胎仔栄
養膜細胞（欧州特許ＥＰ０４１２７００）ならびに絨毛膜絨毛、羊水および胎盤（ＷＯ／
２００３／０４２４０５）から単離され得、増大され得る。これらは、その全体が本明細
書によって参考として援用される。胎児幹細胞の細胞表面マーカーとしては、ＣＤ１１７
／ｃ－ｋｉｔ＋、ＳＳＥＡ３＋、ＳＳＥＡ４＋およびＳＳＥＡ１－が挙げられる。
【０１００】
　体性幹細胞は、ほとんどの器官組織において同定されている。最もよく特徴付けられて
いるのは、造血幹細胞である。これは、細胞表面マーカーおよび機能的特性に基づいて精
製された、中胚葉に由来する細胞である。骨髄、血液、臍帯血、胎児肝および卵黄嚢から
単離された造血幹細胞は、レシピエントの生命のために造血を再開し、複数の造血系をも
たらす、前駆細胞である（米国特許第５，６３５，３８７号；同第５，４６０，９６４号
；同第５，６７７，１３６号；同第５，７５０，３９７号；同第５，７５９，７９３号；
同第５，６８１，５９９号；同第５，７１６，８２７号；Ｈｉｌｌら、１９９６を参照の
こと）。これらは、その全体が本明細書によって参考として援用される。造血幹細胞は、
致死的な放射線を照射された動物またはヒトに移植されると、赤血球、好中球－マクロフ
ァージ、巨核球およびリンパ系の造血細胞プールを再増殖させ得る。インビトロにおいて
、造血幹細胞は、少なくともいくらかの自己更新細胞分裂を起こすように誘導され得、そ
してインビボで見られるのと同じ系譜に分化するように誘導され得る。ゆえに、この細胞
は、幹細胞の基準を満たす。
【０１０１】
　次に最もよく特徴付けられているのは、もともと胚性中胚葉に由来し、成体の骨髄から
単離され、分化して筋肉、骨、軟骨、脂肪、髄間質（ｍａｒｒｏｗ　ｓｔｒｏｍａ）およ
び腱を形成し得る、間葉系幹細胞（ＭＳＣ）である。中胚葉は、胚形成中に、骨、軟骨、
脂肪、骨格筋およびおそらくは内皮を発生させる組織である肢芽中胚葉になる。中胚葉は
、心筋、平滑筋、または内皮前駆細胞および造血性前駆細胞からなる血島を生じ得る内臓
中胚葉にも分化する。ゆえに、原始中胚葉幹細胞または間葉系幹細胞は、いくつかの細胞
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型および組織型に対する供給源を提供し得る。いくつかの間葉系幹細胞が、単離されてい
る（例えば、米国特許第５，４８６，３５９号；同第５，８２７，７３５号；同第５，８
１１，０９４号；同第５，７３６，３９６号；米国特許第５，８３７，５３９号；同第５
，８３７，６７０号；同第５，８２７，７４０号；Ｊａｉｓｗａｌら、１９９７；Ｃａｓ
ｓｉｅｄｅら、１９９６；Ｊｏｈｎｓｔｏｎｅら、１９９８；Ｙｏｏら、１９９８；Ｇｒ
ｏｎｔｈｏｓ，１９９４；Ｍａｋｉｎｏら、１９９９を参照のこと）。これらは、その全
体が本明細書によって参考として援用される。記載されている多くの間葉系幹細胞のうち
、すべてが、間葉系起源であると一般に考えられている分化細胞だけを形成する限定的な
分化を示した。今までに、ほとんどの多分化能間葉系幹細胞が、ＳＨ２＋ＳＨ４＋ＣＤ２
９＋ＣＤ４４＋ＣＤ７１＋ＣＤ９０＋ＣＤ１０６＋ＣＤ１２０ａ＋ＣＤ１２４＋ＣＤ１４
－ＣＤ３４－ＣＤ４５－表現型を発現する。
【０１０２】
　胃腸幹細胞、表皮幹細胞、神経幹細胞および肝幹細胞（卵形細胞とも呼ばれる）を含む
他の幹細胞も同定されている（Ｐｏｔｔｅｎ，１９９８；Ｗａｔｔ，１９９７；Ａｌｉｓ
ｏｎら、１９９８）。
【０１０３】
　いくつかの実施形態において、本明細書中に記載される方法にとって有用な幹細胞とし
ては、胚性幹細胞、人工多能性幹細胞、間葉系幹細胞、骨髄由来の幹細胞、造血幹細胞、
軟骨細胞前駆細胞、表皮幹細胞、胃腸幹細胞、神経幹細胞、肝幹細胞、脂肪由来の間葉系
幹細胞、膵前駆細胞、毛包幹細胞、内皮前駆細胞および平滑筋前駆細胞が挙げられるが、
これらに限定されない。
【０１０４】
　いくつかの実施形態において、本明細書中に記載される方法のために使用される幹細胞
は、臍帯、胎盤、羊水、絨毛膜絨毛、胚盤胞、骨髄、脂肪組織、脳、末梢血、消化管、臍
帯血、血管、骨格筋、皮膚、肝臓および月経血から単離される。月経血において調製され
る幹細胞は、子宮内膜再生細胞と呼ばれる（Ｍｅｄｉｓｔｅｍ　Ｉｎｃ．）。
【０１０５】
　当業者は、そのような幹細胞を配置すること、単離すること、および増大することがで
きる。様々な供給源からヒト幹細胞を単離するための詳細な手順は、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（２００７）に記載され
ており、これは、その全体が本明細書によって参考として援用される。あるいは、市販の
キットおよび単離システムが使用され得る。例えば、ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ製の
ＢＤ　ＦＡＣＳ　Ａｒｉａ細胞選別システム、ＢＤ　ＩＭａｇ磁気細胞分離システムおよ
びＢＤ　ＩＭａｇマウス造血性前駆細胞濃縮セット。様々な供給源から幹細胞を単離する
方法および培養する方法は、５，４８６，３５９、６，９９１，８９７、７，０１５，０
３７、７，４２２，７３６、７，４１０，７９８、７，４１０，７７３、および７，３９
９，６３２にも記載されており、これらの各々は、その全体が本明細書によって参考とし
て援用される。
【０１０６】
　Ｂ．体細胞
　本発明のある特定の態様において、分化転換の方法、すなわち、１つの体細胞タイプか
ら別の体細胞タイプへの直接変換、例えば、肝細胞を他の体細胞から導き出す直接変換も
提供され得る。分化転換は、肝細胞を産生するために体細胞において肝細胞プログラミン
グ因子の遺伝子の発現レベルを増加させるそのような遺伝子または遺伝子産物の使用を含
み得る。
【０１０７】
　しかしながら、ヒト体細胞は、供給、特に、生存ドナーからの供給には限りがあり得る
。プログラミング用の出発細胞を無制限に供給するある特定の態様では、不死化遺伝子ま
たは不死化タンパク質（例えば、ｈＴＥＲＴまたは癌遺伝子）の導入によって、体細胞が
不死化され得る。細胞の不死化は、可逆的であってもよいし（例えば、除去可能な発現カ



(23) JP 2016-508726 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

セットを用いて）または誘導性であってもよい（例えば、誘導性プロモーターを用いて）
。
【０１０８】
　本発明のある特定の態様における体細胞は、初代細胞（非不死化細胞）（例えば、細胞
株に樹立されることも不死化されることもなく生存している生物またはその子孫から単離
したばかりの細胞）であってもよいし、細胞株（不死化細胞）に由来してもよい。それら
の細胞は、被験体から単離した後に細胞培養において維持され得る。ある特定の実施形態
において、それらの細胞は、本発明の方法において使用する前に１回または２回以上（例
えば、２～５、５～１０、１０～２０、２０～５０、５０～１００回またはそれ以上）継
代されている。いくつかの実施形態において、それらの細胞は、本発明の方法において使
用する前に１、２、５、１０、２０または５０回以下だけ継代されている可能性がある。
それらは、凍結、解凍などされ得る。
【０１０９】
　本明細書中で使用されるかまたは記載される体細胞は、天然の体細胞であってもよいし
、操作された体細胞、すなわち、遺伝的に変更された体細胞であってもよい。本発明の体
細胞は、代表的には、哺乳動物細胞（例えば、ヒト細胞、霊長類細胞またはマウス細胞）
である。それらは、周知の方法によって得られることがあり、生存している体細胞を含む
任意の器官または組織、例えば、血液、骨髄、皮膚、肺、膵臓、肝臓、胃、腸、心臓、生
殖器、膀胱、腎臓、尿道および他の泌尿器などから得ることができる。
【０１１０】
　本発明において有用な哺乳動物の体細胞としては、セルトリ細胞、内皮細胞、顆粒膜上
皮細胞、ニューロン、膵島細胞、表皮細胞、上皮細胞、肝細胞、毛包細胞、ケラチノサイ
ト、造血細胞、メラノサイト、軟骨細胞、リンパ球（ＢおよびＴリンパ球）、赤血球、マ
クロファージ、単球、単核細胞、心筋細胞および他の筋細胞などが挙げられるが、これら
に限定されない。
【０１１１】
　いくつかの実施形態において、細胞は、所望の細胞型だけにおいてまたは所望の細胞型
において主に発現されると知られている内因性マーカーの発現に基づいて選択される。例
えば、ビメンチンは、線維芽細胞マーカーである。他の有用なマーカーとしては、様々な
ケラチン、細胞接着分子（例えば、カドヘリン、フィブロネクチン）、ＣＤ分子などが挙
げられる。体細胞の集団は、１８～９６時間、例えば、２４～４８時間、４８～７２時間
などの平均の細胞周期時間を有し得る。いくつかの実施形態において、それらの細胞の少
なくとも９０％、９５％、９８％、９９％またはそれ以上が、所定の時間（例えば、２４
、４８、７２または９６時間）内に分裂すると予想され得る。
【０１１２】
　本明細書中に記載される方法は、１つ以上の体細胞、例えば、体細胞のコロニーまたは
集団を肝細胞にプログラムするために使用され得る。いくつかの実施形態において、本発
明の細胞の集団は、それらの細胞の少なくとも９０％が目的の表現型または特性を示すと
いう点において、実質的に均一である。いくつかの実施形態において、それらの細胞の少
なくとも９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、９９．５％、９９．８％、９９．９
％、９９．９５％またはそれ以上が、目的の表現型または特性を示す。本発明のある特定
の実施形態において、上記体細胞は、分裂する能力を有し、すなわち、上記体細胞は、分
裂終了細胞ではない。
【０１１３】
　体細胞は、部分的にまたは完全に分化していることがある。分化は、それほど特殊化し
ていない細胞がより特殊化した細胞型になるプロセスである。細胞の分化は、その細胞の
サイズ、形状、極性、代謝活性、遺伝子発現および／またはシグナルに対する応答性の変
化を含み得る。例えば、造血幹細胞は、分化することにより、骨髄細胞系列（単球および
マクロファージ、好中球、好塩基球、好酸球、赤血球、巨核球／血小板、樹状細胞）およ
びリンパ系列（Ｔ細胞、Ｂ細胞、ＮＫ細胞）を含むすべての血液細胞型を生じる。分化経
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路に沿っての進行中に、細胞の最終的な運命が、より固定されるようになる。本明細書中
に記載されるように、部分的に分化した体細胞と、完全に分化した体細胞の両方が、本明
細書中に記載されるようにプログラムされることにより、肝細胞などの所望の細胞型が産
生され得る。
【０１１４】
　ＩＩＩ．肝細胞プログラミング因子
　本発明のある特定の態様は、肝細胞フォワードプログラミングのための肝細胞プログラ
ミング因子を提供する。上記肝細胞は、細胞内の肝細胞プログラミング因子のレベルを増
加させることによって、他の細胞供給源から直接産生され得る。肝細胞の数多くの機能は
、肝細胞に豊富な限られた数の転写因子の協調作用によって、転写レベルで調節され得る
。肝細胞に豊富な転写因子、特に、表１に列挙されるその遺伝子のような、肝細胞の分化
または機能にとって重要な任意の転写因子が、本明細書中で使用され得る。表１に列挙さ
れる遺伝子のアイソフォームおよびバリアントのすべてが、本発明に含められ得、ある特
定のアイソフォームまたはバリアントに対するアクセッション番号の非限定的な例が提供
される。
【０１１５】
　Ａ．遺伝因子
　例えば、表１中の転写因子の組み合わせの発現をもたらすことによって、多能性幹細胞
から肝細胞へのフォワードプログラミングは、すべてではないがほとんどの通常の発生段
階を迂回し得る。示される例は、以下の転写因子：ＦＯＸＡ２、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１Ａ、
ＧＡＴＡ４、ＭＡＦＢおよびＴＢＸ３の組み合わせである。

 
【０１１６】
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【０１１７】



(26) JP 2016-508726 A 2016.3.24

10

20

30

40
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【０１１８】
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【表１－３】

【０１１９】
　肝細胞に豊富な転写因子としては、肝細胞核因子１－α（ＨＮＦ－１α）、－１β、－
３α、－３β、－３γ、－４αおよび－６、ならびにｃ／ｅｂｐファミリーのメンバー）
が挙げられるが、これらに限定されない。肝細胞核因子（ＨＮＦ）は、多種多様な群の遺
伝子からタンパク質への転写を制御する系統的に無関係な転写因子の一群である。これら
のタンパク質としては、血液凝固因子、ならびにさらに、グルコース、コレステロールお
よび脂肪酸の輸送および代謝に関わる酵素およびトランスポーターが挙げられる。これら
のうち、ＨＮＦ４Ａ（ＨＮＦ４αまたは核内レセプター２Ａ１または（ＮＲ２Ａ１）とし
ても知られる）およびＨＮＦ１Ａ（すなわち、ＨＮＦ１α）は、培養ヘパトーマ細胞の分
化した表現型と相関するとみられる。ＨＮＦ１Ａヌルマウスが生存可能であることから、
この因子が、活性な肝実質の形成に対する絶対条件でないことが示唆される。対照的に、
ＨＮＦ４Ａヌルマウスは、胚形成中に死亡する。ＨＮＦ４Ａは、発生の初期に発現され、
肝臓が発生するかなり前である胎生期４．５日目のマウス臓側内胚葉におけるインサイチ
ュハイブリダイゼーションによって可視である。ＨＮＦ４Ａが、臓側内胚葉において不可
欠であるとみられるのに対し、胎児肝の発生の最初期の工程にとっては必要ではない可能
性がある（Ｌｉら、２０００）。
【０１２０】
　ＨＮＦ１Ａは、ＨＮＦ１、ＬＦＢ１、ＴＣＦ１およびＭ０ＤＹ３としても知られる。Ｈ
ＮＦ１Ａは、肝臓において高度に発現され、かついくつかの肝臓特異的遺伝子（例えば、
ヒトクラスＩアルコールデヒドロゲナーゼ）の発現の制御に関わる、転写因子である。Ｈ
ＮＦ１Ａ（Ｇｅｎｂａｎｋアクセッション番号：ＮＭ０００５４５．４）は、ホメオボッ
クス遺伝子ファミリーに属する。なぜなら、それはホメオボックスＤＮＡ結合ドメインを
含むからである。ホメオボックスは、ＤＮＡに結合するＤＮＡ配列である。翻訳されたホ
メオボックスは、高度に保存された一続きの６０アミノ酸残基である。
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【０１２１】
　フォークヘッドボックスＡ２（ＦＯＸＡ２）は、ＨＮＦ３β、ＨＮＦ３Ｂ、ＴＣＦ３Ｂ
およびＭＧＣ１９８０７としても知られる。ＦＯＸＡ２は、ＤＮＡ結合タンパク質のフォ
ークヘッドクラスのメンバーである。そのフォークヘッドボックスは、ＤＮＡに結合する
モチーフを形成する８０～１００アミノ酸の配列である。このフォークヘッドモチーフは
、そのドメインのタンパク質構造におけるループのチョウ形の外観に起因して、ウィング
ドヘリックスとしても知られる。これらの肝細胞核因子は、アルブミンおよびトランスサ
イレチンなどの肝臓特異的遺伝子に対する転写活性化因子であり、クロマチンとも相互作
用する。マウスにおける類似のファミリーメンバーは、代謝の制御ならびに膵臓および肝
臓の分化における役割を有する。この遺伝子は、若年者の成人発症型糖尿病の孤発例に関
係づけられている。異なるアイソフォームであるアイソフォーム１および２をコードする
転写物バリアントが、この遺伝子（Ｇｅｎｂａｎｋアクセッション番号：ＮＭ０２１７８
４．４；ＦＯＸＡ２－１）およびＮＭ＿１５３６７５．２；ＦＯＸＡ２－２）に対して同
定されている。
【０１２２】
　造血系によって発現されるホメオボックスタンパク質ＨＨＥＸは、ヒトではＨＨＥＸ遺
伝子によってコードされるタンパク質である。この遺伝子は、転写因子のホメオボックス
ファミリーのメンバーをコードする（そのメンバーの多くは、発生プロセスに関わってい
る）。ＨＨＥＸは、肝臓の初期発生にとって必要である。ＨＨＥＸのヌル変異によって、
肝芽形成の失敗および胚致死がもたらされる。
【０１２３】
　Ｔ－ボックス転写因子ＴＢＸ３は、ヒトではＴＢＸ３遺伝子によってコードされるタン
パク質である。この遺伝子は、共通のＤＮＡ結合ドメインであるＴ－ボックスを共有する
遺伝子の系統学的に保存されたファミリーのメンバーである。Ｔ－ボックス遺伝子は、発
生プロセスの制御に関わる転写因子をコードする。このタンパク質は、転写抑制因子であ
り、四肢類の前肢の前／後軸に関与すると考えられている。この遺伝子の変異は、肢、ア
ポクリン腺、歯、毛および生殖器の発生に影響する尺骨乳房症候群を引き起こす。この遺
伝子の選択的スプライシングによって、異なるアイソフォームをコードする３つの転写物
バリアントが生じる。
【０１２４】
　Ｇａｔａ４遺伝子は、ジンクフィンガー転写因子のＧＡＴＡファミリーのメンバーをコ
ードする。このファミリーのメンバーは、多くの遺伝子のプロモーターに存在するＧＡＴ
Ａモチーフを認識する。ＧＡＴＡ４タンパク質は、胚形成ならびに心筋の分化および機能
に関わる遺伝子を制御すると考えられている。この遺伝子の変異は、心中隔欠損ならびに
生殖欠陥を伴う。
【０１２５】
　ＭａｆＢ遺伝子は転写因子ＭＡＦＢをコードし、ｖ－ｍａｆ筋腱膜線維肉腫癌遺伝子ホ
モログＢとしても知られる。ＭＡＦＢは、骨髄細胞の赤血球特異的遺伝子のＥＴＳ１－媒
介性転写を抑制することによる系譜特異的造血を調節する上である一定の役割を果たす塩
基性ロイシンジッパー（ｂＺＩＰ）転写因子である。ＭＡＦＢはインスリンおよびグルカ
ゴンプロモーターを活性化する。
【０１２６】
　Ｂ．化学因子
　本発明のある特定の態様において、リプログラミングプロセスの少なくとも一部の間、
細胞をシグナル伝達カスケードに関与するシグナルトランスデューサーを阻害する１つ以
上のシグナル伝達阻害剤の存在下において、例えば、ＭＥＫ阻害剤、ＴＧＦ－β受容体阻
害剤、ＭＥＫ阻害剤およびＴＧＦ－β受容体阻害剤の両方またはこれらの同じ経路内の他
のシグナルトランスデューサーの阻害剤の存在下において維持することができる。
【０１２７】
　このようなシグナル伝達阻害剤、例えば、ＭＥＫ阻害剤またはＴＧＦ－β受容体阻害剤
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を少なくとももしくは約０．０２、０．０５、０．１、０．２、０．５、１、２、３、４
、５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、１００、１５０、２０
０、５００～約１０００μＭまたはその中の導き出せる任意の範囲の有効濃度にて使用す
ることができる。
【０１２８】
　２．ＭＥＫ阻害剤
　ＭＥＫ１およびＭＥＫ２は、二重機能のセリン／トレオニンおよびチロシンプロテイン
キナーゼであり、ＭＡＰキナーゼキナーゼとしても知られる。選択的ＭＥＫ阻害剤は他の
酵素を実質的に阻害することなくＭＥＫ１およびＭＥＫ２を阻害する。ＭＥＫ阻害剤は、
米国特許第５，５２５，６２５号（本明細書中で参考として援用される）のアッセイタイ
トル「酵素アッセイ」で試験されたときのＭＥＫ阻害を示す化合物である。ＭＥＫ阻害剤
は、ＡＴＰ－競合ＭＥＫ阻害剤、非ＡＴＰ競合ＭＥＫ阻害剤またはＡＴＰ－非競合ＭＥＫ
阻害剤であってよい。ＭＥＫ阻害剤の例として、ＡＺＤ６２４４（ＷＯ２００３／０７７
９１４を参照のこと）、ＰＤ－０３２５９０１（Ｐｆｉｚｅｒ）、ＰＤ－１８４３５２（
Ｐｆｉｚｅｒ）、ＸＬ－５１８（Ｅｘｅｌｉｘｉｓ）、ＡＲ－１１９（Ａｒｄｅａ　Ｂｉ
ｏｓｃｉｅｎｃｅｓ、Ｖａｌｅａｎｔ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ）、ＡＳ－７０
０１１７３（Ｍｅｒｃｋ　Ｓｅｒｏｎｏ）、ＡＳ－７０１２５５（Ｍｅｒｃｋ　Ｓｅｒｏ
ｎｏ）、３６０７７０－５４－３（Ｗｙｅｔｈ）およびＧＳＫ－１１２０２１２（Ｇｌａ
ｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）があるが、それらに限定されない。特に、ＰＤ１８４３５２
およびＰＤ０３２５９０１は、他の公知のＭＥＫ阻害剤と比べたときに高度の特異性およ
び効力を有することがわかった（Ｂａｉｎら，２００７）。他のＭＥＫ阻害剤およびＭＥ
Ｋ阻害剤のクラスは、Ｚｈａｎｇら（２０００）に記載されている。
【０１２９】
　３．ＡＬＫ５阻害剤
　単一の膜貫通型セリン／トレオニンキナーゼ受容体のファミリーを介したＴＧＦ－βサ
イトカインシグナル。これらの受容体は２つのクラス、Ｉ型つまりアクチビン様キナーゼ
（ＡＬＫ）受容体およびＩＩ型受容体に分けられることができる。ＡＬＫ受容体は、ＡＬ
Ｋ受容体が（ａ）セリン／トレオニンが豊富な細胞内尾部を欠失し、（ｂ）Ｉ型受容体間
で非常に相同であるセリン／トレオニンキナーゼドメインを保有し、（ｃ）グリシン残基
とセリン残基が豊富な領域からなるＧＳドメインと呼ばれる共通の配列モチーフを共有す
るという点でＩＩ型受容体と区別される。ＧＳドメインは細胞内キナーゼドメインのアミ
ノ末端にあり、ＩＩ型受容体による活性化に重要であると考えられる。いくつかの研究で
は、ＴＧＦ－βシグナル伝達がＡＬＫ（Ｉ型）およびＩＩ型受容体の両方を必要とするこ
とが示されている。具体的には、ＩＩ型受容体は、ＴＧＦ－βの存在下において、ＴＧＦ
－β　ＡＬＫ５に対するＩ型受容体のＧＳドメインをリン酸化する。次いでＡＬＫ５は、
２つのカルボキシ末端セリンにて細胞質タンパク質ｓｍａｄ２およびｓｍａｄ３をリン酸
化する。
【０１３０】
　種々のＡＬＫ５受容体阻害剤が報告されている。例えば、米国特許第６，４６５，４９
３号および６，９０６，０８９号ならびに米国特許出願公開第ＵＳ２００３／０１６６６
３３号、ＵＳ２００４／００６３７４５号およびＵＳ２００４／００３９１９８号（それ
ぞれの内容が本明細書に参考として援用される）を参照のこと。さらなるＡＬＫ５阻害剤
には、ＳＢ－４３１５４２（ＧｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）、ＡＬＸ－２７０－４４
８（Ｅｎｚｏ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）、Ａ　８３－０１（Ｔｏｊｏら、２００５
）、ＥＷ－７１９５（Ｐａｒｋら、２０１１）、ＫＩ２６８９４（Ｅｈａｔａら、２００
７）、ＬＹ２１０９７６１（Ｅｌｉ　Ｌｉｌｌｙ）、ＬＹ－３６４９４７（Ｅｌｉ　Ｌｉ
ｌｌｙ）、ＳＢ－５２５３３４（ＧｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）、ＳＢ－５０５１２
４（ＧｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）、ＳＤ－２０８（Ｕｈｌら、２００４）、ＩＮ－
１２３３（Ｋｉｍら、２０１０）およびＳＫＩ２１６２（ＳＫ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）が
あるが、それらに限定されない。さらに、「ＡＬＫ５阻害剤」が非特異的キナーゼ阻害剤
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を包含することを意図しない一方で、「ＡＬＫ５阻害剤」はＡＬＫ５に加えＡＬＫ４およ
び／またはＡＬＫ７を阻害する阻害剤、例えば、ＳＢ－４３１５４２を包含すると理解さ
れるべきである（例えば、Ｉｎｍａｎら，２００２を参照のこと）。
【０１３１】
　４．ｃＡＭＰアナログ
　サイクリックアデノシン一リン酸（ｃＡＭＰ）は、細菌からヒトまで、全ての細胞およ
び組織に存在する天然の化合物である。本発明に有用なｃＡＭＰ誘導体の例として、Ｎ６
－モノアシルアデノシン－３’，５’－サイクリックリン酸、２’－Ｏ－モノアシルアデ
ノシン－３’，５’－サイクリックリン酸、Ｎ６，２’－Ｏ－ジアシルアデノシン－３’
，５’－サイクリックリン酸もしくはそれらの８－メルカプト、８－低級アルキルチオ、
８－ベンジルチオ、８－アミノ、８－ヒドロキシ、８－クロロもしくは８－ブロモ置換生
成物（好ましくは８－ブロモアデノシン　３’，５’－サイクリック一リン酸）、８－ベ
ンジルチオアデノシン－３’，５’－サイクリックリン酸もしくはそのＮ６－低級アルキ
ル置換生成物および８－メルカプトアデノシン－３’，５’－サイクリックリン酸がある
が、それらに限定されず、それらのうち、特に好ましいものは、Ｎ６，２’－Ｏ－ジブチ
リルアデノシン－３’，５’－サイクリックリン酸ナトリウム（ＤＢｃＡＭＰ）、２’－
Ｏ－ブチリルアデノシン－３’，５’－サイクリックリン酸ナトリウム、Ｎ６－ブチリル
アデノシン－３’，５’－サイクリックリン酸ナトリウム、アデノシン－３’，５’－サ
イクリックリン酸ナトリウム、８－ベンジルチオ－Ｎ６－ブチリルアデノシン－３’，５
’－サイクリックリン酸および８－ベンジルチオアデノシン－３’，５’－サイクリック
リン酸である。
【０１３２】
　ＩＶ．遺伝子または遺伝子産物の送達
　ある特定の実施形態において、肝臓系譜プログラミング因子または分化因子をコードす
る核酸を送達するためのベクターが、細胞においてこれらの因子を発現するように構築さ
れ得る。これらのベクターの構成要素および送達方法の詳細は、下記に開示される。さら
に、タンパク質導入組成物またはタンパク質導入方法もまた、肝細胞プログラミング因子
の発現をもたらすために使用され得る。
【０１３３】
　さらなる態様において、肝細胞などの所望の細胞型の識別用のレポーター発現カセット
の送達においても、以下の系および方法が使用され得る。特に、肝細胞特異的制御エレメ
ントを使用することにより、レポーター遺伝子の発現が駆動され得、ゆえに、フォワード
プログラミングに由来する肝細胞が、特徴づけられ得るか、選択され得るか、または濃縮
され得る。
【０１３４】
　Ａ．核酸送達系
　当業者は、標準的な組換え手法（例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、２００１およびＡｕｓ
ｕｂｅｌら、１９９６（両方が本明細書中で参考として援用される）を参照のこと）によ
ってベクターを構築する能力を十分備えているだろう。ベクターとしては、プラスミド、
コスミド、ウイルス（バクテリオファージ、動物ウイルスおよび植物ウイルス）および人
工染色体（例えば、ＹＡＣ）、例えば、レトロウイルスベクター（例えば、モロニーマウ
ス白血病ウイルスベクター（ＭｏＭＬＶ）、ＭＳＣＶ、ＳＦＦＶ、ＭＰＳＶ、ＳＮＶなど
に由来するもの）、レンチウイルスベクター（例えば、ＨＩＶ－１、ＨＩＶ－２、ＳＩＶ
、ＢＩＶ、ＦＩＶなどに由来するもの）、アデノウイルス（Ａｄ）ベクター（その複製可
能型、複製欠損型およびガットレス型（ｇｕｔｌｅｓｓ　ｆｏｒｍ）を含む）、アデノ随
伴ウイルス（ＡＡＶ）ベクター、サルウイルス４０（ＳＶ－４０）ベクター、ウシパピロ
ーマウイルスベクター、エプスタイン・バーウイルス、ヘルペスウイルスベクター、ワク
シニアウイルスベクター、ハーベイマウス肉腫ウイルスベクター、マウス乳腺腫瘍ウイル
スベクター、およびラウス肉腫ウイルスベクターが挙げられるがこれらに限定されない。
【０１３５】
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　１．ウイルスベクター
　組換えウイルスベクターを産生する際、非必須遺伝子が、代表的には、異種（または非
天然）タンパク質に対する遺伝子またはコード配列で置き換えられる。ウイルスベクター
は、ウイルス配列を利用して核酸そしておそらくタンパク質を細胞に導入する、一種の発
現構築物である。ある特定のウイルスが細胞に感染する能力またはレセプター媒介性のエ
ンドサイトーシスによって細胞に侵入する能力、および宿主細胞のゲノムに組み込んでウ
イルス遺伝子を安定的かつ効率的に発現する能力のおかげで、それらのウイルスベクター
は、外来核酸を細胞（例えば、哺乳動物細胞）に伝達するための魅力的な候補となる。本
発明のある特定の態様の核酸を送達するために使用され得るウイルスベクターの非限定的
な例は、下記に記載される。
【０１３６】
　レトロウイルスは、それらの遺伝子を宿主ゲノムに組み込む能力、大量の外来遺伝物質
を伝達する能力、広範囲の種および細胞型に感染する能力、ならびに特別な細胞株におい
てパッケージングされる能力に起因して、遺伝子送達ベクターとして有望である（Ｍｉｌ
ｌｅｒ，１９９２）。
【０１３７】
　レトロウイルスベクターを構築するために、ある核酸を、ある特定のウイルス配列の代
わりにウイルスゲノムに挿入して、複製欠損のウイルスを生成する。ビリオンを生成する
ために、ｇａｇ、ｐｏｌおよびｅｎｖ遺伝子を含むがＬＴＲおよびパッケージング構成要
素を有しないパッケージング細胞株が構築される（Ｍａｎｎら、１９８３）。レトロウイ
ルスＬＴＲおよびパッケージング配列とともにｃＤＮＡを含む組換えプラスミドが、特別
な細胞株に導入されると（例えば、リン酸カルシウム沈殿によって）、そのパッケージン
グ配列のおかげで、組換えプラスミドのＲＮＡ転写物が、ウイルス粒子にパッケージング
され、次いで、そのウイルス粒子は、培養培地中に分泌される（Ｎｉｃｏｌａｓ　ａｎｄ
　Ｒｕｂｅｎｓｔｅｉｎ，１９８８；Ｔｅｍｉｎ，１９８６；Ｍａｎｎら、１９８３）。
次いで、その組換えレトロウイルスを含む培地を回収し、必要に応じて濃縮し、遺伝子導
入のために使用する。レトロウイルスベクターは、幅広い種類の細胞型に感染することが
できる。しかしながら、組み込みおよび安定した発現には、宿主細胞の分裂が必要である
（Ｐａｓｋｉｎｄら、１９７５）。
【０１３８】
　レンチウイルスは、共通のレトロウイルス遺伝子であるｇａｇ、ｐｏｌおよびｅｎｖに
加えて、制御機能または構造機能を有する他の遺伝子を含む、複雑なレトロウイルスであ
る。レンチウイルスベクターは、当該分野で周知である（例えば、Ｎａｌｄｉｎｉら、１
９９６；Ｚｕｆｆｅｒｅｙら、１９９７；Ｂｌｏｍｅｒら、１９９７；米国特許第６，０
１３，５１６号および同第５，９９４，１３６号を参照のこと）。
【０１３９】
　組換えレンチウイルスベクターは、非分裂細胞に感染することができ、インビボとエキ
ソビボの両方における遺伝子導入および核酸配列の発現のために使用され得る。例えば、
好適な宿主細胞に、パッケージング機能を保持する２つ以上のベクター（すなわち、ｇａ
ｇ、ｐｏｌおよびｅｎｖ、ならびにｒｅｖおよびｔａｔ）をトランスフェクトする、非分
裂細胞に感染することができる組換えレンチウイルスが、米国特許第５，９９４，１３６
号（本明細書中で参考として援用される）に記載されている。
【０１４０】
　同様に、アデノ関連ウイルス（ＡＡＶ）ベクターを使用し、核酸分子の宿主細胞ゲノム
への組み込みを媒介することができる。例えば、ｇｕｔｌｅｓｓ　ＡＡＶベクターを、ウ
イルスの末端逆位配列（ＩＴＲ）が組み込み用の核酸分子に隣接するように使用すること
ができる。細胞がこのようなベクターで形質導入される場合、本質的にランダムなゲノム
組み込みを達成することができる。一方、細胞が（ウイルスの、またはトランスで発現し
た）機能的ＡＡＶ　Ｒｅｐ遺伝子の存在下において形質導入される場合、ＡＡＶＳ１組み
込み部位の配列の部位特異的組み込みを達成することができる。
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【０１４１】
　２．エピソームベクター
　プラスミドベースまたはリポソームベースの染色体外（すなわち、エピソーム）のベク
ターの使用もまた、本発明のある特定の態様において提供され得る。そのようなエピソー
ムベクターとしては、例えば、ｏｒｉＰベースのベクター、および／またはＥＢＮＡ－１
の誘導体をコードするベクターが挙げられ得る。これらのベクターは、ＤＮＡの大きなフ
ラグメントを、細胞に導入すること、染色体外に維持すること、１回の細胞周期あたり１
回複製されること、効率的に娘細胞に分配されること、および実質的に免疫応答を誘発し
ないことを可能にし得る。
【０１４２】
　特に、ｏｒｉＰベースの発現ベクターの複製に必要な唯一のウイルスタンパク質である
ＥＢＮＡ－１は、ＭＨＣクラスＩ分子上での抗原提示に必要なプロセシングを迂回する有
効な機構を発達させているので、細胞性免疫応答を誘発しない（Ｌｅｖｉｔｓｋａｙａら
、１９９７）。さらに、ＥＢＮＡ－１は、クローニングされた遺伝子の発現を増強するよ
うにトランスで作用し得、それにより、クローニングされた遺伝子の発現がいくつかの細
胞株において最大１００倍誘導される（Ｌａｎｇｌｅ－Ｒｏｕａｕｌｔら、１９９８；Ｅ
ｖａｎｓら、１９９７）。最後に、そのようなｏｒｉＰベースの発現ベクターの製造は、
安価である。
【０１４３】
　ＥＢＮＡ－１の６４１個のアミノ酸（ＡＡ）は、変異分析および欠失分析によるその種
々の機能に関連したドメインに分類されている。ＡＡ４０－８９とＡＡ３２９－３７８と
の間の２つの領域は、ＥＢＮＡ－１により結合されるとき、シスまたはトランスで２つの
ＤＮＡエレメントを連結することができるため、連結領域１および２（ＬＲ１、ＬＲ２）
と名付けられている。ＬＲ１およびＬＲ２は、複製において機能的に冗長であり、いずれ
か１つの欠失がＤＮＡ複製を支持することができるＥＢＮＡ－１の誘導体を産生する（Ｍ
ａｃｋｅｙ　ａｎｄ　Ｓｕｇｄｅｎ、１９９９；Ｓｅａｒｓら、２００４）。ＬＲ１およ
びＬＲ２は、アルギニン残基およびグリシン残基が豊富であり、Ａ／ＴリッチなＤＮＡと
結合するＡＴ－フックモチーフに似ている（Ａｒａｖｉｎｄ　ａｎｄ　Ｌａｎｄｓｍａｎ
、１９９８）、（Ｓｅａｒｓら、２００４）。ＥＢＮＡ－１のＬＲ１およびＬＲ２のイン
ビトロ分析は、Ａ／ＴリッチなＤＮＡに結合する能力を実証している（Ｓｅａｒｓら、２
００４）。このようなＡＴ－フックを１つ含有するＬＲ１をＥＢＮＡ－１のＤＮＡ結合お
よび二量化ドメインに融合させたときに、ｏｒｉＰプラスミドのＤＮＡ複製に十分である
が、野生型ＥＢＮＡ－１ほど効率的でないことがわかった。
【０１４４】
　本発明の特定の実施形態において、リプログラミングベクターは、ＯｒｉＰと、細胞分
裂中のプラスミド複製およびその適正な維持を支持するのに適したＥＢＮＡ－１のバージ
ョンをコードする短縮された配列の両方を含有する。野生型ＥＢＮＡ－１のアミノ末端の
３分の１にある高度反復配列と、種々の細胞で毒性が実証されている２５アミノ酸領域の
除去は、ｏｒｉＰと関連するＥＢＮＡ－１’のトランス作用型機能に対して重要ではない
（Ｋｅｎｎｅｄｙら、２００３）。それゆえ、デルタＵＲ１として知られる、ＥＢＮＡ－
１の短縮形態を、一実施形態におけるこのエピソームベクターベース系内でｏｒｉＰとと
もに使用することができる。
【０１４５】
　ある特定の態様において、本発明において使用され得るＥＢＮＡ－１の誘導体は、対応
する野生型ポリペプチドに対して、改変されたアミノ酸配列を有するポリペプチドである
。改変は、ＥＢＮＡ－１のＬＲ１の独自の領域（残基約４０～約８９）に対応する領域の
少なくとも１つのアミノ酸残基の欠失、挿入または置換を含み、ＥＢＮＡ－１の他の残基
に対応する領域の１つ以上のアミノ酸残基、例えば、約残基１～約残基４０、残基約９０
～約３２８（「Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ａｌａ」反復領域）、残基約３２９～約３７７（ＬＲ２
）、残基約３７９～約３８６（ＮＬＳ）、残基約４５１～約６０８（ＤＮＡ結合および二
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量化）または残基約６０９～約６４１の欠失、挿入および／または置換を含むことができ
るが、但し、得られた誘導体が所望の特性を有し、例えば、ｏｒｉＰに対応するｏｒｉを
含有するＤＮＡを二量化し、結合し、核に局在し、細胞毒性が無く、かつ染色体外からの
転写を活性化するが、実質的に組み込まれた鋳型からの転写を活性化（ａｃｔｉｖｅ）し
ないものとする。
【０１４６】
　重要なことに、ｏｒｉＰベースのエピソームベクターの複製および維持は不完全であり
、細胞に導入された最初の２週間内に細胞から急激に（細胞分裂当たり２５％）失われる
が、プラスミドを保持するこれらの細胞は少ない頻度（細胞分裂当たり３％）で失う（Ｌ
ｅｉｇｈｔ　ａｎｄ　Ｓｕｇｄｅｎ、２００１；Ｎａｎｂｏ　ａｎｄ　Ｓｕｇｄｅｎ、２
００７）。いったん、プラスミドを保持する細胞の選択をやめると、プラスミドは、各細
胞分裂の間に失われ、最後には得られた娘細胞内に先に存在した足跡を残すことなく、時
間をわたってそれら全てが排除される。本発明のある特定の態様は、ｏｒｉＰベース系の
この足跡の少ない特徴を、現在の遺伝子を送達するウイルス関連手法の代替物として使用
し、ｉＰＳ細胞を産生する。他の染色体外ベクターも宿主細胞の複製および増殖中に失わ
れ、本発明において使用することができる。
【０１４７】
　他の染色体外ベクターとしては、他のリンパ球向性ヘルペスウイルスベースのベクター
が挙げられる。リンパ球向性ヘルペスウイルスは、リンパ芽球（例えば、ヒトＢリンパ芽
球）において複製し、その天然の生活環の一部の間、プラスミドになる、ヘルペスウイル
スである。単純ヘルペスウイルス（ＨＳＶ）は、「リンパ球向性」ヘルペスウイルスでは
ない。例示的なリンパ球向性ヘルペスウイルスとしては、ＥＢＶ、カポジ肉腫ヘルペスウ
イルス（ＫＳＨＶ）；リスザルヘルペスウイルス（ＨＳ）およびマレック病ウイルス（Ｍ
ＤＶ）が挙げられるが、これらに限定されない。エピソームベースのベクターの他の供給
源も企図される（例えば、酵母ＡＲＳ、アデノウイルス、ＳＶ４０またはＢＰＶ）。
【０１４８】
　当業者は、標準的な組換え手法によってベクターを構築する能力を備えているだろう（
例えば、Ｍａｎｉａｔｉｓら、１９８８およびＡｕｓｕｂｅｌら、１９９４（両方が本明
細書中で参考として援用される）を参照のこと）。
【０１４９】
　ベクターは、遺伝子送達および／もしくは遺伝子発現をさらに調節するかまたは標的に
された細胞に有益な性質を別途提供する、他の構成要素または機能も含み得る。そのよう
な他の構成要素としては、例えば、細胞への結合または標的化に影響を及ぼす構成要素（
細胞型または組織に特異的な結合を媒介する構成要素を含む）；その細胞によるベクター
核酸の取り込みに影響を及ぼす構成要素；取り込み後の細胞内のポリヌクレオチドの局在
化に影響を及ぼす構成要素（例えば、核局在化を媒介する作用物質）；およびそのポリヌ
クレオチドの発現に影響を及ぼす構成要素が挙げられる。
【０１５０】
　そのような構成要素は、ベクターによって送達された核酸を取り込み、それを発現して
いる細胞を検出するためまたは選択するために使用され得る検出可能および／または選択
可能なマーカーなどのマーカーも含み得る。そのような構成要素は、そのベクターの本来
の特徴として提供され得る（例えば、結合および取り込みを媒介する構成要素または機能
を有するある特定のウイルスベクターの使用）か、またはベクターは、そのような機能を
提供するように改変され得る。多種多様のそのようなベクターが、当該分野で公知であり
、一般に利用可能である。ベクターが宿主細胞内で維持されるとき、そのベクターは、自
律的な構造として有糸分裂中にその細胞によって安定して複製され得るか、宿主細胞のゲ
ノム内に組み込まれ得るか、または宿主細胞の核もしくは細胞質において維持され得る。
【０１５１】
　３．トランスポゾンベースの系
　特定の実施形態によると、核酸の導入は、トランスポゾン－トランスポザーゼ系を使用
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し得る。使用されるトランスポゾン－トランスポザーゼ系は、周知のＳｌｅｅｐｉｎｇ　
Ｂｅａｕｔｙ、Ｆｒｏｇ　Ｐｒｉｎｃｅトランスポゾン－トランスポザーゼ系（後者の説
明については、例えば、ＥＰ１５０７８６５を参照のこと）またはＴＴＡＡ特異的トラン
スポゾンＰｉｇｇｙＢａｃ系であり得る。
【０１５２】
　トランスポゾンは、転位と呼ばれるプロセスである、単一の細胞のゲノム内の種々の位
置にあちこち移動し得るＤＮＡの配列である。そのプロセスでは、トランスポゾンは、変
異を引き起こし得、ゲノム内のＤＮＡの量を変化させ得る。トランスポゾンは、かつては
ジャンピング遺伝子とも呼ばれ、可動性遺伝因子の例である。
【０１５３】
　種々の可動性遺伝因子が存在し、それらは、転位の機構に基づいてグループ分けされ得
る。クラスＩ可動性遺伝因子、すなわちレトロトランスポゾンは、まず、ＲＮＡに転写さ
れ、次いで、逆転写酵素によってＤＮＡに逆転写し戻されて、そしてそのゲノムの別の位
置に挿入されることによって、自身を複製する。クラスＩＩ可動性遺伝因子は、トランス
ポザーゼを用いて、それらをゲノム内に「切り貼り」して、１つの位置から別の位置に直
接移動する。
【０１５４】
　４．相同組み換えヌクレアーゼベース系
　本発明のある特定の態様において、核酸分子をゲノム操作に特異的な方法において、例
えば、相同組み換えを介して細胞に導入することができる。上記のように、細胞で遺伝子
を発現させる手法の中には、ゲノムにランダムに組み込まれるウイルスベクターまたは導
入遺伝子の使用を含むものもある。しかし、これらの手法は、組み込まれた核酸から発現
を効率よく媒介することができないか、または天然の遺伝子の破壊を生じるかのいずれか
の部位に生じる組み込みの欠点を有する。ランダムな組み込みに関連する問題は、標的ゲ
ノムの特定の遺伝子座、例えば、ＡＡＶＳ１またはＲｏｓａ２６遺伝子座への相同組み換
えにより部分的に克服され得る。
【０１５５】
　相同組み換え（ＨＲ）は、一般的な組み換えとしても知られており、ヌクレオチド配列
が２つの類似の、または同一鎖のＤＮＡ間で交換される、全ての生命形態に使用される遺
伝子組み換えの一種である。この技術は１９８０年中期以来、哺乳動物細胞のゲノム操作
の標準的な方法となっている。このプロセスは、ＤＮＡの物理的な切断および最終的な再
結合のいくつかの段階を含む。このプロセスは、ＤＮＡの潜在的に致死的な二重鎖切断を
修復するために最も広く使用される。さらに、相同組み換えは、真核生物が精子および卵
子などの生殖細胞を作製するプロセスである減数分裂中にＤＮＡ配列の新たな組み合わせ
を産生する。これらの新たなＤＮＡの組み合わせは、集団が時間をわたって環境条件の変
化に進化しながら適応することを可能にする、子孫の遺伝的変異を表す。相同組み換えは
、細菌およびウイルスの異なる菌株および種の間で遺伝物質を交換する水平遺伝子導入に
も使用される。相同組み換えは、標的生物への遺伝的変化を導入する分子生物学における
技術としても使用される。
【０１５６】
　相同組換え（ＨＲ）は、１９８０年代中頃以降、哺乳動物細胞におけるゲノム操作の標
準的な方法である標的化ゲノム改変手法である。哺乳動物細胞における標準的なＨＲの効
率は、処理された細胞のうちたった１０－６～１０－９である（Ｃａｐｅｃｃｈｉ，１９
９０）。メガヌクレアーゼまたはホーミングエンドヌクレアーゼ（例えば、Ｉ－ＳｃｅＩ
）の使用を用いることにより、ＨＲの効率が上昇した。天然のメガヌクレアーゼと、改変
された標的化特異性を有する操作されたメガヌクレアーゼの両方が、ＨＲ効率を上昇させ
るために利用された（Ｐｉｎｇｏｕｄ　ａｎｄ　Ｓｉｌｖａ，２００７；Ｃｈｅｖａｌｉ
ｅｒら、２００２）。ＨＲの効率を上昇させる別の道は、プログラム可能なＤＮＡ特異性
ドメインを有するキメラエンドヌクレアーゼを操作することだった（Ａｒｎｏｕｌｄら、
２０１１）。ジンクフィンガーヌクレアーゼ（ＺＦＮ）は、そのようなキメラ分子の１つ
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の例であり、ここで、ジンクフィンガーＤＮＡ結合ドメインは、ＦｏｋＩなどのＴｙｐｅ
　ＩＩＳ制限エンドヌクレアーゼの触媒ドメインに融合される（Ｄｕｒａｉら、２００５
；ＷＯ０５／０２８６３０に概説されているように）。
【０１５７】
　そのような特異性分子の別のクラスとしては、ＦｏｋＩなどのＴｙｐｅ　ＩＩＳ制限エ
ンドヌクレアーゼの触媒ドメインに融合された転写アクチベーター様エフェクター（ＴＡ
ＬＥ）ＤＮＡ結合ドメインが挙げられる（Ｍｉｌｌｅｒら、２０１１：ＰＣＴ／ＩＢ２０
１０／０００１５４）。ＴＡＬＥＮは、目的の事実上任意の所与の部位での部位特異的ゲ
ノム改変のために設計され得る（Ｃｅｒｍａｋら、２０１１；Ｃｈｒｉｓｔｉａｎら、２
０１０；Ｌｉら、２０１１；Ｍｉｌｌｅｒら、２０１１；Ｗｅｂｅｒら、２０１１；Ｚｈ
ａｎｇら、２０１１）。部位特異的ＤＮＡ結合ドメインはＦｏｋ　ＩなどのＤＮＡ切断酵
素を含む融合タンパク質として発現される。ＤＮＡ結合ドメインは反復アミノ酸の足場で
あり、連結する反復物のそれぞれはＤＮＡの単一のヌクレオチドに結合する２つの可変ア
ミノ酸である。例えば、Ａｓｎ－Ａｓｎはグアノシンと結合し、Ａｓｎ－Ｉｌｅはアデノ
シンと結合し、Ａｓｎ－Ｇｌｙはチミジンと結合し、Ｈｉｓ－Ａｓｐはシトシンと結合す
る。これらの２つのアミノ酸は、反復可変性二残基つまりＲＶＤとして知られている。多
くの異なるＲＶＤがあり、これらをＴＡＬエフェクター／Ｆｏｒｋ１タンパク質構築物に
操作し、特定のＴＡＬＥＮを作り出すことができる。次いで、組み換えＴＡＬＥＮをコー
ドするＲＮＡを精製し、部位特異的ゲノム改変のために細胞にトランスフェクトすること
ができる。いったん、ＴＡＬＥＮが二重鎖ＤＮＡ切断を導入すると、ＤＮＡを非相同末端
結合（ＮＨＥＪ）により、または相同組み換え修復（ＨＤＲ）により改変することができ
る。これにより、ＤＮＡ修復中にどのような追加の配列が存在するかに応じてＤＮＡの突
然変異誘発、欠失または付加が可能になる。
【０１５８】
　Ｂ．調節エレメント
　ベクターに含められる真核生物の発現カセットは、好ましくは、タンパク質コード配列
に作動可能に連結された真核生物転写プロモーター、介在配列を含むスプライスシグナル
、および転写終結／ポリアデニル化配列を（５’から３’の方向で）含む。
【０１５９】
　１．プロモーター／エンハンサー
　「プロモーター」は、転写の開始および比率を調節する核酸配列の一領域である調節配
列である。プロモーターは、制御タンパク質および制御分子（例えば、ＲＮＡポリメラー
ゼおよび他の転写因子）が結合して、核酸配列の特定の転写を開始し得る、遺伝因子を含
み得る。句「作動可能に位置する」、「作動可能に連結される」、「制御下」および「転
写制御下」は、プロモーターが、ある核酸配列の転写開始および／または発現を調節する
ようにその配列に対して正しい機能的位置におよび／または方向で存在することを意味す
る。
【０１６０】
　プロモーターは、通常、ＲＮＡ合成の開始部位の位置を定めるように機能する配列を含
む。このうち最もよく知られている例は、ＴＡＴＡボックスであるが、ＴＡＴＡボックス
を欠くいくつかのプロモーター（例えば、哺乳動物のターミナルデオキシヌクレオチジル
トランスフェラーゼ遺伝子に対するプロモーターおよびＳＶ４０後期遺伝子に対するプロ
モーター）では、開始部位自体に存在する不連続のエレメントが、開始の位置を固定する
のを助ける。追加のプロモーターエレメントは、転写開始の頻度を制御する。代表的には
、これらは、開始部位の３０～１１０ｂｐ上流の領域に位置するが、いくつかのプロモー
ターは、開始部位の下流にも同様に機能的エレメントを含むと示されている。コード配列
をプロモーター「の制御下に」するために、転写読み枠の転写開始部位の５’末端が、選
択されたプロモーターの「下流」（すなわち、３’）に置かれる。「上流の」プロモータ
ーは、ＤＮＡの転写を刺激し、コードされるＲＮＡの発現を促す。
【０１６１】
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　プロモーターエレメント間の間隔は、それらのエレメントが、互いに対して反転される
かまたは移動されてもプロモーターの機能が保存されるように、可撓性であることが多い
。ｔｋプロモーターでは、プロモーターエレメント間の間隔は、活性が低下し始める前に
５０ｂｐまで離され得る。プロモーターに応じて、個別のエレメントが、転写を活性化す
るように協同的にまたは独立して機能し得るとみられる。プロモーターは、核酸配列の転
写活性化に関わるシス作用性の制御配列のことを指す「エンハンサー」とともに使用され
てもよいし、使用されなくてもよい。
【０１６２】
　プロモーターは、コーディングセグメントおよび／またはエキソンの上流に位置する５
’非コード配列を単離することによって得られることがあるように、天然に核酸配列に付
随するものであり得る。そのようなプロモーターは、「内在性」と呼ばれ得る。同様に、
エンハンサーは、天然には、その配列の下流または上流に位置する核酸配列に付随するも
のであり得る。あるいは、コーディング核酸セグメントを組換えプロモーターまたは異種
プロモーター（天然の環境では通常その核酸配列に付随しないプロモーターのことを指す
）の制御下に置くことによって、ある特定の利点が得られる。また、組換えエンハンサー
または異種エンハンサーは、天然の環境では通常その核酸配列に付随しないエンハンサー
のことを指す。そのようなプロモーターまたはエンハンサーには、他の遺伝子のプロモー
ターまたはエンハンサー、および他の任意のウイルスまたは原核細胞もしくは真核細胞か
ら単離されたプロモーターまたはエンハンサー、ならびに「天然に存在」しない、すなわ
ち、異なる転写制御領域の異なるエレメントおよび／または発現を変化させる変異を含む
プロモーターまたはエンハンサーが含まれ得る。例えば、組換えＤＮＡ構築物において最
も一般的に使用されるプロモーターとしては、β－ラクタマーゼ（ペニシリナーゼ）、ラ
クトースおよびトリプトファン（ｔｒｐ）プロモーター系が挙げられる。プロモーターお
よびエンハンサーの核酸配列を合成的に生成することに加えて、配列は、本明細書中に開
示される組成物に関連して組換えクローニングおよび／または核酸増幅技術（ＰＣＲＴＭ

を含む）を使用して生成され得る（米国特許第４，６８３，２０２号および同第５，９２
８，９０６号（これらの各々が本明細書中で参考として援用される）を参照のこと）。さ
らに、核以外の細胞小器官（例えば、ミトコンドリア、葉緑体など）内の配列の転写およ
び／または発現を指示する調節配列も同様に使用され得ることが企図される。
【０１６３】
　当然のこととして、発現のために選択された細胞小器官、細胞型、組織、器官または生
物におけるＤＮＡセグメントの発現を効果的に指示するプロモーターおよび／またはエン
ハンサーを使用することが重要であり得る。分子生物学の当業者は、通常、タンパク質発
現のためのプロモーター、エンハンサーおよび細胞型の組み合わせの使用について承知し
ている（例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、１９８９（本明細書中で参考として援用される）
を参照のこと）。使用されるプロモーターは、構成的であり得、組織特異的であり得、誘
導性であり得、そして／または導入されたＤＮＡセグメントの高レベルの発現を指示する
のに適切な条件下において有用（例えば、組換えタンパク質および／または組換えペプチ
ドの大規模生成において有益）であり得る。そのプロモーターは、異種性であってもよい
し、内在性であってもよい。
【０１６４】
　さらに、任意のプロモーター／エンハンサーの組み合わせ（例えば、ｅｐｄ．ｉｓｂ－
ｓｉｂ．ｃｈ／におけるワールドワイドウェブを介して、Ｅｕｋａｒｙｏｔｉｃ　Ｐｒｏ
ｍｏｔｅｒ　Ｄａｔａ　Ｂａｓｅ　ＥＰＤＢに従って）もまた、発現を駆動するために使
用され得る。Ｔ３、Ｔ７またはＳＰ６細胞質発現系の使用が、別の可能性のある実施形態
である。適切な細菌ポリメラーゼが、送達複合体の一部としてまたは追加の遺伝的発現構
築物として提供される場合、真核細胞は、ある特定の細菌プロモーターからの細胞質の転
写を支持し得る。
【０１６５】
　プロモーターの非限定的な例としては、初期または後期ウイルスプロモーター（例えば
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、ＳＶ４０初期または後期プロモーター、サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）最初期プロモ
ーター、ラウス肉腫ウイルス（ＲＳＶ）初期プロモーター）；真核細胞プロモーター（例
えば、ベータアクチンプロモーター（Ｎｇ，１９８９；Ｑｕｉｔｓｃｈｅら、１９８９）
、ＧＡＤＰＨプロモーター（Ａｌｅｘａｎｄｅｒら、１９８８，Ｅｒｃｏｌａｎｉら、１
９８８）、メタロチオネインプロモーター（Ｋａｒｉｎら、１９８９；Ｒｉｃｈａｒｄｓ
ら、１９８４））；および連鎖状の（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｅｄ）応答エレメントプロモ
ーター（例えば、サイクリックＡＭＰ応答エレメントプロモーター（ｃｒｅ）、血清応答
エレメントプロモーター（ｓｒｅ）、ホルボールエステルプロモーター（ＴＰＡ）および
最小ＴＡＴＡボックス近傍の応答エレメントプロモーター（ｔｒｅ））が挙げられる。ヒ
ト成長ホルモンプロモーター配列（例えば、Ｇｅｎｂａｎｋアクセッション番号Ｘ０５２
４４，ヌクレオチド２８３－３４１に記載されているヒト成長ホルモン最小プロモーター
）またはマウス乳腺腫瘍プロモーター（ＡＴＣＣ，Ｃａｔ．Ｎｏ．ＡＴＣＣ４５００７か
ら入手可能）を使用することも可能である。特定の例は、ホスホグリセリン酸キナーゼ（
ＰＧＫ）プロモーターであり得る。
【０１６６】
　組織特異的な導入遺伝子発現（特に、フォワードプログラミングから生成された肝細胞
におけるレポーター遺伝子発現（例えば、抗生物質耐性遺伝子の発現）のためのもの）は
、生成された肝細胞を識別する方法として望ましい。特異性と活性の両方を増加させるた
めに、シス作用性の制御エレメントの使用が企図されている。例えば、肝細胞特異的プロ
モーター（例えば、アルブミン、α－１－抗トリプシン（ＡＡＴ）、シトクロムｐ４５０
　３Ａ４（ＣＹＰ３Ａ４）、アポリポタンパク質Ａ－ＩまたはＡＰＯＥのプロモーター）
が使用され得る。
【０１６７】
　ある特定の態様において、これは、エンハンサー配列、すなわち、プロモーターの活性
を高め、その配向に関係なく、比較的長い距離にわたっても（標的プロモーターから数キ
ロベースまで離れていても）シスで作用する能力を有する核酸配列にも関係する。しかし
ながら、エンハンサーは、所与のプロモーターと近位であっても機能し得るので、エンハ
ンサーの機能は、必ずしもそのような長い距離に限定されるものではない。肝臓の場合、
そのような器官特異的制御配列をレトロウイルス、レンチウイルス、アデノウイルスおよ
びアデノ随伴ウイルスのベクターまたは非ウイルスベクター（しばしば、ハウスキーピン
グ肝細胞特異的細胞性プロモーターに加えて）に組み込む数多くのアプローチが、これま
でに報告されている（Ｆｅｒｒｙら、１９９８；Ｇｈｏｓｈら、２０００；Ｍｉａｏら、
２０００；Ｆｏｌｌｅｎｚｉら、２００２）。
【０１６８】
　肝臓特異的遺伝子のいくつかのエンハンサー配列が、証明されている。ＷＯ２００９１
３０２０８には、いくつかの肝臓特異的制御エンハンサー配列が記載されている。ＷＯ９
５／０１１３０８には、プロモーターおよび導入遺伝子に連結された肝細胞特異的調節領
域（ＨＣＲ）エンハンサーを含む遺伝子治療ベクターが記載されている。ヒトアポリポタ
ンパク質Ｅ－肝細胞調節領域（ＡｐｏＥ－ＨＣＲ）は、アポリポタンパク質Ｅ（ＡｐｏＥ
）遺伝子の肝臓特異的発現のための遺伝子座調節領域（ＬＣＲ）である。ＡｐｏＥ－ＨＣ
Ｒは、ＡｐｏＥ／ＣＩ／ＣＩＩ遺伝子座に位置し、全長７７１ｂｐを有し、肝臓における
遺伝子ＡｐｏＥおよびＡｐｏＣ－Ｉの発現において重要である（Ｓｉｍｏｎｅｔら、１９
９３）。ＷＯ０１／０９８４８２では、この特異的なＡｐｏＥエンハンサー配列またはそ
の短縮バージョンと肝臓プロモーターとの組み合わせが提唱されている。（非短縮型）Ａ
ｐｏＥ－ＨＣＲエンハンサーとヒトアルファ－抗トリプシン（ＡＡＴ）プロモーターとを
組み合わせているベクター構築物が、インビボにおいて最高レベルの治療用タンパク質を
生成することができること（Ｍｉａｏら、２０００）、および異種導入遺伝子とともに使
用されるとき、持続性の発現をもたらし得ること（Ｍｉａｏら、２００１）が示された。
【０１６９】
　例えばｐＡＡＶ－ＡｐｏＨＣＲ－ＡＡＴ－ＦＩＸＩＡ構築物（ＶａｎｄｅｎＤｒｉｅｓ
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ｓｃｈｅら、２００７）において使用されるような、このＡｐｏＥ－ＨＣＲ－ＡＡＴ発現
カセットは、公知の最も強力な肝臓特異的ＦＩＸ発現構築物の１つであり、重症血友病Ｂ
を有するヒトにおける第１／２相用量漸増臨床研究において適用に成功している（Ｍａｎ
ｎｏら、２００６）。このｈＦＩＸミニ遺伝子の発現は、ヒトＡＡＴプロモーターに接続
されたＡｐｏＥ－ＨＣＲから駆動される。ヒトＡＡＴ遺伝子の５’フランキング配列は、
およそ１．２ｋｂの全長を有する遠位エンハンサーおよび近位配列を含む複数のシス制御
エレメントを含む。主に肝臓において、また、それほどではないにせよ、ＡＡＴを発現す
ると知られている他の組織において、遺伝子発現を駆動することによってインビボにおい
て組織特異性を付与するのに十分であると示された（Ｓｈｅｎら、１９８９）。ＡｐｏＥ
エンハンサーとともにこの１．２ｋｂの領域のうちの３４７ｂｐのフラグメントは、長期
間にわたる肝臓特異的遺伝子発現をインビボにおいて達成することができる（Ｌｅら、１
９９７）。興味深いことに、このより短いプロモーターは、より大きなＡＡＴプロモータ
ーフラグメントについて報告されているものよりも特異的に発現を肝臓に対して標的にす
る（Ｙｕｌｌら、１９９５）。
【０１７０】
　他のキメラ肝臓特異的構築物、例えば、ＡＡＴプロモーターおよびアルブミンもしくは
Ｂ型肝炎エンハンサー（Ｋｒａｍｅｒら、２００３）、またはアポリポタンパク質Ｅエン
ハンサーエレメントの２つのタンデムコピーに連結されたアルコールデヒドロゲナーゼ６
（ＡＤＨ６）基本プロモーター（Ｇｅｈｒｋｅら、２００３）を有する構築物もまた、文
献において提案されている。後者の刊行物の著者らは、比較的小さいサイズ（１０６８ｂ
ｐ）のこのエンハンサー－プロモーター組み合わせの重要性を強調している。
【０１７１】
　２．開始シグナルおよび内部リボソーム結合部位
　特異的な開始シグナルもまた、コード配列の効率的な翻訳のために使用され得る。これ
らのシグナルは、ＡＴＧ開始コドンまたは隣接配列を含む。ＡＴＧ開始コドンを含む外因
性の翻訳調節シグナルは、提供される必要があり得る。当業者は、このことを決定するこ
とおよび必要なシグナルを提供することが容易に可能であろう。挿入物全体の翻訳を確実
にするためには、開始コドンが所望のコード配列の読み枠と「インフレーム」で存在しな
ければならないことは、周知である。外因性の翻訳調節シグナルおよび開始コドンは、天
然のものまたは合成のものであり得る。発現効率は、適切な転写エンハンサーエレメント
を含めることによって増大され得る。
【０１７２】
　本発明のある特定の実施形態において、内部リボソーム進入部位（ＩＲＥＳ）エレメン
トの使用を用いることにより、多重遺伝子、すなわちポリシストロニックなメッセージが
作り出される。ＩＲＥＳエレメントは、５’メチル化Ｃａｐ依存的翻訳のリボソームスキ
ャニングモデルを迂回することおよび内部部位において翻訳を開始することができる（Ｐ
ｅｌｌｅｔｉｅｒ　ａｎｄ　Ｓｏｎｅｎｂｅｒｇ，１９８８）。ピコルナウイルス科の２
つのメンバー（ポリオおよび脳心筋炎）由来のＩＲＥＳエレメント（Ｐｅｌｌｅｔｉｅｒ
　ａｎｄ　Ｓｏｎｅｎｂｅｒｇ，１９８８）ならびに哺乳動物のメッセージ由来のＩＲＥ
Ｓ（Ｍａｃｅｊａｋ　ａｎｄ　Ｓａｒｎｏｗ，１９９１）が報告されている。ＩＲＥＳエ
レメントは、異種オープンリーディングフレームに連結され得る。複数のオープンリーデ
ィングフレーム（各々、ＩＲＥＳによって分断されている）が、一緒に転写されて、ポリ
シストロニックなメッセージが生成され得る。ＩＲＥＳエレメントのおかげで、各オープ
ンリーディングフレームが、効率的な翻訳のためにリボソームに接近可能になる。複数の
遺伝子が、単一のメッセージを転写する単一のプロモーター／エンハンサーを用いて効率
的に発現され得る（米国特許第５，９２５，５６５号および同第５，９３５，８１９号（
各々が、本明細書中で参考として援用される）を参照のこと）。
【０１７３】
　３．複製開始点
　宿主細胞においてベクターを増やすために、そのベクターは、複製が開始される特定の
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核酸配列である１つ以上の複製開始点部位（しばしば「ｏｒｉ」と呼ばれる）、例えば、
上に記載されたようなＥＢＶのｏｒｉＰ、またはプログラミングにおいて類似の機能もし
くは高められた機能を有する遺伝的に操作されたｏｒｉＰに対応する核酸配列を含み得る
。Ｏｒｉｐは、ＤＮＡ複製を開始する部位または近くの部位であり、ファミリーオブリピ
ート（ｆａｍｉｌｙ　ｏｆ　ｒｅｐｅａｔｓ）（ＦＲ）および二回転対称（ｄｙａｄ　ｓ
ｙｍｍｅｔｒｙ）（ＤＳ）として知られる、およそ１キロベース対離れた２つのシス作用
型配列からなる。あるいは、上に記載されたような他の染色体外で複製するウイルスの複
製起点または自律複製配列（ＡＲＳ）が使用され得る。
【０１７４】
　４．選択およびスクリーニング可能なマーカー
　本発明のある特定の実施形態において、本発明の核酸構築物を含む細胞は、マーカーを
発現ベクターに含めることによって、インビトロまたはインビボにおいて識別され得る。
そのようなマーカーは、その発現ベクターを含む細胞の容易な識別を可能にする識別可能
な変化を細胞に付与し得る。一般に、選択マーカーは、選択を可能にする性質を付与する
ものである。ポジティブ選択マーカーは、マーカーの存在によって、その選択が可能にな
るものであるのに対し、ネガティブ選択マーカーは、その存在が選択を妨げるものである
。ポジティブ選択マーカーの例は、薬物耐性マーカーである。
【０１７５】
　通常、薬物選択マーカーを含めることによって、形質転換体のクローニングおよび識別
が助けられ、例えば、ネオマイシン、ピューロマイシン、ハイグロマイシン、ＤＨＦＲ、
ＧＰＴ、ゼオシンおよびヒスチジノールに対する耐性を付与する遺伝子が、有用な選択マ
ーカーである。条件の実行に基づいて形質転換体の判別を可能にする表現型を付与するマ
ーカーに加えて、ＧＦＰなどのスクリーニング可能なマーカー（その根拠は比色解析であ
る）を含む他のタイプのマーカーも企図される。あるいは、ネガティブ選択マーカーとし
てスクリーニング可能な酵素（例えば、単純ヘルペスウイルスチミジンキナーゼ（ｔｋ）
またはクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ＣＡＴ））が利用され得る。
当業者は、おそらくＦＡＣＳ解析とともに、免疫学的マーカーを使用する方法も承知して
いるだろう。使用されるマーカーは、遺伝子産物をコードする核酸と同時に発現されるこ
とができる限り、重要であると考えられていない。選択およびスクリーニング可能なマー
カーのさらなる例は、当業者に周知である。本発明の１つの特徴は、プログラミング因子
がそれらの細胞における所望のプログラミング変化をもたらした後に、選択およびスクリ
ーニング可能なマーカーを使用することにより、肝細胞が選択されることを含む。
【０１７６】
　Ｃ．核酸送達
　ＤＮＡまたはＲＮＡなどの核酸を、本発明によってプログラムされる細胞に導入するこ
とは、本明細書中に記載されるようなまたは当業者に公知であり得るような、細胞を形質
転換するための核酸送達に適した任意の方法を使用し得る。そのような方法としては、Ｄ
ＮＡの直接的な送達（例えば、エキソビボトランスフェクション（Ｗｉｌｓｏｎら、１９
８９，Ｎａｂｅｌら、１９８９）、注入（米国特許第５，９９４，６２４号、同第５，９
８１，２７４号、同第５，９４５，１００号、同第５，７８０，４４８号、同第５，７３
６，５２４号、同第５，７０２，９３２号、同第５，６５６，６１０号、同第５，５８９
，４６６号および同第５，５８０，８５９号（各々が本明細書中で参考として援用される
））（マイクロインジェクション（Ｈａｒｌａｎｄ　ａｎｄ　Ｗｅｉｎｔｒａｕｂ，１９
８５；米国特許第５，７８９，２１５号（本明細書中で参考として援用される））を含む
）；エレクトロポレーション（米国特許第５，３８４，２５３号（本明細書中で参考とし
て援用される）；Ｔｕｒ－Ｋａｓｐａら、１９８６；Ｐｏｔｔｅｒら、１９８４）；リン
酸カルシウム沈殿（Ｇｒａｈａｍ　ａｎｄ　Ｖａｎ　Ｄｅｒ　Ｅｂ，１９７３；Ｃｈｅｎ
　ａｎｄ　Ｏｋａｙａｍａ，１９８７；Ｒｉｐｐｅら、１９９０）；ＤＥＡＥデキストラ
ンに続いてポリエチレングリコールを使用すること（Ｇｏｐａｌ，１９８５）；ダイレク
トソニックローディング（ｄｉｒｅｃｔ　ｓｏｎｉｃ　ｌｏａｄｉｎｇ）（Ｆｅｃｈｈｅ
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ｉｍｅｒら、１９８７）；リポソーム媒介性トランスフェクション（Ｎｉｃｏｌａｕ　ａ
ｎｄ　Ｓｅｎｅ，１９８２；Ｆｒａｌｅｙら、１９７９；Ｎｉｃｏｌａｕら、１９８７；
Ｗｏｎｇら、１９８０；Ｋａｎｅｄａら、１９８９；Ｋａｔｏら、１９９１）およびレセ
プター媒介性トランスフェクション（Ｗｕ　ａｎｄ　Ｗｕ，１９８７；Ｗｕ　ａｎｄ　Ｗ
ｕ，１９８８）；微粒子銃（ｍｉｃｒｏｐｒｏｊｅｃｔｉｌｅ　ｂｏｍｂａｒｄｍｅｎｔ
）（ＰＣＴ出願番号ＷＯ９４／０９６９９および９５／０６１２８；米国特許第５，６１
０，０４２号；同第５，３２２，７８３号、同第５，５６３，０５５号、同第５，５５０
，３１８号、同第５，５３８，８７７号および同第５，５３８，８８０号（各々が本明細
書中で参考として援用される））；炭化ケイ素繊維との撹拌（Ｋａｅｐｐｌｅｒら、１９
９０；米国特許第５，３０２，５２３号および同第５，４６４，７６５号（各々が本明細
書中で参考として援用される））；Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ媒介性形質転換（米国特
許第５，５９１，６１６号および同第５，５６３，０５５号（各々が本明細書中で参考と
して援用される））；乾燥／阻害媒介性ＤＮＡ取り込み（Ｐｏｔｒｙｋｕｓら、１９８５
）ならびにそのような方法の任意の組み合わせによるもの）が挙げられるが、これらに限
定されない。これらのような手法を適用することにより、細胞小器官、細胞、組織または
生物が、安定にまたは一過性に形質転換され得る。
【０１７７】
　１．リポソーム媒介性トランスフェクション
　本発明のある特定の実施形態において、核酸が、例えばリポソームなどの脂質複合体に
捕捉され得る。リポソームは、リン脂質二重層膜および内側の水性媒体によって特徴づけ
られる小胞構造である。多層リポソームは、水性媒体によって分断された複数の脂質層を
有する。それらは、リン脂質が過剰量の水溶液中で懸濁されたとき、自発的に形成する。
脂質成分は、自己再配列を起こした後、閉鎖構造を形成し、水および溶解された溶質を脂
質二重層の間に捕捉する（Ｇｈｏｓｈ　ａｎｄ　Ｂａｃｈｈａｗａｔ，１９９１）。Ｌｉ
ｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ（Ｇｉｂｃｏ　ＢＲＬ）またはＳｕｐｅｒｆｅｃｔ（Ｑｉａｇｅ
ｎ）と複合体化された核酸も企図される。使用されるリポソームの量は、使用されるリポ
ソームならびに細胞の性状に応じて変動し得、例えば、１００万～１０００万個の細胞あ
たり約５～約２０μｇのベクターＤＮＡが企図され得る。
【０１７８】
　インビトロにおける外来ＤＮＡのリポソーム媒介性の核酸の送達および発現は、非常に
成功している（Ｎｉｃｏｌａｕ　ａｎｄ　Ｓｅｎｅ，１９８２；Ｆｒａｌｅｙら、１９７
９；Ｎｉｃｏｌａｕら、１９８７）。培養ニワトリ胚、ＨｅＬａおよびヘパトーマ細胞に
おける外来ＤＮＡのリポソーム媒介性の送達および発現の実行可能性も証明されている（
Ｗｏｎｇら、１９８０）。
【０１７９】
　本発明のある特定の実施形態において、リポソームは、センダイウイルス（ＨＶＪ）と
複合体化され得る。これは、細胞膜との融合を促進し、リポソームに被包されたＤＮＡが
細胞に進入するのを促すと示された（Ｋａｎｅｄａら、１９８９）。他の実施形態におい
て、リポソームは、核の非ヒストン染色体タンパク質（ＨＭＧ－１）と複合体化され得る
か、またはそれとともに使用され得る（Ｋａｔｏら、１９９１）。なおもさらなる実施形
態において、リポソームは、ＨＶＪとＨＭＧ－１の両方と複合体化され得るか、またはそ
れらとともに使用され得る。他の実施形態において、送達ビヒクルは、リガンドおよびリ
ポソームを含み得る。
【０１８０】
　２．エレクトロポレーション
　本発明のある特定の実施形態において、核酸は、エレクトロポレーションを介して細胞
小器官、細胞、組織または生物に導入される。エレクトロポレーションは、細胞およびＤ
ＮＡの懸濁物を高電圧放電に曝露することを含む。レシピエント細胞は、機械的損傷によ
る形質転換に対してより感受性にされ得る。また、使用されるベクターの量は、使用され
る細胞の性状に応じて変動し得、例えば、１００万～１０００万個の細胞あたり約５～約
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２０μｇのベクターＤＮＡが企図され得る。
【０１８１】
　エレクトロポレーションを用いた真核細胞のトランスフェクションは、かなり成功して
いる。この様式において、マウスｐｒｅＢリンパ球が、ヒトカッパー免疫グロブリン遺伝
子でトランスフェクトされ（Ｐｏｔｔｅｒら、１９８４）、ラット肝細胞が、クロラムフ
ェニコールアセチルトランスフェラーゼ遺伝子でトランスフェクトされた（ＴｕｒＫａｓ
ｐａら、１９８６）。
【０１８２】
　３．リン酸カルシウム
　本発明の他の実施形態において、核酸は、リン酸カルシウム沈殿を用いて細胞に導入さ
れる。この手法を用いて、ヒトＫＢ細胞が、アデノウイルス５ＤＮＡでトランスフェクト
された（Ｇｒａｈａｍ　ａｎｄ　Ｖａｎ　Ｄｅｒ　Ｅｂ，１９７３）。また、この様式に
おいて、マウスＬ（Ａ９）、マウスＣ１２７、ＣＨＯ、ＣＶ－１、ＢＨＫ、ＮＩＨ３Ｔ３
およびＨｅＬａ細胞が、ネオマイシンマーカー遺伝子でトランスフェクトされ（Ｃｈｅｎ
　ａｎｄ　Ｏｋａｙａｍａ，１９８７）、ラット肝細胞が、種々のマーカー遺伝子でトラ
ンスフェクトされた（Ｒｉｐｐｅら、１９９０）。
【０１８３】
　４．ＤＥＡＥ－デキストラン
　別の実施形態において、核酸は、ＤＥＡＥデキストランに続いてポリエチレングリコー
ルを用いて細胞に送達される。この様式において、レポータープラスミドは、マウスミエ
ローマおよび赤白血病細胞に導入された（Ｇｏｐａｌ，１９８５）。
【０１８４】
　Ｄ．タンパク質伝達
　本発明のある特定の態様において、肝細胞にプログラムされる細胞は、フォワードプロ
グラミングに十分な量で、肝細胞転写因子遺伝子のポリペプチドを含む肝細胞プログラミ
ング因子と接触され得る。タンパク質伝達は、細胞への高分子の送達を高めるための方法
として使用されている。タンパク質伝達ドメインは、肝細胞プログラミングポリペプチド
またはその機能的フラグメントを細胞に直接導入するために使用され得る。多くのグルー
プによる研究から、ＨＩＶ　Ｔａｔタンパク質に由来するＴＡＴタンパク質のある領域が
、標的タンパク質と融合されることによって、標的タンパク質がその細胞に進入すること
が可能になり得ることが示された。このＴＡＴ媒介性の進入の機構は、マクロピノサイト
ーシスによるものであると考えられている（Ｇｕｍｐ　ａｎｄ　Ｄｏｗｄｙ、２００７）
。
【０１８５】
　「タンパク質伝達ドメイン」または「ＰＴＤ」は、生体膜、特に、細胞膜を通過し得る
アミノ酸配列である。ＰＴＤは、異種ポリペプチドに付着されるとき、生体膜を越えた異
種ポリペプチドのトランスロケーションを増強し得る。ＰＴＤは、代表的には、異種ＤＮ
Ａ結合ドメインに共有結合的に付着される（例えば、ペプチド結合によって）。例えば、
ＰＴＤおよび異種ＤＮＡ結合ドメインは、単一の核酸、例えば、共通のオープンリーディ
ングフレーム内または共通の遺伝子の１つ以上のエキソン内の核酸によって、コードされ
得る。例示的なＰＴＤは、１０～３０アミノ酸を含み得、両親媒性ヘリックスを形成し得
る。多くのＰＴＤが、塩基性の性質である。例えば、塩基性のＰＴＤは、少なくとも４、
５、６または８つの塩基性残基（例えば、アルギニンまたはリジン）を含み得る。ＰＴＤ
は、細胞壁を欠く細胞または特定の種由来の細胞、例えば、哺乳動物細胞（例えば、ヒト
、サル、マウス、ウシ、ウマ、ネコまたはヒツジの細胞）へのポリペプチドのトランスロ
ケーションを増強することが可能であり得る。
【０１８６】
　ＰＴＤは、例えば可撓性リンカーを用いて、人工的な転写因子に連結され得る。可撓性
リンカーは、自由な回転を可能にする１つ以上のグリシン残基を含み得る。例えば、ＰＴ
Ｄは、少なくとも１０、２０または５０アミノ酸によって、転写因子のＤＮＡ結合ドメイ
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ンと間隔が空けられ得る。ＰＴＤは、ＤＮＡ結合ドメインに対してＮまたはＣ末端に配置
され得る。特定のドメインに対してＮまたはＣ末端に配置されることは、その特定のドメ
インに隣接することを必要としない。例えば、ＤＮＡ結合ドメインに対してＮ末端のＰＴ
Ｄは、スペーサーおよび／または他のタイプのドメインによってＤＮＡ結合ドメインと分
離させられ得る。ＰＴＤは、化学的に合成され、次いで、別個に調製されたＤＮＡ結合ド
メインにリンカーペプチドありまたはなしで化学的に結合体化され得る。人工的な転写因
子はまた、複数のＰＴＤ、例えば、複数の異なるＰＴＤまたは少なくとも２コピーの１種
のＰＴＤを含み得る。
【０１８７】
　いくつかのタンパク質および小ペプチドは、レセプターまたはエンドサイトーシスに媒
介される従来の経路とは無関係に、生体膜を通って伝達するかまたは移行する能力を有す
る。これらのタンパク質の例としては、ＨＩＶ－１　ＴＡＴタンパク質、単純ヘルペスウ
イルス１（ＨＳＶ－１）ＤＮＡ結合タンパク質ＶＰ２２、およびＤｒｏｓｏｐｈｉｌａ　
Ａｎｔｅｎｎａｐｅｄｉａ（Ａｎｔｐ）ホメオティック転写因子が挙げられる。これらの
タンパク質由来の低分子タンパク質伝達ドメイン（ＰＴＤ）は、他の高分子、ペプチドま
たはタンパク質を細胞に首尾良く輸送するために、それらと融合され得る。これらのタン
パク質由来の伝達ドメインの配列アラインメントは、これらの領域と膜内の負に帯電した
脂質との相互作用を促進し得る塩基性アミノ酸（ＬｙｓおよびＡｒｇ）の含有量が多いこ
とを示す。二次構造解析は、３つすべてのドメイン間で一貫した構造を示さない。
【０１８８】
　これらの伝達ドメインの融合を使用する利点は、タンパク質の進入が、迅速であり、濃
度依存的であり、困難な細胞型とともに働くとみられる点である。
【０１８９】
　ヒト免疫不全ウイルスＩ型（ＨＩＶ－１）由来のＴａｔタンパク質は、外因的に加えら
れたとき、細胞に進入する注目すべき能力を有する（Ｆｒａｎｋｅｌ　ａｎｄ　Ｐａｂｏ
，１９８８；Ｍａｎｎ　ａｎｄ　Ｆｒａｎｋｅｌ，１９９１；Ｆａｗｅｌｌら、１９９４
）。ＴＡＴ　ＰＴＤは、インビトロおよびインビボにおいて１００ｋＤａを超える異種ペ
プチドおよび異種タンパク質の哺乳動物細胞への導入を首尾良く媒介すると示されている
（Ｈｏら、２００１）。Ｓｃｈｗａｒｚｅらは、ＴＡＴ　ＰＴＤと融合された１２０ｋＤ
ａのβ－ガラクトシダーゼタンパク質が、マウスの腹腔内に注射されたとき、その融合タ
ンパク質は、血液脳関門が原因で困難であると考えられている脳さえも含むすべてのタイ
プの細胞および組織において見られたことを示した（Ｓｃｈｗａｒｚｅら、１９９９）。
【０１９０】
　約６～１２アルギニン残基から構成されるポリ－アルギニンペプチドもまた、場合によ
っては、タンパク質伝達を媒介し得る。ポリ－アルギニンについての追加情報については
、例えば、Ｒｏｔｈｂａｒｄら（２０００）；Ｗｅｎｄｅｒら（２０００）を参照のこと
。
【０１９１】
　ＰＴＤについての追加情報については、米国特許第６，９１９，４２５号、Ｕ．Ｓ．２
００３／００８２５６１；Ｕ．Ｓ．２００３／００４００３８；Ｓｃｈｗａｒｚｅら（１
９９９）；Ｄｅｒｏｓｓｉら（１９９６）；Ｈａｎｃｏｃｋら（１９９１）；Ｂｕｓｓら
（１９８８）；Ｄｅｒｏｓｓｉら（１９９８）；Ｌｉｎｄｇｒｅｎら（２０００）；Ｋｉ
ｌｉｃら（２００３）；Ａｓｏｈら（２００２）；およびＴａｎａｋａら（２００３）も
参照のこと。
【０１９２】
　ＰＴＤに加えて、細胞取り込みシグナルが使用され得る。そのようなシグナルは、細胞
レセプターまたは他の表面タンパク質によって特異的に認識されるアミノ酸配列を含む。
細胞取り込みシグナルと細胞との相互作用は、その細胞取り込みシグナルを含む人工的な
転写因子の内部移行を引き起こす。いくつかのＰＴＤは、細胞レセプターまたは他の表面
タンパク質との相互作用によっても機能し得る。
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【０１９３】
　アミノ酸配列がＰＴＤとして機能し得るかを決定するために、いくつかのアッセイが利
用可能である。例えば、上記アミノ酸配列をβ－ガラクトシダーゼなどのレポータータン
パク質と融合することにより、融合タンパク質が形成され得る。この融合タンパク質を、
培養細胞と接触させる。その細胞を洗浄し、次いで、レポーター活性についてアッセイす
る。別のアッセイは、対象のアミノ酸配列および別の検出可能な配列、例えば、エピトー
プタグを含む融合タンパク質の存在を検出する。この融合タンパク質を、培養細胞と接触
させる。その細胞を洗浄し、次いで、Ｗｅｓｔｅｒｎまたは免疫蛍光法によって解析する
ことにより、細胞内の検出可能な配列の存在を検出する。なおも他のアッセイを用いるこ
とにより、推定上のＰＴＤ、ＤＮＡ結合ドメイン、および必要に応じてエフェクタードメ
インを含む融合タンパク質の転写制御活性が検出され得る。例えば、そのような融合タン
パク質と接触させた細胞を、例えば、マイクロアレイ、質量分析およびハイスループット
法を用いて、ｍＲＮＡまたはタンパク質の存在またはレベルについてアッセイし得る。
【０１９４】
　Ｖ．細胞培養
　一般に、本発明の細胞は、細胞の成長を持続させることができる、栄養分に富んだ緩衝
液である培養培地中で培養される。しかし、出発細胞および最終的な再プログラムされた
細胞は、概して、培養培地および条件に対して異なる要件を有する。同様に、操作してい
る構築物の組み込みのための細胞を同時に選択するとき、選択薬をリプログラミングプロ
セスの特定の一部の間に培養培地に添加することができる。細胞のリプログラミングを行
うことも可能にしながら、添加を可能にするために、培地の存在下および出発細胞の成長
に適していると知られる培養条件下においてリプログラミング因子の導入後、少なくとも
最初の培養段階で行うことが一般的である。しかし、この最初の段階も、耐性マーカーを
含む細胞のみが最初の成長相の間に増殖するように選択薬を含むことができる。
【０１９５】
　本明細書中に記載される方法に従った、単離、増大および幹細胞から肝細胞への分化に
適した培養培地としては、高グルコースダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）、ＤＭ
ＥＭ／Ｆ－１５、Ｌｉｅｂｏｖｉｔｚ　Ｌ－１５、ＲＰＭＩ　１６４０、イスコフ改変ダ
ルベッコ培地（ＩＭＤＭ）およびＯｐｔｉ－ＭＥＭ　ＳＦＭ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｉ
ｎｃ．）が挙げられるがこれらに限定されない。既知組成培地は、ヒト血清アルブミン、
ヒトＥｘ　Ｃｙｔｅリポタンパク質、トランスフェリン（ｔｒａｎｓｆｅｒｎｉｎ）、イ
ンスリン、ビタミン類、必須アミノ酸および可欠アミノ酸、ピルビン酸ナトリウム、グル
タミンならびにマイトジェンが補充された最小必須培地（例えば、イスコフ改変ダルベッ
コ培地（ＩＭＤＭ）（Ｇｉｂｃｏ））を含み、これもまた好適である。本明細書中で使用
されるとき、マイトジェンとは、細胞の細胞分裂を刺激する作用物質のことを指す。ある
作用物質は、通常、細胞が細胞分裂を始めるように促して、有糸分裂を誘発するいくつか
の形態のタンパク質である、化学物質であり得る。１つの実施形態において、米国特許第
５，９０８，７８２号およびＷＯ９６／３９４８７に記載されているような無血清培地な
らびに米国特許第５，４８６，３５９号に記載されているような「完全培地」が、本明細
書中に記載される方法とともに使用するために企図される。いくつかの実施形態において
、その培養培地には、ヘパリン（２Ｕ／ｍｌ）が補充された、１０％ウシ胎児血清（ＦＢ
Ｓ）、ヒト自己血清、ヒトＡＢ血清または血小板に富んだ血漿が補充される。
【０１９６】
　本発明の培地はまた、脂肪酸もしくは脂質、アミノ酸（例えば、可欠アミノ酸）、ビタ
ミン（類）、成長因子、サイトカイン、抗酸化剤物質、２－メルカプトエタノール、ピル
ビン酸、緩衝剤および無機塩を含有することができる。２－メルカプトエタノールの濃度
は、例えば、約０．０５～１．０ｍＭおよび特に約０．１～０．５ｍＭであってよいが、
濃度は、幹細胞（複数も可）を培養するために適切である限り、特にそれらに限定されな
い。
【０１９７】
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　幹細胞（複数も可）を培養するために使用される培養容器は、その中で幹細胞を培養す
ることができる限り、フラスコ、組織培養のためのフラスコ、皿、ペトリ皿、組織培養の
ための皿、マルチ皿、マイクロプレート、マイクロウェルプレート、マルチプレート、マ
ルチウェルプレート、マイクロスライド、チャンバースライド、チューブ、トレイ、Ｃｅ
ｌｌＳＴＡＣＫ（登録商標）チャンバー、培養バッグおよびローラーボトルを含むことが
できるが、それらに限定されない。幹細胞を、培養の必要性に応じて、少なくとももしく
は約０．２、０．５、１、２、５、１０、２０、３０、４０、５０ｍｌ、１００ｍｌ、１
５０ｍｌ、２００ｍｌ、２５０ｍｌ、３００ｍｌ、３５０ｍｌ、４００ｍｌ、４５０ｍｌ
、５００ｍｌ、５５０ｍｌ、６００ｍｌ、８００ｍｌ、１０００ｍｌ、１５００ｍｌまた
はその中の導き出せる任意の範囲の容量で培養することができる。ある特定の実施形態に
おいて、培養容器はバイオリアクターであってよく、これは生物学的に活性な環境を支持
する任意のデバイスまたは系を指し得る。バイオリアクターは、少なくとも、もしくは約
２、４、５、６、８、１０、１５、２０、２５、５０、７５、１００、１５０、２００、
５００リットル、１、２、４、６、８、１０、１５立方メートルまたはその中の導き出せ
る任意の範囲の容量を有し得る。
【０１９８】
　培養容器は細胞接着性または非接着性であってよく、目的に応じて選択することができ
る。細胞接着性培養容器を細胞外マトリクス（ＥＣＭ）などの細胞接着のための基材（ｓ
ｕｂｓｔｒａｔｅ）のいずれかでコーティングすることができ、容器表面の細胞への接着
性を改善することができる。細胞接着のための基材は、幹細胞またはフィーダー細胞（使
用する場合）を付着させることを意図した任意の材料であり得る。細胞接着のための基材
は、コラーゲン、ゼラチン、ポリ－Ｌ－リジン、ポリ－Ｄ－リジン、ビトロネクチン、ラ
ミニン、フィブロネクチンおよびレトロネクチンおよびそれらの混合物、例えば、Ｍａｔ
ｒｉｇｅｌ（商標）および細胞膜溶解調製物を含む（Ｋｌｉｍａｎｓｋａｙａら，２００
５）を含む。
【０１９９】
　他の培養条件を適宜規定することができる。例えば、培養温度は約３０～４０℃、例え
ば、少なくともまたは約３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９℃であ
ってよいが、特にそれらに限定されない。ＣＯ２濃度は約１～１０％、例えば、約２～５
％、またはその中の導き出せる任意の範囲であってよい。酸素張力は少なくとももしくは
約１、５、８、１０、２０％またはその中の導き出せる任意の範囲であってよい。
【０２００】
　肝細胞に分化される多能性幹細胞は、多能性を維持するのに十分な培地中で培養され得
る。本発明のある特定の態様において産生される人工多能性幹（ｉＰＳ）細胞の培養は、
霊長類の多能性幹細胞、より具体的には、米国特許第７，４４２，５４８号およびＵ．Ｓ
．Ｐａｔ．Ａｐｐ．２００３０２１１６０３に記載されているような胚性幹細胞を培養す
るために開発された、様々な培地および手法を使用し得る。例えば、ヒト胚性幹（ｈＥＳ
）細胞のように、ｉＰＳ細胞は、８０％ＤＭＥＭ（Ｇｉｂｃｏ♯１０８２９－０１８また
は♯１１９６５－０９２）、熱失活されていない２０％の既定のウシ胎児血清（ＦＢＳ）
、１％可欠アミノ酸、１ｍＭ　Ｌ－グルタミンおよび０．１ｍＭ　ベータ－メルカプトエ
タノール中で維持され得る。あるいは、ＥＳ細胞は、８０％Ｋｎｏｃｋ－Ｏｕｔ　ＤＭＥ
Ｍ（Ｇｉｂｃｏ♯１０８２９－０１８）、２０％血清代替品（Ｇｉｂｃｏ♯１０８２８－
０２８）、１％可欠アミノ酸、１ｍＭ　Ｌ－グルタミンおよび０．１ｍＭ　ベータ－メル
カプトエタノールを用いて調製された無血清培地中で維持され得る。使用の直前に、ヒト
ｂＦＧＦが、約４ｎｇ／ｍＬという最終濃度まで加えられ得る（ＷＯ９９／２０７４１）
。
【０２０１】
　本発明の肝細胞は、多能性幹細胞または他の非肝細胞から肝細胞へのプログラミングを
促すのに十分なまで肝細胞プログラミング因子の細胞内レベルを上昇させる条件下の培地
中で、それらの細胞を培養することによって産生され得る。その培地は、様々な種類の成
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長因子のような１つ以上の肝細胞分化作用物質および肝細胞成熟作用物質も含み得る。し
かしながら、肝細胞プログラミング転写因子の細胞内レベルを上昇させることによって、
本発明の態様は、成熟肝細胞に向かう段階の各々のために培地を変更する必要なく、それ
らのほとんどの段階を迂回する。ゆえに、本発明によって提供される利点を考慮して、特
定の態様において、肝細胞プログラミング下で細胞を培養するための培地は、肝細胞分化
作用物質および肝細胞成熟作用物質のうちの１つ以上を本質的に含まなくてもよいし、そ
のような作用物質の異なる組み合わせを含む培地による連続した変更を受けなくてもよい
。
【０２０２】
　これらの作用物質は、細胞がより成熟表現型に拘束されるように、もしくは成熟細胞の
生存を優先的に促すように、またはこれらの作用の両方の組み合わせを有するように誘導
するのを助け得る。本開示において例証される肝細胞分化作用物質および肝細胞成熟作用
物質には、肝細胞系譜の細胞の成長を促すことができる可溶性成長因子（ペプチドホルモ
ン、サイトカイン、リガンド－レセプター複合体および他の化合物）が含まれ得る。その
ような作用物質の非限定的な例としては、上皮成長因子（ＥＧＦ）、インスリン、ＴＧＦ
－α、ＴＧＦ－β、線維芽細胞成長因子（ＦＧＦ）、ヘパリン、肝細胞成長因子（ＨＧＦ
）、オンコスタチンＭ（ＯＳＭ）、ＩＬ－１、ＩＬ－６、インスリン様成長因子Ｉおよび
ＩＩ（ＩＧＦ－Ｉ、ＩＧＦ－２）、ヘパリン結合性成長因子１（ＨＢＧＦ－１）ならびに
グルカゴンが挙げられるがこれらに限定されない。熟練の読者は、オンコスタチンＭが、
白血病抑制因子（ＬＩＦ）、インターロイキン－６（ＩＬ－６）および毛様体神経栄養因
子（ＣＮＴＦ）と構造的に関係していることをすでに認識しているだろう。
【０２０３】
　追加の例は、以前の特許開示（米国特許第６，４５８，５８９号、米国特許第６，５０
６，５７４号；ＷＯ０１／８１５４９）に記載されているようなｎ－ブチレートである。
同様の作用を有し、本発明の実施において代替物として使用され得るｎ－ブチレートのホ
モログは、容易に同定され得る。いくつかのホモログが、ｎ－ブチレートの構造的および
物理化学的な性質と類似の性質：３～１０個の炭素原子を含む酸性炭化水素、ならびにカ
ルボキシレート、スルホネート、ホスホネートおよび他のプロトンドナーからなる群より
選択される結合体ベース（ｃｏｎｊｕｇａｔｅ　ｂａｓｅ）を有する。例としては、イソ
酪酸、ブテン酸、プロパン酸、他の短鎖脂肪酸およびジメチルブチレートが挙げられる。
同配体の（ｉｓｏｔｅｒｉｃ）炭化水素スルホネートまたは炭化水素ホスホネート（例え
ば、プロパンスルホン酸およびプロパンホスホン酸）および結合体（例えば、アミド、糖
類、ピペラジンおよび環状誘導体）もまた含められる。ブチレートホモログのさらなるク
ラスは、ヒストン脱アセチル化酵素のインヒビターである。非限定的な例としては、トリ
コスタチンＡ、５－アザシチジン、トラポキシンＡ、オキサンフラチン（ｏｘａｍｆｌａ
ｔｉｎ）、ＦＲ９０１２２８、シスプラチンおよびＭＳ－２７－２７５が挙げられる。別
のクラスの作用物質は、ＤＭＳＯのような有機溶媒である。類似の性質を有する代替物と
しては、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）、ヘキサメチレン（ｈｅｘｍｅｔｈｙｌｅｎｅ
）ビスアセトアミドおよび他のポリメチレンビスアセトアミドが挙げられるがこれらに限
定されない。このクラスにおける溶媒は、細胞の膜透過性を高める性質によって部分的に
関係づけられる。ニコチンアミドなどの溶質もまた、興味深い。
【０２０４】
　本発明の方法は、ある特定の態様において、担体上の懸濁培養物（Ｆｅｒｎａｎｄｅｓ
ら、２００４）またはゲル／バイオポリマー被包（米国公開第２００７／０１１６６８０
号）を含む、細胞の懸濁（または３Ｄ）培養を使用して行うことができる。細胞の懸濁培
養という用語は、細胞を培養容器またはフィーダー細胞（使用する場合）に対して非接着
条件下において培地中で培養することを意味する。細胞の懸濁培養は、細胞の解離培養（
ｄｉｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｃｕｌｔｕｒｅ）および細胞の凝集懸濁培養（ａｇｇｒｅｇ
ａｔｅ　ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ　ｃｕｌｔｕｒｅ）を含む。細胞の解離培養という用語は
、懸濁した細胞を培養することを意味し、細胞の解離培養は、単一の細胞のものまたは複



(46) JP 2016-508726 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

数の細胞からなる小さな細胞凝集体のもの（例えば、約２～４００個の細胞）を含む。前
述の解離培養を継続すると、培養され、解離した細胞が細胞の大きな凝集体を形成し、そ
の後、凝集懸濁培養を行うことができる。凝集懸濁培養は、胚様体培養法（Ｋｅｌｌｅｒ
ら、１９９５を参照のこと）およびＳＦＥＢ法（Ｗａｔａｎａｂｅら、２００５；国際公
開第２００５／１２３９０２号）を含む。
【０２０５】
　本発明のいくつかの実施形態の方法による懸濁物で細胞を培養するために使用される培
養容器は、その中で培養される細胞が表面に接着または付着することができないように（
例えば、表面への付着または接着を防止するために非組織培養処理された細胞）設計され
た内部表面を有する適切な純度グレードを有する任意の組織培養容器であってよい。好ま
しくは、測量可能な培養物を得るために、本発明のいくつかの実施形態における培養を、
温度、撹拌、ｐＨおよびｐＯ２などの培養パラメータが適切なデバイスを用いて自動的に
行われる制御型培養システム（好ましくはコンピュータ制御型培養システム）を使用して
行う。いったん、培養パラメータが記録されると、システムを、細胞増殖の促進に必要と
される培養パラメータの自動調節に設定する。細胞を、増殖能を保持しながら、動的条件
（すなわち、懸濁培養中におきながら、細胞を一定の動作に供する条件下）または非動的
条件（すなわち、静置培養）下において培養することができる。細胞の非動的培養におい
て、細胞をコーティングされていない５８ｍｍペトリ皿（Ｇｒｅｉｎｅｒ、Ｆｒｉｃｋｅ
ｎｈａｕｓｅｎ、Ｇｅｒｍａｎｙ）で培養することができる。細胞の動的培養において、
細胞を、制御ユニットに接続され得、それゆえ制御型培養システムとなり得るスピナーフ
ラスコ（例えば、２００ｍｌ～１０００ｍｌのもの、例えば、２５０ｍｌ；１００ｍｌの
もの；または１２５ｍｌ三角フラスコ）で培養することができる。培養容器（例えば、ス
ピナーフラスコ、三角フラスコ）を連続して振とうさせる。本発明のいくつかの実施形態
において、培養容器をシェーカーを用いて１分間当たり９０回転（ｒｐｍ）にて振とうさ
せる。本発明のいくつかの実施形態において、培養培地を毎日交換する。
【０２０６】
　細胞供給源および増殖の必要性に基づき、解離した細胞を個々に、または小さなクラス
ターで、少なくとももしくは約１：２、１：４、１：５、１：６、１：８、１：１０、１
：２０、１：４０、１：５０、１：１００、１：１５０、１：２００またはその中の導き
出せる任意の範囲などの分割比で新たな培養容器に移すことができる。懸濁細胞株の分割
比は培養細胞懸濁物の容量でなされ得る。継代間隔は、少なくとももしくは約１、２、３
、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、
１９、２０日毎またはその中の導き出せる任意の範囲であってよい。例えば、異なる酵素
による継代プロトコールにおける達成可能な分割比は、３～７日毎に１：２、４～７日毎
に１：３およびおよそ７日毎に１：５～１：１０、７日毎に１：５０～１：１００であっ
てよい。高い分割比を使用するとき、継代間隔を、少なくとも１２～１４日または過剰な
自発的分化または細胞死により細胞が喪失することなく任意の期間に延長させることがで
きる。
【０２０７】
　ＶＩ．肝細胞の特性
　細胞は、いくつかの表現型の基準に従って特徴付けられ得る。その基準としては、発現
される細胞マーカーの検出または定量、酵素活性、ならびに形態学的特徴および細胞間シ
グナル伝達の特徴づけが挙げられるがこれらに限定されない。他の態様において、プログ
ラムされる細胞は、肝細胞識別のために肝細胞特異的プロモーターのような組織特異的ま
たは細胞特異的な転写制御エレメントを含むレポーター遺伝子発現カセットを含み得る。
【０２０８】
　本発明のある特定の態様において具体化される肝細胞は、天然において肝細胞（例えば
、器官供給源由来の初代肝細胞）に特徴的な形態学的特徴を有する。それらの特徴は、そ
のようなものを評価する際に当業者によって容易に認識され、それらの特徴には、以下の
いずれかまたはすべてが含まれる：多角形の細胞形状、二核性の表現型、分泌タンパク質
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を合成するための粗面小胞体の存在、細胞内タンパク質を選別するためのゴルジ－小胞体
リソソーム複合体の存在、ペルオキシソームおよびグリコーゲン顆粒の存在、比較的大量
のミトコンドリア、ならびに細胞間のタイトジャンクションを形成する能力（それにより
毛細胆管の空間（ｂｉｌｅ　ｃａｎａｌｉｃｕｌａｒ　ｓｐａｃｅ）が生じる）。単一の
細胞に存在するいくつかのこれらの特徴は、その細胞が肝細胞系譜のメンバーであること
と一致する。細胞が肝細胞に特徴的な形態学的特徴を有するか否かの偏りのない決定は、
プログラミング中の子孫細胞、成熟または胎仔肝細胞、および１つ以上のネガティブコン
トロール細胞（例えば、線維芽細胞またはＲＰＥ（網膜色素上皮）細胞）の顕微鏡像をコ
ード化し、次いで、その顕微鏡像を盲検形式で評価し、そのコードを解読することにより
、そのフォワードプログラミングから産生された細胞が正確に識別されるかを決定するこ
とによって行われ得る。
【０２０９】
　本発明の細胞はまた、それらが肝細胞系譜の細胞に特徴的な表現型マーカーを発現して
いるか否かに従って特徴付けられ得る。肝細胞の区別において有用な細胞マーカーの非限
定的な例としては、アルブミン、アシアロ糖タンパク質レセプター、α１－抗トリプシン
、α－フェトプロテイン、ａｐｏＥ、アルギナーゼＩ、ａｐｏＡＩ、ａｐｏＡＩＩ、ａｐ
ｏＢ、ａｐｏＣＩＩＩ、ａｐｏＣＩＩ、アルドラーゼＢ、アルコールデヒドロゲナーゼ１
、カタラーゼ、ＣＹＰ３Ａ４、グルコキナーゼ、グルコース－６－ホスファターゼ、イン
スリン成長因子１および２、ＩＧＦ－１レセプター、インスリンレセプター、レプチン、
肝臓特異的有機アニオントランスポーター（ＬＳＴ－１）、Ｌ型脂肪酸結合タンパク質、
フェニルアラニンヒドロキシラーゼ、トランスフェリン、レチノール結合タンパク質なら
びにエリトロポイエチン（ＥＰＯ）が挙げられる。成熟肝細胞マーカーとしては、アルブ
ミン、α１－抗トリプシン、アシアロ糖タンパク質レセプター、サイトケラチン８（ＣＫ
８）、サイトケラチン１８（ＣＫ１８）、ＣＹＰ３Ａ４、フマリルアセト酢酸ヒドラーゼ
（ＦＡＨ）、グルコース－６－リン酸、チロシンアミノトランスフェラーゼ、ホスホエノ
ールピルビン酸カルボキシキナーゼおよびトリプトファン２，３－ジオキシゲナーゼが挙
げられるが、これらに限定されない。
【０２１０】
　そのようなマーカーの発現レベルの評価は、他の細胞との比較において決定され得る。
成熟肝細胞のマーカーについてのポジティブコントロールとしては、目的の種の成体肝細
胞および樹立された肝細胞株が挙げられる。読者は、永久細胞株または長期間の肝臓細胞
培養物が、代謝的に変更され得、初代肝細胞のある特定の特性を発現しないことに注意さ
れたい。ネガティブコントロールとしては、別個の系譜の細胞（例えば、成体線維芽細胞
株または網膜色素上皮（ＲＰＥ）細胞）が挙げられる。未分化な幹細胞は、上に列挙され
たマーカーのうちのいくつかについて陽性であるが、下記の例において例証されるような
成熟肝細胞のマーカーについては陰性である。
【０２１１】
　本開示に列挙される組織特異的（例えば、肝細胞特異的）なタンパク質決定基およびオ
リゴ糖決定基は、任意の好適な免疫学的手法（例えば、細胞表面マーカーに対するフロー
免疫細胞化学、細胞内マーカーまたは細胞表面マーカーに対する免疫組織化学（例えば、
固定された細胞または組織切片のもの）、細胞抽出物のウエスタンブロット解析、および
細胞抽出物または培地中に分泌された生成物に対する酵素結合イムノアッセイ）を用いて
検出され得る。有意に検出可能な量の抗体が、標準的な免疫細胞化学またはフローサイト
メトリーアッセイ（必要に応じて細胞の固定後、および必要に応じて、標識された二次抗
体または標識を増幅する他の結合体（例えば、ビオチン－アビジン結合体）を用いる）に
おいて抗原に結合する場合、その細胞による抗原の発現は「抗体検出可能」であると言わ
れる。
【０２１２】
　組織特異的（例えば、肝細胞特異的）マーカーの発現は、ノーザンブロット解析、ドッ
トブロットハイブリダイゼーション解析、または標準的な増幅法において配列特異的プラ
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イマーを用いるリアルタイムポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）（米国特許第５，８４３，
７８０号）によって、ｍＲＮＡレベルでも検出され得る。本開示に列挙される特定のマー
カーに対する配列データは、ＧｅｎＢａｎｋなどの公的データベースから得ることができ
る。代表的な管理実験において標準的な手順に従って細胞サンプルに対してアッセイを行
うことにより、標準的な時間枠内において明らかに識別可能なハイブリダイゼーションま
たは増幅産物が生じる場合、そのｍＲＮＡレベルでの発現は、本開示に記載されるアッセ
イのうちの１つに従って「検出可能」であると言われる。別段要求されない限り、対応す
るｍＲＮＡがＲＴ－ＰＣＲによって検出可能である場合、特定のマーカーの発現が示唆さ
れる。タンパク質レベルまたはｍＲＮＡレベルにおいて検出されるような組織特異的マー
カーの発現は、そのレベルが、コントロール細胞（例えば、未分化な多能性幹細胞、線維
芽細胞または他の無関係な細胞型）のレベルよりも少なくとも２倍、好ましくは、１０ま
たは５０倍超高い場合、陽性であると考えられる。
【０２１３】
　細胞は、それらが肝細胞系譜の細胞に特徴的な酵素活性を示すかによっても特徴付けら
れ得る。例えば、グルコース－６－ホスファターゼ活性についてのアッセイは、Ｂｕｂｌ
ｉｔｚ（１９９１）；Ｙａｓｍｉｎｅｈら（１９９２）；およびＯｃｋｅｒｍａｎ（１９
６８）によって報告されている。肝臓細胞におけるアルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）お
よび５－ヌクレオチダーゼ（５’－Ｎａｓｅ）についてのアッセイは、Ｓｈｉｏｊｉｒｉ
（１９８１）によって報告されている。研究およびヘルスケアの部門を務めるいくつかの
研究室は、商業サービスとして、肝臓の酵素についてのアッセイを提供している。
【０２１４】
　他の実施形態において、本発明の細胞は、生体異物の解毒を示唆する活性についてアッ
セイされる。シトクロムｐ４５０は、モノオキシゲナーゼ系の重要な触媒成分である。シ
トクロムｐ４５０は、生体異物（投与された薬物）および多くの内因性化合物の酸化的代
謝に関与する血液タンパク質のファミリーを構成する。種々のシトクロムが、特徴的かつ
重複する基質特異性を示す。体内変換能力の大部分は、１Ａ２、２Ａ６、２Ｂ６、３Ａ４
、２Ｃ９－１１、２Ｄ６および２Ｅ１と命名されたシトクロムに起因する（Ｇｏｍｅｓ－
Ｌｅｃｈｏｎら、１９９７）。
【０２１５】
　シトクロムｐ４５０酵素活性によって生体異物の解毒を測定するためのいくつかのアッ
セイが当該分野で公知である。ＣＹＰ３Ａ４による解毒は、Ｐ４５０－ＧｌｏＴＭ　ＣＹ
Ｐ３Ａ４　ＤＭＳＯ－寛容アッセイ（ルシフェリン－ＰＰＸＥ）およびＰ４５０－Ｇｌｏ
ＴＭ　ＣＹＰ３Ａ４細胞ベースの／生化学的アッセイ（ルシフェリン－ＰＦＢＥ）（Ｐｒ
ｏｍｅｇａ　Ｉｎｃ，♯Ｖ８９１１および♯Ｖ８９０１）を用いて証明される。ＣＹＰ１
Ａ１およびまたはＣＹＰ１Ｂ１による解毒は、Ｐ４５０－ＧｌｏＴＭアッセイ（ルシフェ
リン－ＣＥＥ）（Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｉｎｃ．，♯Ｖ８７６２）を用いて証明される。ＣＹ
Ｐ１Ａ２およびまたはＣＹＰ４Ａによる解毒は、Ｐ４５０－ＧｌｏＴＭアッセイ（ルシフ
ェリン－ＭＥ）（Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｉｎｃ．，♯Ｖ８７７２）を用いて証明される。ＣＹ
Ｐ２Ｃ９による解毒は、Ｐ４５０－ＧｌｏＴＭ　ＣＹＰ２Ｃ９アッセイ（ルシフェリン－
Ｈ）（Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｉｎｃ．，♯Ｖ８７９１）を用いて証明される。
【０２１６】
　別の態様において、プログラミングによって提供された肝細胞の生物学的機能は、例え
ば、グリコーゲン貯蔵を解析することによって、評価される。グリコーゲン貯蔵は、グリ
コーゲン顆粒に対するＰｅｒｉｏｄｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｓｃｈｉｆｆ（ＰＡＳ）による機能
的染色をアッセイすることによって特徴付けられる。まず、肝細胞様細胞を過ヨウ素酸に
よって酸化する。その酸化的プロセスにより、炭素間結合の切断によってアルデヒド基が
形成される。酸化が起こるためには、遊離ヒドロキシル基が存在しなければならない。そ
れがアルデヒドの段階に達すると、酸化は完了する。そのアルデヒド基が、Ｓｃｈｉｆｆ
試薬によって検出される。無色の不安定なジアルデヒド化合物が形成され、次いでそれは
、キノイド発色団の回復によって有色の最終生成物に変換される（Ｔｈｏｍｐｓｏｎ，１
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９６６；Ｓｈｅｅｈａｎ　ａｎｄ　Ｈｒａｐｃｈａｋ，１９８７）。ＰＡＳ染色は、ワー
ルドワイドウェブ上のｊｈｕ．ｅｄｕ／～ｉｉｃ／ＰＤＦ　ｊｒｏｔｏｃｏｌｓ／ＬＭ／
Ｇｌｙｃｏｇｅｎ　Ｓｔａｉｎｉｎｇ．ｐｄｆおよびｌｉｂｒａｒｙ．ｍｅｄ．ｕｔａｈ
．ｅｄｕ／ＷｅｂＰａｔｈ／ＨＩＳＴＨＴＭＬ／ＭＡＮＵＡＬＳ／ＰＡＳ．ＰＤＦに記載
されているプロトコルに従って、肝細胞様細胞のインビトロ培養についていくらかの改変
を加えて行われ得る。当業者は、適切な改変を行うことができるはずである。
【０２１７】
　別の態様において、本発明のある特定の態様においてフォワードプログラミングによっ
て産生された肝細胞は、尿素産生について特徴付けられる。尿素産生は、尿素およびアン
モニアについてのウレアーゼによる還元の生化学反応、ならびにその後の２－オキソグル
タレートとの反応によるグルタメートおよびＮＡＤの形成に基づくＳｉｇｍａ　Ｄｉａｇ
ｎｏｓｔｉｃ製のキットを用いて（Ｍｉｙｏｓｈｉら、１９９８）比色測定によってアッ
セイされ得る。
【０２１８】
　別の態様では、胆汁分泌が解析される。胆汁の分泌は、フルオレセインジアセテート経
時的アッセイによって測定され得る。簡潔には、肝細胞様細胞の単層培養物をリン酸緩衝
食塩水（ＰＢＳ）で３回すすぎ、ドキシサイクリンおよびフルオレセインジアセテート（
２０μｇ／ｍｌ）（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）が補充された無血清肝細胞成長培地と
ともに３７℃で３５分間インキュベートする。その細胞をＰＢＳで３回洗浄し、蛍光イメ
ージングを行う。フルオレセインジアセテートは、フルオレセインの非蛍光性の前駆体で
ある。その像を評価することにより、その化合物が取り込まれていて、肝細胞様細胞にお
いてフルオレセインに代謝されていることが決定される。いくつかの実施形態において、
その化合物は、細胞の単層の細胞間の裂溝中に分泌される。あるいは、胆汁分泌は、Ｇｅ
ｂｈａｒｔ　ａｎｄ　Ｗａｎｇ（１９８２）によって報告された、フルオレセインナトリ
ウムを用いた方法によって測定される。
【０２１９】
　なおも別の局面では、脂質合成が解析される。肝細胞様細胞における脂質合成は、オイ
ルレッドＯ染色によって決定され得る。オイルレッドＯ（Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｒｅｄ　２７
、Ｓｕｄａｎ　Ｒｅｄ　５Ｂ、Ｃ．Ｉ．２６１２５、Ｃ２６Ｈ２４Ｎ４Ｏ）は、凍結切片
上の中性トリグリセリドおよび脂質ならびにパラフィン切片上のいくつかのリポタンパク
質の染色のために使用されるリゾクロム（ｌｙｓｏｃｈｒｏｍｅ）（脂溶性色素）ジアゾ
色素である。それは、５１８（３５９）ｎｍで最大吸収を有する赤色粉末の外観を有する
。オイルレッドＯは、Ｓｕｄａｎ染色のために使用される色素の１つである。類似の色素
としては、Ｓｕｄａｎ　ＩＩＩ、Ｓｕｄａｎ　ＩＶおよびＳｕｄａｎ　Ｂｌａｃｋ　Ｂが
挙げられる。その染色は、新鮮なサンプルおよび／またはホルマリン固定されたサンプル
において行われなければならない。肝細胞様細胞を、顕微鏡用スライド上で培養し、ＰＢ
Ｓで３回すすぎ、そのスライドを室温で３０～６０分間風乾し、氷冷１０％ホルマリン中
で５～１０分間固定し、次いで、直ちに蒸留水に３回交換してすすいだ。次いで、そのス
ライドを、オイルレッドＯ中に水が持ち込まれるのを回避するために無水プロピレングリ
コール中に２～５分間置き、予め温められたオイルレッドＯ溶液中、６００℃のオーブン
において８分間、染色する。次いで、そのスライドを、８５％プロピレングリコール溶液
中に２～５分間置き、蒸留水に２回交換してすすぐ。オイルレッドＯ染色はまた、ワール
ドワイドウェブ上のｌｉｂｒａｒｙ．ｍｅｄ．ｕｔａｈ．ｅｄｕ／ＷｅｂＰａｔｈ／ＨＩ
ＳＴＨＴＭＬ／ＭＡＮＵＡＬＳ／ＯＩＬＲＥＤ．ＰＤＦに記載されているプロトコルに従
って、当業者による肝細胞様細胞のインビトロ培養についていくらかの改変を加えて行う
こともできる。
【０２２０】
　なおも別の態様において、上記細胞は、グリコーゲン合成についてアッセイされる。グ
リコーゲンアッセイは、当業者に周知である（例えば、Ｐａｓｓｏｎｎｅａｕ　ａｎｄ　
Ｌａｕｄｅｒｄａｌｅ（１９７４）におけるもの）。あるいは、市販のグリコーゲンアッ
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セイ（例えば、ＢｉｏＶｉｓｉｏｎ，Ｉｎｃ．製、カタログ♯Ｋ６４６－１００）が使用
され得る。
【０２２１】
　肝細胞系譜の細胞は、グリコーゲンを貯蔵する能力によっても評価され得る。好適なア
ッセイは、単糖類および二糖類と反応しないがグリコーゲンおよびデキストランなどの長
鎖ポリマーを染色するＰｅｒｉｏｄｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｓｃｈｉｆｆ（ＰＡＳ）染色を使用
する。ＰＡＳ反応によって、複合糖質ならびに可溶性および膜結合型の炭水化物化合物の
定量的な推定が提供される。Ｋｉｒｋｅｂｙら（１９９２）には、炭水化物化合物および
界面活性剤の定量的ＰＡＳアッセイが記載されている。ｖａｎ　ｄｅｒ　Ｌａａｒｓｅら
（１９９２）には、ＰＡＳ反応を用いたグリコーゲンについてのマイクロデンシトメトリ
ーによる（ｍｉｃｒｏｄｅｎｓｉｔｏｍｅｔｒｉｃ）組織化学的アッセイが記載されてい
る。細胞が、線維芽細胞などのコントロール細胞のレベルよりも少なくとも２倍、好まし
くは、１０倍超高いレベルでＰＡＳ陽性である場合、グリコーゲン貯蔵の証拠が決定され
る。それらの細胞は、標準的な方法に従う核型分析によっても特徴付けられ得る。
【０２２２】
　小分子薬物の抱合、代謝または解毒に関わる酵素に対するアッセイも利用可能である。
例えば、細胞は、尿路または胆管を通る排出のための、ビリルビン、胆汁酸および小分子
薬物を抱合する能力によって特徴付けられ得る。細胞を、好適な基質と接触させ、好適な
時間にわたってインキュベートし、次いで、培地を解析する（ＧＣＭＳまたは他の好適な
手法によって）ことにより、抱合産物が形成されたかが決定される。薬物代謝酵素の活性
としては、脱エチル化、脱アルキル化、ヒドロキシル化、脱メチル化、酸化、グルクロ抱
合（ｇｌｕｃｕｒｏｃｏｎｊｕｇａｔｉｏｎ）、スルホ抱合、グルタチオン抱合およびＮ
－アセチルトランスフェラーゼの活性が挙げられる（Ｇｕｉｌｌｏｕｚｏ，１９９７）。
アッセイとしては、フェナセチン脱エチル化（ｐｅｅｎａｃｅｔｉｎ　ｄｅ－ｅｔｈｙｌ
ａｔｉｏｎ）、プロカインアミドＮ－アセチル化、パラセタモールスルホ抱合およびパラ
セタモールグルクロン酸抱合が挙げられる（Ｃｈｅｓｎｅら、１９８８）。
【０２２３】
　本発明のある特定の細胞集団のさらなる特徴は、それらが、適切な状況下において、霊
長類の肝臓細胞に向性を有する病原体に感受性である点である。そのような病原体として
は、Ａ、Ｂ、Ｃおよびデルタ型肝炎、エプスタイン・バーウイルス（ＥＢＶ）、サイトメ
ガロウイルス（ＣＭＶ）、結核ならびにマラリアが挙げられる。例えば、Ｂ型肝炎による
感染性は、フォワードプログラミングによって得られた培養肝細胞を、感染性のＢ型肝炎
粒子の供給源（例えば、ヒトＨＢＶキャリア由来の血清）と組み合わせることによって、
測定され得る。次いで、その肝臓細胞は、免疫組織化学またはリアルタイムＰＣＲによっ
て、ウイルスコア抗原（ＨＢｃＡｇ）の合成について試験され得る。
【０２２４】
　熟練の読者は、フォワードプログラミングによって得られた肝細胞の利点が、その肝細
胞が、成体または胎児の肝組織から単離された初代肝細胞培養物に通常混入する他の細胞
型を本質的に含まないという点であることを容易に認識するだろう。類洞内皮細胞に特徴
的なマーカーとしては、フォン・ビルブラント因子、ＣＤ４、ＣＤ１４およびＣＤ３２が
挙げられる。胆管上皮細胞に特徴的なマーカーとしては、サイトケラチン－７、サイトケ
ラチン－１９およびγ－グルタミルトランスペプチダーゼが挙げられる。星細胞に特徴的
なマーカーとしては、α－平滑筋アクチン（α－ＳＭＡ）、ビメンチン、シナプトフィジ
ン、グリア線維性酸性タンパク質（ＧＦＡＰ）、神経細胞接着分子（Ｎ－ＣＡＭ）、およ
び脂質滴の存在（自己蛍光またはオイルレッドＯによる染色によって検出可能）が挙げら
れる。クッパー細胞に特徴的なマーカーとしては、ＣＤ６８、ある特定のレクチン、およ
びマクロファージ系列の細胞に対するマーカー（例えば、ＨＬＡクラスＩＩおよびファゴ
サイトーシスのメディエーター）が挙げられる。免疫染色および蛍光活性化定量または他
の適切な手法によって測定されるとき、フォワードプログラミングによって得られた肝細
胞は、０．１％未満（好ましくは、１００または１０ｐｐｍ未満）が望まれない細胞型の
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マーカーまたは他の特徴を有する場合、これらの細胞型の一部または全部を本質的に含ま
ないと特徴付けられ得る。
【０２２５】
　本発明のある特定の態様に係るフォワードプログラミングによって提供される肝細胞は
、それらが相当すると意図されている細胞の段階のいくつかの特徴を有し得る。特定の細
胞に存在するこれらの特徴が多いほど、その細胞は、肝細胞系譜の細胞として特徴づけら
れ得る。これらの特徴のうち少なくとも２、３、５、７または９つを有する細胞が、ます
ますより好ましい。培養容器内または投与用の調製物中に存在し得る特定の細胞集団に関
しては、これらの特徴の発現の細胞間の均一性は、有益であることが多い。この状況にお
いて、それらの細胞のうちの少なくとも約４０％、６０％、８０％、９０％、９５％また
は９８％が所望の特徴を有する集団が、ますますより好ましい。
【０２２６】
　本発明のある特定の態様において提供される肝細胞の他の望ましい特徴は、薬物スクリ
ーニングアッセイにおいて標的細胞として作用する能力、およびインビボと体外デバイス
の一部としての両方において肝機能を再構成する能力である。これらの特徴は、以下の項
においてさらに記載される。
【０２２７】
　ＶＩＩ．肝細胞の使用
　本発明のある特定の態様の方法および組成物によって提供される肝細胞は、種々の適用
において使用され得る。これらとしては、いくつか挙げると、インビボにおける肝細胞の
移植または植え込み；インビトロにおける細胞傷害性化合物、発癌性物質、突然変異原、
成長／制御因子、薬学的化合物などのスクリーニング；肝臓の疾患および感染症の機構の
解明；薬物および／または成長因子が作動する機構の研究；患者における癌の診断および
モニタリング；遺伝子治療；ならびに生物学的に活性な生成物の産生が挙げられるが、こ
れらに限定されない。
【０２２８】
　Ａ．被験化合物のスクリーニング
　フォワードプログラミングによって得られる本発明の肝細胞は、本明細書中に提供され
る肝細胞の特徴に影響する、因子（例えば、溶媒、小分子薬物、ペプチドおよびポリヌク
レオチド）または環境条件（例えば、培養条件または操作）についてスクリーニングする
ために使用され得る。
【０２２９】
　いくつかの適用において、幹細胞（分化したものまたは未分化なもの）は、肝細胞系譜
に沿った細胞の成熟を促す因子または長期間培養においてそのような細胞の増殖および維
持を促す因子をスクリーニングするために使用される。例えば、異なるウェルにおいて候
補の肝細胞成熟因子または成長因子を幹細胞に加え、次いで、生じる任意の表現型の変化
を、さらなる培養および細胞の用途にとって望ましい基準に従って決定することによって
、その候補の肝細胞成熟因子または成長因子が試験される。
【０２３０】
　本発明の特定のスクリーニング適用は、薬物研究における薬学的化合物の試験に関する
。読者は、一般に標準的な教科書であるＩｎ　ｖｉｔｒｏ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｐｈ
ａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，１９９
７および米国特許第５，０３０，０１５号）を参照されたい。本発明のある特定の態様に
おいて、肝細胞系譜にプログラムされた細胞は、以前は短期間培養物中の肝細胞株または
初代肝細胞に対して行われたような、標準的な薬物スクリーニングアッセイおよび毒性ア
ッセイに対する被験細胞の役割を果たす。薬学的化合物候補の活性の評価は、一般に、本
発明のある特定の態様において提供される肝細胞と候補化合物とを組み合わせること、そ
の化合物に起因する、細胞の形態、マーカーの表現型または代謝活性の任意の変化を決定
すること（未処理の細胞または不活性な化合物で処理された細胞と比較して）、次いで、
その化合物の作用を観察された変化と相関させることを含む。その化合物は、肝臓細胞に
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対して薬理学的作用を有するようにデザインされているので、または他に作用を有するよ
うにデザインされた化合物が、意図されない肝臓の副作用を有し得るので、上記スクリー
ニングが行われ得る。薬物間の可能性のある相互作用を検出するために、２つ以上の薬物
が組み合わせて（上記細胞と同時にまたは逐次的に組み合わせることによって）試験され
得る。
【０２３１】
　いくつかの適用では、最初に、潜在的な肝毒性について化合物がスクリーニングされる
（Ｃａｓｔｅｌｌら、１９９７）。細胞傷害性は、第１の場合において、細胞の生存率、
生存時間、形態および培養培地への酵素の漏出に対する作用によって、測定され得る。化
合物が、毒性を引き起こさずに細胞の機能（例えば、糖新生、尿素形成および血漿タンパ
ク質合成）に影響するかを決定するために、より詳細な解析が行われる。乳酸デヒドロゲ
ナーゼ（ＬＤＨ）は、その肝臓のアイソザイム（Ｖ型）が、培養条件において安定してい
て、１２～２４時間インキュベートした後の培養上清における再現可能な測定を可能にす
るので、優れたマーカーである。酵素（例えば、ミトコンドリアのグルタミン酸オキザロ
酢酸トランスアミナーゼおよびグルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ）の漏出もま
た使用され得る。Ｇｏｍｅｚ－Ｌｅｃｈｏｎら（１９９６）には、肝細胞の糖新生に対す
る薬学的化合物の作用を測定するために使用され得る、グリコーゲンを測定するためのマ
イクロアッセイが記載されている。
【０２３２】
　肝毒性を評価する他の現行の方法としては、アルブミン、コレステロールおよびリポタ
ンパク質の合成および分泌；抱合された胆汁酸およびビリルビンの輸送；尿素形成；シト
クロムｐ４５０のレベルおよび活性；グルタチオンのレベル；α－グルタチオンｓ－トラ
ンスフェラーゼの放出；ＡＴＰ、ＡＤＰおよびＡＭＰの代謝；細胞内のＫ＋およびＣａ２

＋の濃度；核マトリックスタンパク質またはオリゴヌクレオソームの放出；ならびにアポ
トーシスの誘導（細胞が丸くなること、クロマチンの凝縮および核断片化によって示唆さ
れる）の測定が挙げられる。ＤＮＡ合成は、［３Ｈ］－チミジンまたはＢｒｄＵの取り込
みとして測定され得る。ＤＮＡの合成または構造に対する薬物の作用は、ＤＮＡの合成ま
たは修復を測定することによって決定され得る。［３Ｈ］－チミジンまたはＢｒｄＵの取
り込み、特に、細胞周期中の不定期の時点におけるそれらの取り込み、または細胞の複製
に必要なレベルより高いそれらの取り込みは、薬物の作用と一致する。望まれない作用に
は、分裂中期スプレッドによって決定される異常な割合の姉妹染色分体交換も含まれ得る
。読者は、さらなる詳述についてＶｉｃｋｅｒｓ（１９９７）を参照されたい。
【０２３３】
　Ｂ．肝臓治療および移植
　本発明はまた、急性、慢性または遺伝性の肝機能障害におそらく起因して肝機能の程度
を回復する治療を必要とする被験体の肝機能の程度を回復するための、本明細書中に提供
される肝細胞の使用も提供する。
【０２３４】
　治療的な適用に対する本明細書中に提供される肝細胞の適切さを決定するために、まず
、それらの細胞は、好適な動物モデルにおいて試験され得る。１つのレベルにおいて、細
胞は、インビボにおいて生存する能力およびその表現型を維持する能力について評価され
る。本明細書中に提供される肝細胞を、免疫不全動物（例えば、ＳＣＩＤマウス、または
化学的にもしくは照射によって免疫不全にされた動物）のさらなる観察に耐えられる部位
（例えば、腎被膜下、脾臓内、または肝小葉内）に投与する。数日から数週間またはそれ
以上後に組織を回収し、多能性幹細胞などの出発細胞型がまだ存在するかについて評価す
る。これは、投与された細胞に検出可能な標識（例えば、緑色蛍光タンパク質またはβ－
ガラクトシダーゼ）を提供すること；または投与された細胞に特異的な構成的マーカーを
測定することによって行われ得る。本明細書中に提供される肝細胞が、げっ歯類モデルに
おいて試験されている場合、投与された細胞の存在および表現型は、ヒト特異的抗体を用
いた免疫組織化学もしくはＥＬＩＳＡ、またはヒトポリヌクレオチド配列に特異的な増幅
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を引き起こすプライマーおよびハイブリダイゼーション条件を用いたＲＴ－ＰＣＲ解析に
よって評価され得る。ｍＲＮＡレベルまたはタンパク質レベルでの遺伝子発現の評価に適
したマーカーは、本開示の別の箇所に提供されている。動物モデルにおいて肝細胞様細胞
の運命を測定するための概要は、Ｇｒｏｍｐｅら（１９９９）；Ｐｅｅｔｅｒｓら（１９
９７）；およびＯｈａｓｈｉら（２０００）に提供されている。
【０２３５】
　別のレベルでは、本明細書中に提供される肝細胞は、完全な肝機能を欠く動物において
肝機能を回復する能力について評価される。Ｂｒａｕｎら（２０００）は、ＨＳＶ－ｔｋ
遺伝子についてトランスジェニックであるマウスにおけるトキシン誘導性の肝疾患に対す
るモデルの概要を述べている。Ｒｈｉｍら（１９９５）およびＬｉｅｂｅｒら（１９９５
）は、ウロキナーゼの発現による肝疾患に対するモデルの概要を述べている。Ｍｉｇｎｏ
ｎら（１９９８）は、細胞表面マーカーであるＦａｓに対する抗体によって誘導される肝
疾患の概要を述べている。Ｏｖｅｒｔｕｒｆら（１９９８）は、Ｆａｈ遺伝子の標的破壊
による、マウスにおける遺伝性チロシン血症Ｉ型に対するモデルを開発した。その動物は
、２－（２－ニトロ－４－フルオロ－メチル－ベンゾイル（ｂｅｎｚｙｏｌ））－１，３
－シクロヘキサンジオン（ＮＴＢＣ）を供給することによって、その欠損からレスキュー
され得るが、ＮＴＢＣが取り除かれると、肝疾患を発症する。急性肝疾患は、９０％の肝
切除によってモデル化され得る（Ｋｏｂａｙａｓｈｉら、２０００）。急性肝疾患は、動
物を肝臓毒（例えば、ガラクトサミン、ＣＣｌ４またはチオアセトアミド）で処置するこ
とによってもモデル化され得る。
【０２３６】
　肝硬変などの慢性肝疾患は、線維症を誘導するのに十分長く動物を致死未満量の肝臓毒
で処置することによってモデル化され得る（Ｒｕｄｏｌｐｈら、２０００）。本明細書中
に提供される肝細胞が肝機能を再構成する能力の評価は、それらの細胞を上記のような動
物に投与すること、次いで、状態の進行について動物をモニターしつつ、１～８週間また
はそれ以上にわたって生存を測定することを含む。肝機能に対する作用は、肝臓組織にお
いて発現されるマーカー、シトクロムｐ４５０の活性、および血液中の指標（例えば、ア
ルカリホスファターゼ活性、ビリルビン抱合およびプロトロンビン時間）、ならびに宿主
の生存を評価することによって測定され得る。これらの基準のいずれかに従った生存、疾
患の進行または肝機能の維持の任意の改善は、その治療の有効性に関し、さらなる最適化
をもたらし得る。
【０２３７】
　代謝酵素のプロファイルによるところの望ましい機能的特性または動物モデルにおける
有効性を示す本発明のある特定の態様において提供される肝細胞は、肝機能が損なわれて
いるヒト被験体への直接的な投与にも好適であり得る。止血の目的で、それらの細胞は、
循環への適切なアクセスを有する任意の部位（代表的には腹腔内の部位）に投与され得る
。いくつかの代謝機能および解毒機能については、その細胞が胆管へのアクセスを有する
ことが有益である。したがって、それらの細胞は、肝臓付近に（例えば、慢性肝疾患の処
置において）または脾臓付近に（例えば、劇症肝不全の処置において）投与される。１つ
の方法では、それらの細胞は、留置カテーテルによる注入によって、肝動脈または門脈を
通って肝循環に投与される。門脈におけるカテーテルは、それらの細胞が、主に脾臓もし
くは肝臓またはその両方の組み合わせに流れるように操作され得る。別の方法では、それ
らの細胞は、代表的には、ボーラスを所定位置に保持し得る賦形剤またはマトリックス中
のボーラスを標的器官付近の腔に入れることによって投与される。別の方法では、それら
の細胞は、肝葉または脾葉に直接注射される。
【０２３８】
　本発明のある特定の態様において提供される肝細胞は、肝機能を回復するかまたは補う
必要のある任意の被験体の治療のために使用され得る。そのような治療にとって適切であ
り得るヒトの状態としては、任意の原因に起因する劇症肝不全、ウイルス肝炎、薬物誘導
性の肝臓の損傷、肝硬変、遺伝性の肝不全（例えば、ウィルソン病、ジルベール症候群ま
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たはα１－抗トリプシン欠損）、肝胆道癌腫、自己免疫性肝疾患（例えば、自己免疫性慢
性肝炎または原発性胆汁性肝硬変）、および肝機能を損なう他の任意の状態が挙げられる
。ヒトを治療する場合、用量は、被験体の体重、苦痛の性状および重症度、ならびに投与
される細胞の複製能に対して調整を行って、一般に約１０９～１０１２細胞、代表的には
約５×１０９～５×１０１０細胞である。処置様式および適切な用量の決定についての最
終責任は、管理している臨床医にある。
【０２３９】
　Ｃ．肝臓補助デバイスにおける使用
　本発明のある特定の態様は、被包されているかまたはバイオ人工肝臓デバイスの一部で
ある、本明細書中に提供される肝細胞を含む。様々な形態の被包が、Ｃｅｌｌ　Ｅｎｃａ
ｐｓｕｌａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，１９
９９に記載されている。本発明のある特定の態様において提供される肝細胞は、インビト
ロまたはインビボにおいて使用するために、そのような方法に従って被包され得る。
【０２４０】
　臨床上使用するためのバイオ人工器官は、長期間治療の一部として、または劇症肝不全
と肝臓の再構成または肝臓移植との間の時間を乗り越えるために、肝機能を損なっている
個体を支援するようにデザインされる。バイオ人工肝臓デバイスは、Ｍａｃｄｏｎａｌｄ
ら（１９９９）に概説されており、米国特許第５，２９０，６８４号、同第５，６２４，
８４０号、同第５，８３７，２３４号、同第５，８５３，７１７号および同第５，９３５
，８４９号に例証されている。懸濁物タイプのバイオ人工肝臓は、プレート型透析器内に
懸濁されている細胞、好適な基材中にマイクロカプセル化されている細胞、または細胞外
マトリックスでコーティングされたマイクロキャリアビーズに付着されている細胞を含む
。あるいは、肝細胞は、固体支持体上、充填層中、マルチプレートフラットベッド（ｍｕ
ｌｔｉｐｌａｔｅ　ｆｌａｔ　ｂｅｄ）中、マイクロチャネルスクリーン上、または中空
糸毛細管の周囲に配置され得る。そのデバイスは、被験体の血液が通過する入口および出
口、ならびに時折、それらの細胞に栄養分を供給する別個の出入口のセットを有する。
【０２４１】
　肝細胞は、先に記載された方法に従って調製され、次いで、デバイス内の好適な基材（
例えば、Ｍａｔｒｉｇｅｌ（登録商標）またはコラーゲンのマトリックス）上にプレーテ
ィングされる。そのデバイスの有効性は、輸入（ａｆｆｅｒｅｎｔ）チャネル中の血液組
成を輸出（ｅｆｆｅｒｅｎｔ）チャネル中のそれと比較することによって（輸入流から取
り出された代謝産物および輸出流中の新しく合成されたタンパク質に関して）、評価され
得る。
【０２４２】
　この種類のデバイスは、血液などの流体を解毒するために使用され得、ここで、その流
体は、本発明のある特定の態様において提供される肝細胞がその流体中のトキシンを除去
するかまたは改変することを可能にする条件下においてその肝細胞と接触する。その解毒
は、通常は肝臓によって処理される少なくとも１つのリガンド、代謝産物または他の化合
物（天然または合成の化合物）を除去することまたは変更することを含み得る。そのよう
な化合物としては、ビリルビン、胆汁酸、尿素、ヘム、リポタンパク質、炭水化物、トラ
ンスフェリン、ヘモペキシン、アシアロ糖タンパク質、インスリンおよびグルカゴンのよ
うなホルモン、ならびに種々の小分子薬物が挙げられるがこれらに限定されない。そのデ
バイスは、合成されたタンパク質（例えば、アルブミン、急性期反応物質および負荷され
ていないキャリアタンパク質）について輸出流体を濃縮するためにも使用され得る。その
デバイスは、種々のこれらの機能が果たされることにより、必要とされる肝機能と同じ数
の肝機能を回復するように最適化され得る。治療的なケアという状況では、そのデバイス
は、肝細胞不全の患者からの血流を処理し、次いで、その血液がその患者に戻される。
【０２４３】
　Ｄ．商業目的、治療目的および研究目的のための配布
　製造、配布および使用の目的で、本発明の肝細胞系譜細胞は、代表的には、等張性の賦
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形剤または培養培地中の細胞培養物または細胞懸濁物の形態、必要に応じて、輸送または
保管を容易にするために凍結されて、供給される。
【０２４４】
　本発明は、製造中、配布中または使用中の任意の時点において存在する細胞のセットま
たは組み合わせを含む、種々の試薬系も含む。それらの細胞セットは、本開示に記載され
る２つ以上の細胞集団の任意の組み合わせを含み、その細胞集団としては、未分化な幹細
胞、体細胞由来の肝細胞または他の分化細胞型と組み合わされる、プログラミングによっ
て得られた細胞（肝細胞系譜細胞、それらの前駆体およびサブタイプ）が例証されるがこ
れらに限定されない。そのセットにおける細胞集団は、時折、同じゲノムまたはその遺伝
的に改変された形態を共有する。そのセットの各細胞型は、一緒に包装されてもよいし、
同じ施設または異なる場所において、同じまたは異なる時点において、取引関係を共有す
る同じ実体または異なる実体の管理下において、別個の容器内に包装されてもよい。
【０２４５】
　ＶＩＩＩ．フォワードプログラミングにおける候補遺伝子を試験するための細胞および
方法
　特定の候補遺伝子または候補遺伝子の組み合わせが肝細胞などの特定の細胞型に対して
フォワードプログラミング因子として作用する能力は、本開示に提供される方法および細
胞を用いて試験され得る。フォワードプログラミングにおける特定の候補遺伝子または候
補遺伝子の組み合わせの有効性は、細胞の形態、マーカーの発現、酵素活性、増殖能、ま
たは目的の他の特徴に対する作用によって評価され得、次いで、それらは、候補遺伝子ま
たは組み合わせを含まない平行して培養されたものとの比較において決定される。候補遺
伝子は、所望の細胞型への分化または所望の細胞型の機能にとって重要な転写因子であり
得る。
【０２４６】
　ある特定の実施形態において、候補遺伝子または候補遺伝子の組み合わせを発現させる
ための少なくとも１つの発現カセットを含む出発細胞（例えば、多能性幹細胞）が提供さ
れ得る。その発現カセットは、誘導性プロモーターなどの外部から調節可能な転写制御エ
レメントを含み得る。これらのプロモーターの活性は、生物的または非生物的な因子の存
在または非存在によって誘導され得る。誘導性プロモーターに作動可能に連結された遺伝
子の発現は、生物の発生のある特定の段階または特定の組織においてオンまたはオフにさ
れ得るので、それらの誘導性プロモーターは、遺伝子操作において非常に強力なツールで
ある。大腸菌のテトラサイクリン耐性オペロンの必須の制御成分に基づいたＴｅｔ－Ｏｎ
およびＴｅｔ－Ｏｆｆの誘導可能な遺伝子発現系が使用され得る。いったん、出発細胞に
おいて確立されると、インデューサーのドキシサイクリン（Ｄｏｘ、テトラサイクリン誘
導体）は、用量依存的様式で発現系を調節することにより、候補遺伝子の発現レベルを正
確に調節し得る。
【０２４７】
　所望の細胞型の識別を助けるために、出発細胞は、細胞特異的または組織特異的なレポ
ーター発現カセットをさらに含んでもよい。そのレポーター発現カセットは、所望の細胞
型に特異的な転写制御エレメントに作動可能に連結されたレポーター遺伝子を含み得る。
例えば、そのレポーター発現カセットは、肝細胞の産生、単離、選択または濃縮のための
肝細胞特異的プロモーターを含み得る。そのレポーター遺伝子は、当該分野で公知かつ前
述の開示に例証された、任意の選択可能またはスクリーニング可能なマーカー遺伝子であ
り得る。
【実施例】
【０２４８】
　ＶＩＩＩ．実施例
　以下の実施例は、本発明の好ましい実施形態を示すために含められる。以下の実施例に
開示される手法は、本発明の実施において十分に機能すると本発明者らによって発見され
た手法であり、ゆえに、それを実施するための好ましい形式を構成すると考えられ得るこ
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とは、当業者に認識されるべきである。しかしながら、当業者は、本開示に鑑みて、開示
される特定の実施形態において多くの変更が行われ得、その変更によって、本発明の精神
および範囲から逸脱することなくなおも同様または類似の結果を得ることができることを
認識するべきである。
【０２４９】
　実施例１－遺伝的手段および化学的手段を介した肝細胞のフォワードプログラミング
　ヒトＥＳＣ／ｉＰＳＣからの肝細胞分化のための代替アプローチを図１に示す。成熟肝
細胞などの肝細胞系譜細胞は、通常の分化において必要な発生段階（下のボックス）のす
べてではないがほとんどを迂回して、適切な導入遺伝子の組み合わせの発現によってヒト
ＥＳＣ／ｉＰＳＣから効率的に誘導され得る（上のボックス）。
【０２５０】
　肝細胞分化用のヒトＥＳＣ／ｉＰＳＣレポーター／誘導可能（Ｒ／Ｉ）株を樹立した（
図２）。染色体の位置に依存したサイレンシング作用を最小限にしつつ、肝細胞特異的レ
ポーターとｒｔＴＥＴの両方を発現させるために、３番染色体上のヒトＲｏｓａ２６遺伝
子座を選択した。まず、ＬｏｘＰ組換え部位（ＬＯＸ７１およびＬＯＸ２２７２）を、相
同組換えによってヒトＲＯＳＡ２６遺伝子のエキソン１とエキソン２の間の部位に導入し
た。標的化構築物（ＫＩ構築物）は、ホスホグリセリン酸キナーゼプロモーター（ＰＧＫ
）によって駆動される、ネガティブ選択用のジフテリア毒素Ａフラグメント遺伝子（ＤＴ
Ａ）の発現を使用し、約２．０ｋｂの５’アームおよび４．５ｋｂの３’アームを含む。
ヒトＢＣＬ２遺伝子由来のスプライシングアクセプターシグナル（ＳＡ）をＬＯＸ７１部
位の前に配置することにより、内在性ヒトＲＯＳＡ２６プロモーターによる選択マーカー
の発現を可能にした。ガンシクロビルを用いた工程２における正しくないＣｒｅ／Ｌｏｘ
Ｐ組換え事象に対するネガティブ選択を可能にするために、チミジンキナーゼ（ＴＫ）に
対するコード領域を含めた。相同組換えにおけるポジティブ選択のために、ネオマイシン
ホスホトランスフェラーゼ（Ｎｅｏ）を使用した（工程１）。内在性ヒトＲＯＳＡ２６プ
ロモーターからＴＫおよびＮｅｏ遺伝子を同時発現するために、口蹄疫ウイルスペプチド
（Ｆ２Ａ）を使用した。ＢＧＨｐＡは、ウシ成長ホルモン遺伝子に由来するポリアデニル
化シグナルである。その相同組換えによって、Ｃｒｅ／ＬｏｘＰ組換えによる効率的なカ
セット交換用のヒトＥＳＣ／ｉＰＳＣの親系統が得られた。肝細胞分化用のレポーター／
誘導可能細胞株を樹立するために、Ｆ２Ａペプチドに連結されたマーカー遺伝子ｍＯｒａ
ｎｇｅおよびブラストサイジンＳデアミナーゼ（ＢＳＤ）（肝細胞特異的プロモーターＡ
ｐｏＥ４ｐＡＡＴによって駆動される）およびｒｔＴＥＴ（恒常的に活性な真核生物の伸
長因子１αプロモーター－ｐＥＦによって駆動される）を、組換え媒介性カセット交換（
ＲＭＣＥ）ベクターおよびＣｒｅ発現プラスミドの脂質媒介性の同時トランスフェクショ
ンによってＲｏｓａ２６遺伝子座に導入した。組換え事象について選択するために、ピュ
ーロマイシンＮ－アセチル－トランスフェラーゼ（Ｐｕｒｏ）を使用した。正しく組み換
えられたＲ／Ｉ細胞は、ピューロマイシン（Ｐｕｒｏ＋）およびガンシクロビル（ＴＫ－

）に耐性であり、かつジェネテシン選択（Ｎｅｏ－）に感受性である。
【０２５１】
　ヒトＨ１　ＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株において、Ｔｅｔ－Ｏｎ誘導可能な遺伝子発現を確認した
（図３Ａ～３Ｃ）。Ｐｔｉｇｈｔプロモーター（ｒｔＴＥＴ応答性誘導性プロモーター）
によって駆動されるＥＧＦＰを、図３Ａの両方のベクターのＦｕｇｅｎｅ　ＨＤ媒介性ト
ランスフェクションを用いてヒトＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株に導入した。安定なＰｉｇｇｙＢａｃ
トランスポゾンの組み込みを有するヒトＥＳＣを、ジェネテシン（１００μｇ／ｍｌ）を
用いて選択した。ドキシサイクリン（１μｇ／ｍｌ）ありまたはなしでの誘導の２日後の
ヒトＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株を含む像を図３Ｂに示す。ドキシサイクリン（１μｇ／ｍｌ）あり
またはなしで４日間誘導した後、ヒトＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株におけるＥＧＦＰの発現をフロー
サイトメトリーによって解析した（図３Ｃ）。ドキシサイクリン誘導の４日後、８３．３
％のヒトＥＳＣ　Ｒ／Ｉ株が、ＥＧＦＰ発現によって、安定したＰｉｇｇｙＢａｃトラン
スポゾンの組み込みを示した。
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【０２５２】
　ヒトＥＳＣ／ｉＰＳＣからの肝細胞フォワードプログラミングを示す図を図４に示す。
哺乳動物の正常な発生中の肝臓の分化に関わるか、または成体肝細胞で富化されるかのい
ずれかである遺伝子を、Ｐｔｉｇｈｔプロモーターの制御下（表１）においてＰｉｇｇｙ
Ｂａｃベクター（図３）にクローニングした。ヒトＥＳＣに成熟肝臓の運命を直接課すこ
とができる転写因子を見つけるために、導入遺伝子発現型ＰｉｇｇｙＢａｃベクターとｈ
ＰＢａｓｅ発現型ベクターの種々の組み合わせをヌクレオフェクションによりｒｔＴＥＴ
の構成的発現を有するヒトＥＳＣに導入した（Ｍｉｒｕｓ　Ｉｎｇｅｎｉｏ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｐｏｒａｔｉｏｎ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ：品番ＭＩＲ５０１１４；プログラム：Ａｍａ
ｘａ　Ｂ－０１６）。ヌクレオフェクトされたヒトＥＳＣをｍＴｅＳＲ１（Ｓｔｅｍ　Ｃ
ｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）においてマトリゲル上で培養した。安定したゲノム
導入遺伝子組み込み（細胞を少なくとも（ａｔ　ｌｅａｓｅ）１回継代させた後分化させ
た）のためのジェネティシン（１００μｇ／ｍｌ）選択後に、ヒトＥＳＣをアキュターゼ
処理により個別化し、マトリゲルコーティングした１２ウェルプレート上にプレーティン
グした。ドキシサイクリン（１μｇ／ｍｌ）を翌日添加し、０．５μｇ／ｍｌインスリン
、０．１μＭデキサメタゾン（ｄｅｘ）および５０ｎｇ／ｍｌオンコスタチンＭ（ＯＳＭ
）を補充した肝細胞維持培地（ＨＭＭ、Ｌｏｎｚａ）にて導入遺伝子発現を誘導させた。
適切な日数での導入遺伝子誘導後、ドキシサイクリンを除去し、細胞を肝細胞様細胞に移
行させ、０．５μｇ／ｍｌインスリン、０．１μＭ　ｄｅｘおよび５０ｎｇ／ｍｌ　ＯＳ
Ｍを補充したＨＭＭにて維持した後特徴付けした。適切な場合、小分子、例えば、ＭＥＫ
阻害剤ＰＤ０３２５９０１、ＴＧＦβキナーゼ／アクチビン受容体様キナーゼ（ＡＬＫ５
）阻害剤Ａ　８３－０１および天然シグナル伝達分子のサイクリックＡＭＰ　８－ブロモ
アデノシン３’，５’－サイクリック一リン酸（８－Ｂｒ－ｃＡＭＰ）のアナログを肝臓
プログラミング中に添加した。
【０２５３】
　ヒトｒｔＴＥＴ発現型ＥＳＣを、導入遺伝子および／または共発現ベクターの種々の組
み合わせを用いてトランスフェクトした。安定した導入遺伝子組み込みのための薬物選択
後に、細胞をアキュターゼを用いて個別化し、１０μＭ　ＨＡ１００を補充したｍＴｅＳ
Ｒにおいて約０．２×１０６個の細胞／ウェルで、マトリゲルコーティングした１２ウェ
ルプレート上にプレーティングし、細胞付着を促進した（０日）。プレーティング後１日
目～７日目に、導入遺伝子発現を、０．５μｇ／ｍｌインスリン、０．１μＭ　ｄｅｘお
よび５０ｎｇ／ｍｌＯＳＭを補充したＨＭＭにおいて１μｇ／ｍｌドキシサイクリンを用
いて誘導させた。７日目から、細胞を、０．５μｇ／ｍｌインスリン、０．１μＭ　ｄｅ
ｘおよび５０ｎｇ／ｍｌ　ＯＳＭを補充したＨＭＭで維持した。培養培地をプログラミン
グ中１日おきに交換した。１３日目に、プログラミング培養物をマウス－抗ヒトアルブミ
ンモノクローナル抗体（１：５０００、Ｃｅｄａｒｌａｎｅ、品番ＣＬ２５１３Ａ）で染
色した後、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　４８８ロバ－抗マウスＩｇＧ（Ｈ＋Ｌ）二次抗体（
１：１０００、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、品番Ａ－２１２０２）で染色した。試験した導入
遺伝子および共発現ベクターのうち、ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸおよびＨＮＦ１
Ａが成功裏の肝臓のリプログラミングに必要であると思われ、一方ＭＡＦＢおよびＴＢＸ
３が効率に影響を及ぼした（図５）。肝臓プログラミング効率の改善は、図５の説明で定
義したようにＧＦＨおよびＨ１ＡＭ共発現ベクターを使用して観察された。
【０２５４】
　肝臓プログラミング効率に対するＭＥＫ阻害剤ＰＤ０３２５９０１（Ｐ）およびＴＧＦ
βキナーゼ／アクチビン受容体様キナーゼ（ＡＬＫ５）阻害剤Ａ　８３－０１（Ａ）の影
響を決定するために、ＧＦＨ、Ｈ１ＡＭおよびＴＢＸ３でトランスフェクトしたヒトｒｔ
ＴＥＴ発現型ＥＳＣを０日に１０μＭ　ＨＡ１００を補充したｍＴｅＳＲにおいて約０．
２×１０６個の細胞／ウェルで、マトリゲルコーティングした１２ウェルプレート上にプ
レーティングした。ＰＤ０３２５９０１（０．５μＭ）、Ａ　８３－０１（０．５μＭ）
またはその両方をプレーティング後１日～７日目にドキシサイクリンとともに添加した。
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プレーティング後１３日目にアルブミン（ＡＬＢ）フロー分析用に細胞を回収した。グラ
フに示すように、ＰまたはＡのみの添加は％ＡＬＢ発現型細胞をかなり改善する（図６）
。ＰおよびＡは顕著なさらなる効果を示さないようであったが、両方を肝臓の誘導段階で
含め、異なるヒトＥＳＣ／ｉＰＳＣ株からの一貫した肝臓プログラミングを確実にした。
【０２５５】
　肝臓プログラミングに対するドキシサイクリン誘導期間の影響を、ＧＦＨ、Ｈ１ＡＭお
よびＴＢＸ３でヒトｒｔＴＥＴ発現型ＥＳＣをトランスフェクトすることにより決定した
。トランスフェクトした細胞を、０日に１０μＭ　ＨＡ１００を補充したｍＴｅＳＲにお
いて約０．２×１０６個の細胞／ウェルで、マトリゲルコーティングした１２ウェルプレ
ート上にプレーティングした。ドキシサイクリン（１μｇ／ｍｌ）、ＰおよびＡを０、２
、４、６、８または１０日間添加した。プレーティング後１２日目にＡＬＢフロー分析用
に細胞を回収した。図７Ａに示すように、肝臓プログラミングに対する導入遺伝子誘導の
最適時間枠（ドキシサイクリン処理の４日目）があるようであった。導入遺伝子発現の非
存在下において、図７Ｂに示すように肝細胞様細胞は観察されず、肝臓プログラミング遺
伝子の必要性を実証した。導入遺伝子発現とともに、多角形の形状、はっきり見える核お
よび緊密な細胞間接触を有する肝細胞様細胞が容易に観察された。
【０２５６】
　肝臓プログラミングに対するサイクリックＡＭＰアナログ　８－Ｂｒ－ｃＡＭＰの影響
を決定するために、ＧＦＨ、Ｈ１ＡＭおよびＴＢＸ３でトランスフェクトしたヒトｒｔＴ
ＥＴ発現型ＥＳＣを、０日目に１０μＭ　ＨＡ１００を補充したｍＴｅＳＲにおいて約０
．２×１０６個の細胞／ウェルで、マトリゲルコーティングした１２ウェルプレート上に
プレーティングした。ドキシサイクリン（１μｇ／ｍｌ）、ＰおよびＡをプレーティング
後１日～７日目に添加した。７日目にドキシサイクリン、ＰおよびＡを除去後、異なる濃
度の８－Ｂｒ－ｃＡＭＰを添加し、肝臓の移行を促進した。プレーティング後１３日目に
ＡＬＢフロー分析用に細胞を回収した。グラフに示すように、８－Ｂｒ－ｃＡＭＰの添加
は２００μＭに近い飽和濃度で肝臓プログラミングを顕著に改善した（図８）。
【０２５７】
　肝臓プログラミングに対する初期プレーティング細胞密度の影響を、ＧＦＨ、Ｈ１ＡＭ
およびＴＢＸ３でヒトｒｔＴＥＴ発現型ＥＳＣをトランスフェクトすることにより決定し
た。トランスフェクトした細胞を、０日目に１０μＭ　ＨＡ１００を補充したｍＴｅＳＲ
において異なる数の細胞／ウェルで、マトリゲルコーティングした１２ウェルプレート上
にプレーティングした。ドキシサイクリン（１μｇ／ｍｌ）、ＰおよびＡをプレーティン
グ後１日～５日目に添加した。５日目にドキシサイクリン、ＰおよびＡを除去後、８－Ｂ
ｒ－ｃＡＭＰ（２００μＭ）を添加し、肝臓の移行を促進した。プレーティング後１１日
目にＡＬＢフロー分析用に細胞を回収した。グラフに示すように、最適な肝臓プログラミ
ングは適切な初期プレーティング細胞密度を必要とした（図９）。例えば、約０．３×１
０６個の細胞／ウェルの高細胞密度培養は、肝臓プログラミング効率を顕著に低下させた
。
【０２５８】
　肝臓プログラミング中のＡＬＢ発現の動態を、ＧＦＨ、Ｈ１ＡＭおよびＴＢＸ３でヒト
ｒｔＴＥＴ発現型ＥＳＣをトランスフェクトすることにより決定した。トランスフェクト
させた細胞を、０日目に１０μＭ　ＨＡ１００を補充したｍＴｅＳＲにおいて約０．１×
１０６個の細胞／ウェルで、マトリゲルコーティングした１２ウェルプレート上にプレー
ティングした。ドキシサイクリン（１μｇ／ｍｌ）、ＰおよびＡをプレーティング後１日
～５日目に添加した。５日目にドキシサイクリン、ＰおよびＡを除去後、８－Ｂｒ－ｃＡ
ＭＰ（２００μＭ）を添加し、肝臓の移行を促進した。グラフに示すように、プレーティ
ング後、種々の日数でＡＬＢフロー分析用に細胞を回収した。グラフに示すように、％Ａ
ＬＢ発現型細胞はプレーティング後９日～１１日目に急速に増加する（図１０）。１１日
目以後、％ＡＬＢ発現型細胞は一定のままであった。これは、非肝臓細胞から肝細胞様細
胞への移行が、このプロトコールでのプレーティング後約１１日で完了することを示唆し
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た。
【０２５９】
　３Ｄ培養を加えたことにより肝細胞の生存および成熟化を促進した。プログラムされた
肝細胞は２Ｄ培養において急速な悪化を示した（図１１Ａ）。具体的には、肝細胞の形態
は、２Ｄ培養における初代ヒト肝細胞と同様、インスリン（０．５μｇ／ｍｌ）およびデ
キサメタゾン（０．１μＭ）を補充したＨＭＭにおいて４日後の１５日目に顕著な悪化を
示した。スフェロイドが肝臓プログラミングの０、３および５日目に形成されたとき、１
１日目では非常に不良な収率となった（１１日目のｈＥＳＣのインプット：肝細胞のアウ
トプット＝約１０：１）。スフェロイドは肝臓プログラミングの７日目から合理的な収率
で効率的に形成された（１１日目のｈＥＳＣのインプット：肝細胞のアウトプット＝約１
：１）（図１１Ｂ）。肝臓プログラミングにおいて、ＧＦＨ、Ｈ１ＡＭおよびＴＢＸ３で
トランスフェクトしたヒトｒｔ－ＴＥＴ発現型ＥＳＣを、０日目に１０μＭ　ＨＡ１００
を補充したｍＴｅＳＲにおいて約０．４×１０６個の細胞／ウェルで、マトリゲルコーテ
ィングした６ウェルプレート上にプレーティングした。インスリン（０．５μｇ／ｍｌ）
、デキサメタゾン（０．１μＭ）、ヒト白血病抑制因子（ＯＳＭの代わりにｈＬＩＦ：５
ｎｇ／ｍｌ）、ドキシサイクリン（１μｇ／ｍｌ）、Ｐおよび／またはＡを補充したＨＭ
Ｍをプレーティング後１日～５日目に添加した。５日目にドキシサイクリン、Ｐおよび／
またはＡを除去後、インスリン（０．５μｇ／ｍｌ）、デキサメタゾン（０．１μＭ）、
ｈＬＩＦ（Ｌ、５ｎｇ／ｍｌ）、８－Ｂｒ－ｃＡＭＰ（Ｂ、２００μＭ）およびアスコル
ビン酸ナトリウム（ＡＡ、１００μｇ／ｍｌ）を補充したＨＭＭ（ＨＭＭ＋ＬＢＡＡ）を
添加し、肝臓の移行を促進した。スフェロイドを調製するため、７日目の肝臓プログラミ
ング培養物を、６ウェルプレートの１ウェル当たり２ｍｌの０．５ｍＭ　ＥＤＴＡならび
に０．５ｍＭ　ＥＧＴＡ（Ｃａ２＋およびＭｇ２＋非含有ＰＢＳで調製された）で１回洗
浄し、０．５ｍＭ　ＥＧＴＡを補充した０．０５％トリプシン－ＥＤＴＡ（Ｉｎｖｉｔｒ
ｏｇｅｎ）を１ウェル当たり予め加温した１．５ｍｌで３７℃、６～７分間解離した。解
離後、１０％ＦＢＳを補充したＨＭＭを使用し、トリプシンを中和した。細胞を回収し、
１２００ｒｐｍにて５分間、ＨＭＭで１回洗浄した。スフェロイド形成において、細胞を
ＨＭＭ＋ＬＢＡＡ（６ウェルプレートの４ウェル毎に約６ｍｌ）で再懸濁させ、細胞付着
を防止するために１０％ポリＨｅｍａでコーティングしたＴ２５フラスコに移した（１フ
ラスコ当たり約６ｍｌ）。Ｔ２５フラスコを細胞培養インキュベーター内の１５ｒｐｍの
ロッカーに置いた。スフェロイドは９日目までに効率よく形成された。スフェロイドの集
塊を防止するために、約３ｍｇ／ｍｌのＡｌｂｕｍａｘＩまたはＩＩ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇ
ｅｎ）を９日目にＨＭＭ＋ＬＢＡＡに添加した。２Ｄ培養と同様に、％ＡＬＢ陽性細胞は
１１日目の３Ｄスフェロイドにおいてほぼ飽和に達した（図１１Ｃ）。１１日以後、スフ
ェロイドをインスリン（０．５μｇ／ｍｌ）およびデキサメタゾン（０．１μＭ）を補充
したＨＭＭに維持し、さらに成熟を促進させた（３１日未満）。スフェロイドの段階的な
収縮（１９日目と１１日目のスフェロイドを比較）は、細胞の喪失を示唆した。
【０２６０】
　本明細書中に開示される方法および特許請求される方法のすべてが、本開示に鑑みて過
度の実験を行うことなく、実行され、達成され得る。本発明の組成物および方法は、好ま
しい実施形態に関して記載されてきたが、本発明の概念、精神および範囲から逸脱するこ
となく、本明細書中に記載される方法およびそれらの方法の工程または一連の工程にバリ
エーションが適用され得ることが当業者には明らかであろう。より詳細には、化学的かつ
生理的に関係するある特定の作用物質が、本明細書中に記載される作用物質の代わりに用
いられ得るが、同じまたは類似の結果が達成され得ることが明らかであろう。当業者に明
らかなそのような類似の代替物および改変のすべてが、添付の請求項によって定義される
本発明の精神、範囲および概念の範囲内であるとみなされる。
【０２６１】
　参照文献
　以下の参照文献は、例示的方法の詳細または本明細書に記載のものに補足する他の詳細
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を提供する範囲で、特に本明細書において参考として援用される。
【０２６２】
【化１】

【０２６３】
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【０２６４】
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【０２６５】
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【０２６６】
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【０２６７】
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【０２６８】
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【０２６９】
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【０２７０】
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【化９】

【０２７１】
（項目１）
　幹細胞のフォワードプログラミングにより肝細胞を産生する方法であって、上記方法は
、ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦＩＡおよびＭＡＦＢまたはＴＢＸ３をコー
ドする肝細胞プログラミング因子遺伝子を含む少なくとも１つの外因性発現カセットで上
記幹細胞をトランスフェクトし、それにより上記幹細胞のフォワードプログラミングから
肝細胞を産生する工程を含む、方法。
（項目２）
　上記少なくとも１つの外因性発現カセットが、外部から誘導可能な転写制御エレメント
に作動可能に連結されている、項目１に記載の方法。
（項目３）
　上記幹細胞をＭＥＫ阻害剤および／またはＡＬＫ５阻害剤に接触させる工程をさらに含
む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　上記ＭＥＫ阻害剤がＰＤ０３２５９０１である、項目３に記載の方法。
（項目５）
　上記ＡＬＫ５阻害剤がＡ　８３－０１である、項目３に記載の方法。
（項目６）
　上記幹細胞をサイクリックＡＭＰアナログに接触させる工程をさらに含む、項目３に記
載の方法。
（項目７）
　上記サイクリックＡＭＰアナログが８－Ｂｒ－ｃＡＭＰである、項目６に記載の方法。
（項目８）
　上記幹細胞が間葉系幹細胞、造血幹細胞、胚性幹細胞または人工多能性幹細胞である、
項目１に記載の方法。
（項目９）
　上記幹細胞またはその子孫細胞が、レポーター遺伝子に作動可能に連結された肝細胞特
異的転写制御エレメントを含むレポーター発現カセットをさらに含む、項目１に記載の方
法。
（項目１０）
　上記肝細胞特異的転写制御エレメントが、アルブミン、α－１－抗トリプシン（ＡＡＴ
）、シトクロムｐ４５０　３Ａ４（ＣＹＰ３Ａ４）、アポリポタンパク質Ａ－ＩまたはＡ
ＰＯＥのプロモーターである、項目９に記載の方法。
（項目１１）
　上記肝細胞が、以下：
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　（ｉ）グルコース－６－ホスファターゼ、アルブミン、α－１－抗トリプシン（ＡＡＴ
）、サイトケラチン８（ＣＫ８）、サイトケラチン１８（ＣＫ１８）、アシアロ糖タンパ
ク質レセプター（ＡＳＧＲ）、アルコールデヒドロゲナーゼ１、Ｉ型アルギナーゼ、シト
クロムｐ４５０　３Ａ４（ＣＹＰ３Ａ４）、肝臓特異的有機アニオントランスポーター（
ＬＳＴ－１）またはそれらの組み合わせを含む１つ以上の肝細胞マーカーの発現；
　（ｉｉ）グルコース－６－ホスファターゼ、ＣＹＰ３Ａ４、胆汁の産生もしくは分泌、
尿素の産生、または生体異物の解毒の活性；
　（ｉｉｉ）肝細胞の形態学的特徴；または
　（ｉｖ）免疫不全被験体におけるインビボでの肝臓の生着
を含む肝細胞の特性のうちの１つ以上を含む、項目１に記載の方法。
（項目１２）
　上記肝細胞の特性がアルブミン発現である、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　肝細胞について選択または濃縮する工程をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１４）
　上記幹細胞またはその子孫細胞が、オンコスタチンＭ（ＯＳＭ）を含む１つ以上の成長
因子を含む培地中で培養される、項目１に記載の方法。
（項目１５）
　上記肝細胞またはその子孫細胞を懸濁培養物として培養する工程をさらに含む、項目１
に記載の方法。
（項目１６）
　上記懸濁培養物がスピナーフラスコにおいて維持される、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　上記スピナーフラスコが約４０～７０ｒｐｍで作動される、項目１６に記載の方法。
（項目１８）
　上記懸濁培養物が静置懸濁培養物として維持される、項目１５に記載の方法。
（項目１９）
　上記条件における培養後に１５日未満または約１５日で上記肝細胞を得る工程を含む、
項目１に記載の方法。
（項目２０）
　上記条件における培養後に１０日未満または約１０日で上記肝細胞を得る工程を含む、
項目１９に記載の方法。
（項目２１）
　肝細胞に対する薬理学的または毒性学的効果について化合物を評価する方法であって、
上記方法は：
　（ａ）項目１による方法により提供された肝細胞を上記化合物に接触させる工程、およ
び
　（ｂ）上記肝細胞に対する上記化合物の薬理学的または毒性学的効果を評価する工程
を含む、方法。
（項目２２）
　（ａ）ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１ＡおよびＭＡＦＢまたはＴＢＸ３
を含む１つ以上の外因性発現カセット、ならびに
　（ｂ）レポーター遺伝子に作動可能に連結された肝細胞特異的プロモーターを含むレポ
ーター発現カセット
を含む、肝細胞または幹細胞。
（項目２３）
　１つ以上の外因性発現カセットを含む肝細胞または幹細胞であって、
　１つ以上の上記外因性発現カセットは、ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１
ＡおよびＭＡＦＢまたはＴＢＸ３を含み、上記外因性発現カセットのうちの少なくとも１
つは、外部から誘導可能な転写制御エレメントに作動可能に連結されている、肝細胞また
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は幹細胞。
（項目２４）
　肝細胞を含む細胞集団であって、上記肝細胞の少なくとも８０％は、ＦＯＸＡ２、ＧＡ
ＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１ＡおよびＭＡＦＢまたはＴＢＸ３をコードする遺伝子を含む
１つ以上の外因性発現カセットを含む、細胞集団。
（項目２５）
　幹細胞から肝細胞を産生する方法であって、上記方法は：
　（ａ）ＦＯＸＡ２、ＧＡＴＡ４、ＨＨＥＸ、ＨＮＦ１ＡおよびＭＡＦＢまたはＴＢＸ３
をコードする少なくとも肝細胞プログラミング因子遺伝子を含む少なくとも１つの外因性
誘導発現カセットで上記幹細胞をトランスフェクトする工程、
　（ｂ）少なくとも１つの上記外因性誘導発現カセットの発現を誘導する工程、
　（ｃ）上記幹細胞をＭＥＫ阻害剤および／またはＡＬＫ５阻害剤に接触させる工程、な
らびに
　（ｄ）上記幹細胞をサイクリックＡＭＰアナログに接触させ、それにより幹細胞から肝
細胞を産生する工程
を含む、方法。
（項目２６）
　上記幹細胞またはその子孫細胞を懸濁培養物として培養する工程をさらに含む、項目２
５に記載の方法。

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図５】
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