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(57)【要約】
　本発明は、器官、例えば胎盤から幹細胞を収集するた
めの改善された組成物及び方法を提供する。本発明は、
アポトーシス阻害剤と、場合によりプロテアーゼ又は粘
液溶解酵素などの酵素、血管拡張剤、開始阻害剤、酸素
担持ペルフルオロカーボン或いは器官保存化合物とを含
む幹細胞収集組成物を提供する。本発明は、幹細胞収集
組成物を使用して、幹細胞を収集し、幹細胞の集団を保
存する方法を提供する。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幹細胞を単離する方法であって、前記幹細胞と、アポトーシス阻害剤を含む溶液とを接
触させること、及び前記幹細胞を単離することを含む、前記方法。
【請求項２】
　前記アポトーシス阻害剤がカスパーゼ阻害剤である、請求項1記載の方法。
【請求項３】
　前記アポトーシス阻害剤がc-Jun N末端キナーゼ(JNK)阻害剤である、請求項1記載の方
法。
【請求項４】
　前記JNK阻害剤が前記単離前に前記幹細胞の分化又は増殖を調節しない、請求項3記載の
方法。
【請求項５】
　前記幹細胞と、壊死を阻害する化合物とを接触させることをさらに含む、請求項1記載
の方法。
【請求項６】
　前記幹細胞を哺乳類胎盤、臍帯、胎盤血又は臍帯血から単離する、請求項1記載の方法
。
【請求項７】
　前記幹細胞と酸素担持ペルフルオロカーボンとを接触させることをさらに含む、請求項
1記載の方法。
【請求項８】
　前記幹細胞とプロテアーゼとを接触させることをさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項９】
　前記プロテアーゼがマトリックス金属プロテアーゼ又は中性プロテアーゼである、請求
項8記載の方法。
【請求項１０】
　前記マトリックス金属プロテアーゼがコラゲナーゼである、請求項9記載の方法。
【請求項１１】
　前記中性プロテアーゼがサーモリシン又はジスパーゼである、請求項9記載の方法。
【請求項１２】
　前記幹細胞と粘液溶解酵素とを接触させることをさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１３】
　前記粘液溶解酵素がヒアルロニダーゼである、請求項12記載の方法。
【請求項１４】
　前記溶液が食塩水又は培地である、請求項1記載の方法。
【請求項１５】
　前記溶液が、ヒドロキシエチルデンプン、ラクトビオン酸アニオン及びラフィノースを
さらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項１６】
　前記溶液がUW溶液を含む、請求項1記載の方法。
【請求項１７】
　前記幹細胞を前記組織の物理的破壊によって組織から単離する、請求項1記載の方法。
【請求項１８】
　前記物理的破壊が前記組織の酵素消化を含む、請求項17記載の方法。
【請求項１９】
　前記幹細胞を胎盤の少なくとも一部の物理的破壊によって胎盤から単離する、請求項6
記載の方法。
【請求項２０】
　前記物理的破壊が前記組織の酵素消化を含む、請求項19記載の方法。
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【請求項２１】
　前記幹細胞を前記哺乳類胎盤から単離し、前記哺乳類胎盤を灌流溶液で灌流することに
よって前記単離を行う、請求項6記載の方法。
【請求項２２】
　検出可能な数の幹細胞を前記哺乳類胎盤から収集するのに十分な量及び時間で、哺乳類
胎盤を前記灌流溶液で還流することによって前記灌流を行う、請求項21記載の方法。
【請求項２３】
　前記哺乳類胎盤を前記灌流の前に放血させる、請求項21記載の方法。
【請求項２４】
　前記灌流溶液を前記胎盤の臍帯動脈及び臍帯静脈の一方又は両方に流すことによって前
記灌流を行う、請求項21記載の方法。
【請求項２５】
　幹細胞の前記検出可能な数が、前記溶液で灌流されていない哺乳類胎盤から入手可能な
幹細胞の数を有意に上回る、請求項22記載の方法。
【請求項２６】
　前記灌流溶液が、0.9%NaCl溶液又はリン酸緩衝生理食塩水を含む、請求項21記載の方法
。
【請求項２７】
　前記灌流が、約mLから約10,000mLの前記灌流溶液を使用する、請求項21記載の方法。
【請求項２８】
　前記灌流が、約750mLの前記灌流溶液を使用する、請求項21記載の方法。
【請求項２９】
　前記灌流を複数回行う、請求項21記載の方法。
【請求項３０】
　前記幹細胞を前記単離中に72時間未満の時間にわたって低酸素条件に曝し、低酸素条件
が、正常な血液酸素濃度未満の酸素濃度である、請求項1記載の方法。
【請求項３１】
　前記幹細胞を48時間未満の時間にわたって前記低酸素条件に曝す、請求項30記載の方法
。
【請求項３２】
　前記幹細胞を24時間未満の時間にわたって前記低酸素条件に曝す、請求項30記載の方法
。
【請求項３３】
　前記幹細胞を6時間未満の時間にわたって前記低酸素条件に曝す、請求項30記載の方法
。
【請求項３４】
　前記幹細胞を低酸素条件に曝さない、請求項30記載の方法。
【請求項３５】
　前記幹細胞を前記単離中に剪断応力に曝さない、請求項1記載の方法。
【請求項３６】
　前記JNK阻害剤がインダゾールである、請求項3記載の方法。
【請求項３７】
　前記JNK阻害剤が以下の構造を有する、請求項3記載の方法:
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【化１】

(式中、
　Aは、直接結合、-(CH2)a-、-(CH2)bCH=CH(CH2)c-又は-(CH2)bC≡C(CH2)c-であり;
　R1は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール、ヘテロアリール、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R2は、-R3、-R4、-(CH2)bC(=O)R5、-(CH2)bC(=O)OR5、-(CH2)bC(=O)NR5R6、-(CH2)bC(=
O)NR5(CH2)cC(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)NR6R7、-(CH2)bNR5R6、-(CH2
)bOR5、-(CH2)bSOdR5又は-(CH2)bSO2NR5R6であり;
　aは、1、2、3、4、5又は6であり;
　b及びcは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、0、1、2、3又は4
から独立に選択され;
　dは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2であり;
　R3は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、カルボキシ、アルキル
、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィニルアルキル、ス
ルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロ
シクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-C(=O)NR8OR9、-SO2NR8R9、-NR8
SO2R9、-CN、-NO2、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bOR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O
(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R4は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたアル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR4
は、ハロゲン又はヒドロキシであり;
　R5、R6及びR7は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、R5、R6及
びR7の各々は、R3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されており;
　R8及びR9は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アルキル
、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR8及び
R9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し、R8、R9、並び
に一緒になって複素環を形成するR8及びR9の各々は、R3から独立に選択される1から4つの
置換基で場合により置換されている)。
【請求項３８】
　前記JNK阻害剤が以下の構造を有する、請求項3記載の方法：
【化２】

(式中、
　R1は、R7から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール又はヘテロアリールであり;
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　R2は、水素であり;
　R3は、水素又は低級アルキルであり;
　R4は、1から4つの随意の置換基を表し、各置換基は、同一又は異なっており、ハロゲン
、ヒドロキシ、低級アルキル及び低級アルコキシから独立に選択され;
　R5及びR6は、同一又は異なっており、独立に、-R8、-(CH2)aC(=O)R9、-(CH2)aC(=O)OR9
、-(CH2)aC(=O)NR9R10、-(CH2)aC(=O)NR9(CH2)bC(=O)R10、-(CH2)aNR9C(=O)R10、-(CH2)a
NR11C(=O)NR9R10、-(CH2)aNR9R10、-(CH2)aOR9、-(CH2)aSOcR9又は-(CH2)aSO2NR9R10であ
り;
　或いはR5及びR6は、それらが結合した窒素原子と一緒になって、複素環又は置換複素環
を形成し;
　R7は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、シアノ、ニトロ、カル
ボキシ、アルキル、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィ
ニルアルキル、スルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル
、複素環、置換複素環、ヘテロシクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-
C(=O)NR8OR9、-SOcR8、-SOcNR8R9、-NR8SOcR9、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bO
R9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R8、R9、R10及びR11は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素
、アルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロシクロアルキルであり;
　或いはR8及びR9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し;
　a及びbは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに、0、1、2、3又は4から独
立に選択され;
　cは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2である)。
【請求項３９】
　前記JNK阻害剤が以下の構造を有する、請求項3記載の方法：
【化３】

(式中、
　R0は、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、NH又は-CH2-であり;
　構造(III)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は(
iii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し、第1及
び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ヒドロキシ、ハロゲン、ニトロ
、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アルコキシ
、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シクロアル
キルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシアルコキ
シ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアルコキシ
、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):
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【化４】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【請求項４０】
　幹細胞と免疫調節化合物とを接触させることをさらに含む、請求項3記載の方法。
【請求項４１】
　前記免疫調節化合物が、3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロイソインドール-2-イル)-
ピペリジン-2,6-ジオン;3-(4'-アミノイソリンドリン-1'-オン)-1-ピペリジン-2,6-ジオ
ン;4-(アミノ)-2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-イソインドリン-1,3-ジオン;又はα-(3
-アミノフタルイミド)グルタルイミドである、請求項40記載の方法。
【請求項４２】
　前記免疫調節化合物が、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩
、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しく
は立体異性体の混合物である、請求項40記載の方法：

【化５】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり、R2は、水素又は低
級アルキルである)。
【請求項４３】
　前記免疫調節化合物が、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩
、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しく
は立体異性体の混合物である、請求項40記載の方法：
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【化６】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　R1は、H、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8
)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル、
(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、C(O)R3、C(S)R3、C(O)OR4、(C1～C8)アルキ
ル-N(R6)2、(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、C(O)NHR3、C(S)NHR3、C
(O)NR3R3'、C(S)NR3R3'又は(C1～C8)アルキル-O(CO)R5であり;
　R2は、H、F、ベンジル、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル又は(C2～C8)アルキニ
ルであり;
　R3及びR3'は、独立に、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケ
ニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシ
クロアルキル、(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、(C0～C8)アルキル-N(R6)2、
(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、(C1～C8)アルキル-O(CO)R5又はC(O)
OR5であり;
　R4は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、(C1～C4)アルキ
ル-OR5、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル又は(C0
～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R5は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリ
ール、又は(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R6は出現するごとに、独立に、H、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)
アルキニル、ベンジル、アリール、(C2～C5)ヘテロアリール又は(C0～C8)アルキル-C(O)O
-R5であり、或いはR6基は、一緒になって、ヘテロシクロアルキル基を形成することが可
能であり;
　nは、0又は1であり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【請求項４４】
　前記免疫調節化合物が、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩
、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しく
は立体異性体の混合物である、請求項40記載の方法：

【化７】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　Rは、H又はCH2OCOR'であり;
　(i)R1、R2、R3又はR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシであり、或いは(ii)R1、R2、R3又
はR4の1つは、ニトロ又は-NHR5であり、R1、R2、R3又はR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキルであり;
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　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロで
あり;
　R'は、R7-CHR10-N(R8R9)であり;
　R7は、m-フェニレン又はp-フェニレン又は-(CnH2n)-であり、nは、0から4の値を有し、
　R8及びR9の各々は、互いに独立に、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル
であり、或いはR8及びR9は、一緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメ
チレン又は-CH2CH2X1CH2CH2-であり、X1は、-O-、-S-又は-NH-であり;
　R10は、水素、から8個の炭素原子を有するアルキル、又はフェニルであり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【請求項４５】
　前記溶液が血管拡張剤をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項４６】
　前記血管拡張剤が抗高血圧薬である、請求項45記載の方法。
【請求項４７】
　前記血管拡張剤が、グアニリルシクラーゼ、ADP-リボシルトランスフェラーゼ又はシク
ロオキシゲナーゼを活性化させ、或いはリポキシゲナーゼを阻害する、請求項45記載の方
法。
【請求項４８】
　前記血管拡張剤が、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)、アドレノコルチコトロピン
、コルチコトロピン放出ホルモン、ナトリウムニトロプルシド、ヒドララジン、アデノシ
ン三リン酸、アデノシン、インドメタシン又は硫酸マグネシウムである、請求項45記載の
方法。
【請求項４９】
　前記ヒドララジンが約0.1mMから約10mMの濃度で存在する、請求項45記載の方法。
【請求項５０】
　前記アデノシンが約0.001mMから約10.0mMの濃度で存在する、請求項45記載の方法。
【請求項５１】
　前記アデノシン三リン酸が約0.1mMから約1000mMの濃度で存在する、請求項45記載の方
法。
【請求項５２】
　前記インドメタシンが約1mg/kgから約20mg/kgの濃度で存在し、「kg」が胎盤の重量で
ある、請求項45記載の方法。
【請求項５３】
　前記硫酸マグネシウムが約0.1mMから約20mMの濃度で存在する、請求項45記載の方法。
【請求項５４】
　前記幹細胞がCD34+幹細胞である、請求項1記載の方法。
【請求項５５】
　前記CD34+幹細胞がCD34+CD38-幹細胞である、請求項54記載の方法。
【請求項５６】
　前記CD34+CD38-幹細胞が、帯血におけるCD34+CD38-細胞の割合と比較して、より高い割
合の全有核細胞として胎盤灌流液に存在するCD34+CD38-幹細胞集団の一部である、請求項
55記載の方法。
【請求項５７】
　前記幹細胞がCD34-幹細胞である、請求項1記載の方法。
【請求項５８】
　前記CD34-幹細胞が、さらに、HLA-G+又はCD200+である、請求項57記載の方法。
【請求項５９】
　前記CD34-幹細胞が、さらに、OCT-4+、CD73+又はCD105+である、請求項58記載の方法。
【請求項６０】
　生理的に許容し得る溶液にアポトーシス阻害剤及びプロテアーゼを含む組成物であって
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集団におけるアポトーシスを低減又は防止し、天然組成物でない、前記組成物。
【請求項６１】
　前記アポトーシス阻害剤がカスパーゼ阻害剤である、請求項60記載の組成物。
【請求項６２】
　前記アポトーシス阻害剤がJNK阻害剤である、請求項60記載の組成物。
【請求項６３】
　前記JNK阻害剤が前記幹細胞の分化又は増殖を調節しない、請求項62記載の組成物。
【請求項６４】
　前記プロテアーゼが、そこから前記幹細胞を誘導できる組織の細胞を検出可能に分離さ
せるのに十分な量で存在する、請求項60記載の組成物。
【請求項６５】
　壊死阻害剤をさらに含む、請求項60記載の組成物。
【請求項６６】
　前記壊死阻害剤が2-(1H-インドール-3-イル)-3-ペンチルアミノ-マレイミドである、請
求項65記載の組成物。
【請求項６７】
　酸素担持ペルフルオロカーボンをさらに含む、請求項60記載の組成物。
【請求項６８】
　前記生理的に許容し得る溶液が食塩水又は培地である、請求項60記載の組成物。
【請求項６９】
　前記食塩水が0.9%NaCl溶液又はリン酸緩衝生理食塩水である、請求項68記載の組成物。
【請求項７０】
　前記プロテアーゼがマトリックス金属プロテアーゼ又は中性プロテアーゼである、請求
項60記載の組成物。
【請求項７１】
　前記マトリックス金属プロテアーゼがコラゲナーゼである、請求項70記載の組成物。
【請求項７２】
　前記中性プロテアーゼがサーモリシン又はジスパーゼである、請求項70記載の組成物。
【請求項７３】
　粘液溶解酵素をさらに含む、請求項60記載の組成物。
【請求項７４】
　前記粘液溶解酵素がヒアルロニダーゼである、請求項74記載の組成物。
【請求項７５】
　ヒドロキシエチルデンプン、ラクトビオン酸及びラフィノーゼをさらに含む、請求項60
記載の組成物。
【請求項７６】
　UW溶液をさらに含む、請求項60記載の組成物。
【請求項７７】
　前記JNK阻害剤がインダゾールである、請求項60記載の組成物。
【請求項７８】
　前記JNK阻害剤が、以下の構造、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物
、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合
物を有する、請求項60記載の組成物：
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【化８】

(式中、
　Aは、直接結合、-(CH2)a-、-(CH2)bCH=CH(CH2)c-又は-(CH2)bC≡C(CH2)c-であり;
　R1は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール、ヘテロアリール、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R2は、-R3、-R4、-(CH2)bC(=O)R5、-(CH2)bC(=O)OR5、-(CH2)bC(=O)NR5R6、-(CH2)bC(=
O)NR5(CH2)cC(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)NR6R7、-(CH2)bNR5R6、-(CH2
)bOR5、-(CH2)bSOdR5又は-(CH2)bSO2NR5R6であり;
　aは、1、2、3、4、5又は6であり;
　b及びcは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、0、1、2、3又は4
から選択され;
　dは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2であり;
　R3は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、カルボキシ、アルキル
、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィニルアルキル、ス
ルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロ
シクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-C(=O)NR8OR9、-SO2NR8R9、-NR8
SO2R9、-CN、-NO2、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bOR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O
(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R4は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたアル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR4
は、ハロゲン又はヒドロキシであり;
　R5、R6及びR7は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、R5、R6及
びR7の各々は、R3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されており;
　R8及びR9は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アルキル
、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR8及び
R9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し、R8、R9、並び
に一緒になって複素環を形成するR8及びR9の各々は、R3から独立に選択される1から4つの
置換基で場合により置換されている)。
【請求項７９】
　前記JNK阻害剤が、以下の構造、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物
、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合
物を有する、請求項60記載の組成物：
【化９】

(式中、
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　R1は、R7から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール又はヘテロアリールであり;
　R2は、水素であり;
　R3は、水素又は低級アルキルであり;
　R4は、1から4つの随意の置換基を表し、各置換基は、同一又は異なっており、ハロゲン
、ヒドロキシ、低級アルキル及び低級アルコキシから独立に選択され;
　R5及びR6は、同一又は異なっており、独立に、-R8、-(CH2)aC(=O)R9、-(CH2)aC(=O)OR9
、-(CH2)aC(=O)NR9R10、-(CH2)aC(=O)NR9(CH2)bC(=O)R10、-(CH2)aNR9C(=O)R10、-(CH2)a
NR11C(=O)NR9R10、-(CH2)aNR9R10、-(CH2)aOR9、-(CH2)aSOcR9又は-(CH2)aSO2NR9R10であ
り;
　或いはR5及びR6は、それらが結合した窒素原子と一緒になって、複素環又は置換複素環
を形成し;
　R7は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、シアノ、ニトロ、カル
ボキシ、アルキル、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィ
ニルアルキル、スルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル
、複素環、置換複素環、ヘテロシクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-
C(=O)NR8OR9、-SOcR8、-SOcNR8R9、-NR8SOcR9、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bO
R9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R8、R9、R10及びR11は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素
、アルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロシクロアルキルであり;
　或いはR8及びR9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し;
　a及びbは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに、0、1、2、3又は4から選
択され;
　cは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2である)。
【請求項８０】
　前記JNK阻害剤が、以下の構造、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物
、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合
物を有する、請求項60記載の組成物：

【化１０】

(式中、
　R0は、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、NH又は-CH2-であり;
　構造(III)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は(
iii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し、第1及
び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ヒドロキシ、ハロゲン、ニトロ
、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アルコキシ
、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シクロアル
キルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシアルコキ
シ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアルコキシ
、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):



(12) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40

【化１１】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【請求項８１】
　免疫調節化合物をさらに含む、請求項60記載の組成物。
【請求項８２】
　前記免疫調節化合物が、3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロイソインドール-2-イル)-
ピペリジン-2,6-ジオン;3-(4'-アミノイソリンドリン-1'-オン)-1-ピペリジン-2,6-ジオ
ン;4-(アミノ)-2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-イソインドリン-1,3-ジオン;又はα-(3
-アミノフタルイミド)グルタルイミドである、請求項81記載の組成物。
【請求項８３】
　前記免疫調節化合物が、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩
、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しく
は立体異性体の混合物である、請求項81記載の組成物：

【化１２】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり、R2は、水素又は低
級アルキルである)。
【請求項８４】
　前記免疫調節化合物が、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩
、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しく
は立体異性体の混合物である、請求項81記載の組成物：
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【化１３】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　R1は、H、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8
)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル、
(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、C(O)R3、C(S)R3、C(O)OR4、(C1～C8)アルキ
ル-N(R6)2、(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、C(O)NHR3、C(S)NHR3、C
(O)NR3R3'、C(S)NR3R3'又は(C1～C8)アルキル-O(CO)R5であり;
　R2は、H、F、ベンジル、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル又は(C2～C8)アルキニ
ルであり;
　R3及びR3'は、独立に、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケ
ニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシ
クロアルキル、(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、(C0～C8)アルキル-N(R6)2、
(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、(C1～C8)アルキル-O(CO)R5又はC(O)
OR5であり;
　R4は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、(C1～C4)アルキ
ル-OR5、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル又は(C0
～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R5は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリ
ール、又は(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R6は出現するごとに、独立に、H、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)
アルキニル、ベンジル、アリール、(C2～C5)ヘテロアリール又は(C0～C8)アルキル-C(O)O
-R5であり、或いはR6基は、一緒になって、ヘテロシクロアルキル基を形成することが可
能であり;
　nは、0又は1であり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【請求項８５】
　前記免疫調節化合物が、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩
、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しく
は立体異性体の混合物である、請求項81記載の組成物：

【化１４】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　Rは、H又はCH2OCOR'であり;
　(i)R1、R2、R3又はR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシであり、或いは(ii)R1、R2、R3又
はR4の1つは、ニトロ又は-NHR5であり、R1、R2、R3又はR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素を有するアルキルであり;
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　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロで
あり;
　R'は、R7-CHR10-N(R8R9)であり;
　R7は、m-フェニレン又はp-フェニレン又は-(CnH2n)-であり、nは、0から4の値を有し、
　R8及びR9の各々は、互いに独立に、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル
であり、或いはR8及びR9は、一緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメ
チレン又は-CH2CH2X1CH2CH2-であり、X1は、-O-、-S-又は-NH-であり;
　R10は、水素、から8個の炭素原子を有するアルキル、又はフェニルであり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【請求項８６】
　前記灌流溶液が血管拡張剤をさらに含む、請求項60記載の組成物。
【請求項８７】
　前記血管拡張剤が抗高血圧薬である、請求項86記載の組成物。
【請求項８８】
　前記血管拡張剤が、グアニリルシクラーゼ、ADP-リボシルトランスフェラーゼ又はシク
ロオキシゲナーゼを活性化させ、或いはリポキシゲナーゼを阻害する、請求項86記載の組
成物。
【請求項８９】
　前記血管拡張剤が、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)、アドレノコルチコトロピン
、コルチコトロピン放出ホルモン、ナトリウムニトロプルシド、ヒドララジン、アデノシ
ン三リン酸、アデノシン、インドメタシン又は硫酸マグネシウムである、請求項86記載の
組成物。
【請求項９０】
　前記ヒドララジンが約0.1mMから約10mMの濃度で存在する、請求項89記載の組成物。
【請求項９１】
　前記アデノシンが約0.001mMから約10.0mMの濃度で存在する、請求項89記載の組成物。
【請求項９２】
　前記アデノシン三リン酸が約0.1mMから約1000mMの濃度で存在する、請求項89記載の組
成物。
【請求項９３】
　前記インドメタシンが約1mg/kgから約20mg/kgの濃度で存在し、「kg」が胎盤の重量で
ある、請求項89記載の組成物。
【請求項９４】
　前記硫酸マグネシウムが約0.1mMから約20mMの濃度で存在する、請求項89記載の組成物
。
【請求項９５】
　幹細胞集団を保存する方法であって、幹細胞集団と、アポトーシス阻害剤及び酸素担持
ペルフルオロカーボンとを接触させることを含み、前記アポトーシス阻害剤は、アポトー
シス阻害剤と接触しない幹細胞集団と比較して、幹細胞集団におけるアポトーシスを低減
又は防止するのに十分な量及び時間で存在する、前記方法。
【請求項９６】
　前記アポトーシス阻害剤がカスパーゼ阻害剤である、請求項95記載の方法。
【請求項９７】
　前記アポトーシス阻害剤がJNK阻害剤である、請求項95記載の方法。
【請求項９８】
　前記JNK阻害剤が、前記幹細胞の分化又は増殖を調節しない、請求項97記載の方法。
【請求項９９】
　前記JNK阻害剤及び前記ペルフルオロカーボンが、前記接触の前に単一の溶液に含めら
れる、請求項97記載の方法。
【請求項１００】
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　前記接触の前に、前記JNK阻害剤が第1の溶液に含められ、前記ペルフルオロカーボンが
第2の溶液に含められる、請求項97記載の方法。
【請求項１０１】
　前記溶液が、ヒドロキシエチルデンプン、ラクトビオン酸アニオン及びラフィノースを
さらに含む、請求項95記載の方法。
【請求項１０２】
　前記幹細胞集団を壊死阻害剤と接触させることをさらに含む、請求項95記載の方法。
【請求項１０３】
　前記壊死阻害剤が2-(1H-インドール-3-イル)-3-ペンチルアミノ-マレイミドである、請
求項102記載の方法。
【請求項１０４】
　前記幹細胞集団を、前記保存中に、6時間未満の時間にわたって低酸素条件に曝し、低
酸素条件が正常な血液酸素濃度未満の酸素濃度である、請求項95記載の方法。
【請求項１０５】
　前記幹細胞集団を、前記保存中に、2時間未満の時間にわたって前記低酸素条件に曝す
、請求項95記載の方法。
【請求項１０６】
　前記幹細胞集団を、前記保存中に、1時間未満の時間にわたって前記低酸素条件に曝す
、請求項95記載の方法。
【請求項１０７】
　前記幹細胞集団を、前記保存中に、30分間未満の時間にわたって前記低酸素条件に曝す
、請求項95記載の方法。
【請求項１０８】
　前記幹細胞集団を、前記保存中に、低酸素条件に曝さない、請求項95記載の方法。
【請求項１０９】
　前記幹細胞集団を、前記保存中に、剪断応力に曝さない、請求項95記載の方法。
【請求項１１０】
　前記溶液が、ヒドロキシエチルデンプン、ラクトビオン酸アニオン及びラフィノースを
さらに含む、請求項99記載の方法。
【請求項１１１】
　前記第1の溶液が、ヒドロキシエチルデンプン、ラクトビオン酸アニオン及びラフィノ
ースをさらに含む、請求項100記載の方法。
【請求項１１２】
　前記溶液がUW溶液を含む、請求項99記載の方法。
【請求項１１３】
　前記第1の溶液がUW溶液を含む、請求項100記載の方法。
【請求項１１４】
　前記幹細胞集団が、胎盤内に含まれる、又は胎盤から単離される、請求項95記載の方法
。
【請求項１１５】
　前記JNK阻害剤及び前記ペルフルオロカーボンが、前記接触時に約0℃から約25℃である
、請求項97記載の方法。
【請求項１１６】
　前記JNK阻害剤及び前記ペルフルオロカーボンが、前記接触時に約2℃から約10℃である
、請求項97記載の方法。
【請求項１１７】
　前記JNK阻害剤及び前記ペルフルオロカーボンが、前記接触時に約2℃から約5℃である
、請求項97記載の方法。
【請求項１１８】
　前記接触を前記幹細胞集団の輸送中に行う、請求項97記載の方法。
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【請求項１１９】
　前記接触を前記幹細胞集団の凍結及び解凍中に行う、請求項97記載の方法。
【請求項１２０】
　前記JNK阻害剤が以下の構造を有する、請求項97記載の方法：
【化１５】

(式中、
　Aは、直接結合、-(CH2)a-、-(CH2)bCH=CH(CH2)c-又は-(CH2)bC≡C(CH2)c-であり;
　R1は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール、ヘテロアリール、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R2は、-R3、-R4、-(CH2)bC(=O)R5、-(CH2)bC(=O)OR5、-(CH2)bC(=O)NR5R6、-(CH2)bC(=
O)NR5(CH2)cC(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)NR6R7、-(CH2)bNR5R6、-(CH2
)bOR5、-(CH2)bSOdR5又は-(CH2)bSO2NR5R6であり;
　aは、1、2、3、4、5又は6であり;
　b及びcは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、0、1、2、3又は4
から選択され;
　dは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2であり;
　R3は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、カルボキシ、アルキル
、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィニルアルキル、ス
ルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロ
シクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-C(=O)NR8OR9、-SO2NR8R9、-NR8
SO2R9、-CN、-NO2、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bOR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O
(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R4は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたアル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR4
は、ハロゲン又はヒドロキシであり;
　R5、R6及びR7は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、R5、R6及
びR7の各々は、R3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されており;
　R8及びR9は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アルキル
、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR8及び
R9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し、R8、R9、並び
に一緒になって複素環を形成するR8及びR9の各々は、R3から独立に選択される1から4つの
置換基で場合により置換されている)。
【請求項１２１】
　前記JNK阻害剤が以下の構造を有する、請求項97記載の方法：
【化１６】
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　R1は、R7から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたアリール又は
ヘテロアリールであり;
　R2は、水素であり;
　R3は、水素又は低級アルキルであり;
　R4は、1から4つの随意の置換基を表し、各置換基は、同一又は異なっており、ハロゲン
、ヒドロキシ、低級アルキル及び低級アルコキシから独立に選択され;
　R5及びR6は、同一又は異なっており、独立に、-R8、-(CH2)aC(=O)R9、-(CH2)aC(=O)OR9
、-(CH2)aC(=O)NR9R10、-(CH2)aC(=O)NR9(CH2)bC(=O)R10、-(CH2)aNR9C(=O)R10、(CH2)aN
R11C(=O)NR9R10、-(CH2)aNR9R10、-(CH2)aOR9、-(CH2)aSOcR9又は-(CH2)aSO2NR9R10であ
り;
　或いはR5及びR6は、それらが結合した窒素原子と一緒になって、複素環又は置換複素環
を形成し;
　R7は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、シアノ、ニトロ、カル
ボキシ、アルキル、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィ
ニルアルキル、スルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル
、複素環、置換複素環、ヘテロシクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-
C(=O)NR8OR9、-SOcR8、-SOcNR8R9、-NR8SOcR9、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bO
R9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R8、R9、R10及びR11は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素
、アルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロシクロアルキルであり;
　或いはR8及びR9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し;
　a及びbは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに、0、1、2、3又は4から独
立に選択され;
　cは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2である)。
【請求項１２２】
　前記JNK阻害剤が以下の構造を有する、請求項97記載の方法：
【化１７】

(式中、R0は、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、NH又は-CH2-であり;
　構造(III)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は(
iii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し、第1及
び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ヒドロキシ、ハロゲン、ニトロ
、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アルコキシ
、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シクロアル
キルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシアルコキ
シ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアルコキシ
、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):
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で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【請求項１２３】
　幹細胞と免疫調節化合物とを接触させることをさらに含む、請求項97記載の方法。
【請求項１２４】
　前記免疫調節化合物が、3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロイソインドール-2-イル)-
ピペリジン-2,6-ジオン;3-(4'-アミノイソリンドリン-1'-オン)-1-ピペリジン-2,6-ジオ
ン;4-(アミノ)-2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-イソインドリン-1,3-ジオン;又はα-(3
-アミノフタルイミド)グルタルイミドである、請求項123記載の方法。
【請求項１２５】
　前記免疫調節化合物が、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩
、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しく
は立体異性体の混合物である、請求項123に記載の方法：

【化１９】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり、R2は、水素又は低
級アルキルである)。
【請求項１２６】
　前記免疫調節化合物が、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩
、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しく
は立体異性体の混合物である、請求項123記載の方法：
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【化２０】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　R1は、H、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8
)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル、
(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、C(O)R3、C(S)R3、C(O)OR4、(C1～C8)アルキ
ル-N(R6)2、(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、C(O)NHR3、C(S)NHR3、C
(O)NR3R3'、C(S)NR3R3'又は(C1～C8)アルキル-O(CO)R5であり;
　R2は、H、F、ベンジル、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル又は(C2～C8)アルキニ
ルであり;
　R3及びR3'は、独立に、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケ
ニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシ
クロアルキル、(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、(C0～C8)アルキル-N(R6)2、
(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、(C1～C8)アルキル-O(CO)R5又はC(O)
OR5であり;
　R4は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、(C1～C4)アルキ
ル-OR5、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル又は(C0
～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R5は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリ
ール、(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R6は出現するごとに、独立に、H、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)
アルキニル、ベンジル、アリール、(C2～C5)ヘテロアリール又は(C0～C8)アルキル-C(O)O
-R5であり、或いはR6基は、一緒になって、ヘテロシクロアルキル基を形成することが可
能であり;
　nは、0又は1であり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【請求項１２７】
　前記免疫調節化合物が、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩
、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しく
は立体異性体の混合物である、請求項123記載の方法：

【化２１】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　Rは、H又はCH2OCOR'であり;
　(i)R1、R2、R3又はR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシ、或いは(ii)R1、R2、R3又はR4の
1つは、ニトロ又は-NHR5であり、R1、R2、R3又はR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキルであり;
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　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロで
あり;
　R'は、R7-CHR10-N(R8R9)であり;
　R7は、m-フェニレン又はp-フェニレン又は-(CnH2n)-であり、nは、0から4の値を有し、
　R8及びR9の各々は、互いに独立に、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル
であり、或いはR8及びR9は、一緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメ
チレン又は-CH2CH2X1CH2CH2-であり、X1は、-O-、-S-又は-NH-であり;
　R10は、水素、から8個の炭素原子を有するアルキル、又はフェニルであり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【請求項１２８】
　前記JNK阻害剤が約0.5μMから約10μMの濃度で存在する、請求項3記載の方法。
【請求項１２９】
　前記JNK阻害剤が約0.5μMから約10μMの濃度で存在する、請求項62記載の方法。
【請求項１３０】
　前記JNK阻害剤が約0.5μMから約10μMの濃度で存在する、請求項97記載の方法。
【請求項１３１】
　前記プロテアーゼが約0.1mg/mLから約10mg/mLの濃度で存在する、請求項8記載の方法。
【請求項１３２】
　前記プロテアーゼが約0.1mg/mLから約10mg/mLの濃度で存在する、請求項60記載の方法
。
【請求項１３３】
　前記粘液溶解酵素が約0.1mg/mLから約10mg/mLの濃度で存在する、請求項12記載の方法
。
【請求項１３４】
　前記粘液溶解酵素が約0.1mg/mLから約10mg/mLの濃度で存在する、請求項73記載の方法
。
【請求項１３５】
　前記免疫調節化合物が約0.5μMから約10μMの濃度で存在する、請求項40記載の組成物
。
【請求項１３６】
　前記免疫調節化合物が約0.5μMから約10μMの濃度で存在する、請求項81記載の組成物
。
【請求項１３７】
　前記免疫調節化合物が約0.5μMから約10μMの濃度で存在する、請求項123記載の組成物
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれている、2005年12月29日に出願
された米国仮特許第60/754,969号の有益性を主張するものである。
【０００２】
(1. 序論)
　本発明は、例えば、胎盤又はその一部の灌流或いは物理的及び/又は酵素破壊によって
胎盤幹細胞を収集するための改善された方法及び組成物、並びに該組成物を使用して幹細
胞を収集する方法に関する。本明細書に開示された組成物は、生理的に許容し得る水溶液
、例えば食塩水、1つ以上のプロテアーゼ及び1つ以上のJNK(c-Jun-N-末端キナーゼ)阻害
剤を含む。場合により、該組成物は、TNF-αを調節する(例えば阻害する)化合物、免疫調
節化合物、血管拡張剤、壊死阻害剤、酸素担持ペルフルオロカーボン、又はそれらのいず
れかの組合せをさらに含む。本発明は、幹細胞及び幹細胞の集団を収集及び保存するため
に該組成物を使用する方法を提供する。



(21) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40

50

【０００３】
(2. 発明の背景)
　ヒト幹細胞は様々な成熟ヒト細胞系を生成することが可能な全能性又は多能性前駆細胞
である。すべてではないが、多くの組織を再増殖させて、生理的及び解剖学的機能を回復
させるのに幹細胞を採用できるという証拠が存在する。
【０００４】
　多くの異なる種類の哺乳類幹細胞の特徴が調べられてきた(例えば、Caplanらの文献、
米国特許第5,486,359号(「ヒト間葉幹細胞」(human mesenchymal stem cells));Huらの文
献、WO 00/73421(「ヒト羊膜上皮細胞の単離、凍結保存及び治療的使用方法」(methods o
f isolation, cryopreservation, and therapeutic use of human amniotic epithelial 
cells));Beltramiらの文献、Cell 114(6):763-766 (2003) (「心臓幹細胞」(cardiac ste
m cells));Forbesらの文献、J. Pathol. 197(4):510-518 (2002) (「肝幹細胞」hepatic 
stem cells))参照)。臍帯血、及び帯血から誘導される全有核細胞を移植に使用して、切
除治療を受けた患者における造血機能を部分的又は全面的に回復させる。
【０００５】
　胎盤は、特に魅力的な幹細胞源である(例えば、Hariri、米国特許出願公開第2002/0123
141号及び第2003/0032179号参照)。胎盤は、容易に入手可能であるが、各胎盤から得られ
た幹細胞の数を最大にすることが望ましい。幹細胞は、他の種類の細胞のように、収集及
び保管時にもたらされる環境変化に敏感である。これらの変化は、幹細胞のアポトーシス
又は壊死をもたらしうる。したがって、改善された組成物、及び単一の胎盤から多数の幹
細胞を回収するために、産後の哺乳類胎盤から胎盤幹細胞の収集の必要性が存在する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
(3. 発明の要旨)
　本発明は、幹細胞の回収を容易にするため、器官、例えば胎盤の灌流及び保存のための
改善された方法及び組成物、並びに該組成物を使用して幹細胞を収集する方法を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施態様において、本発明は、幹細胞を単離する方法であって、前記幹細胞と、アポ
トーシス阻害剤を含む溶液とを接触させること、及び前記幹細胞を単離することを含む方
法を提供する。別の実施態様において、本発明は、幹細胞を単離する方法であって、幹細
胞と、壊死阻害剤を含む溶液とを接触させること、及び前記幹細胞を単離することを含む
方法を提供する。
【０００８】
　上記実施態様のいずれかの具体的な実施態様において、前記アポトーシス阻害剤は、カ
スパーゼ阻害剤である。別の具体的な実施態様において、前記アポトーシス阻害剤は、c-
Jun N-末端キナーゼ(JNK)阻害剤である。より具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤
は、前記単離前の前記幹細胞の分化又は増殖を調節しない。別の具体的な実施態様におい
て、該方法は、前記幹細胞と、壊死を阻害する化合物とを接触させることをさらに含む。
別の具体的な実施態様において、前記幹細胞は、哺乳類胎盤、臍帯、胎盤血又は臍帯血か
ら単離される。別の具体的な実施態様において、該方法は、前記幹細胞と、酸素担持ペル
フルオロカーボンとを接触させることをさらに含む。別の実施態様において、該方法は、
前記幹細胞と、プロテアーゼとを接触させることをさらに含む。より具体的な実施態様に
おいて、前記プロテアーゼは、マトリックス金属プロテアーゼ又は中性プロテアーゼであ
る。より具体的な実施態様において、前記マトリックス金属プロテアーゼは、コラゲナー
ゼである。別の具体的な実施態様において、前記中性プロテアーゼは、サーモリシン又は
ディスパーゼである。別の具体的な実施態様において、該方法は、前記幹細胞と粘液溶解
酵素とを接触させることをさらに含む。より具体的な実施態様において、前記粘液溶解酵
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素は、ヒアルロニダーゼである。該方法の別の具体的な実施態様において、前記溶液は、
食塩水又は培地である。別の具体的な実施態様において、前記溶液は、ヒドロキシエチル
デンプン、ラクトビオン酸アニオン及びラフィノースをさらに含む。別の具体的な実施態
様において、前記溶液は、UW溶液である。
【０００９】
　別の具体的な実施態様において、前記幹細胞は、組織の酵素消化を含む物理的破壊によ
って前記組織から単離される。より具体的な実施態様において、前記幹細胞は、胎盤の少
なくとも一部の酵素消化によって胎盤から単離される。
　別の具体的な実施態様において、前記哺乳類胎盤は、前記物理的破壊の前に放血される
。別の具体的な実施態様において、前記幹細胞は、前記哺乳類胎盤から単離され、前記単
離は、前記哺乳類胎盤を灌流溶液で灌流することによって実施される。より具体的な実施
態様において、前記灌流は、検出可能な数の幹細胞を前記哺乳類胎盤から収集するのに十
分な量及び時間で、哺乳類胎盤を前記灌流溶液により灌流することによって実施される。
より具体的な実施態様において、前記哺乳類胎盤は、前記灌流の前に放血される。より具
体的な実施態様において、前記灌流は、前記灌流溶液を前記胎盤の臍帯動脈及び臍帯静脈
の一方又は双方に流すことによって実施される。別のより具体的な実施態様において、前
記灌流溶液は、0.9%NaCl溶液又はリン酸緩衝生理食塩水を含む。別のより具体的な実施態
様において、前記灌流は、約500mLから約2000mLの前記灌流溶液又は約750mLの前記灌流溶
液を使用する。別のより具体的な実施態様において、前記灌流は、複数回実施される。
【００１０】
　別の具体的な実施態様において、前記幹細胞は、送達後72時間未満の時間にわたって低
酵素条件に曝され、低酵素条件は、正常な血液酸素濃度未満の酸素濃度である。より具体
的な実施態様において、前記幹細胞は、48時間未満の時間にわたって前記低酵素条件に曝
される。別のより具体的な実施態様において、前記幹細胞は、24時間未満の時間にわたっ
て前記低酵素条件に曝される。別のより具体的な実施態様において、前記幹細胞は、6時
間未満の時間にわたって前記低酵素条件に曝される。別のより具体的な実施態様において
、前記幹細胞は、低酵素条件に曝されない。
　別の具体的な実施態様において、前記幹細胞は、前記単離中に剪断応力に曝されない。
【００１１】
　別の具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、インダゾールである。別の具体的
な実施態様において、前記JNK阻害剤は、以下の構造を有する。
【化１】

(式中、
　Aは、直接結合、-(CH2)a-、-(CH2)bCH=CH(CH2)c-又は-(CH2)bC≡C(CH2)c-であり;
　R1は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール、ヘテロアリール、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R2は、-R3、-R4、-(CH2)bC(=O)R5、-(CH2)bC(=O)OR5、-(CH2)bC(=O)NR5R6、-(CH2)bC(=
O)NR5(CH2)cC(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)NR6R7、-(CH2)bNR5R6、-(CH2
)bOR5、-(CH2)bSOdR5又は-(CH2)bSO2NR5R6であり;
　aは、1、2、3、4、5又は6であり;
　b及びcは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、0、1、2、3又は4
から選択され;
　dは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2であり;



(23) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40

50

　R3は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、カルボキシ、アルキル
、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィニルアルキル、ス
ルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロ
シクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-C(=O)NR8OR9、-SO2NR8R9、-NR8
SO2R9、-CN、-NO2、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bOR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O
(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R4は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたアル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR4
は、ハロゲン又はヒドロキシであり;
　R5、R6及びR7は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、R5、R6及
びR7の各々は、R3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されており;
　R8及びR9は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アルキル
、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR8及び
R9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し、R8、R9、並び
に一緒になって複素環を形成するR8及びR9の各々は、R3から独立に選択される1から4つの
置換基で場合により置換されている)。
【００１２】
　別の具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、以下の構造を有する。
【化２】

(式中、
　R1は、R7から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール又はヘテロアリールであり;
　R2は、水素であり;
　R3は、水素又は低級アルキルであり;
　R4は、1から4つの随意の置換基を表し、各置換基は、同一又は異なっており、ハロゲン
、ヒドロキシ、低級アルキル及び低級アルコキシから独立に選択され;
　R5及びR6は、同一又は異なっており、独立に、-R8、-(CH2)aC(=O)R9、-(CH2)aC(=O)OR9
、-(CH2)aC(=O)NR9R10、-(CH2)aC(=O)NR9(CH2)bC(=O)R10、-(CH2)aNR9C(=O)R10、-(CH2)a
NR11C(=O)NR9R10、-(CH2)aNR9R10、-(CH2)aOR9、-(CH2)aSOcR9又は-(CH2)aSO2NR9R10であ
り;
　或いはR5及びR6は、それらが結合した窒素原子と一緒になって、複素環又は置換複素環
を形成し;
　R7は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、シアノ、ニトロ、カル
ボキシ、アルキル、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィ
ニルアルキル、スルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル
、複素環、置換複素環、ヘテロシクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-
C(=O)NR8OR9、-SOcR8-、-SOcNR8R9、-NR8SOcR9、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)b
OR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R8、R9、R10及びR11は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素
、アルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロシクロアルキルであり;
　或いはR8及びR9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し;
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　a及びbは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに、独立に、0、1、2、3又は
4から選択され;
　cは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2である)。
【００１３】
　別の具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、以下の構造を有する。
【化３】

(式中、
　R0は、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、NH又は-CH2-であり;
　構造(III)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は(
iii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し、第1及
び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ヒドロキシ、ハロゲン、ニトロ
、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アルコキシ
、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シクロアル
キルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシアルコキ
シ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアルコキシ
、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):
【化４】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
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ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【００１４】
　より具体的な実施態様において、該方法は、幹細胞と免疫調節化合物とを接触させるこ
とをさらに含む。より具体的な実施態様において、前記免疫調節化合物は、3-(4-アミノ-
1-オキソ-1,3-ジヒドロイソインドール-2-イル)-ピペリジン-2,6-ジオン;3-(4'-アミノイ
ソリンドリン-1'-オン)-1-ピペリジン-2,6-ジオン;4-(アミノ)-2-(2,6-ジオキソ(3-ピペ
リジル))-イソインドリン-1,3-ジオン;又はα-(3-アミノフタルイミド)グルタルイミドで
ある。別のより具体的な実施態様において、前記免疫調節化合物は、以下の構造を有する
化合物、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体
、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合物である。
【化５】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり、R2は、水素又は低
級アルキルである)。別のより具体的な実施態様において、前記免疫調節化合物は、以下
の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合
物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合物である。

【化６】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　R1は、H、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8
)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル、
(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、C(O)R3、C(S)R3、C(O)OR4、(C1～C8)アルキ
ル-N(R6)2、(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、C(O)NHR3、C(S)NHR3、C
(O)NR3R3'、C(S)NR3R3'又は(C1～C8)アルキル-O(CO)R5であり;
　R2は、H、F、ベンジル、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル又は(C2～C8)アルキニ
ルであり;
　R3及びR3'は、独立に、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケ
ニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシ
クロアルキル、(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、(C0～C8)アルキル-N(R6)2、
(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、(C1～C8)アルキル-O(CO)R5又はC(O)
R5であり;
　R4は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、(C1～C4)アルキ
ル-OR5、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル又は(C0
～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R5は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリ
ール、又は(C2～C5)ヘテロアリールであり;
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　R6は出現するごとに、独立に、H、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)
アルキニル、ベンジル、アリール、(C2～C5)ヘテロアリール又は(C0～C8)アルキル-C(O)O
-R5であるか、或いはR6基は、一緒になって、ヘテロシクロアルキル基を形成することが
可能であり;
　nは、0又は1であり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。別のより具体的な実施態様において、前記免疫調節化
合物は、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和
物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混
合物である。
【化７】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　Rは、H又はCH2OCOR'であり;
　(i)R1、R2、R3又はR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシであり、或いは(ii)R1、R2、R3又
はR4の1つは、ニトロ又は-NHR5であり、R1、R2、R3又はR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキルであり;
　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロで
あり;
　R'は、R7-CHR10-N(R8R9)であり;
　R7は、m-フェニレン又はp-フェニレン又は-(CnH2n)-であり、nは、0から4の値を有し;
　R8及びR9の各々は、互いに独立に、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル
であり、或いはR8及びR9は、一緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメ
チレン又は-CH2CH2X1CH2CH2-であり、X1は、-O-、-S-又は-NH-であり;
　R10は、水素、から8個の炭素原子を有するアルキル、又はフェニルであり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【００１５】
　該方法の別の具体的な実施態様において、前記溶液は、血管拡張剤をさらに含む。より
具体的な実施態様において、前記血管拡張剤は、抗高血圧薬である。別のより具体的な実
施態様において、前記血管拡張剤は、グアニリルシクラーゼ、ADP-リボシルトランスフェ
ラーゼ又はシクロオキシゲナーゼを活性化させ、或いはリポキシゲナーゼを阻害する。別
のより具体的な実施態様において、前記血管拡張剤は、心房性ナトリウム利尿ペプチド(A
NP)、アドレノコルチコトロピン、コルチコトロピン放出ホルモン、ナトリウムニトロプ
ルシド、ヒドララジン、アデノシン三リン酸、アデノシン、インドメタシン又は硫酸マグ
ネシウムである。より具体的な実施態様において、前記ヒドララジンは、約0.1mMから約1
0mMの濃度で存在する。別のより具体的な実施態様において、前記アデノシンは、約0.001
mMから約10.0mMの濃度で存在する。別のより具体的な実施態様において、前記アデノシン
三リン酸は、約0.1mMから約1000mMの濃度で存在する。別のより具体的な実施態様におい
て、前記インドメタシンは、約1mg/kgから約20mg/kgの濃度で存在し、「kg」は、胎盤の
重量である。別のより具体的な実施態様において、前記硫酸マグネシウムは、約0.1mMか
ら約20mMの濃度で存在する。
【００１６】
　該方法の別の具体的な実施態様において、前記幹細胞は、CD34+幹細胞である。より具
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体的な実施態様において、CD34+幹細胞は、CD34+CD38-幹細胞である。より具体的な実施
態様において、前記CD34+CD38-幹細胞は、帯血におけるCD34+CD38-細胞の割合と比較して
、より高い割合の全有核細胞として、胎盤灌流液に存在するCD34+CD38-幹細胞集団の一部
である。本発明の別の具体的な実施態様において、前記幹細胞は、CD34-幹細胞である。
より具体的な実施態様において、前記CD34-幹細胞は、さらに、CD31+、CD33+、CD44-、CD
l17+、KDR+、HLA-ABCweak又はHLA-DRweakである。別のより具体的な実施態様において、
前記CD34-幹細胞は、さらに、ABC-p+、SSEA3+及びSSEA4+である。
【００１７】
　本発明は、組成物、例えば、幹細胞収集、例えば、灌流及び/又は組織破壊、例えば酵
素消化による収集を容易にする溶液も提供する。一実施態様において、本発明は、生理的
に許容し得る溶液にアポトーシス阻害剤及びプロテアーゼを含む組成物であって、幹細胞
の集団と接触すると、組成物に接触しない幹細胞の集団と比較して前記幹細胞の集団にお
けるアポトーシスを低減又は防止する組成物を提供する。具体的な実施態様において、前
記組成物は、天然組成物でない。別の具体的な実施態様において、前記アポトーシス阻害
剤は、カスパーゼ阻害剤である。別の具体的な実施態様において、前記アポトーシス阻害
剤は、JNK阻害剤である。より具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、前記幹細胞
の分化又は増殖を調節しない。別の具体的な実施態様において、前記プロテアーゼは、そ
こから前記幹細胞を誘導できる組織の細胞を検出可能に分離させるのに十分な量で存在す
る。別の実施態様において、該組成物は、壊死阻害剤をさらに含む。より具体的な実施態
様において、前記壊死阻害剤は、2-(1H-インドール-3-イル)-3-ペンチルアミノ-マレイミ
ドである。別の具体的な実施態様において、該組成物は、酸素担持ペルフルオロカーボン
をさらに含む。別の具体的な実施態様において、前記生理的に許容し得る溶液は、食塩水
又は培地である。より具体的な実施態様において、前記食塩水は、0.9%NaCl溶液又はリン
酸緩衝生理食塩水である。別のより具体的な実施態様において、前記プロテアーゼは、マ
トリックス金属プロテアーゼ又は中性プロテアーゼである。より具体的な実施態様におい
て、前記マトリックス金属プロテアーゼは、コラゲナーゼである。別の具体的な実施態様
において、前記中性プロテアーゼは、サーモリシン又はディスパーゼである。別の具体的
な実施態様において、該組成物は、粘液溶解酵素をさらに含む。より具体的な実施態様に
おいて、前記粘液溶解酵素は、ヒアルロニダーゼである。
　別の具体的な実施態様において、該組成物は、ヒドロキシエチルデンプン、ラクトビオ
ン酸及びラフィノーゼをさらに含む。別の具体的な実施態様において、該組成物は、UW溶
液をさらに含む。
【００１８】
　該組成物の具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、インダゾールである。別の
具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、以下の構造、又はその医薬として許容し
得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、
若しくは立体異性体の混合物を有する。
【化８】

(式中、
　Aは、直接結合、-(CH2)a-、-(CH2)bCH=CH(CH2)c-又は-(CH2)bC≡C(CH2)c-であり;
　R1は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール、ヘテロアリール、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R2は、-R3、-R4、-(CH2)bC(=O)R5、-(CH2)bC(=O)OR5、-(CH2)bC(=O)NR5R6、-(CH2)bC(=
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O)NR5(CH2)cC(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)NR6R7、-(CH2)bNR5R6、-(CH2
)bOR5、-(CH2)bSOdR5又は-(CH2)bSO2NR5R6であり;
　aは、1、2、3、4、5又は6であり;
　b及びcは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、0、1、2、3又は4
から選択され;
　dは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2であり;
　R3は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、カルボキシ、アルキル
、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィニルアルキル、ス
ルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロ
シクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-C(=O)NR8OR9、-SO2NR8R9、-NR8
SO2R9、-CN、-NO2、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bOR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O
(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R4は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたアル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR4
は、ハロゲン又はヒドロキシであり;
　R5、R6及びR7は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、R5、R6及
びR7の各々は、R3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されており;
　R8及びR9は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アルキル
、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR8及び
R9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し、R8、R9、並び
に一緒になって複素環を形成するR8及びR9の各々は、R3から独立に選択される1から4つの
置換基で場合により置換されている)。
【００１９】
　該組成物の別の具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、以下の構造、又はその
医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異
性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合物を有する。
【化９】

(式中、
　R1は、R7から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール又はヘテロアリールであり;
　R2は、水素であり;
　R3は、水素又は低級アルキルであり;
　R4は、1から4つの随意の置換基を表し、各置換基は、同一又は異なっており、ハロゲン
、ヒドロキシ、低級アルキル及び低級アルコキシから独立に選択され;
　R5及びR6は、同一又は異なっており、独立に、-R8、-(CH2)aC(=O)R9、-(CH2)aC(=O)OR9
、-(CH2)aC(=O)NR9R10、-(CH2)aC(=O)NR9(CH2)bC(=O)R10、-(CH2)aNR9C(=O)R10、(CH2)aN
R11C(=O)NR9R10、-(CH2)aNR9R10、-(CH2)aOR9、-(CH2)aSOcR9又は-(CH2)aSO2NR9R10であ
り;
　或いはR5及びR6は、それらが結合した窒素原子と一緒になって、複素環又は置換複素環
を形成し;
　R7は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、シアノ、ニトロ、カル
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ニルアルキル、スルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル
、複素環、置換複素環、ヘテロシクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-
C(=O)NR8OR9、-SOcR8、-SOcNR8R9、-NR8SOcR9、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bO
R9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R8、R9、R10及びR11は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素
、アルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロシクロアルキルであり;
　或いはR8及びR9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し;
　a及びbは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに、0、1、2、3又は4から選
択され;
　cは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2である)。
【００２０】
　該組成物の別の具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、以下の構造、又はその
医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異
性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合物を有する。
【化１０】

(式中、
　R0は、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、NH又は-CH2-であり;
　構造(III)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は(
iii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し、第1及
び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ヒドロキシ、ハロゲン、ニトロ
、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アルコキシ
、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シクロアル
キルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシアルコキ
シ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアルコキシ
、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):
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【化１１】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【００２１】
　より具体的な実施態様において、該組成物は、免疫調節化合物をさらに含む。別のより
具体的な実施態様において、前記免疫調節化合物は、3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒド
ロイソインドール-2-イル)-ピペリジン-2,6-ジオン;3-(4'アミノイソリンドリン-1'-オン
)-1-ピペリジン-2,6-ジオン;4-(アミノ)-2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-イソインドリ
ン-1,3-ジオン;又はα-(3-アミノフタルイミド)グルタルイミドである。別のより具体的
な実施態様において、前記免疫調節化合物は、以下の構造を有する化合物、又はその医薬
として許容し得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体
、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合物である。
【化１２】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり、R2は、水素又は低
級アルキルである)。別のより具体的な実施態様において、前記免疫調節化合物は、以下
の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合
物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合物である。
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【化１３】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　R1は、H、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8
)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル、
(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、C(O)R3、C(S)R3、C(O)OR4、(C1～C8)アルキ
ル-N(R6)2、(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、C(O)NHR3、C(S)NHR3、C
(O)NR3R3'、C(S)NR3R3'又は(C1～C8)アルキル-O(CO)R5であり;
　R2は、H、F、ベンジル、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル又は(C2～C8)アルキニ
ルであり;
　R3及びR3'は、独立に、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケ
ニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシ
クロアルキル、(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、(C0～C8)アルキル-N(R6)2、
(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、(C1～C8)アルキル-O(CO)R5又はC(O)
R5であり;
　R4は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、(C1～C4)アルキ
ル-OR5、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル又は(C0
～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R5は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリ
ール、又は(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R6は出現するごとに、独立に、H、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)
アルキニル、ベンジル、アリール、(C2～C5)ヘテロアリール又は(C0～C8)アルキル-C(O)O
-R5であり、或いはR6基は、一緒になって、ヘテロシクロアルキル基を形成することが可
能であり;
　nは、0又は1であり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。別のより具体的な実施態様において、前記免疫調節化
合物は、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和
物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混
合物である。
【化１４】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　Rは、H又はCH2OCOR'であり;
　(i)R1、R2、R3又はR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシであり、或いは(ii)R1、R2、R3又
はR4の1つは、ニトロ又は-NHR5であり、R1、R2、R3又はR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキルであり;
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　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロで
あり;
　R'は、R7-CHR10-N(R8R9)であり;
　R7は、m-フェニレン又はp-フェニレン又は-(CnH2n)-であり、nは、0から4の値を有し、
　R8及びR9の各々は、互いに独立に、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル
であり、或いはR8及びR9は、一緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメ
チレン又は-CH2CH2X1CH2CH2-であり、X1は、-O-、-S-又は-NH-であり;
　R10は、水素、から8個の炭素原子を有するアルキル、又はフェニルであり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【００２２】
　別の具体的な実施態様において、該組成物は、血管拡張剤をさらに含む。より具体的な
実施態様において、前記血管拡張剤は、抗高血圧薬である。別のより具体的な実施態様に
おいて、前記血管拡張剤は、グアニリルシクラーゼ、ADP-リボシルトランスフェラーゼ又
はシクロオキシゲナーゼを活性化させ、或いはリポキシゲナーゼを阻害する。別のより具
体的な実施態様において、前記血管拡張剤は、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)、ア
ドレノコルチコトロピン、コルチコトロピン放出ホルモン、ナトリウムニトロプルシド、
ヒドララジン、アデノシン三リン酸、アデノシン、インドメタシン又は硫酸マグネシウム
である。さらにより具体的な実施態様において、前記ヒドララジンは、約0.1mMから約10m
Mの濃度で存在する。別のより具体的な実施態様において、前記アデノシンは、約0.001mM
から約10.0mMの濃度で存在する。別のより具体的な実施態様において、前記アデノシン三
リン酸は、約0.1mMから約1000mMの濃度で存在する。別のより具体的な実施態様において
、前記インドメタシンは、約1mg/kgから約20mg/kgの濃度で存在し、「kg」は、胎盤の重
量である。別のより具体的な実施態様において、前記硫酸マグネシウムは、約0.1mMから
約20mMの濃度で存在する。
【００２３】
　別の態様において、本発明は、幹細胞集団を保存する方法であって、幹細胞集団と、ア
ポトーシス阻害剤及び酸素担持ペルフルオロカーボンとを接触させることを含み、前記ア
ポトーシス阻害剤は、アポトーシス阻害剤と接触しない幹細胞集団と比較して幹細胞集団
におけるアポトーシスを低減又は防止するのに十分な量及び時間で存在する方法を提供す
る。具体的な実施態様において、前記アポトーシス阻害剤は、カスパーゼ阻害剤である。
別の具体的な実施態様において、前記アポトーシス阻害剤は、JNK阻害剤である。より具
体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、前記幹細胞の分化又は増殖を調節しない。
別のより具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤及び前記ペルフルオロカーボンは、
前記接触の前に単一の溶液に含められる。別のより具体的な実施態様において、前記接触
の前に、前記JNK阻害剤は第1の溶液に含められ、前記ペルフルオロカーボンは第2の溶液
に含められる。別の具体的な実施態様において、前記溶液、第1の溶液又は第2の溶液は、
ヒドロキシエチルデンプン、ラクトビオン酸アニオン及びラフィノースをさらに含む。前
記JNK阻害剤及び前記ペルフルオロカーボンが、前記接触時に約0℃から約25℃である、請
求項95記載の方法。別のより具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤及び前記ペルフ
ルオロカーボンは、前記接触時に約2℃から10℃、又は約2℃から約5℃である。別のより
具体的な実施態様において、前記接触は、前記幹細胞集団の輸送中に実施される。別のよ
り具体的な実施態様において、前記接触は、前記細胞集団の凍結及び解凍中に実施される
。
　別の具体的な実施態様において、該方法は、前記幹細胞集団と壊死阻害剤とを接触させ
ることを含む。より具体的な実施態様において、前記壊死阻害剤は、2-(1H-インドール-3
-イル)-3-ペンチルアミノ-マレイミドである。
【００２４】
　該方法の別の具体的な実施態様において、前記幹細胞集団は、前記保存中に、72時間未
満の時間にわたって低酸素条件に曝され、低酸素条件は、正常な血液酸素濃度未満の酸素
濃度である。より具体的な実施態様において、前記幹細胞集団は、前記保存中に、48時間
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前記幹細胞集団は、前記保存中に、24時間未満の時間又は6時間未満の時間にわたって、
前記低酸素条件に曝される、或いは低酸素条件に曝されない。別の具体的な実施態様にお
いて、前記幹細胞集団は、前記保存中に剪断応力に曝されない。
　別の具体的な実施態様において、前述の溶液のいずれかは、UW溶液を含む。
　該方法の別の具体的な実施態様において、前記幹細胞集団は、胎盤内に含まれる、或い
は胎盤から単離される。
【００２５】
　該方法のより具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、以下の構造を有する。
【化１５】

(式中、
　Aは、直接結合、-(CH2)a-、-(CH2)bCH=CH(CH2)c-又は-(CH2)bC≡C(CH2)c-であり;
　R1は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール、ヘテロアリール、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R2は、-R3、-R4、-(CH2)bC(=O)R5、-(CH2)bC(=O)OR5、-(CH2)bC(=O)NR5R6、-(CH2)bC(=
O)NR5(CH2)cC(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)NR6R7、-(CH2)bNR5R6、-(CH2
)bOR5、-(CH2)bSOdR5又は-(CH2)bSO2NR5R6であり;
　aは、1、2、3、4、5又は6であり;
　b及びcは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、0、1、2、3又は4
から選択され;
　dは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2であり;
　R3は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、カルボキシ、アルキル
、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィニルアルキル、ス
ルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロ
シクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-C(=O)NR8OR9、-SO2NR8R9、-NR8
SO2R9、-CN、-NO2、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bOR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O
(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R4は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたアル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR4
は、ハロゲン又はヒドロキシであり;
　R5、R6及びR7は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、R5、R6及
びR7の各々は、R3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されており;
　R8及びR9は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アルキル
、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR8及び
R9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し、R8、R9、並び
に一緒になって複素環を形成するR8及びR9の各々は、R3から独立に選択される1から4つの
置換基で場合により置換されている)。
【００２６】
　該方法の別のより具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、以下の構造を有する
。
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【化１６】

(式中、
　R1は、R7から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール又はヘテロアリールであり;
　R2は、水素であり;
　R3は、水素又は低級アルキルであり;
　R4は、1から4つの随意の置換基を表し、各置換基は、同一又は異なっており、ハロゲン
、ヒドロキシ、低級アルキル及び低級アルコキシから独立に選択され;
　R5及びR6は、同一又は異なっており、独立に、-R8、-(CH2)aC(=O)R9、-(CH2)aC(=O)OR9
、-(CH2)aC(=O)NR9R10、-(CH2)aC(=O)NR9(CH2)bC(=O)R10、-(CH2)aNR9C(=O)R10、-(CH2)a
NR11C(=O)NR9R10、-(CH2)aNR9R10、-(CH2)aOR9、-(CH2)aSOcR9又は-(CH2)aSO2NR9R10であ
り;
　或いはR5及びR6は、それらが結合した窒素原子と一緒になって、複素環又は置換複素環
を形成し;
　R7は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、シアノ、ニトロ、カル
ボキシ、アルキル、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィ
ニルアルキル、スルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル
、複素環、置換複素環、ヘテロシクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-
C(=O)NR8OR9、-SOcR8-、-SOcNR8R9、-NR8SOcR9、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)b
OR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R8、R9、R10及びR11は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素
、アルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロシクロアルキルであり;
　或いはR8及びR9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し;
　a及びbは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに、0、1、2、3又は4から選
択され;
　cは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2である)。
【００２７】
　該方法の別のより具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、以下の構造を有する
。

【化１７】

(式中、R0は、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、NH又は-CH2-であり;
　構造(III)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は(
iii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
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　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し、第1及
び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ヒドロキシ、ハロゲン、ニトロ
、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アルコキシ
、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シクロアル
キルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシアルコキ
シ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアルコキシ
、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):
【化１８】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【００２８】
　さらにより具体的な実施態様において、該方法は、幹細胞と免疫調節化合物とを接触さ
せることをさらに含む。より具体的な実施態様において、前記免疫調節化合物は、3-(4-
アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロイソインドール-2-イル)-ピペリジン-2,6-ジオン;3-(4'ア
ミノイソリンドリン-1'-オン)-1-ピペリジン-2,6-ジオン;4-(アミノ)-2-(2,6-ジオキソ(3
-ピペリジル))-イソインドリン-1,3-ジオン;又はα-(3-アミノフタルイミド)グルタルイ
ミドである。別のより具体的な実施態様において、前記免疫調節化合物は、以下の構造を
有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像
異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合物である。
【化１９】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり、R2は、水素又は低
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級アルキルである)。別のより具体的な実施態様において、前記免疫調節化合物は、以下
の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合
物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混合物である。
【化２０】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　R1は、H、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8
)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル、
(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、C(O)R3、C(S)R3、C(O)OR4、(C1～C8)アルキ
ル-N(R6)2、(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、C(O)NHR3、C(S)NHR3、C
(O)NR3R3'、C(S)NR3R3'又は(C1～C8)アルキル-O(CO)R5であり;
　R2は、H、F、ベンジル、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル又は(C2～C8)アルキニ
ルであり;
　R3及びR3'は、独立に、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケ
ニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシ
クロアルキル、(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、(C0～C8)アルキル-N(R6)2、
(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、(C1～C8)アルキル-O(CO)R5又はC(O)
OR5であり;
　R4は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、(C1～C4)-OR

5、
ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル又は(C0～C4)ア
ルキル-(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R5は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリ
ール、(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R6は出現するごとに、独立に、H、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)
アルキニル、ベンジル、アリール、(C2～C5)ヘテロアリール又は(C0～C8)アルキル-C(O)O
-R5であり、或いはR6基は、一緒になって、ヘテロシクロアルキル基を形成することが可
能であり;
　nは、0又は1であり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。別のより具体的な実施態様において、前記免疫調節化
合物は、以下の構造を有する化合物、又はその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和
物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、若しくは立体異性体の混
合物である。

【化２１】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　Rは、H又はCH2OCOR'であり;
　(i)R1、R2、R3又はR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
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アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシ、或いは(ii)R1、R2、R3又はR4の
1つは、ニトロ又は-NHR5であり、R1、R2、R3又はR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキルであり;
　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロで
あり;
　R'は、R7-CHR10-N(R8R9)であり;
　R7は、m-フェニレン又はp-フェニレン又は-(CnH2n)-であり、nは、0から4の値を有し、
　R8及びR9の各々は、互いに独立に、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル
であり、或いはR8及びR9は、一緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメ
チレン又は-CH2CH2X1CH2CH2-であり、X1は、-O-、-S-又は-NH-であり;
　R10は、水素、から8個の炭素原子を有するアルキル、又はフェニルであり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【００２９】
　上記方法又は組成物のいずれかの別の具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、
約0.5μMから約10μMの濃度で存在する。上記方法又は組成物の別の具体的な実施態様に
おいて、前記プロテアーゼは、約0.1mg/mLから約10mg/mLの濃度で存在する。上記方法又
は組成物のいずれかの別の具体的な実施態様において、前記粘液溶解酵素は、約0.1mg/mL
から約10mg/mLの濃度で存在する。上記方法又は組成物の別の具体的な実施態様において
、前記免疫調節化合物は、約0.5μMから約10μMの濃度で存在する。上記方法又は組成物
の別の具体的な実施態様において、前記血管拡張剤は、心房性ナトリウム利尿ペプチド(A
NP)、アドレノコルチコトロピン、コルチコトロピン放出ホルモン、ナトリウムニトロプ
ルシド、ヒドララジン、アデノシン三リン酸、アデノシン、インドメタシン又は硫酸マグ
ネシウムである。さらにより具体的な実施態様において、前記ヒドララジンは、約0.1mM
から約10mMの濃度で存在する。別のより具体的な実施態様において、前記アデノシンは、
約0.001mMから約10.0mMの濃度で存在する。別のより具体的な実施態様において、前記ア
デノシン三リン酸は、約0.1mMから約1000mMの濃度で存在する。
【００３０】
　別の具体的な実施態様において、本明細書に記載されている組成物のいずれかは、塩化
ナトリウム、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、塩化カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸
カリウム、炭酸ナトリウム及びグルコースを含む生理的に許容し得る溶液を含むことがで
きる。該組成物のいずれかは、1種以上の必須又は非必須アミノ酸を単独又は組み合わせ
て含むことができる。
【００３１】
(3.1 定義)
　本明細書に用いられているように、「胚幹細胞」という用語は、胚盤胞(例えば、4から
5日のヒト胚芽)の内細胞塊から誘導され、多能性である細胞を指す。
　本明細書に用いられているように、「胎盤幹細胞」という用語は、細胞形態、細胞表面
マーカ、又は一次培養後の流路数に関わらず、哺乳類胎盤から誘導される幹細胞又は前駆
細胞を指す。しかし、該用語は、専ら別の組織、例えば胎盤血又は臍帯血から誘導された
幹細胞を包括しない。
【００３２】
　本明細書に用いられているように、「放血された」又は「放血」という用語は、胎盤に
関して用いられる場合は、胎盤からの実質的にすべての帯血の除去及び/又は排出を指す
。
　本明細書に用いられているように、「灌流液」という用語は、器官又は組織を流れてか
ら収集される液体を指す。好ましい実施態様において、灌流液は、１つ以上の抗凝血剤を
含む。
　本明細書に用いられているように、「幹細胞」という用語は、多能性又は多分化能性細
胞、並びに委任前駆細胞を含む前駆細胞を包括する。多能性又は多分化能性細胞は、培養
で増殖・拡張する能力を保持する。
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【００３３】
　「アルキル」は、1個から10個の炭素原子を有する飽和直鎖状又は分枝状の非環式炭化
水素を指す。「低級アルキル」は、1個から4個の炭素原子を有する、上記に定義されたア
ルキルを指す。代表的な飽和直鎖状アルキルとしては、-メチル、-エチル、-n-プロピル
、-n-ブチル、-n-ペンチル、-n-ヘキシル、-n-ヘプチル、-n-オクチル、-n-ノニル及び-n
-デシルが挙げられ;飽和分枝状のアルキルとしては、-イソプロピル、-sec-ブチル、イソ
ブチル、-tert-ブチル、-イソペンチル、2-メチルブチル、3-メチルブチル、2-メチルペ
ンチル、3-メチルペンチル、4-メチルペンチル、2-メチルヘキシル、3-メチルヘキシル、
4-メチルヘキシル、5-メチルヘキシル、2,3-ジメチルブチル、2,3-ジメチルペンチル、2,
4-ジメチルペンチル、2,3-ジメチルヘキシル、2,4-ジメチルヘキシル、2,5-ジメチルヘキ
シル、2,2-ジメチルペンチル、2,2-ジメチルヘキシル、3,3-ジメチルペンチル、3,3-ジメ
チルヘキシル、4,4-ジメチルヘキシル、2-エチルペンチル、3-エチルペンチル、2-エチル
ヘキシル、3-エチルヘキシル、4-エチルヘキシル、2-メチル-2-エチルペンチル、2-メチ
ル-3-エチルペンチル、2-メチル-4-エチルペンチル、2-メチル-2-エチルヘキシル、2-メ
チル-3-エチルヘキシル、2-メチル-4-エチルヘキシル、2,2-ジエチルペンチル、3,3-ジエ
チルヘキシル、2,2-ジエチルヘキシル及び3,3-ジエチルヘキシル等が挙げられる。
【００３４】
　「アルケニル基」又は「アルキリデン」は、2個から10個の炭素原子を有し、少なくと
も1つの炭素-炭素二重結合を含む直鎖状又は分枝状の非環式炭化水素を指す。代表的な直
鎖状及び分枝状の(C2～C10)アルケニルとしては、-ビニル、-アリル、-1-ブテニル、-2-
ブテニル、-イソブチレニル、-1-ペンテニル、-2-ペンテニル、-3-メチル-1-ブテニル、-
2-メチル-2-ブテニル、-2,3-ジメチル-2-ブテニル、-1-ヘキセニル、-2-ヘキセニル、-3-
ヘキセニル、-1-ヘプテニル、-2-ヘプテニル、-3-ヘプテニル、-1-オクテニル、-2-オク
テニル、-3-オクテニル、-1-ノネニル、-2-ノネニル、-3-ノネニル、-1-デセニル。-2-デ
セニル及び-3-デセニル等が挙げられる。アルケニル基は、非置換又は置換され得る。「
環式アルキリデン」は、3個から8個の炭素原子を有し、少なくとも1つの炭素-炭素二重結
合を含み、1個から3個のヘテロ原子を含むことができる環である。
【００３５】
　「アルキニル基」は、2個から10個の炭素原子を有し、少なくとも1つの炭素-炭素三重
結合を含む直鎖状又は分枝状の非環式炭化水素を指す。代表的な直鎖状及び分枝状の-(C2
～C10)アルキニルとしては、-アセチレニル、-プロピニル、-1-ブチニル、-2-ブチニル、
-1-ペンチニル、-2-ペンチニル、-3-メチル-1-ブチニル、-4-ペンチニル、-1-ヘキシニル
、-2-ヘキシニル、-5-ヘキシニル、-1-へプチニル、-2-へプチニル、-6-へプチニル、-1-
オクチニル、-2-オクチニル、-7-オクチニル、-1-ノニニル、-2-ノニニル、-8-ノニニル
、-1-デシニル、-2-デシニル及び-9-デシニル等が挙げられる。アルキニル基は、非置換
又は置換され得る。
【００３６】
　「ハロゲン」又は「ハロ」という用語は、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素を指す。
　「ハロアルキル」は、1個以上のハロゲン原子で置換されたアルキル基(アルキルは上記
に定義されている)を指す。
　「ケト」は、カルボニル基(すなわちC=O)を指す。
　「アシル」は、-C(O)CH3、-C(O)CH2CH3、-C(O)(CH2)2CH3、-C(O)(CH2)3CH3、-C(O)(CH2
)4CH3及び-C(O)(CH2)5CH3等を含む-C(O)アルキル基(アルキルは上記に定義されている)を
指す。
　「アシルオキシ」は、-OC(O)CH3、-OC(O)CH2CH3、-OC(O)(CH2)2CH3、-OC(O)(CH2)3CH3
、-OC(O)(CH2)4CH3及び-OC(O)(CH2)5CH3等を含む-OC(O)アルキル基(アルキルは上記に定
義されている)を指す。
【００３７】
　「エステル」は、-C(O)OCH3、-C(O)OCH2CH3、-C(O)O(CH2)2CH3、-C(O)O(CH2)3CH3、-C(
O)O(CH2)4CH3及び-C(O)O(CH2)5CH3等を含む-C(O)Oアルキル基(アルキルは上記に定義され
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ている)を指す。
　「アルコキシ」は、-OCH3、-OCH2CH3、-O(CH2)2CH3、-O(CH2)3CH3、-O(CH2)4CH3及び-O
(CH2)5CH3等を含む-O-(アルキル)(アルキルは上記に定義されている)を指す。「低級アル
コキシ」は、低級アルキルが上記に定義された通りである-O-(低級アルキル)を指す。
　「アルコキシアルコキシ」は、-OCH2OCH3、-OCH2CH2OCH3及び-OCH2CH2OCH2CH3等を含む
-O-(アルキル)-O-(アルキル)(各アルキルは、独立に、上記に定義されたアルキル基であ
る)を指す。
【００３８】
　「アルコキシカルボニル」は、-C(=O)O-CH3、-C(=O)O-CH2CH3、-C(=O)O-(CH2)2CH3、-C
(=O)O-(CH2)3CH3、-C(=O)O-(CH2)4CH3及び-C(=O)O-(CH2)5CH3等を含む-C(=O)O-(アルキル
)(アルキルは上記に定義されている)を指す。
　「アルコキシカルボニルアルキル」は、-CH2-C(=O)O-CH3、-CH2-C(=O)O-CH2CH3、-CH2-
C(=O)O-(CH2)2CH3、-CH2-C(=O)O-(CH2)3CH3、-CH2-C(=O)O-(CH2)4CH3及び-CH2-C(=O)O-(C
H2)5CH3等を含む-(アルキル)-C(=O)O-(アルキル)(各アルキルは、独立に、上記に定義さ
れたアルキル基である)を指す。
　「アルコキシアルキル」は、-CH2OCH3、-CH2OCH2CH3、-(CH2)2OCH2CH3及び-(CH2)2O(CH

2)2CH3等を含む-(アルキル)-O-(アルキル)(各アルキルは、独立に、上記に定義されたア
ルキル基である)を指す。
【００３９】
　「アリール」は、5個から10個の環原子を含む炭素環式芳香族基を指す。代表的な例と
しては、フェニル、トリル、アントラセニル、フルオレニル、インデニル、アズレニル、
ピリジニル及びナフチル、並びに5,6,7,8-テトラヒドロナフチルを含むベンゾ縮合炭素環
式成分が挙げられるが、それらに限定されない。炭素環式芳香族基は、非置換又は置換さ
れ得る。一実施態様において、炭素環式芳香族基は、フェニル基である。
【００４０】
　「アリールオキシ」は、-O-アリール基(アリールは上記に定義されている)を指す。ア
リールオキシ基は、非置換又は置換され得る。一実施態様において、アリールオキシ基の
アリール環は、フェニル基である。
　「アリールアルキル」は、-(CH2)フェニル、-(CH2)2フェニル、-(CH2)3フェニル、-CH(
フェニル)2、-CH(フェニル)3、-(CH2)トリル、-(CH2)アントラセニル、-(CH2)フルオレニ
ル、-(CH2)インデニル、-(CH2)アズレニル、-(CH2)ピリジニル及び-(CH2)ナフチル等を含
む-(アルキル)-(アリール)(アルキル及びアリールは上記に定義された通りである)を指す
。
【００４１】
　「アリールアルキルオキシ」は、-O-(CH2)2フェニル、-O-(CH2)3フェニル、-O-CH(フェ
ニル)2、-O-CH(フェニル)3、-O-(CH2)トリル、-O-(CH2)アントラセニル、-O-(CH2)フルオ
レニル、-O-(CH2)インデニル、-O-(CH2)アズレニル、-O-(CH2)ピリジニル及び-O-(CH2)ナ
フチル等を含む-O-(アルキル)-(アリール)(アルキル及びアリールは上記に定義された通
りである)を指す。
【００４２】
　「アリールオキシアルキル」は、-CH2-O-(フェニル)、-(CH2)2-O-フェニル、-(CH2)3-O
-フェニル、-(CH2)-O-トリル、-(CH2)-O-アントラセニル、-(CH2)-O-フルオレニル、-(CH

2)-O-インデニル、-(CH2)-O-アズレニル、-(CH2)-O-ピリジニル及び-(CH2)-O-ナフチル等
を含む-(アルキル)-O-(アリール)(アルキル及びアリールは上記に定義された通りである)
を指す。
【００４３】
　「シクロアルキル」は、炭素原子及び水素原子を有し、炭素-炭素多重結合を有さない
単環式又は多環式飽和環を指す。シクロアルキル基の例としては、シクロプロピル、シク
ロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル及びシクロヘプチルを含む(C3～C7)シクロア
ルキル基、並びに飽和環式及び二環式テルペンが挙げられるが、それらに限定されない。
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シクロアルキル基は、非置換又は置換され得る。一実施態様において、シクロアルキル基
は、単環又は二環である。
【００４４】
　「シクロアルキルオキシ」は、-O-シクロプロピル、-O-シクロブチル、-O-シクロペン
チル、-O-シクロヘキシル及び-O-シクロヘプチル等を含む-O-(シクロアルキル)(シクロア
ルキルは上記に定義されている)を指す。
　「シクロアルキルアルキルオキシ」は、-O-CH2-シクロプロピル、-O-(CH2)2-シクロプ
ロピル、-O-(CH2)3-シクロプロピル、-O-(CH2)4-シクロプロピル、-O-CH2-シクロブチル
、O-CH2-シクロペンチル、O-CH2-シクロヘキシル及びO-CH2-シクロヘプチル等を含む-O-(
アルキル)-(シクロアルキル)(シクロアルキル及びアルキルは上記に定義されている)を指
す。
【００４５】
　「アミノアルコキシ」は、-O-CH2-NH2、-O-(CH2)2-NH2、-O-(CH2)3-NH2、-O-(CH2)4-NH

2及び-O-(CH2)5-NH2等の-O-(アルキル)-NH2(アルキルは上記に定義されている)を指す。
　「モノ-アルキルアミノ」は、-NHCH3、-NHCH2CH3、-NH(CH2)2CH3、-NH(CH2)3CH3、-NH(
CH2)4CH3及び-NH(CH2)5CH3等の-NH(アルキル)(アルキルは上記に定義されている)を指す
。
　「ジ-アルキルアミノ」は、-N(CH3)2、-N(CH2CH3)2、-N((CH2)2CH3)2及び-N(CH3)(CH2C
H3)等を含む-N(アルキル)(アルキル)(各アルキルは、独立に、上記に定義されたアルキル
基である)を指す。
【００４６】
　「モノ-アルキルアミノアルコキシ」は、-O-(CH2)-NHCH3、-O-(CH2)-NHCH2CH3、-O-(CH

2)-NH(CH2)2CH3、-O-(CH2)-NH(CH2)3CH3、-O-(CH2)-NH(CH2)4CH3、-O-(CH2)-NH(CH2)5CH3
及び-O-(CH2)2-NHCH3等を含む-O-(アルキル)-NH(アルキル)(各アルキルは、独立に、上記
に定義されたアルキル基である)を指す。
　「ジ-アルキルアミノアルコキシ」は、-O-(CH2)-N(CH3)2、-O-(CH2)-N(CH2CH3)2、-O-(
CH2)-N((CH2)2CH3)2及び-O-(CH2)-N(CH3)(CH2CH3)等を含む-O-(アルキル)-N(アルキル)(
アルキル)(各アルキルは、独立に、上記に定義されたアルキル基である)を指す。
　「アリールアミノ」は、-NH(フェニル)、-NH(トリル)、-NH(アントラセニル)、-NH(フ
ルオレニル)、-NH(インデニル)、-NH(アズレニル)、-NH(ピリジニル)及び-NH(ナフチル)
等を含む-NH(アリール)(アリールは上記に定義されている)を指す。
【００４７】
　「アリールアルキルアミノ」は、-NH-CH2-(フェニル)、-NH-CH2-(トリル)、-NH-CH2-(
アントラセニル)、-NH-CH2-(フルオレニル)、-NH-CH2-(インデニル)、-NH-CH2-(アズレニ
ル)、-NH-CH2-(ピリジニル)、-NH-CH2-(ナフチル)及び-NH-(CH2)2-(フェニル)等を含む-N
H-(アルキル)-(アリール)(アルキル及びアリールは上記に定義されている)を指す。
【００４８】
　「アルキルアミノ」は、-N(CH3)2、-N(CH2CH3)2、-N((CH2)2CH3)2、-N(CH3)(CH2CH3)を
含む-N(アルキル)(アルキル)(各アルキルは、独立に、上記に定義されたアルキル基であ
る)、並びに-N(CH3)2、-N(CH2CH3)2、-N((CH2)2CH3)2及び-N(CH3)(CH2CH3)等を含む-N(ア
ルキル)(アルキル)(各アルキルは、独立に、上記に定義されたアルキル基である)など、
上記に定義されたモノ-アルキルアミノ又はジ-アルキルアミノを指す。
【００４９】
　「シクロアルキルアミノ」は、-NH-シクロプロピル、-NH-シクロブチル、-NH-シクロペ
ンチル、-NH-シクロヘキシル及び-NH-シクロヘプチル等を含む-NH-(シクロアルキル)(シ
クロアルキルは上記に定義されている)を指す。
　「カルボキシル」及び「カルボキシ」は、-COOHを指す。
　「シクロアルキルアルキルアミノ」は、-NH-CH2-シクロプロピル、-NH-CH2-シクロブチ
ル、-NH-CH2-シクロペンチル、-NH-CH2-シクロヘキシル、-NH-CH2-シクロヘプチル及び-N
H-(CH2)2-シクロプロピル等を含む-NH-(アルキル)-(シクロアルキル)(アルキル及びシク



(41) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40

50

ロアルキルは上記に定義されている)を指す。
【００５０】
　「アミノアルキル」は、CH2-NH2、-(CH2)2-NH2、-(CH2)3-NH2、-(CH2)4-NH2及び-(CH2)

5-NH2等を含む-(アルキル)-NH2(アルキルは上記に定義されている)を指す。
　「モノ-アルキルアミノアルキル」は、-CH2-NH-CH3、-CH2-NHCH2CH3、-CH2-NH(CH2)2CH

3、-CH2-NH(CH2)3CH3、-CH2-NH(CH2)4CH3、-CH2-NH(CH2)5CH3及び-(CH2)2-NH-CH3等を含
む-(アルキル)-NH(アルキル)(各アルキルは、独立に、上記に定義されたアルキル基であ
る)を指す。
　「ジ-アルキルアミノアルキル」は、-CH2-N(CH3)2、-CH2-N(CH2CH3)2、-CH2-N((CH2)2C
H3)2、-CH2-N(CH3)(CH2CH3)及び-(CH2)2-N(CH3)2等を含む-(アルキル)-N(アルキル)(アル
キル)(各アルキルは、独立に、上記に定義されたアルキル基である)を指す。
【００５１】
　「ヘテロアリール」は、単環及び二環系を含めて、窒素、酸素及び硫黄から選択される
少なくとも1つのヘテロ原子を有し、少なくとも1個の炭素原子を含む5から10員の芳香族
複素環を指す。代表的なヘテロアリールは、トリアゾリル、テトラゾリル、オキサジアゾ
リル、ピリジル、フリル、ベンゾフラニル、チオフェニル、ベンゾチオフェニル、キノリ
ニル、ピロリル、インドリル、オキサゾリル、ベンゾキサゾリル、イミダゾリル、ベンゾ
イミダゾリル、チアゾリル、ベンゾチアゾリル、イソキサゾリル、ピラゾリル、イソチア
ゾリル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニル、トリアジニル、シノリニル、フタラ
ジニル、キナゾリニル、ピリミジル、オキセタニル、アゼピニル、ピペラジニル、モルホ
リニル、ジオキサニル、チエタニル及びオキサゾリルである。
【００５２】
　「ヘテロアリールアルキル」は、-CH2-トリアゾリル、-CH2-テトラゾリル、-CH2-オキ
サジアゾリル、-CH2-ピリジル、-CH2-フリル、-CH2-ベンゾフラニル、-CH2-チオフェニル
、-CH2-ベンゾチオフェニル、-CH2-キノリニル、-CH2-ピロリル、-CH2-インドリル、-CH2
-オキサゾリル、-CH2-ベンゾキサゾリル、-CH2-イミダゾリル、-CH2-ベンゾイミダゾリル
、-CH2-チアゾリル、-CH2-ベンゾチアゾリル、-CH2-イソキサゾリル、-CH2-ピラゾリル、
-CH2-イソチアゾリル、-CH2-ピリダジニル、-CH2-ピリミジニル、-CH2-ピラジニル、-CH2
-トリアジニル、-CH2-シノリニル、-CH2-フタラジニル、-CH2-キナゾリニル、-CH2-ピリ
ミジル、-CH2-オキセタニル、-CH2-アゼピニル、-CH2-ピペラジニル、-CH2-モルホリニル
、-CH2-ジオキサニル、-CH2-チエタニル、-CH2-オキサゾリル及び-(CH2)2-トリアゾリル
等を含む-(アルキル)-(ヘテロアリール)(アルキル及びヘテロアリールは上記に定義され
ている)を指す。
【００５３】
　「複素環」は、飽和又は不飽和であり、窒素、酸素及び硫黄から独立に選択される1個
から4個のヘテロ原子を含み、窒素及び硫黄ヘテロ原子が場合により酸化されていてもよ
く、窒素ヘテロ原子が場合により四級化されていてもよい5から7員の単環式又は7から10
員の二環式、複素環を指し、上記の複素環のいずれかがベンゼン環に縮合した二環式環を
含む。複素環は、任意のヘテロ原子又は炭素原子を介して結合されうる。複素環は、上記
に定義されたヘテロアリールを含む。代表的な複素環としては、モルホリニル、ピロリジ
ノニル、ピロリジニル、ピペリジニル、ヒダントイニル、バレロラクタミル、オキシラニ
ル、オキセタニル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロピリジ
ニル、テトラヒドロピリミジニル、テトラヒドロチオフェニル、テトラヒドロチオピラニ
ル、テトラヒドロピリミジニル、テトラヒドロチオフェニル及びテトラヒドロチオピラニ
ル等が挙げられる。
【００５４】
　「フェニルに縮合した複素環」は、フェニル環の2つの隣接炭素原子でフェニル環に結
合した複素環(複素環は上記に定義されている)を指す。
　「ヘテロシクロアルキル」は、-CH2-モルホリニル、-CH2-ピロリジノイル、-CH2-ピロ
リジニル、-CH2-ピペリジニル、-CH2-ヒダントイニル、-CH2-バレロラクタミル、-CH2-オ
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キシラニル、-CH2-オキセタニル、-CH2-テトラヒドロフラニル、-CH2-テトラヒドロピラ
ニル、-CH2-テトラヒドロピリジニル、-CH2-テトラヒドロプリミジニル、-CH2-テトラヒ
ドロチオフェニル、-CH2-テトラヒドロチオピラニル、-CH2-テトラヒドロピリミジニル、
-CH2-テトラヒドロチオフェニル及び-CH2-テトラヒドロチオピラニル等を含む-(アルキル
)-(複素環)(アルキル及び複素環は上記に定義されている)を指す。
【００５５】
　「置換された」という用語は、本明細書に用いられているように、置換される成分の少
なくとも1つの水素原子が置換基で置き換えられた上記基(すなわち、アリール、アリール
アルキル、複素環及びヘテロシクロアルキル)のいずれかを指す。一実施態様において、
置換される基の各炭素原子が、2つ以下の置換基で置換されている。別の実施態様におい
て、置換される基の各炭素原子が、1つ以下の置換基で置換されている。ケト置換基の場
合は、2個の水素原子が、二重結合を介して炭素に結合した酸素で置換されている。置換
基としては、ハロゲン、ヒドロキシル、アルキル、ハロアルキル、一又は二置換アミノア
ルキル、アルキルオキシアルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロシクロ
アルキル、-NRaRb、-NRaC(=O)Rb、-NRaC(=O)NRaRb、-NRaC(=O)ORb、-NRaSO2Rb、-ORa、-C
(=O)RaC(=O)ORa-C(=O)NRaRb、-OC(=O)Ra、-OC(=O)ORa、-OC(=O)NRaRb、-NRaSO2Rb、又は
式-Y-Z-Ra(式中、Yはアルカンジイル又は直接結合であり、Zは、-O-、-S-、-N(Rb)-、-C(
=O)-、-C(=O)O-、-OC(=O)-、-N(Rb)C(=O)-、-C(=O)N(Rb)-又は直接結合であり、Ra及びRb
は、同一又は異なっており、独立に、水素、アミノ、アルキル、ハロアルキル、アリール
、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはRa及びRbは、それ
らが結合した窒素原子と一緒になって、複素環を形成する)のラジカルが挙げられる。
【００５６】
　「ハロアルキル」は、1個以上の水素原子が、-CF3、-CHF2、-CH2F、-CBr3、-CHBr2、-C
H2Br、-CCl3、-CHCl2、-CH2Cl、-CI3、-CHI2、-CH2I、-CH2-CF3、-CH2-CHF2、-CH2-CH2F
、-CH2-CBr3、-CH2-CHBr2、-CH2-CH2Br、-CH2-CCl3、-CH2-CHCl2、-CH2-CH2Cl、-CH2-CI3
、-CH2-CHI2及び-CH2-CH2I等を含む、ハロゲン(ハロゲンは上記に定義されている)で置換
されたアルキル(アルキルは上記に定義されている)を指す。
　「ヒドロキシアルキル」は、-CH2OH、-CH2CH2OH、-(CH2)2CH2OH、-(CH2)3CH2OH、-(CH2
)4CH2OH、-(CH2)5CH2OH、-CH(OH)-CH3及び-CH2CH(OH)CH3を含むヒドロキシで置換された1
個以上の水素原子を有するアルキル(アルキルは上記に定義されている)を指す。
　「ヒドロキシ」は、-OHを指す。
　「スルホニル」は、-SO3Hを指す。
【００５７】
　「スルホニルアルキル」は、-SO2-CH3、-SO2-CH2CH3、-SO2-(CH2)2CH3、-SO2-(CH2)3CH

3、-SO2-(CH2)4CH3及び-SO2-(CH2)5CH3等を含む-SO2-(アルキル)(アルキルは上記に定義
されている)を指す。
　「スルフィニルアルキル」は、-SO-CH3、-SO-CH2CH3、-SO-(CH2)2CH3、-SO-(CH2)3CH3
、-SO-(CH2)4CH3及び-SO-(CH2)5CH3等を含む-SO-(アルキル)(アルキルは上記に定義され
ている)を指す。
【００５８】
　「スルホンアミドアルキル」は、-NHSO2-CH3、-NHSO2-CH2CH3、-NHSO2-(CH2)2CH3、-NH
SO2-(CH2)3CH3、-NHSO2-(CH2)4CH3及び-NHSO2-(CH2)5CH3等を含む-NHSO2-(アルキル)(ア
ルキルは上記に定義されている)を指す。
　「チオアルキル」は、-S-CH3、-S-CH2CH3、-S-(CH2)2CH3、-S-(CH2)3CH3、-S-(CH2)4CH

3及び-S-(CH2)5CH3等を含む-S-(アルキル)(アルキルは上記に定義されている)を指す。
【００５９】
　本明細書に用いられているように、「JNK阻害剤」という用語は、本明細書に開示され
ている化合物を包括するが、それらに限定されない。JNK阻害剤は、その医薬として許容
し得る塩、遊離塩基、溶媒和物、水和物、立体異性体、包接化合物又はプロドラッグの形
で存在しうる。当該阻害活性を、セクション5に記載されたものを含む、当該技術分野で
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良く知られているアッセイ又は動物モデルによって測定することができる。一実施態様に
おいて、JNK阻害剤は、構造(I)～(III)の化合物である。
【００６０】
　本明細書に用いられているように、且つ他に指定がなければ、「医薬として許容し得る
塩」という用語は、該用語が指す化合物の無毒性酸及び塩基付加塩を包括する。許容し得
る無毒性酸付加塩としては、例えば、塩化水素酸、臭化水素酸、リン酸、硫酸、メタンス
ルホン酸、酢酸、酒石酸、乳酸、コハク酸、クエン酸、リンゴ酸、マレイン酸、ソルビン
酸、アコニット酸、サリチル酸、フタル酸、エンボン酸及びエナント酸等を含む、当該技
術分野で知られている有機及び無機酸又は塩基から誘導された塩が挙げられる。
【００６１】
　本質的に酸性である化合物は、様々な医薬として許容し得る塩基と塩を形成することが
可能である。当該酸性化合物の医薬として許容し得る塩基付加塩を調製するのに使用でき
る塩基は、無毒性塩基付加塩、アルカリ金属塩又はアルカリ土類金属塩、特にカルシウム
塩、マグネシウム塩、ナトリウム塩又はカリウム塩のような(ただし、それらに限定され
ない)医薬として許容し得るカチオンを含む塩を形成する塩基である。好適な有機塩基と
しては、N,N-ジベンジルエチレンジアミン、クロロプロカイン、コリン、ジエタノールア
ミン、エチレンジアミン、メグルマイン(N-メチルグルカミン)、リシン及びプロカインが
挙げられるが、それらに限定されない。
【００６２】
　本明細書に用いられているように、且つ他に指定がなければ、「プロドラッグ」という
用語は、加水分解し、酸化し、或いは生物学的条件下(インビトロ又はインビボ)で反応し
て、該化合物を与えることができる化合物の誘導体を指す。プロドラッグの例としては、
生加水分解性アミド、生加水分解性エステル、生加水分解性カルバメート、生加水分解性
カーボネート、生加水分解性ウレイド及び生加水分解性ホスフェート類似体のような生加
水分解性成分を含むJNK阻害剤の誘導体が挙げられるが、それらに限定されない。プロド
ラッグの他の例としては、-NO、-NO2、-ONO又は-ONO2成分を含むJNK阻害剤の誘導体が挙
げられる。典型的には、1 Burger 's Medicinal Chemistry and Drug Discovery、172-17
8、949-982 (Manfred E. Wolff編、第5版、1995)及びDesign of Prodrugs (H. Bundgaard
編New York(ニューヨーク)州Elselvier、1985)に記載されているようなよく知られている
方法を用いてプロドラッグを調製することができる。
【００６３】
　本明細書に用いられているように、且つ他に指定がなければ、「生加水分解性アミド」
、「生加水分解性エステル」、「生加水分解性カルバメート」、「生加水分解性カーボネ
ート」、「生加水分解性ウレイド」及び「生加水分解性ホスフェート」という用語は、1)
摂取、作用の持続又は作用の発生のようなインビボにおける有利な特性をその化合物に付
与することができる化合物の生物活性を損なわない、或いは2)生物不活性であるが、イン
ビボで生物活性化合物に変換される化合物のそれぞれアミド、エステル、カルバメート、
カーボネート、ウレイド又はホスフェートを指す。生加水分解性エステルの例としては、
低級アルキルエステル、低級アシルオキシアルキルエステル(アセトキシルメチル、アセ
トキシエチル、アミノカルボニルオキシメチル、ピバロイルオキシメチル及びピバロイル
オキシエチルエステル等)、ラクトニルエステル(フタリジル及びチオフタリジルエステル
等)、低級アルコキシアシルオキシアルキルエステル(メトキシカルボニルオキシメチル、
エトキシカルボニルオキシエチル及びイソプロポキシカルボニルオキシエチルエステル等
)、アルコキシアルキルエステル、コリンエステル及びアシルアミノアルキルエステル(ア
セトアミドメチルエステル等)が挙げられるが、それらに限定されない。生加水分解性ア
ミドの例としては、低級アルキルアミド、α-アミノ酸アミド、アルコキシアシルアミド
及びアルキルアミノアルキルカルボニルアミドが挙げられるが、それらに限定されない。
生加水分解性カルバメートの例としては、低級アルキルアミン、置換エチレンジアミン、
アミノ酸、ヒドロキシアルキルアミン、複素環式アミン及び複素環式芳香族アミン及びポ
リエーテルアミンが挙げられるが、それらに限定されない。
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【００６４】
　様々なJNK阻害剤及び免疫調節化合物は、1つ以上のキラル中心を含み、鏡像異性体のラ
セミ混合物又はジアステレオ異性体の混合物として存在し得る。本発明は、立体異性体と
して純粋の形の当該化合物の使用、並びにそれらの形の混合物の使用を包括する。例えば
、JNK阻害剤又は免疫調節化合物の当量又は不等量の鏡像異性体からなる混合物を本発明
の方法及び組成物に使用することができる。本明細書に開示されている具体的な化合物の
純化された(R)又は(S)鏡像異性体をそのほかの鏡像異性体が実質的にない形で使用するこ
とができる。
【００６５】
　本明細書に用いられているように、且つ他に指定がなければ、「立体異性体として純粋
である」という用語は、化合物の1つの立体異性体を含み、その化合物の他の立体異性体
が実質的にない組成物を指す。例えば、1つのキラル中心を有する化合物の立体異性体と
して純粋の組成物は、該化合物の反対の鏡像異性体が実質的にない。2つのキラル中心を
有する化合物の立体異性体として純粋の組成物は、該化合物の他の立体異性体が実質的に
ない。典型的な立体異性体として純粋の化合物は、該化合物の約80重量%を超える1つの立
体異性体及び該化合物の約20重量%未満の他の立体異性体、より好ましくは、該化合物の
約90重量%を超える1つの立体異性体及び該化合物の約10重量%未満の他の立体異性体、さ
らにより好ましくは、該化合物の約95重量%を超える1つの立体異性体及び該化合物の約5
重量%未満の他の立体異性体、最も好ましくは、該化合物の約97重量%を超える1つの立体
異性体及び該化合物の約3重量%未満の他の立体異性体を含む。
【００６６】
　本明細書に用いられているように、且つ他に指定がなければ、「立体異性体として高濃
度である」という用語は、化合物の約60重量%を超える1つの立体異性体、好ましくは、化
合物の約70重量%を超える1つの立体異性体、より好ましくは、化合物の約80重量%を超え
る1つの立体異性体を含む組成物を指す。
　本明細書に用いられているように、且つ他に指定がなければ、「鏡像異性体として純粋
である」という用語は、1つのキラル中心を有する化合物の立体異性体として純粋の組成
物を指す。同様に、「鏡像異性体として高濃度である」という用語は、1つのキラル中心
を有する化合物の立体異性体として高濃度の組成物を指す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６７】
(5. 発明の詳細な説明)
(5.1 幹細胞収集組成物)
　一態様において、本発明は、多能性及び多分化能性幹細胞並びに委任前駆細胞を含む幹
細胞を、物理的破壊、例えば酵素消化又は灌流により器官、例えば哺乳類胎盤から収集す
るための組成物を提供する。該組成物は、好ましくは収集及びその後の保存を通じて、幹
細胞の収集を容易にし、幹細胞のアポトーシス及び/又は壊死を阻害する。幹細胞収集組
成物を使用して、幹細胞、例えば胎盤幹細胞を収集するための方法を以下に説明する。
【００６８】
　一実施態様において、本発明は、器官からの幹細胞、例えば胎盤幹細胞を収集するため
の組成物であって、生理的に許容し得る水溶液及びアポトーシス阻害剤を含み、幹細胞集
団と接触すると、該組成物と接触していない幹細胞集団と比較して、前記幹細胞集団にお
けるアポトーシスを低減又は防止する組成物を提供する。一実施態様において、該組成物
は、天然の組成物ではない。好ましくは、生理的に許容し得る水溶液は、幹細胞の維持に
好適である。生理的に許容し得る水溶液は、例えば、生理的に許容し得る水溶液、例えば
、0.9%NaCl溶液、リン酸緩衝生理食塩水、ダルベッコ改質イーグル培地(DMEM)、高グルコ
ースダルベッコ改質イーグル培地(h.DMEM)及びクレブス溶液等の生理食塩緩衝液のような
等張性水溶液であり得る。生理的に許容し得る水溶液は、培地、すなわち、哺乳類細胞の
培養に通常使用され、例えば抗生物質又は血清を含む、或いは欠いた任意の培地であり得
る。具体的な実施態様において、生理的に許容し得る水溶液は、塩化ナトリウム、塩化カ
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リウム、硫酸マグネシウム、塩化カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、炭酸ナト
リウム及びグルコースを含む。生理的に許容し得る水溶液は、必須アミノ酸又は非必須ア
ミノ酸、又はアミノ酸の組合せを含むこともできるし、或いはそれらを欠いていてもよい
。
【００６９】
　幹細胞収集組成物は、好ましくは、組織を破壊することが可能な酵素、例えばプロテア
ーゼ、例えば、以下のセクション5.1.1に記載されたプロテアーゼを含む。幹細胞収集組
成物は、当該技術分野で知られている任意のアポトーシス阻害剤でありうるアポトーシス
阻害剤、例えばカスパーゼ阻害剤、例えば、以下のセクション5.1.2.1に記載されたカス
パーゼ阻害剤を含む。好ましくは、アポトーシス阻害剤は、JNK阻害剤、例えば、以下の
セクション5.1.2.2に記載されたJNK阻害剤である。別の実施態様において、生理的に許容
し得る水溶液は、免疫調節化合物、例えば、以下のセクション5.1.3に記載された免疫調
節化合物を含むこともできる。生理的に許容し得る水溶液は、血管拡張剤、例えば、以下
のセクション5.1.4に記載された血管拡張剤を含むこともできる。生理的に許容し得る水
溶液は、壊死阻害剤、例えば、以下のセクション5.1.5に記載された壊死阻害剤を含むこ
とができる。生理的に許容し得る溶液は、酸素担持ペルフルオロカーボン、例えば、以下
のセクション5.1.6に記載されたペルフルオロカーボンを含むことができる。生理的に許
容し得る溶液は、先述の化合物の1つ又はいずれかの組合せを含むことができる。
【００７０】
　本発明の幹細胞収集組成物は、灌流溶液として使用される場合は、好ましくは、残留す
る帯血又は胎盤血の凝固物の形成を防止するのに十分な濃度のヘパリン、クエン酸塩、ク
エン酸リン酸塩、クエン酸リン酸デキストロース又はCPDA(クエン酸リン酸デキストロー
スアデニン)等の抗凝血剤を含む。具体的な実施態様において、単一の哺乳類胎盤からの
幹細胞の収集に約1から約100単位のヘパリン、好ましくは1ml当たり約1から10単位のヘパ
リンが採用される。
【００７１】
(5.1.1 酵素)
　該組成物は、組織及び/又は細胞間の接合部若しくは細胞と基底膜との間の接合部を破
壊するように作用する1種以上の酵素を含むことができる。一実施態様において、酵素は
、検出可能な複数の幹細胞を、そこから幹細胞を誘導することができる器官又は組織、例
えば胎盤から分離するのに十分な量で存在する。当該酵素は、例えば、プロテアーゼ、又
はプロテアーゼ活性を有するポリペプチドであり得る。プロテアーゼは、ヒト、哺乳類、
細菌等であってもよく、原生のプロテアーゼポリペプチド、又はプロテアーゼ活性を有す
る改質ポロペプチド(例えば、配列変異体、断片、融合タンパク質、類似体)であり得る。
様々な実施態様において、プロテアーゼは、マトリックス金属プロテアーゼ又は中性プロ
テアーゼである。他の実施態様において、酵素は、コラゲナーゼ(例えば、コラゲナーゼI
、コラゲナーゼIV、ヒストリチクス菌からのコラゲナーゼ等)、トリプシン(例えば、トリ
プシンEDTA)、サーモリシン、エラスターゼ、ジスパーゼ、LIBERASE(商標)、又はそれら
の組合せである。当該酵素を商業的供給源、例えばSigmaAldrich(Missouri(ミズーリ)州S
t. Louis);Roche Diagnostics (LIBERASE(商標)、Indiana(インディアナ)州Indianapolis
);Clinalfa(Indiana(インディアナ)州Bloomington)から得ることができる。酵素を任意の
有効濃度、例えば約0.1mg/mLから約10mg/mLで使用することができる。様々な具体的な実
施態様において、トリプシン-EDTA(GibcoBRL)を約0.25%(w/v)の濃度で使用することがで
き;コラゲナーゼ-IA(Sigma)を約1mg/mLの濃度で使用することができ;コラゲナーゼ-I(Wor
thington)を約0.5mg/mLの濃度で使用することができ;エラスターゼを約1mg/mlの濃度で使
用することができ;コラゲナーゼIVを約0.5mg/mLの濃度で使用することができ;ジスパーゼ
(Worthington)を約0.1mg/mLの濃度で使用することができる。好ましい酵素の組合せとし
ては、コラゲナーゼI+トリプシン;コラゲナーゼ1A+トリプシン及びエラスターゼ+コラゲ
ナーゼ1+コラゲナーゼIV+ジスパーゼが挙げられる。以上に示した使用濃度例を増加又は
減少させて、特定の消化又は灌流プロトコルを最適化できることを当業者なら理解するで
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あろう。
　該組成物は、ヌクレアーゼ、例えばDNase又はRNaseを含む。該組成物は、粘液溶解酵素
をさらに含むことができる。具体的な実施態様において、前記粘液溶解酵素は、ヒアルロ
ニダーゼである。
【００７２】
(5.1.2 アポトーシス阻害剤)
　本発明の幹細胞収集組成物は、胎盤細胞、特に収集される幹細胞のアポトーシスを低減
、抑制又は排除する薬剤、例えばアポトーシス阻害剤を含む。好ましくは、該薬剤は、収
集及び保管時の胎盤幹細胞のアポトーシスを低減、抑制又は排除する。アポトーシス阻害
剤は、任意の知られているアポトーシス阻害剤、例えばカスパーゼ阻害剤であってもよい
が、好ましくはJNK阻害剤である。
【００７３】
(5.1.2.1 カスパーゼ阻害剤)
　本発明の幹細胞収集組成物は、カスパーゼ阻害剤を含むことができる。カスパーゼ阻害
剤は、特定のカスパーゼ、例えば、カスパーゼ1、カスパーゼ2、カスパーゼ3、カスパー
ゼ4、カスパーゼ5、カスパーゼ6、カスパーゼ7、カスパーゼ8、カスパーゼ9、カスパーゼ
10、カスパーゼ11、カスパーゼ12又はカスパーゼ13に対する阻害剤であり得る。カスパー
ゼ阻害剤は、いくつかのカスパーゼを阻害することができ、或いは知られているすべての
カスパーゼを阻害することが可能である(例えば、パン-カスパーゼ阻害剤)。カスパーゼ
阻害剤は、カスパーゼタンパク質に対する阻害剤、又はカスパーゼの活性に対する阻害剤
、例えば、カスパーゼをコードする遺伝子に対する阻害剤でありうる。カスパーゼ阻害剤
の例としては、2,2'-メチレンビス(1,3-シクロヘキサンジオン)、Z-Val-Ala-Asp(OMe)-CH

2F配列を有するペプチド、ビオチン-X-Val-Ala-Asp(OMe)-CH2F配列(Xはリンカーである)
を有するペプチド、Ac-Val-Ala-Asp-CHO配列を有するペプチド、Boc-Asp(OMe)-CH2F、Z-V
al-Asp(OMe)-Val-Ala-Asp(OMe)-CH2F配列を有するペプチド、Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO配
列を有するペプチド、Ac-Leu-Glu-Cal-Asp-CHO配列を有するペプチド及びZ-Trp-Glu(OMe)
-His-Asp(OMe)-CH2F配列を有するペプチド等が挙げられるが、それらに限定されない。カ
スパーゼ阻害剤を、例えば、CalBiochem(カリフォルニア州San Diego)、Bio Vision(カリ
フォルニア州Mountain View);Clontech(カリフォルニア州Mountain View)又はR&D System
s, Inc.(ミネソタ州Minneapolis)から得ることができる。
【００７４】
(5.1.2.2　JNK阻害剤)
　幹細胞収集組成物のアポトーシス阻害剤は、好ましくはJNK阻害剤であり、より好まし
くは、JNK阻害剤は、本明細書に開示されている化合物である。理論に縛られることを望
まないが、アポトーシス阻害剤、特にJNK阻害剤を添加すると、収集できる生細胞の数が
増え、収集及び単離過程を通じての当該細胞を取り囲む細胞環境が緊密に維持されること
によって、哺乳類胎盤からの幹細胞の収集が容易になる。
【００７５】
　具体的な実施態様において、JNK阻害剤は、JNK阻害剤を含む幹細胞収集組成物と接触し
た幹細胞又は幹細胞集団の分化又は増殖を調節させない。すなわち、JNK阻害剤は、JNK阻
害剤に接触していない幹細胞と比較して、幹細胞又は幹細胞集団の増殖又は分化の検出可
能な差を生じない。
【００７６】
　本発明の組成物及び方法に使用されるJNK阻害剤としては、ラセミJNK阻害剤、立体異性
体として純粋のJNK阻害剤及び立体異性体として高濃度のJNK阻害剤、選択的なJNK阻害活
性を有する立体異性体及び鏡像異性体として純粋の化合物、並びにそれらの医薬として許
容し得る塩、溶媒和物、水和物、立体異性体、包接化合物及びプロドラッグが挙げられる
。当該JNK阻害剤を商業的に購入することもできるし、本明細書に開示された特許又は特
許公報に記載されている方法に従って調製することもできる。さらに、知られている分割
剤又はキラルカラム、並びに他の標準的な合成有機化学技術を用いて、光学的に純粋の組
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成物を非対称的に合成又は分割することができる。
【００７７】
　一実施態様において、JNK阻害剤は、以下の構造を有する。
【化２２】

(式中、
　Aは、直接結合、-(CH2)a-、-(CH2)bCH=CH(CH2)c-又は-(CH2)bC≡C(CH2)c-であり;
　R1は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール、ヘテロアリール、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R2は、-R3、-R4、-(CH2)bC(=O)R5、-(CH2)bC(=O)OR5、-(CH2)bC(=O)NR5R6、-(CH2)bC(=
O)NR5(CH2)cC(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)NR6R7、-(CH2)bNR5R6、-(CH2
)bOR5、-(CH2)bSOdR5又は-(CH2)bSO2NR5R6であり;
　aは、1、2、3、4、5又は6であり;
　b及びcは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、0、1、2、3又は4
から選択され;
　dは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2であり;
　R3は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、カルボキシ、アルキル
、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィニルアルキル、ス
ルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロ
シクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-C(=O)NR8OR9、-SO2NR8R9、-NR8
SO2R9、-CN、-NO2、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)bOR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O
(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R4は、それぞれR3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたアル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR4
は、ハロゲン又はヒドロキシであり;
　R5、R6及びR7は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アル
キル、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、R5、R6及
びR7の各々は、R3から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されており;
　R8及びR9は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素、アルキル
、アリール、アリールアルキル、複素環又はヘテロシクロアルキルであり、或いはR8及び
R9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し、R8、R9、並び
に一緒になって複素環を形成するR8及びR9の各々は、R3から独立に選択される1から4つの
置換基で場合により置換されている)。
【００７８】
　一実施態様において、-A-R1は、ハロゲン、アルコキシ、-NR8C(C=O)R9、-C(=O)NR8R9及
び-O(CH2)bNR8R9からなる群から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換さ
れたフェニルであり、bは、2又は3であり、R8及びR9は、上記に定義されている。
　別の実施態様において、R2は、-R4、-(CH2)bC(=O)R5、-(CH2)bC(=O)OR5、-(CH2)bC(=O)
NR5R6、-(CH2)bC(=O)NR5(CH2)cC(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、-(CH2)bNR5C(=O)NR6R7、-(
CH2)bNR5R6、-(CH2)bOR5、-(CH2)bSOdR5又は-(CH2)bSO2NR5R6であり、bは、0～4の整数で
ある。
　別の実施態様において、R2は、-(CH2)bC(=O)NR5R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、3-トリアゾリ
ル又は5-テトラゾリルであり、bは0であり、R8及びR9は、上記に定義されている。
　別の実施態様において、R2は、3-トリアゾリル又は5-テトラゾリルである。
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【００７９】
　別の実施態様において、
　(a)-A-R1は、ハロゲン、アルコキシ、-NR8C(C=O)R9、-C(=O)NR8R9及び-O(CH2)bNR8R9か
ら独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたフェニルであり、bは、2又
は3であり;
　(b)R2は、-(CH2)bC(=O)NR5R6、-(CH2)bNR5C(=O)R6、3-トリアゾリル又は5-テトラゾリ
ルであり、bは0であり、R8及びR9は、上記に定義されている。
【００８０】
　別の実施態様において、
　(a)-A-R1は、ハロゲン、アルコキシ、-NR8C(C=O)R9、-C(=O)NR8R9及び-O(CH2)bNR8R9か
ら独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換されたフェニルであり、bは、2又
は3であり;
　(b)R2は、3-トリアゾリル又は5-テトラゾリルである。
【００８１】
　別の実施態様において、R2はR4であり、R4は、その5位が、
　(a)ヒドロキシル、メチルアミノ、ジメチルアミノ又は1-ピロリジニル基で場合により
置換されたC1～C4直鎖状又は分枝状のアルキル基;又は
　(b)2-ピロリジニル基
で場合により置換された3-トリアゾリルである。
【００８２】
　別の実施態様において、R2はR4であり、R4は、その5位が、メチル、n-プロピル、イソ
プロピル、1-ヒドロキシエチル、3-ヒドロキシプロピル、メチルアミノメチル、ジメチル
アミノメチル、1-(ジメチルアミノ)エチル、1-ピロリジニルメチル又は2-ピロリジニルで
場合により置換された3-トリアゾリルである。
【００８３】
　別の実施態様において、構造(I)の化合物は、Aが直接結合である場合は構造(IA)を有し
、Aが-(CH2)a-である場合は構造(IB)を有する。
【化２３】

【００８４】
　他の実施態様において、構造(I)の化合物は、Aが-(CH2)bCH=CH(CH2)c-である場合は構
造(IC)を有し、Aが-(CH2)bC≡C(CH2)c-である場合は構造(ID)を有する。

【化２４】

【００８５】
　本発明のさらなる実施態様において、構造(I)のR1は、以下の構造(IE)で表されるフェ
ニル又は置換フェニルのようなアリール又は置換アリールである。
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【化２５】

【００８６】
　別の実施態様において、構造(I)のR2は、-(CH2)bNR4(C=O)R5である。本実施態様の一態
様において、b=0であり、該化合物は、以下の構造(IF)を有する。
【化２６】

【００８７】
　構造(I)の化合物の代表的なR2基としては、アルキル(メチル及びエチル等)、ハロ(クロ
ロ及びフルオロ等)、ハロアルキル(トリフルオロメチル等)、ヒドロキシ、アルコキシ(メ
トキシ及びエトキシ等)、アミノ、アリールアルキルオキシ(ベンジルオキシ等)、モノ又
はジ-アルキルアミン(-NHCH3-、-N(CH3)2及び-NHCH2CH3等)、R6が置換又は非置換のフェ
ニル又はヘテロアリールである-NHC(=O)R4(ヒドロキシ、カルボキシ、アミノ、エステル
、アルコキシ、アルキル、アリール、ハロアルキル、ハロ、-CONH2及び-CONHアルキルで
置換されたフェニル又はヘテロアリール等)、-NH(ヘテロアリールアルキル)(-NHCH2(3-ピ
リジル)、-NHCH2(4-ピリジル)等)、ヘテロアリール(ピラゾロ、トリアゾロ及びテトラゾ
ロ等)、R6が水素、アルキル、又は上記に定義されている-C(=O)NHR6(-C(=O)NH2、-C(=O)N
HCH3、-C(=O)NH(H-カルボキシフェニル)、-C(=O)N(CH3)2等)、アリールアルケニル(フェ
ニルビニル、3-ニトロフェニルビニル、4-カルボキシフェニルビニル等)、ヘテロアリー
ルアルケニル(2-ピリジルビニル、4-ピリジルビニル等)が挙げられる。
【００８８】
　構造(I)の化合物の代表的なR3基としては、ハロゲン(クロロ及びフルオロ等)、アルキ
ル(メチル、エチル及びイソプロピル等)、ハロアルキル(トリフルオロメチル等)、ヒドロ
キシ、アルコキシ(メトキシ、エトキシ、n-プロピルオキシ及びイソブチルオキシ等)、ア
ミノ、モノ又はジ-アルキルアミノ(ジメチルアミン等)、アリール(フェニル等)、カルボ
キシ、ニトロ、シアノ、スルフィニルアルキル(メチルスルフィニル等)、スルホニルアル
キル(メチルスルホニル等)、スルホンアミドアルキル(-NHSO2CH3等)、-NR8C(=O)(CH2)bOR

9(NHC(=O)CH2OCH3等)、NHC(=O)R9(-NHC(=O)CH3、-NHC(=O)CH2C6H5、-NHC(=O)(2-フラニル
)等)及び-O(CH2)bNR8R9(-O(CH2)2N(CH3)2等)が挙げられる。
　当業者に知られている有機合成技術、並びにその全体が参照により本明細書に組み込ま
れている、2002年2月7日に公開された国際公開第WO02/10137号(特に35頁第1行から396頁
第12行の実施例1～430)に記載されている方法を用いて、構造(I)の化合物を製造すること
ができる。さらに、これらの化合物の具体例が、この文献に見いだされる。
【００８９】
　構造(I)のJNK阻害剤の実例は、以下の化合物及びそれらの医薬として許容し得る塩であ
る。
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　別の実施態様において、JNK阻害剤は、以下の構造(II)を有する。
【化２８】

 (式中、
　R1は、R7から独立に選択される1から4つの置換基で場合により置換された
アリール又はヘテロアリールであり;
　R2は、水素であり;
　R3は、水素又は低級アルキルであり;
　R4は、1から4つの随意の置換基を表し、各置換基は、同一又は異なっており、ハロゲン
、ヒドロキシ、低級アルキル及び低級アルコキシから独立に選択され;
　R5及びR6は、同一又は異なっており、独立に、-R8、-(CH2)aC(=O)R9、-(CH2)aC(=O)OR9
、-(CH2)aC(=O)NR9R10、-(CH2)aC(=O)NR9(CH2)bC(=O)R10、-(CH2)aNR9C(=O)R10、(CH2)aN
R11C(=O)NR9R10、-(CH2)aNR9R10、-(CH2)aOR9、-(CH2)aSOcR9又は-(CH2)aSO2NR9R10であ
り;
　或いはR5及びR6は、それらが結合した窒素原子と一緒になって、複素環又は置換複素環
を形成し;
　R7は、それぞれ出現するごとに独立に、ハロゲン、ヒドロキシ、シアノ、ニトロ、カル
ボキシ、アルキル、アルコキシ、ハロアルキル、アシルオキシ、チオアルキル、スルフィ
ニルアルキル、スルホニルアルキル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル
、複素環、置換複素環、ヘテロシクロアルキル、-C(=O)OR8、-OC(=O)R8、-C(=O)NR8R9、-
C(=O)NR8OR9、-SOcR8-、-SOcNR8R9、-NR8SOcR9、-NR8R9、-NR8C(=O)R9、-NR8C(=O)(CH2)b
OR9、-NR8C(=O)(CH2)bR9、-O(CH2)bNR8R9、又はフェニルに縮合した複素環であり;
　R8、R9、R10及びR11は、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに独立に、水素
、アルキル、アリール、アリールアルキル、複素環、ヘテロシクロアルキルであり;
　或いはR8及びR9は、それらが結合した1個以上の原子と一緒になって、複素環を形成し;
　a及びbは、同一又は異なっており、それぞれ出現するごとに、0、1、2、3又は4から選
択され;
　cは、それぞれ出現するごとに、0、1又は2である)。
【００９１】
　一実施態様において、R1は、置換又は非置換のアリール又はヘテロアリールである。R1
は、置換される場合は、以下に定義される1つ以上の置換基で置換される。一実施態様に
おいて、R1は、置換される場合は、ハロゲン、-SO2R8又は-SO2R8R9で置換される。
　別の実施態様において、R1は、置換又は非置換のアリール、フリル、ベンゾフラニル、
チオフェニル、ベンゾチオフェニル、キノリニル、ピロリル、インドリル、オキサゾリル
、ベンゾキサゾリル、イミダゾリル、ベンゾイミダゾリル、チアゾリル、ベンゾチアゾリ
ル、イソキサゾリル、ピラゾリル、イソチアゾリル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラ
ジニル、トリアジニル、シノリニル、フタラジニル又はキナゾリニルである。
【００９２】
　別の実施態様において、R1は、置換又は非置換のアリール又はヘテロアリールである。
R1は、置換される場合は、以下に定義される1つ以上の置換基で置換される。一実施態様
において、R1は、置換される場合は、ハロゲン、-SO2R8又は-SO2R8R9で置換される。
　別の実施態様において、R1は、置換又は非置換のアリール、好ましくはフェニルである
。R1が置換アリールの場合は、その置換基は以下に定義されているものである。一実施態
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様において、R1は、置換される場合は、ハロゲン、-SO2R8又は-SO2R8R9で置換される。
【００９３】
　別の実施態様において、R5及びR6は、それらが結合した窒素原子と一緒になって、置換
又は非置換の窒素含有非芳香族複素環、一実施態様では、ピペラジニル、ピペリジニル又
はモルホリニルを形成する。
　R5及びR6が、それらが結合した窒素原子と一緒になって、置換ピペラジニル、ピペラジ
ニル又はモルホリニルを形成する場合は、ピペラジニル、ピペラジニル又はモルホリニル
は、以下に定義されている1つ以上の置換基で置換される。一実施態様において、置換さ
れる場合は、置換基は、アルキル、アミノ、アルキルアミノ、アルコキシアルキル、アシ
ル、ピロリジニル又はピペリジニルである。
【００９４】
　一実施態様において、R3は水素であり、R4は存在せず、JNK阻害剤は、以下の構造(IIA)
、及びその医薬として許容し得る塩を有する。
【化２９】

【００９５】
　より具体的な実施態様において、R1は、R7で場合により置換されたフェニルであり、以
下の構造(IIB)、及びその医薬として許容し得る塩を有する。
【化３０】

【００９６】
　さらなる実施態様において、R7は、以下の構造(IIC)、及びその医薬として許容し得る
塩で表されるように、ピリミジンに対してフェニル基のパラ位に存在する。

【化３１】

【００９７】
　当業者に知られている有機合成技術、並びにその全体が参照により本明細書に組み込ま
れている、2002年6月13日に公開された国際公開第WO02/46170号(特に23頁第5行から183頁
第25行の実施例1～27)に記載されている方法を用いて、構造(II)のJNK阻害剤を製造する
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【００９８】
　構造(II)のJNK阻害剤の実例は、以下の化合物及びそれらの医薬として許容し得る塩で
ある。
【化３２】
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【００９９】
　別の実施態様において、JNK阻害剤は、以下の構造(III)を有する。
【化３３】

(式中、
R0は、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、NH又は-CH2-であり;
　構造(III)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は(
iii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1又は第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し、第1及
び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ヒドロキシ、ハロゲン、ニトロ
、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アルコキシ
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、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シクロアル
キルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシアルコキ
シ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアルコキシ
、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):
【化３４】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【０１００】
　別の実施態様において、JNK阻害剤は、以下の構造(IIIA)を有する。

【化３５】

(式中、
　式(IIIA)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は(i
ii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1又は第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ヒドロキシ、ハロゲン、
ニトロ、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アル
コキシ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シク
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ルコキシ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアル
コキシ、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):
【化３６】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【０１０１】
　構造(IIIA)の化合物のサブクラスは、第1又は第2の置換基が5、7又は9位に存在する化
合物である。一実施態様において、第1又は第2の置換基は、5又は7位に存在する。
　構造(IIIA)の化合物の第2のサブクラスは、第1又は第2の置換基が5、7又は9位に存在し
;
　第1又は第2の置換基が、独立に、アルコキシ、アリールオキシ、アミノアルキル、モノ
-アルキルアミノアルキル、ジ-アルキルアミノアルキル、又は構造(a)、(c)、(d)、(e)又
は(f)で表される基であり;
　R3及びR4が、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル
又はシクロアルキルアルキルであり;
　R5が、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル又はシクロアル
キルアルキルである化合物である。
【０１０２】
　別の実施態様において、JNK阻害剤は、以下の(IIIB)の構造を有する。
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【化３７】

(式中、
　式(IIIB)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は(i
ii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1又は第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ハロゲン、ヒドロキシ、
ニトロ、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アル
コキシ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シク
ロアルキルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシア
ルコキシ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアル
コキシ、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):

【化３８】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【０１０３】
　構造(IIIB)の化合物のサブクラスは、第1又は第2の置換基が5、7又は9位に存在する化
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合物である。一実施態様において、第1又は第2の置換基は、5又は7位に存在する。
　構造(IIIB)の化合物の第2のサブクラスは、第1又は第2の置換基が、独立に、アルコキ
シ、アリールオキシ、又は構造(a)、(c)、(d)、(e)又は(f)で表される基であり;
　R3及びR4が、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル
又はシクロアルキルアルキルであり;
　R5が、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル又はシクロアル
キルアルキルである化合物である。
【０１０４】
　別の実施態様において、JNK阻害剤は、以下の(IIIC)の構造を有する。
【化３９】

(式中、
　式(IIIC)の化合物は、(i)一置換され、第1の置換基を有し、又は(ii)二置換され、第1
の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1又は第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ハロゲン、ヒドロキシ、
ニトロ、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アル
コキシ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シク
ロアルキルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシア
ルコキシ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアル
コキシ、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):

【化４０】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
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　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【０１０５】
　構造(IIIC)の化合物のサブクラスは、第1又は第2の置換基が5、7又は9位に存在する化
合物である。一実施態様において、第1又は第2の置換基は、5又は7位に存在する。
　構造(IIIC)の化合物の第2のサブクラスは、第1又は第2の置換基が、独立に、アルコキ
シ、アリールオキシ、アミノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル、ジ-アルキルアミ
ノアルキル、又は構造(a)、(c)、(d)、(e)又は(f)で表される基であり;
　R3及びR4が、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル
又はシクロアルキルアルキルであり;
　R5が、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル又はシクロアル
キルアルキルである化合物である。
【０１０６】
　別の実施態様において、JNK阻害剤は、以下の構造(IIID)を有する。
【化４１】

(式中、
　式(IIID)の化合物は、(i)一置換され、第1の置換基を5、7又は9位に有する、(ii)二置
換され、第1の置換基を5位に有し、第2の置換基を7位に有する、(iii)二置換され、第1の
置換基を5位に有し、第2の置換基を9位に有し、又は(iv)二置換され、第1の置換基を7位
に有し、第2の置換基を9位に有し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ハロゲン、ヒドロキシ、
ニトロ、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アル
コキシ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シク
ロアルキルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシア
ルコキシ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアル
コキシ、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):
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で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【０１０７】
　構造(IIID)の化合物のサブクラスは、第1又は第2の置換基が5又は7位に存在する化合物
である。
　構造(IIID)の化合物の第2のサブクラスは、第1又は第2の置換基が、独立に、アルキル
、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アルコキシ
、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シクロアル
キルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシアルコキ
シ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアルコキシ
、又は構造(a)、(c)、(d)、(e)又は(f)で表される基である化合物である。
【０１０８】
　構造(IIID)の化合物の別のサブクラスは、第1及び第2の置換基が、独立に、アルコキシ
、アリールオキシ、又は構造(a)、(c)、(d)、(e)又は(f)で表される基である化合物であ
り;
　R3及びR4が、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル
又はシクロアルキルアルキルであり;
　R5が、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、アルコキシカ
ルボニル又はシクロアルキルアルキルである化合物である。
【０１０９】
　別の実施態様において、JNK阻害剤は、以下の構造(IIIE)を有する。
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【化４３】

(式中、
　式(IIIE)の化合物は、(i)一置換され、第1の置換基を5、7又は9位に有する、(ii)二置
換され、第1の置換基を5位に有し、第2の置換基を9位に有する、(iii)二置換され、第1の
置換基を7位に有し、第2の置換基を9位に有し、又は(iv)二置換され、第1の置換基を5位
に有し、第2の置換基を7位に有し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ハロゲン、ヒドロキシ、
ニトロ、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アル
コキシ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シク
ロアルキルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシア
ルコキシ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアル
コキシ、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):

【化４４】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
ノアルキル、モノ-アルキルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルであり;
　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【０１１０】
　構造(IIIE)の化合物のサブクラスは、第1又は第2の置換基が5又は7位に存在する化合物
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である。
　構造(IIIE)の化合物の第2のサブクラスは、構造(IIIE)の化合物が二置換され、置換基
の少なくとも1つが、構造(d)又は(f)で表される基である化合物である。
　構造(IIIE)の化合物の別のサブクラスは、化合物が一置換である化合物である。さらに
別のサブクラスの化合物は、化合物が5又は7位において、構造(e)又は(f)で表される基で
一置換された化合物である。
【０１１１】
　別の実施態様において、JNK阻害剤は、以下の構造(IIIF)を有する。
【化４５】

(式中、
　構造(IIIF)の化合物は、(i)非置換であり、(ii)一置換され、第1の置換基を有し、又は
(iii)二置換され、第1の置換基及び第2の置換基を有し;
　第1又は第2の置換基は、存在する場合は、3、4、5、7、8、9又は10位に存在し;
　第1及び第2の置換基は、存在する場合は、独立に、アルキル、ヒドロキシ、ハロゲン、
ニトロ、トリフルオロメチル、スルホニル、カルボキシル、アルコキシカルボニル、アル
コキシ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキルオキシ、アリールアルキル、シク
ロアルキルアルキルオキシ、シクロアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシア
ルコキシ、アミノアルコキシ、モノ-アルキルアミノアルコキシ、ジ-アルキルアミノアル
コキシ、又は構造(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f):

【化４６】

で表される基であり;
　R3及びR4は、一緒になって、アルキリデン又はヘテロ原子含有環式アルキリデンを表し
、或いはR3及びR4は、独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールア
ルキル、シクロアルキルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミ
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　R5は、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、シクロアルキ
ルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アミノ
、モノ-アルキルアミノ、ジ-アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、シクロアルキルアルキルアミノ、アミノアルキル、モノ-アル
キルアミノアルキル又はジ-アルキルアミノアルキルである)。
【０１１２】
　一実施態様において、構造(IIIF)の化合物、又はその医薬として許容し得る塩は、3、4
、5、7、8、9又は10位が非置換である。
　当業者に知られている有機合成技術、並びにそれぞれその全体が参照により本明細書に
組み込まれている、2001年2月22日に公開された国際公開第WO01/12609号(特に24頁第6行
から49頁第16行の実施例1～7)並びに2002年8月29日に公開された国際公開第WO02/066450
号(特に59～108頁の化合物AA-HG)に記載されている方法を用いて、構造(III)のJNK阻害剤
を製造することができる。さらに、これらの化合物の具体例が、この文献に見いだされる
。
【０１１３】
　構造(III)のJNK阻害剤の実例は、以下の化合物、及びそれらの医薬として許容し得る塩
である。
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【０１１４】
　これらの組成物及び方法に有用である他のJNK阻害剤としては、それぞれその全体が参
照により本明細書に組み込まれている国際公開第WO00/39101号(特に、2頁第10行から6頁
第12行);国際公開第WO01/14375号(特に、2頁第4行から4頁第4行);国際公開第WO00/56738
号(特に、3頁第25行から6頁第13行);国際公開第WO01/27089号(特に、3頁第7行から5頁第2
9行);国際公開第WO00/12468号(特に、2頁第10行から4頁第14行);欧州特許公開第1110957
号(特に、19頁第52行から21頁第9行);国際公開第WO00/75118号(特に、8頁第10行から11頁
第26行);国際公開第WO01/12621号(特に、8頁第10行から10頁第7行);国際公開第WO00/6487
2号(特に、9頁第1行から106頁第2行);国際公開第WO01/23378号(特に、90頁第1行から91頁
第11行);国際公開第WO02/16359号(特に、163頁第1行から164頁第25行);米国特許第6,288,
089号(特に、第22欄第25行から第25欄第35行);米国特許第6,307,056号(特に、第63欄第29
行から第66欄第12行);国際公開第WO00/35921号(特に、23頁第5行から26頁第14行);国際公
開第WO01/91749号(特に、29頁第1～22行);国際公開第WO01/56993号(特に、43頁から45頁)
;及び国際公開第WO01/58448号(特に39頁)に開示されているJNK阻害剤が挙げられるが、そ
れらに限定されない。
【０１１５】
　本発明の幹細胞収集組成物は、JNK阻害剤の溶媒和を容易にするための1種以上の溶媒又
は共溶媒を含んでいてもよい。幹細胞収集組成物に含めることができる溶媒又は共溶媒の
例としては、ジメチルスルホキシド、エタノール、ジメチルホルムアミド、エチレングリ
コール、プロピレングリコール及びポリエチレングリコールが挙げられるが、それらに限
定されない。一般に、特定のJNK阻害剤の特定の濃度を達成するのに必要な分の溶媒又は
共溶媒が使用される。好ましくは、幹細胞収集及び培養に適合可能な溶媒又は共溶媒のみ
、或いはそれらに適合可能な濃度の溶媒又は共溶媒が使用される。
【０１１６】
　記載の構造と、その構造に与えられた名称との間に差違がある場合は、記載の構造によ
り大きなウェイトがおかれることに留意されたい。加えて、構造又はその一部の立体化学
構造が、例えば太線又は破線で示されていない場合は、該構造又はその一部は、そのすべ
ての立体異性体を包括するものと解釈されるべきである。
【０１１７】
(5.1.2.3 他のアポトーシス阻害剤)
　任意の他のアポトーシス阻害剤を本発明の幹細胞組成物に含めることができる。例えば
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、様々な実施態様において、アポトーシス阻害剤は、2,2'-メチレンビス(1,3-シクロヘキ
サンジオン)(CalBiochem);アポトーシス阻害剤3タンパク質(すなわち、XIAP、バキュロウ
ィルスIAP複製含有タンパク質4、API3、哺乳類IAP相同体A、MIHA、アポトーシスタンパク
質3に対する阻害剤、アポトーシスタンパク質に対するX結合阻害剤、X結合IAP、HILP、IA
P類似タンパク質、ILP);及びタンパク質Mcl-1等であり得る。
【０１１８】
(5.1.3 TNFアルファ阻害剤/免疫調節化合物)
　本発明の組成物は、1つ以上のTNF-α阻害剤、例えば免疫調節化合物を含むことができ
る。免疫調節化合物は、例えば、サリドマイド又はサリドマイド誘導体であり得る。
　免疫調節化合物の具体例としては、米国特許第5,929,117号に開示されているもののよ
うな置換スチレンのシアノ及びカルボニル誘導体;米国特許第5,874,448号及び同第5,955,
476号に記載されているもののような1-オキソ-2-(2,6-ジオキソ-3-フルオロピペリジン-3
イル)イソインドリン及び1,3-ジオキソ-2-(2,6-ジオキソ-3-フルオロピペリジン-3-イル)
イソインドリン;米国特許第5,798,368号に記載されている四置換2-(2,6-ジオキソピペリ
ジン-3-イル)-1-オキソイソインドリン;米国特許第5,635,517号、同第6,476,052号、同第
6,555,554号及び同第6,403,613号に開示されているものを含むが、それらに限定されない
1-オキソ及び1,3-ジオキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)イソインドリン(例えば
、サリドマイドの4-メチル誘導体);米国特許第6,380,239号に記載されている、インドリ
ン環の4又は5位が置換された1-オキソ及び1,3-ジオキソイソインドリン(例えば4-(4-アミ
ノ-1,3-ジオキソイソインドリン-2-イル)-4-カルバモイルブタン酸);米国特許第6,458,81
0号に記載されている、2位が2,6-ジオキソ-3-ヒドロキシピペリジン-5-イルで置換された
イソインドリン-1-オン及びイソインドリン-1,3-ジオン(例えば2-(2,6-ジオキソ-3-ヒド
ロキシ-5-フルオロピペリジン-5-イル)-4-アミノイソインドリン-1-オン);米国特許第5,6
98,579号及び同第5,877,200号に開示されている非ポリペプチド環式アミド類;アミノサリ
ドマイド並びにアミノサリドマイドの類似体、加水分解生成物、代謝物質、誘導体及び前
駆体、並びに米国特許第6,281,230号及び同第6,316,471号に記載されているもののような
置換2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)フタルイミド及び置換2-(2,6-ジオキソピペリジ
ン-3-イル)-1-オキソイソインドール;及び2001年10月5日に出願された米国特許出願第09/
972,487号、2001年12月21日に出願された米国特許出願第10/032,286号、及び国際出願第P
CT/US01/50401号(国際公開第WO02/059106号)に記載されているもののようなイソインドー
ル-イミド化合物が挙げられるが、それらに限定されない。本明細書に特定されている特
許及び特許出願の各々の全体が、参照により本明細書に組み込まれている。免疫調節化合
物は、サリドマイドを含まない。
【０１１９】
　他の具体的な免疫調節化合物としては、参照により本明細書に組み込まれている米国特
許第5,635,517号に記載されている、ベンゾ環においてアミノで置換された1-オキソ-及び
1,3-ジオキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)イソインドリンが挙げられるが、それ
らに限定されない。これらの化合物は、構造Iを有する。
【化４８】

(式中、X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり、R2は、水素又は低
級アルキル、特にメチルである)。具体的な免疫調節化合物としては、
　1-オキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-4-アミノイソインドリン;
　1-オキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-5-アミノイソインドリン;
　1-オキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-6-アミノイソインドリン;
　1-オキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-7-アミノイソインドリン;
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　1,3-ジオキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-4-アミノイソインドリン;及び
　1,3-ジオキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-5-アミノイソインドリンが挙げら
れるが、それらに限定されない。
【０１２０】
　本発明の他の具体的な免疫調節化合物は、それぞれ参照により本明細書に組み込まれて
いる米国特許第6,281,230号;同第6,316,471号;同第6,335,349号;及び同第6,476,052号並
びに国際特許出願第PCT/US97/13375号(国際公開第WO98/03502号)に記載されているものの
ような置換2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)フタルイミド及び置換2-(2,6-ジオキソピ
ペリジン-3-イル)-1-オキソイソインドール類に属する。代表的な化合物は、以下の式の
化合物である。
【化４９】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり;
　(i)R1、R2、R3又はR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシであり、或いは(ii)R1、R2、R3及
びR4の1つは、-NHR5であり、R1、R2、R3及びR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキルであり;
　R6は、X及びYがC=Oであり、(i)R1、R2、R3又はR4の各々がフルオロであり、或いは(ii)
R1、R2、R3及びR4の1つがアミノである場合は水素以外であることを条件として、水素、1
個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンジル又はハロである)。
【０１２１】
　この類を代表する化合物は、以下の式の化合物である。
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【化５０】

(式中、R1は、水素又はメチルである)。個別的な実施態様において、本発明は、これらの
化合物の鏡像異性体として純粋の形(例えば、光学的に純粋の(R)又は(S)鏡像異性体)の使
用を包括する。
【０１２２】
　本発明の他の具体的な免疫調節化合物は、それぞれ参照により本明細書に組み込まれて
いる米国特許出願第US2003/0096841号及び同第US2003/0045552号;並びに国際特許出願第P
CT/US01/50401号(国際公開第WO02/059106号)に開示されているイソインドール-イミド類
に属する。代表的な化合物は、式IIの化合物、及びその医薬として許容し得る塩、水和物
、溶媒和物、包接化合物、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、及び立体異性体
の混合物である。
【化５１】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　R1は、H、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8
)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル、
(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、C(O)R3、C(S)R3、C(O)OR4、(C1～C8)アルキ
ル-N(R6)2、(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、C(O)NHR3、C(S)NHR3、C
(O)NR3R3'、C(S)NR3R3'又は(C1～C8)アルキル-O(CO)R5であり;
　R2は、H、F、ベンジル、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル又は(C2～C8)アルキニ
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ルであり;
　R3及びR3'は、独立に、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケ
ニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシ
クロアルキル、(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、(C0～C8)アルキル-N(R6)2、
(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、(C1～C8)アルキル-O(CO)R5又はC(O)
OR5であり;
　R4は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、(C1～C4)アルキ
ル-OR5、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル又は(C0
～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R5は、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリ
ール、又は(C2～C5)ヘテロアリールであり;
　R6は出現するごとに、独立に、H、(C1～C8)アルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)
アルキニル、ベンジル、アリール、(C2～C5)ヘテロアリール又は(C0～C8)アルキル-C(O)O
-R5であり、或いはR6基は、一緒になって、ヘテロシクロアルキル基を形成することが可
能であり;
　nは、0又は1であり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【０１２３】
　式IIの具体的な化合物において、nが0である場合は、R1は、(C3～C7)シクロアルキル、
(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1
～C6)ヘテロシクロアルキル、(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、C(O)R3、C(O)
OR4、(C1～C8)アルキル-N(R6)2、(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、C(
S)NHR3又は(C1～C8)アルキル-O(CO)R5であり;
　R2は、H又は(C1～C8)アルキルであり;
　R3は、(C1～C8)アルキル、(C3～C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)ア
ルキニル、ベンジル、アリール、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル、(C0
～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリール、(C5～C8)アルキル-N(R6)2;(C0～C8)アルキル-N
H-C(O)O-(R5);(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキル-C(O)OR5、(C1～C8)アルキル-O(
CO)R5又はC(O)OR5であり;他の変動要素は、同様の定義を有する。
【０１２４】
　式IIの他の具体的な実施態様において、R2は、H又は(C1～C4)アルキルである。
　式IIの他の具体的な実施態様において、R1は、(C1～C8)アルキル又はベンジルである。
　式IIの他の具体的な実施態様において、R1は、H、(C1～C8)アルキル、ベンジル、CH2OC
H3、CH2CH2OCH3、又は
【化５２】

である。
【０１２５】
　式IIの化合物の別の実施態様において、R1は、以下の化合物である。
【化５３】

(式中、Qは、O又はSであり、R7は出現するごとに、独立に、H、(C1～C8)アルキル、(C3～
C7)シクロアルキル、(C2～C8)アルケニル、(C2～C8)アルキニル、ベンジル、アリール、
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ハロゲン、(C0～C4)アルキル-(C1～C6)ヘテロシクロアルキル、(C0～C4)アルキル-(C2～C

5)ヘテロアリール、(C0～C8)アルキル-N(R6)2、(C1～C8)アルキル-OR5、(C1～C8)アルキ
ル-C(O)OR5、(C1～C8)アルキル-O(CO)R5又は-C(O)OR5であり、或いはR7の隣接する存在は
、一緒になって、二環式アルキル又はアリール環を形成することができる)。
【０１２６】
　式IIの他の具体的な実施態様において、R1はC(O)R3である。
　式IIの他の具体的な実施態様において、R3は、(C0～C4)アルキル-(C2～C5)ヘテロアリ
ール、(C1～C8)アルキル、アリール又は(C0～C4)アルキル-OR5である。
　式IIの他の具体的な実施態様において、ヘテロアリールは、ピリジル、フリル又はチエ
ニルである。
　式IIの他の具体的な実施態様において、R1はC(O)OR4である。
　式IIの他の具体的な化合物において、C(O)NHC(O)のHを(C1～C4)アルキル、アリール又
はベンジルで置換することができる。
【０１２７】
　この類の化合物のさらなる例としては、[2-(2,6-ジオキソ-ピペリジン-3-イル)-1,3-ジ
オキソ-2,3-ジヒドロ-1H-イソインドール-4-イルメチル]-アミド;(2-(2,6-ジオキソ-ピペ
リジン-3-イル)-1,3-ジオキソ-2,3-ジヒドロ-1H-イソインドール-4-イルメチル)-カルバ
ミン酸tert-ブチルエステル;4-(アミノメチル)-2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-イソイ
ンドリン-1,3-ジオン;N-(2-(2,6-ジオキソ-ピペリジン-3-イル)-1,3-ジオキソ-2,3-ジヒ
ドロ-1H-イソインドール-4-イルメチル)-アセトアミド;N-{(2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジ
ル)-1,3-ジオキソイソインドリン-4-イル)メチル}シクロプロピル-カルボキサミド;2-ク
ロロ-N-{(2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソインドリン-4-イル)メチル
}アセトアミド;N-(2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソインドリン-4-イ
ル)-3-ピリジルカルボキサミド;3-{1-オキソ-4-(ベンジルアミノ)イソインドリン-2-イル
}ピペリジン-2,6-ジオン;2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-4-(ベンジルアミノ)イソイン
ドリン-1,3-ジオン;N-{(2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソインドリン-
4-イル)メチル}プロパンアミド;N-{(2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソ
インドリン-4-イル)メチル}-3-ピリジルカルボキサミド;N-{(2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリ
ジル))-1,3-ジオキソイソインドリン-4-イル)メチル}ヘプタンアミド;N-{(2-(2,6-ジオキ
ソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソインドリン-4-イル)メチル}-2-フリルカルボキサミ
ド;{Ν-(2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソインドリン-4-イル)カルバ
モイル}メチルアセテート;N-(2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソインド
リン-4-イル)ペンタンアミド;N-(2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソイ
ンドリン-4-イル)-2-チエニルカルボキサミド;Ν-{[2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-1,
3-ジオキソイソインドリン-4-イル]メチル}(ブチルアミノ)カルボキサミド;N-{[2-(2,6-
ジオキソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソインドリン-4-イル]メチル}(オクチルアミノ
)カルボキサミド;及びN-{[2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-1,3-ジオキソイソインドリ
ン-4-イル]メチル}(ベンジルアミノ)カルボキサミドが挙げられるが、それらに限定され
ない。
【０１２８】
　本発明のさらに他の具体的な免疫調節化合物は、それぞれ参照により本明細書に組み込
まれている米国特許出願第US2002/0045643号、国際公開第WO98/54170号及び米国特許第6,
395,754号に開示されているイソインドール-イミド類に属する。代表的な化合物は、式II
Iの化合物、及びその医薬として許容し得る塩、水和物、溶媒和物、包接化合物、鏡像異
性体、ジアステレオ異性体、ラセミ体、及び立体異性体の混合物である。
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【化５４】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、他方はCH2又はC=Oであり;
　Rは、H又はCH2OCOR'であり;
　(i)R1、R2、R3又はR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシであり、或いは(ii)R1、R2、R3又
はR4の1つは、ニトロ又は-NHR5であり、R1、R2、R3又はR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキルであり;
　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロで
あり;
　R'は、R7-CHR10-N(R8R9)であり;
　R7は、m-フェニレン又はp-フェニレン又は-(CnH2n)-であり、nは、0から4の値を有し;
　R8及びR9の各々は、互いに独立に、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル
であり、或いはR8及びR9は、一緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメ
チレン又は-CH2CH2X1CH2CH2-であり、X1は、-O-、-S-又は-NH-であり;
　R10は、水素、から8個の炭素原子を有するアルキル、又はフェニルであり;
　*は、キラル-炭素中心を表す)。
【０１２９】
　他の代表的な化合物は、以下の式の化合物である。
【化５５】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり;
　(i)R1、R2、R3又はR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシであり、或いは(ii)R1、R2、R3及
びR4の1つは、-NHR5であり、R1、R2、R3及びR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキルであり;
　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロで
あり;
　R7は、m-フェニレン又はp-フェニレン又は-(CnH2n)-であり、nは、0から4の値を有し;
　R8及びR9の各々は、互いに独立に、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル
であり、或いはR8及びR9は、一緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメ
チレン又は-CH2CH2X

1CH2CH2-であり、X1は、-O-、-S-又は-NH-であり;
　R10は、水素、から8個の炭素原子を有するアルキル、又はフェニルである)。
【０１３０】
　他の代表的な化合物は、以下の式の化合物である。
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【化５６】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり;
　R1、R2、R3及びR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有するアル
キル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシであり、或いは(ii)R1、R2、R3及びR4

の1つは、ニトロ又は保護アミノであり、R1、R2、R3及びR4の残りは、水素であり;
　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロで
ある)。
【０１３１】
　他の代表的な化合物は、以下の式の化合物である。
【化５７】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり;
　(i)R1、R2、R3及びR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有する
アルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシであり、或いは(ii)R1、R2、R3及
びR4の1つは、-NHR5であり、R1、R2、R3及びR4の残りは、水素であり;
　R5は、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル、又はCO-R7-CH(R10)NR8R9で
あり、R7、R8、R9及びR10の各々は、本明細書に定義されている通りであり;
　R6は、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンゾ、クロロ又はフルオロである)
。
【０１３２】
　該化合物の具体例は、以下の式の化合物である。
【化５８】

(式中、
　X及びYの一方はC=Oであり、X及びYの他方はC=O又はCH2であり;
　R6は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、ベンジル、クロロ又はフルオロ
であり;
　R7は、m-フェニレン、p-フェニレン又は-(CnH2n)-であり、nは、0から4の値を有し;
　R8及びR9の各々は、互いに独立に、水素、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル
であり、或いはR8及びR9は、一緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメ
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チレン又は-CH2CH2X
1CH2CH2-であり、X1は、-O-、-S-又は-NH-であり;

　R10は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、又はフェニルである)。
【０１３３】
　本発明の好ましい免疫調節化合物は、4-(アミノ)-2-(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-イ
ソインドリン-1,3-ジオン及び3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロ-イソインドール-2-イ
ル)-ピペリジン-2,6-ジオンである。該化合物を標準的な合成法により得ることができる(
例えば、参照により本明細書に組み込まれている米国特許第5,635,517号参照)。該化合物
は、Celgene Corporation(ニュージャージ州Warren)より入手可能である。4-(アミノ)-2-
(2,6-ジオキソ(3-ピペリジル))-イソインドリン-1,3-ジオンは、以下の化学構造を有する
。
【化５９】

【０１３４】
　化合物3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリジン-2,6-
ジオンは、以下の化学構造を有する。
【化６０】

【０１３５】
　別の実施態様において、本発明の具体的な免疫調節化合物は、いずれも参照により本明
細書に組み込まれている、2003年9月4日に出願された米国仮出願第60/499,723号及び2004
年9月3日に出願された対応する米国本出願に開示されているA、B、C、D、E、F、G及びH型
などの多型の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン2,
6-ジオンを包括する。例えば、3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イ
ル)-ピペリデン-2,6-ジオンのA型は、非水性溶媒系から得ることができる非溶媒和結晶性
物質である。A型は、およそ8、14.5、16、17.5、20.5、24及び26度2θに大きなピークを
含むX線粉末回折パターンを有し、最大示差走査熱分析溶融温度が約270℃である。A型は
、吸湿性が弱く、或いは吸湿性がなく、これまで発見された最も熱力学的に安定した無水
多型の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリジン-2,6-ジ
オンである。
【０１３６】
　B型の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン2,6-ジ
オンは、ヘキサン、トルエン及び水を含むが、それらに限定されない様々な溶媒系から得
ることができる半水和結晶性物質である。B型は、およそ16、18、22及び27度2θに大きな
ピークを含むX線粉末回折パターンを有し、DSC曲線による吸熱量が約146及び268℃であり
、それらは、高温顕微鏡試験によって確認された脱水及び溶融である。B型は、水性溶媒
系でE型に変換され、アセトン及び他の無水系で他の型に変換されることが相互変換試験
によって示されている。
【０１３７】
　C型の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン-2,6-ジ
オンは、アセトンのような(ただし、それに限定されない)溶媒から得ることができる半溶
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媒和結晶性物質である。C型は、およそ15.5及び25度2θに大きなピークを含むX線粉末回
折パターンを有し、最大示差走査熱分析溶融温度が約269℃である。C型は、約85%RH未満
で吸湿しないが、より高い相対湿度でB型に変換され得る。
【０１３８】
　D型の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン-2,6-ジ
オンは、アセトニトリルと水の混合物から調製される結晶性の溶媒和多型である。D型は
、およそ27及び28度2θに大きなピークを含むX線粉末回折パターンを有し、最大示差走査
熱分析溶融温度が約270℃である。D型は、吸湿性が弱く、或いは吸湿性がないが、典型的
には、より高い相対湿度で応力がかかるとB型に変換されることになる。
【０１３９】
　E型の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン-2,6-ジ
オンは、3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン-2,6-
ジオンを水でスラリー化すること、及びアセトン:水が約9:1の割合の溶媒系において3-(4
-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン-2,6-ジオンを徐々
に蒸発させることによって得ることができる二水和結晶性物質である。E型は、およそ20
、24.5及び29度2θに大きなピークを含むX線粉末回折パターンを有し、最大示差走査熱分
析溶融温度が約269℃である。E型は、アセトン溶媒系でC型に変換され、THF溶媒系でG型
に変換され得る。水性溶媒系において、E型は、最も安定した型であると思われる。約125
℃で約5分間加熱すると、E型がB型に変換され得ることが、E型に対して実施された脱溶媒
和試験によって示されている。175℃で約5分間加熱すると、B型がF型に変換され得る。
【０１４０】
　F型の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン-2,6-ジ
オンは、E型の脱水により得ることができる非溶媒和結晶性物質である。F型は、およそ19
、19.5及び25度2θに大きなピークを含むX線粉末回折パターンを有し、最大示差走査熱分
析溶融温度が約269℃である。
【０１４１】
　G型の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン-2,6-ジ
オンは、B及びE型をテトラヒドロフラン(THF)のような(ただし、それに限定されない)溶
媒でスラリー化することにより得ることができる非溶媒和結晶性物質である。G型は、お
よそ21、23及び24.5度2θに大きなピークを含むX線粉末回折パターンを有し、最大示差走
査熱分析溶融温度が約267℃である。
【０１４２】
　H型の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリデン-2,6-ジ
オンは、E型を相対湿度0%に曝すことによって得ることができる部分水和(約0.25モル)結
晶性物質である。H型は、およそ15、26及び31度2θに大きなピークを含むX線粉末回折パ
ターンを有し、最大示差走査熱分析溶融温度が約269℃である。
【０１４３】
　本発明の他の具体的な免疫調節化合物としては、それぞれ参照により本明細書に組み込
まれている米国特許第5,874,448号及び同第5,955,476号に記載されているもののような1-
オキソ-2-(2,6-ジオキソ-3-フルオロピペリジン-3イル)イソインドリン及び1,3-ジオキソ
-2-(2,6-ジオキソ-3-フルオロピペリジン-3-イル)イソインドリンが挙げられるが、それ
らに限定されない。代表的な化合物は、以下の式の化合物である。
【化６１】

(式中、Yは、酸素又はH2であり、
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　R1、R2、R3及びR4の各々は、互いに独立に、水素、ハロ、1個から4個の炭素原子を有す
るアルキル、1個から4個の炭素原子を有するアルコキシ、又はアミノである)。
【０１４４】
　本発明の他の具体的な免疫調節化合物としては、参照により本明細書に組み込まれてい
る米国特許第5,798,368号に記載されている四置換2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-1
-オキソイソインドリンが挙げられるが、それらに限定されない。代表的な化合物は、以
下の式の化合物である。
【化６２】

(式中、R1、R2、R3及びR4の各々は、互いに独立に、ハロ、1個から4個の炭素原子を有す
るアルキル又は1個から4個の炭素原子を有するアルコキシである)。
【０１４５】
　本発明の他の具体的な免疫調節化合物としては、参照により本明細書に組み込まれてい
る米国特許第6,403,613号に開示されている1-オキソ及び1,3-ジオキソ-2-(2,6-ジオキソ
ピペリジン-3-イル)イソインドリンが挙げられるが、それらに限定されない。代表的な化
合物は、以下の式の化合物である。
【化６３】

(式中、Yは、酸素又はH2であり、
　R1及びR2の第1は、ハロ、アルキル、アルコキシ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ
、シアノ又はカルバモイルであり、R1及びR2の第2は、第1から独立に、水素、ハロ、アル
キル、アルコキシ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、シアノ又はカルバモイルであり
、
　R3は、水素、アルキル又はベンジルである)。
【０１４６】
　該化合物の具体例は、以下の式の化合物である。
【化６４】

(式中、R1及びR2の第1は、ハロ、1個から4個の炭素原子を有するアルキル、1個から4個の
炭素原子を有するアルコキシ、各アルキルが1個から4個の炭素原子を有するジアルキルア
ミノ、シアノ又はカルバモイルであり、
　R1及びR2の第2は、第1から独立に、水素、ハロ、1個から4個の炭素原子を有するアルキ
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るアルキルアミノ、各アルキルが1個から4個の炭素原子を有するジアルキルアミノ、シア
ノ又はカルバモイルであり、
　R3は、水素、1個から4個の炭素原子を有するアルキル、又はベンジルである)。
　具体例としては、1-オキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-4-メチルイソインド
リンが挙げられるが、それに限定されない。
【０１４７】
　他の代表的な化合物は、以下の式の化合物である。
【化６５】

(式中、R1及びR2の第1は、ハロ、1個から4個の炭素原子を有するアルキル、1個から4個の
炭素原子を有するアルコキシ、各アルキルが1個から4個の炭素原子を有するジアルキルア
ミノ、シアノ又はカルバモイルであり、
　R1及びR2の第2は、第1から独立に、水素、ハロ、1個から4個の炭素原子を有するアルキ
ル、1個から4個の炭素原子を有するアルコキシ、アルキルが1個から4個の炭素原子を有す
るアルキルアミノ、各アルキルが1個から4個の炭素原子を有するジアルキルアミノ、シア
ノ又はカルバモイルであり、
　R3は、水素、1個から4個の炭素原子を有するアルキル、又はベンジルである)。
　具体例としては、1-オキソ-2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-4-メチルイソインド
リンが挙げられるが、それに限定されない。
【０１４８】
　他の具体的な免疫調節化合物としては、参照により本明細書に組み込まれている、2004
年7月28日に出願された米国特許第6,380,239号及び同時係属出願第10/900,270号に記載さ
れている、インドリン環の4-又は5-位が置換された1-オキソ及び1,3-ジオキソインドリン
が挙げられるが、それらに限定されない。代表的な化合物は、以下の式の化合物及びその
塩である。
【化６６】

(式中、C*で示される炭素原子は、(nが0でなく、R1がR2と同じでない場合は)キラルの中
心を構成し;X1及びX2の一方は、アミノ、ニトロ、1個から6個の炭素原子を有するアルキ
ル、又はNH-Zであり、X1及びX2の他方は水素であり;R1及びR2の各々は、互いに独立に、
ヒドロキシ又はNH-Zであり;R3は、水素、1個から6個の炭素原子を有するアルキル、ハロ
又はハロアルキルであり;Zは、水素、アリール、1個から6個の炭素原子を有するアルキル
、ホルミル、又は1個から6個の炭素原子を有するアシルであり;nは、0、1又は2の値を有
し;X1がアミノであり、nが1又は2である場合は、R1及びR2は、ともにヒドロキシでない)
。
【０１４９】
　さらなる代表的な化合物は、以下の式の化合物である。
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【化６７】

(式中、C*で示される炭素原子は、nが0でなく、R1がR2でない場合はキラルの中心を構成
し;X1及びX2の一方は、アミノ、ニトロ、1個から6個の炭素原子を有するアルキル、又はN
H-Zであり、X1又はX2の他方は水素であり;R1及びR2の各々は、互いに独立に、ヒドロキシ
又はNH-Zであり;R3は、1個から6個の炭素原子を有するアルキル、ハロ又は水素であり;Z
は、水素、アリール、又は1個から6個の炭素原子を有するアルキル若しくはアシルであり
;nは、0、1又は2の値を有する)。
【０１５０】
　具体例としては、それぞれ以下の構造を有する2-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロ-イ
ソインドール-2-イル)-4-カルバモイル-酪酸及び4-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロ-イ
ソインドール-2-イル)-4-カルバモイル-酪酸、並びにそれらの医薬として許容し得る塩、
溶媒和物、プロドラッグ及び立体異性体が挙げられるが、それらに限定されない。
【化６８】

【０１５１】
　他の代表的な化合物は、以下の式の化合物及びそれらの塩である。

【化６９】

(式中、C*で示される炭素原子は、nが0でなく、R1がR2でない場合はキラルの中心を構成
し;X1及びX2の一方は、アミノ、ニトロ、1個から6個の炭素原子を有するアルキル、又はN
H-Zであり、X1又はX2の他方は水素であり;R1及びR2の各々は、互いに独立に、ヒドロキシ
又はNH-Zであり;R3は、1個から6個の炭素原子を有するアルキル、ハロ又は水素であり;Z
は、水素、アリール、又は1個から6個の炭素原子を有するアルキル若しくはアシルであり
;nは、0、1又は2の値を有する)。
【０１５２】
　具体例としては、それぞれ以下の構造を有する4-カルバモイル-4-{4-[(フラン-2-イル-
メチル)-アミノ]-1,3-ジオキソ-1,3-ジヒドロ-イソインドール-2-イル}-酪酸、4-カルバ
モイル-2-{4-[(フラン-2-イル-メチル)-アミノ]-1,3-ジオキソ-1,3-ジヒドロ-イソインド
ール-2-イル}-酪酸、2-{4-[(フラン-2-イル-メチル)-アミノ]-1,3-ジオキソ-1,3-ジヒド
ロ-イソインドール-2-イル}-4-フェニルカルバモイル-酪酸及び2-{4-[(フラン-2-イル-メ
チル)-アミノ]-1,3-ジオキソ-1,3-ジヒドロ-イソインドール-2-イル}-ペンタンジオン酸
、並びにそれらの医薬として許容し得る塩、溶媒和物、プロドラッグ及び立体異性体が挙
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げられるが、それらに限定されない。
【化７０】

【０１５３】
　該化合物の他の具体例は、以下の式の化合物である。
【化７１】

(式中、X1及びX2の一方は、ニトロ又はNH-Zであり、X1及びX2の他方は水素であり;
　R1及びR2の各々は、互いに独立に、ヒドロキシ又はNH-Zであり;
　R3は、1個から6個の炭素原子を有するアルキル、ハロ又は水素であり;
　Zは、水素、フェニル、1個から6個の炭素原子を有するアシル又は1個から6個の炭素原
子を有するアルキルであり;
　nは、0、1又は2の値を有し;
　X1及びX2の一方がニトロであり、nが1又は2である場合は、R1及びR2はヒドロキシ以外
であり;
　-COR2と-(CH2)nCOR

1が異なる場合は、C*で示される炭素原子はキラルの中心を構成する
)。
【０１５４】
　他の代表的な化合物は、以下の式の化合物である。

【化７２】

(式中、X1及びX2の一方は、1個から6個の炭素原子を有するアルキルであり;
　R1及びR2の各々は、互いに独立に、ヒドロキシ又はNH-Zであり;
　R3は、1個から6個の炭素原子を有するアルキル、ハロ又は水素であり;
　Zは、水素、フェニル、1個から6個の炭素原子を有するアシル又は1個から6個の炭素原
子を有するアルキルであり;



(81) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40

50

　nは、0、1又は2の値を有し;
　-COR2と-(CH2)nCOR

1が異なる場合は、C*で示される炭素原子はキラルの中心を構成する
)。
【０１５５】
　本発明のさらに他の具体的な免疫調節化合物としては、参照により本明細書に組み込ま
れている米国特許第6,458,810号に記載されている、2-位が2,6-ジオキソ-3-ヒドロキシピ
ペリジン-5-イルで置換されたイソインドリン-1-オン及びイソインドリン-1,3-ジオンが
挙げられるが、それらに限定されない。代表的な化合物は、以下の式の化合物である。
【化７３】

(式中、
　*で示される炭素原子はキラルの中心を構成し;
　Xは、-C(O)-又は-CH2-であり;
　R1は、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、又は-NHR3であり;
　R2は、水素、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、又はハロゲンであり;
　R3は、水素、
　非置換の1個から8個の炭素原子を有するアルキル、又は1個から8個の炭素原子を有する
アルコキシ、ハロ、アミノ若しくは1個から4個の炭素原子を有するアルキルアミノで置換
された、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、
　3個から18個の炭素原子を有するシクロアルキル、
　非置換フェニル、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル、1個から8個の炭素原子
を有するアルコキシ、ハロ、アミノ若しくは1個から4個の炭素原子を有するアルキルアミ
ノで置換されたフェニル、
　非置換ベンジル、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル、1個から8個の炭素原子
を有するアルコキシ、ハロ、アミノ若しくは1個から4個の炭素原子を有するアルキルアミ
ノで置換されたベンジル、或いは-COR4であり、
　R4は、水素、
　非置換の1個から8個の炭素原子を有するアルキル、又は1個から8個の炭素原子を有する
アルコキシ、ハロ、アミノ若しくは1個から4個の炭素原子を有するアルキルアミノで置換
された、1個から8個の炭素原子を有するアルキル、
　3個から18個の炭素原子を有するシクロアルキル、
　非置換フェニル、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル、1個から8個の炭素原子
を有するアルコキシ、ハロ、アミノ若しくは1個から4個の炭素原子を有するアルキルアミ
ノで置換されたフェニル、
　非置換ベンジル、又は1個から8個の炭素原子を有するアルキル、1個から8個の炭素原子
を有するアルコキシ、ハロ、アミノ若しくは1個から4個の炭素原子を有するアルキルアミ
ノで置換されたベンジルである)。
【０１５６】
　本発明の化合物を商業的に購入することもできるし、本明細書に開示された特許又は特
許公報に記載されている方法に従って調製することもできる。さらに、知られている分割
剤又はキラルカラム、並びに他の標準的な合成有機化学技術を用いて、光学的に純粋の組
成物を非対称的に合成又は分割することができる。
　本発明の組成物は、その全体が参照により本明細書に組み込まれている米国出願第2003
/0235909号に記載されている免疫調節化合物を含むこともできる。
【０１５７】
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(5.1.4 血管拡張剤)
　別の実施態様において、本発明の幹細胞収集組成物は、血管拡張剤を含む。血管拡張剤
を含む幹細胞収集組成物は、哺乳類胎盤の灌流による胎盤誘導幹細胞の収集に特に有用で
ある。血管拡張剤は、天然血管拡張剤及び人工血管拡張剤を含む、当該技術分野で知られ
ている任意の血管拡張剤であってもよい。一実施態様において、血管拡張剤は、抗高血圧
薬である。当該抗高血圧薬は、グアニリルシクラーゼ、ADP-リボシルトランスフェラーゼ
若しくはシクロオキシゲナーゼ又はそれら3つすべてを活性化させ、且つ/又はリポキシゲ
ナーゼを阻害する薬物であり得る。血管拡張剤は、有機又は無機化合物、例えば、心房性
ナトリウム利尿ペプチド(ANP)、アドレノコルチコトロピン、コルチコトロピン放出ホル
モン、ナトリウムニトロプルシド、ヒドララジン、アデノシン三リン酸、アデノシン、イ
ンドメタシン又は硫酸マグネシウム等であり得る。他の実施態様において、血管拡張剤は
、ホスホジエステラーゼ阻害剤(例えば、ジブチリルアデノシン、イソブチルメチルキサ
ンチン、インドリダン、ロリプラム、2-o-プロポキシフェニル-8-アザプリン-6-オン、ト
レクエンシン、アムリノン、ミルリノン、アミノフィリン又はジピリダモール)である。
【０１５８】
　灌流による幹細胞収集では、ヒドラジンを約0.1mMから約10mMの濃度で使用することが
できる。同様に、アデノシンを約0.001mMから約10.0mMの濃度で使用することができ、ア
デノシン三リン酸を約0.1mMから約1000mMの濃度で使用することができ、インドメタシン
を約1mg/kgから約20mg/kgの濃度で使用することができ、「kg」は、器官、例えば胎盤の
重量であり、或いは硫酸マグネシウムを約0.1mMから約20mMの濃度で使用できる。
【０１５９】
(5.1.5 壊死阻害剤)
　本発明は、壊死阻害剤を含む幹細胞収集組成物をさらに提供する。壊死阻害剤は、当該
技術分野で知られている任意の生理的に許容し得る壊死阻害剤であり得る。
　したがって、一実施態様において、本発明は、生理的に許容し得る溶液に壊死阻害剤を
含む幹細胞収集組成物を提供する。別の実施態様において、本発明は、生理的に許容し得
る溶液に壊死阻害剤及びアポトーシス阻害剤を含む幹細胞収集組成物を提供する。具体的
な実施態様において、壊死阻害剤は、2-(1H-インドール-3-イル)-3-ペンチルアミノ-マレ
イミド、ピロリジンジチオカルバメート又はクロナゼパムである。他の具体的な実施態様
において、壊死阻害剤、又は壊死阻害剤及びアポトーシス阻害剤を含む幹細胞収集組成物
は、1種以上の酵素、例えば、上記セクション5.1.1に記載されている酵素の1種以上;上記
セクション5.1.2に記載されているアポトーシス阻害剤;免疫調節化合物、例えば上記セク
ション5.1.3に記載されている免疫調節化合物;血管拡張剤、例えば上記セクション5.1.4
に記載されている血管拡張剤、又は酸素担持ペルフルオロカーボン、例えば下記セクショ
ン5.1.6に記載されている酸素担持ペルフルオロカーボンを含むことができる。
【０１６０】
　一実施態様において、本発明は、幹細胞を単離する方法であって、前記幹細胞と、壊死
阻害剤を含む溶液とを接触させること、及び前記幹細胞を単離することを含む方法を提供
する。別の実施態様において、本発明は、幹細胞を単離する方法であって、前記幹細胞と
、壊死阻害剤及びアポトーシス阻害剤を含む溶液とを接触させ、前記幹細胞を単離するこ
とを含む方法を提供する。具体的な実施態様において、壊死阻害剤は、2-(1H-インドール
-3-イル)-3-ペンチルアミノ-マレイミド、ピロリジンジチオカルバメート及びクロナゼパ
ム等である。
【０１６１】
(5.1.6 酸素担持ペルフルオロカーボン)
　本発明の幹細胞収集組成物は、1つ以上の酸素担持ペルフルオロカーボンをさらに含む
ことができる。一般に、酸素担持ペルフルオロカーボンは水溶性でなく、そうでない場合
は、幹細胞収集組成物は、一般には、生理的に許容し得る水溶液である。したがって、酸
素担持ペルフルオロカーボンを含む幹細胞収集組成物は、個別の水相及びペルフルオロカ
ーボン相を含むことができ、或いは両相をエマルジョンとして含むことができる。幹細胞
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を収集中に二相組成物又は乳化組成物と接触させることができ、或いは水相で収集した後
に、ペルフルオロ相と接触させることができる。例えば、器官、例えば胎盤の幹細胞を灌
流又は組織破壊、例えば酵素消化中に、アポトーシス阻害剤、例えばJNK阻害剤を含む生
理的に許容し得る水溶液と接触させ、得られた細胞懸濁物をペルフルオロカーボンと混合
することができる。アポトーシス阻害剤及びペルフルオロカーボンを含む生理的に許容し
得る溶液を幹細胞の収集前に混合、例えば乳化することができる。次いで、灌流溶液、或
いは破壊器官又はその一部からの細胞を懸濁できる溶液として、エマルジョンを使用する
ことができる。
【０１６２】
　したがって、一実施態様において、前記アポトーシス阻害剤及び前記ペルフルオロカー
ボンを、保存すべき幹細胞と接触させる前に単一溶液、例えばエマルジョンに含める。別
の実施態様において、前記接触前に、前記アポトーシス阻害剤を第1の溶液に含め、前記
ペルフルオロカーボンを第2の溶液に含める。
【０１６３】
　酸素担持ペルフルオロカーボンは、単一種のペルフルオロカーボンを含むことができ、
或いは複数種を含むことができる。例えば、酸素担持ペルフルオロカーボンは、ペルフル
オロアルキル又はペルフルオロエーテルを含むことができる。具体的な実施態様において
、酸素担持ペルフルオロカーボンは、一般構造CnF2n+1R又はCnF2nR2(式中、nは8から12の
整数であり、Rは親油性成分である)の脂肪族ペルフルオロカーボン;一般構造CnF2n+1-O-C

nF2n+1のペルフルオロエーテル;ペルフルオロオクチルエタン、ペルフルオロオクチルデ
カン、ペルフルオロデカリン、ペルフルオロメチルビシクロ[3.3.1]-ノナン、ペルフルオ
ロジメチルビシクロノナン、ペルフルオロ-2,2,4,4-テトラメチルペンテン、ペルフルオ
ロトリプロピルアミン、ビス(F-ブチル)エテン、(F-イソプロピル)(F-ヘキシル)エテン、
ペルフルオロメチルアダマンタン、ペルフルオロジメチルアダマンタン、F-N-メチルデカ
ヒドロイソキノリン、F-4-メチルオクタヒドロキノリジン、臭化ペルフルオロオクチル、
臭化ペルフルオロデシル、α,ω-ジクロロ-F-デカン、α,ω-ジブロモ-F-デカン、C10F21
CH=CH2及びC10F21CH2CH3等の1種又は複数種を含むことができる。
【０１６４】
　酸素担持ペルフルオロカーボンは、幹細胞収集組成物に存在していてもよく、或いはエ
マルジョンの約5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70
%、75%、80%、85%、90%、95%、100%、105%、110%、115%、120%又は約125%(重量/容量)を
表す量でエマルジョンに存在していてもよい。好ましくは、酸素担持ペルフルオロカーボ
ンを含む幹細胞収集組成物は、乳化剤(例えば、界面活性剤)をさらに含む。当該乳化剤は
、任意の生理的に許容し得る乳化剤であってもよく、好ましくはレシチンである。乳化剤
は、約0.1%から約7%(w/v)の量で存在し得る。
【０１６５】
　好ましい実施態様において、幹細胞収集組成物は、第1のペルフルオロカーボン、及び
第1のペルフルオロカーボンより高分子量の第2のペルフルオロカーボンを含む。典型的に
は、ペルフルオロカーボンの全容量は、約50%から約99.9%の第1のペルフルオロカーボン
、及び約0.1%から約50%の第2のペルフルオロカーボンを含む。一実施態様において、第1
のペルフルオロカーボンは臭化ペルフルオロオクチルであり、第2のペルフルオロカーボ
ンは臭化ペルフルオロデシルである。
【０１６６】
　幹細胞収集組成物の酸素担持ペルフルオロカーボン及び水性部を、標準的な乳化技術、
例えば米国特許第4,987,154号に記載されている高圧均質化；フラスコ中での振盪；Manto
n-Gaulinミキサ又はMicrofluidizer(Microfluidics Corp.、Newton、Mass)でのエマルジ
ョン配合物の機械的又は超音波乳化；等を用いて乳化することができる。幹細胞収集組成
物が2種以上の異なる種の酸素担持ペルフルオロカーボンを含む場合は、それらの種を乳
化剤とともに所望の比で水相と混合することができる。通常は、様々な成分の単純な混合
又は配合によって、プレエマルジョン混合物を調製する。次いで、このプレエマルジョン
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を所望の乳化装置で乳化する。幹細胞を二相溶液で収集する乳化技術を、好ましくは、幹
細胞の損傷が最小限になるように選択する。
【０１６７】
　幹細胞収集組成物に含めることとは別に、酸素担持ペルフルオロカーボンを、胎盤収集
場所(例えば分娩室)から幹細胞収集場所への輸送中の胎盤の保存に使用することもできる
。一実施態様において、そこから幹細胞を収集する胎盤と、1つ以上の酸素担持ペルフル
オロカーボンを含む組成物とを、胎盤収集から幹細胞収集までの時間の少なくとも一部に
わたって接触させる。好ましくは、胎盤収集から幹細胞収集までの時間の大部分にわたっ
て胎盤と酸素担持ペルフルオロカーボンとの接触を維持する。別の実施態様において、胎
盤収集から幹細胞収集までの時間の少なくとも一部にわたって、胎盤と、1つ以上の酸素
担持ペルフルオロカーボン及び1つ以上の器官保存媒体(例えばUW溶液;以下のセクション5
.3参照)を含む組成物とを接触させる。
【０１６８】
(5.1.7 他の成分)
　幹細胞収集組成物は、収集又は保管の側面によって引き起こされる細胞の損傷、生体汚
染等を低減することができ、或いは幹細胞の収集を容易にすることができる他の成分を含
むことができる。
【０１６９】
　幹細胞収集組成物は、単独又はG-CSFと併用される、例えば胎盤重量1kg当たり1～10mg
の幹細胞可動化剤、及び/又はVLA-4(超遅発抗原)アンタゴニストのような造血刺激剤(例
えば、抗体などのアルファ-4インテグリンアンタゴニスト、例えばナタリズマブ又は抗ホ
スホインテグリンα4(Ser988)、クローン6.33(アップステート細胞信号伝達溶液)又はペ
プチド(例えば、フェニルアセチル-leu-asp-phe-D-プロリンアミド(Cytel Corp.、カリフ
ォルニア州San Diego)))、例えば胎盤重量1kg当たり0.01～10mgのCXCR-4アゴニスト(例え
ば、MOZIBIL(商標)(AMD3100としても知られている;AnorMED、Langley、BC、カナダ);例え
ば0.01～10mg/kgのSDF-1(間質細胞誘導因子)類似体(例えば、Chemokine Therapeutics Co
rp.のCTCE-0214)又は抗SDF-1抗体等を含むことができる。
【０１７０】
　幹細胞収集組成物は、殺菌又は静菌有効量の抗生物質を含むことができる。一定の非限
定的な実施態様において、抗生物質はマクロライド(例えばトブラマイシン)、セファロス
ポリン(例えば、セファレキシン、セファラジン、セフロキシム、セフプロジル、セファ
クロル、セフィキシム又はセファドロキシル)、クラリトロマイシン、エリスロマイシン
、ペニシリン(例えばペニシリンV)又はキノロン(例えばオフロキサシン、シプロフロキサ
シン又はノルフロキサシン)、テトラシクリン等である。特定の実施態様において、抗生
物質は、グラム(+)及び/又はグラム(-)細菌、例えば緑膿菌(Pseudomonas aeriginosa)及
び黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)等に対して活性である。
【０１７１】
　幹細胞収集組成物は、以下の化合物、すなわちアデノシン(約1mMから約50mM);D-グルコ
ース(約20mMから約100mM);マグネシウムイオン(約1mMから約50mM);一実施態様において、
内皮保全性及び細胞生存度を維持するのに十分な量で存在する20,000ダルトンを超える分
子量の巨大分子(例えば、約25g/lから約100g/l又は約40g/lから約60g/lで存在する合成又
は天然コロイド、デキストランのような多糖類又はポリエチレングリコール);酸化防止剤
(例えば、約25μMから約100μMで存在するブチル化ヒドロキシアニソール、ブチル化ヒド
ロキシトルエン、グルタチオン、ビタミンC又はビタミンE);還元剤(例えば、約0.1mMから
約5mMで存在するN-アセチルシステイン);細胞へのカルシウムの浸入を防止する薬剤(例え
ば、約2μMから約25μMで存在するベラパミル);ニトログリセリン(例えば、約0.05g/Lか
ら約0.2g/L);一実施態様において、残留血液の凝血を防止するのに役立つのに十分な量で
存在する抗凝血剤(例えば、約1000単位/lから約100,000単位/lの濃度で存在するヘパリン
又はヒルジン);又はアミロリド含有化合物(例えば、約1.0μMから約5μMで存在するアミ
ロリド、エチルイソプロピルアミロリド、ヘキサメチレンアミロリド、ジメチルアミロリ
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ド又はイソブチルアミロリド)の1つ以上を含むことができる。
【０１７２】
(5.2 本発明の組成物を使用した幹細胞収集方法)
　本発明は、上記の幹細胞収集組成物を使用して、胎盤幹細胞を収集及び単離する方法を
提供する。
　一実施態様において、本発明は、幹細胞を単離する方法であって、前記幹細胞と、壊死
阻害剤、例えば上記セクション5.1.5に記載されている壊死阻害剤を含む溶液とを接触さ
せること、及び前記幹細胞を単離することを含む方法を提供する。別の実施態様において
、本発明は、幹細胞を単離する方法であって、前記幹細胞と、アポトーシス阻害剤、例え
ば上記セクション5.1.2に記載されているアポトーシス阻害剤を含む溶液とを接触させる
こと、及び前記幹細胞を単離することを含む方法を提供する。別の実施態様において、本
発明は、幹細胞を単離する方法であって、前記幹細胞と、壊死阻害剤、例えば上記セクシ
ョン5.1.5に記載されている壊死阻害剤を含む溶液及びアポトーシス阻害剤、例えば上記
セクション5.1.2に記載されているアポトーシス阻害剤を含む溶液とを接触させること、
及び前記幹細胞を単離することを含む方法を提供する。具体的な実施態様において、壊死
阻害剤は、2-(1H-インドール-3-イル)-3-ペンチルアミノ-マレイミド、ピロリジンジチオ
カルバメート及びクロナゼパム等である。具体的な実施態様において、アポトーシス阻害
剤は、カスパーゼ阻害剤又はc-Jun N末端キナーゼ(JNK)阻害剤である。別の具体的な実施
態様において、JNK阻害剤は、前記単離の前に前記幹細胞の分化又は増殖を調節させない
。すなわち、JNK阻害剤は、JNK阻害剤との接触中に幹細胞の分化又は増殖を検出可能に改
変しない。該方法における幹細胞を哺乳類胎盤、臍帯、胎盤血又は臍帯血から単離するこ
とができる。該方法は、幹細胞と酸素担持ペルフルオロカーボン、例えばセクション5.1.
6に記載されている酸素担持ペルフルオロカーボンとを接触させることをも包括する。別
の実施態様において、該方法は、前記幹細胞と酵素、例えばプロテアーゼとを接触させる
ことを含む。プロテアーゼは、例えば、マトリックス金属プロテアーゼ又は中性プロテア
ーゼであり、例えば、コラゲナーゼ、サーモリシン又はジスパーゼであり得る。別の実施
態様において、幹細胞とヒアルロニダーゼなどの粘液溶解酵素とを接触させることができ
る。
【０１７３】
　該方法に使用される幹細胞収集組成物は、溶液、例えば食塩水又は培地を含むことがで
きる。いくつかの実施態様において、該溶液は、ヒドロキシエチルデンプン、ラクトビオ
ン酸アニオン及びラフィノース及び/又はUW溶液を含む。
　好ましい実施態様において、単離中に幹細胞を低酸素又は剪断応力に曝さない、或いは
当該応力を可能な範囲で最小限とする。例えば、一実施態様において、幹細胞を単離中に
6時間未満、2時間未満、1時間未満又は30分間未満の時間にわたって低酸素条件に曝し、
低酸素条件は、正常な血液酸素濃度未満の酸素濃度である。
【０１７４】
(5.2.1 物理的破壊)
　一実施態様において、幹細胞を器官の物理的破壊、例えば酵素消化によって哺乳類の器
官、例えば胎盤から収集する。例えば、器官又はその一部を例えば粉砕、剪断、切刻、切
断、乱切又は破砕等しながら、本発明の幹細胞収集組成物と接触させ、続いて組織を1つ
以上の酵素で消化させることができる。器官又はその一部を物理的に破壊し、1つ以上の
酵素で消化させ、次いで得られた物質を本発明の幹細胞収集組成物に浸漬又は混入するこ
とができる。本発明の幹細胞収集組成物は、酵素を含むことができる。破壊方法が、例え
ばトリパンブルー排除によって測定した場合に前記器官における複数の、好ましくは多数
の、好ましくは少なくとも50%、60%、70%、80%、90%、95%、98%又は99%の細胞を生存させ
るのであれば、任意の物理的破壊法を用いることが可能である。好ましくは、該方法は、
例えばトリパンブルー排除によって測定した場合に前記器官における複数の、好ましくは
多数の、好ましくは少なくとも50%、60%、70%、80%、90%、95%、98%又は99%の細胞を生存
させる。
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【０１７５】
　酵素の任意の組合せ、例えば、上記セクション5.1.1に開示されている1つ以上のプロテ
アーゼ及び/又は粘液溶解酵素を使用することができる。例えば、コラゲナーゼ(例えばコ
ラゲナーゼI、II、III又はIV)、ジスパーゼ、エラスターゼ、トリプシン等を単独又は任
意の組合せで使用して、胎盤組織を消化させることができる。組織消化酵素の典型的な濃
度としては、例えば、コラゲナーゼI及びコラゲナーゼIVについては50～200u/mL、ジスパ
ーゼについては1～10u/mL、及びエラスターゼについては10～100u/mLが挙げられる。胎盤
幹細胞を遊離させるために、プロテアーゼの組合せ、すなわち2つ以上のプロテアーゼを
同一の消化反応で使用する、又は順次使用することができる。例えば、一実施態様におい
て、胎盤又はその一部を最初に2mg/mlの適切な量のコラゲナーゼＩで30分間にわたって消
化させた後、0.25%のトリプシンで37℃にて10分間消化させる。
【０１７６】
　別の実施態様において、キレート剤、例えば、エチレングリコールビス(2-アミノエチ
ルエーテル)-N,N,N'N'-四酢酸(EGTA)又はエチレンジアミン四酢酸(EDTA)を、幹細胞を含
む幹細胞収集組成物、或いは幹細胞収集組成物で幹細胞を単離する前に、組織が破壊され
、且つ/又は消化される溶液に添加することによって、組織をさらに破壊することができ
る。
【０１７７】
(5.2.2 灌流)
　本発明の幹細胞収集組成物を灌流溶液として使用して、例えば胎盤血管系を通じて、灌
流により細胞、例えば幹細胞を器官、例えば哺乳類胎盤から収集することができる。一実
施態様において、臍帯動脈及び臍帯静脈のいずれか又は両方に灌流溶液を流すことによっ
て哺乳類胎盤を還流する(図1、図2A～2D)。例えば、胎盤への重力流を利用して、灌流溶
液を胎盤に流すことができる。好ましくは、ポンプ、例えば蠕動ポンプを使用して、灌流
溶液を胎盤に送り込む。無菌チューブなどの無菌接続装置に接続されたカニューレ、例え
ばTEFLON(登録商標)又はプラスチックカニューレを臍帯静脈に挿入することができる。図
3にしめすように、無菌接続装置を灌流マニホールドに接続する。
【０１７８】
　圧力チャンバ、例えば灌流中の胎盤を取り囲む雰囲気の圧力が大気圧を超えるチャンバ
の使用によって灌流を支援することもできる。一実施態様において、圧力チャンバ又はタ
ンクは、複数の管の進入及び退出を可能にする複数のポートを含む。胎盤からの灌流液、
又は胎盤血管系だけを循環した灌流液の滲出液を収集することによって灌流を容易にする
ように、胎盤静脈及び動脈に当該管を接続することができる。タンクは、タンク内部の大
気圧を制御するポンプに接続されたポートをも含む。具体例において、1つのポンプを使
用して、灌流液を胎盤(胎児)血管系に送り込み、第2のポンプを使用して、胎盤に対する
大気圧を制御して、例えば、灌流液の収集を支援する、又は胎盤がインビボで行われる場
合に胎盤に対する自然圧に類似する圧力を加える。
【０１７９】
　灌流の準備に際して、好ましくは、臍帯動脈及び臍帯静脈が胎盤の最高点に位置するよ
うに胎盤を配向(例えば懸濁)させる。灌流液、例えば本発明の幹細胞収集組成物を胎盤血
管系、又は胎盤血管系及び周囲の組織に流すことによって胎盤を灌流することができる。
灌流溶液を臍帯血管のいずれかに任意の組合せで流すことができる。灌流溶液を胎盤血管
系のいずれかの方向に流すことができる(すなわち、灌流溶液を胎盤動脈又は胎盤静脈に
灌流し、或いは胎盤動脈若しくは胎盤静脈から、又は胎盤組織からの滲出液から収集する
ことができる)。一実施態様において、図1に示されるように臍帯動脈及び臍帯静脈を、フ
レキシブルコネクタを通じて灌流溶液の液溜に接続されたピペットに同時に接続する。灌
流溶液を臍帯動脈及び動脈に流す。灌流溶液は、血管の壁から出て、且つ/又は血管の壁
を流れて、胎盤の周囲の組織に流入し、妊娠中に母体の子宮に結合した胎盤の表面から好
適な開放容器で収集される。臍帯開口を通じて灌流溶液を導入し、母体子宮壁と接した胎
盤の壁の開口から流出又は滲出させることができる。別の実施態様において、灌流溶液を
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臍帯静脈に流し、臍帯動脈から収集し、或いは臍帯動脈に流し、臍帯静脈から収集する。
【０１８０】
　一実施態様において、基部の臍帯を灌流中に固定し、より好ましくは、臍帯を胎盤へ挿
入する4～5cm(センチメートル)以内に固定する。
　放血過程中の哺乳類胎盤からの灌流液、例えば本発明の幹細胞収集組成物の第1の収集
は、一般には、臍帯血及び/又は胎盤血の残留赤血球で着色される。灌流液は、灌流が進
行し、残留臍帯血細胞が胎盤から洗い流されるに従って無色になる。最初に胎盤を放血す
るのに一般に30から100ml(ミリリットル)の灌流液が十分であるが、観察された結果に応
じて、より多い、又はより少ない灌流液を使用できる。
【０１８１】
　胎盤幹細胞を収集するのに使用される灌流液の容量は、収集される幹細胞の数、胎盤の
大きさ、単一の胎盤から行われる収集の回数等に応じて異なっていてもよい。様々な実施
態様において、灌流液の容量は、50mLから5000mL、50mLから4000mL、50mLから3000mL、10
0mLから2000mL、250mLから2000mL、500mLから2000mL又は750mLから2000mLであってもよい
。典型的には、放血に続いて、胎盤を700～800mLの灌流液で灌流する。本発明では任意の
哺乳類胎盤の灌流が想定されたため、胎盤を少なくとも又は多くとも1.0mL、2.0mL、3.0m
L、4.0mL、5.0mL、6.0mL、7.0mL、8.0mL、9.0mL、10mL、15mL、20mL、25mL、30mL、35mL
、40mL、45mL、50mL、55mL、60mL、65mL、70mL、75mL、80mL、85mL 90mL、95mL、100mL、
200mL、300mL、400mL、500mL 600mL、700mL、800mL、900mL、1000mL、1500mL、2000mL、2
500mL、3000mL、3500mL、4000mL、4500mL、5000mL、5500mL、6000mL、6500mL、7000mL、7
500mL、8000mL、8500mL、9000mL、9500mL又は10,000mLの灌流液で灌流して、胎盤誘導幹
細胞を収集することができる。
【０１８２】
　器官、例えば胎盤を、数時間又は数日間にわたって複数回灌流することができる。器官
を複数回灌流する場合には、それを容器又は他の好適な容器において無菌条件下で維持又
は培養し、抗凝血剤(例えば、ヘパリン、ワルファリンナトリウム、クマリン、ビスヒド
ロキシクマリン、クエン酸塩、クエン酸リン酸デキストロースアデニン(CPDA-1))を含む
又は含まない、且つ/又は抗菌剤(例えば、ストレプトマイシン(例えば40～100μg/ml)、
ペニシリン(例えば40U/ml)、アムホテリシンB(例えば0.5μg/ml)を含む又は含まない、本
発明の幹細胞収集組成物又は標準的な灌流溶液(例えば、リン酸緩衝生理食塩水(「PBS」)
などの通常の食塩水)で灌流することができる。一実施態様において、単離器官、例えば
胎盤を、該器官が灌流及び灌流液の収集前に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1
3、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23又は24時間、或いは2又は3日以上にわたっ
て維持又は培養されるように、灌流液を収集することなく一定時間にわたって維持又は培
養する。灌流器官を1つ以上のさらなる時間、例えば1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23又は24時間以上にわたって維持し、
例えば700～800mLの灌流液で2回目の灌流を行うことができる。器官、例えば胎盤を1、2
、3、4又は5回以上、例えば1、2、3、4、5又は6時間毎に灌流することができる。好まし
い実施態様において、胎盤の灌流及び灌流溶液、例えば幹細胞収集組成物の収集を、回収
有核細胞数が100個/ml未満に低下するまで繰り返す。異なる時点の灌流液を個々にさらに
処理して、細胞、例えば幹細胞の時間依存集団を回収することができる。異なる時点から
の灌流液をプールすることもできる。
【０１８３】
　本明細書に記載されている幹細胞収集組成物の1種以上で胎盤を場合により培養するこ
とができ、幹細胞収集組成物を直ちに収集するのでなく、胎盤誘導幹細胞の収集前の一定
時間にわたって胎盤血管系に残留させる。例えば、一実施態様において、胎盤血管系を満
たすのに十分な幹細胞収集組成物で胎盤を灌流することができ、幹細胞収集組成物は、例
えば、続く幹細胞の収集を容易にすることができる血管拡張剤を含む。別の実施態様にお
いて、例えば1つ以上のプロテアーゼを含む幹細胞収集組成物で胎盤を灌流する。幹細胞
をさらなる灌流によって収集してすぐに、1つ以上のプロテアーゼが胎盤組織の消化を開
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始するのに十分な時間、例えば1～5時間にわたって胎盤を幹細胞収集組成物とともに培養
する。
【０１８４】
　異なる幹細胞収集組成物を使用して、幹細胞を灌流することもできる。例えば、最初に
、血管拡張剤が胎盤血管を拡張するのに十分な時間にわたって、血管拡張剤を含む幹細胞
収集組成物で胎盤を灌流することができる。好ましくは、胎盤血管系を満たすのに必要と
されるだけの幹細胞収集組成物を使用する。上述したように、幹細胞収集前の一定時間に
わたって胎盤を幹細胞収集組成物で場合により培養することができる。次いで、1つ以上
のプロテアーゼを含む第2の幹細胞収集組成物で胎盤を灌流する。プロテアーゼが胎盤組
織の消化を開始するのに十分な時間にわたって、胎盤をこの幹細胞収集組成物とともに一
定時間場合により培養することができる。次いで、胎盤をさらなる幹細胞収集組成物、又
は第3の幹細胞収集組成物、例えば、1つ以上のアポトーシス及び/又は壊死阻害剤を含む
幹細胞収集組成物で灌流することができる。異なる幹細胞収集組成物の他の順次的な組成
物は、当業者であれば容易に理解するであろう。
【０１８５】
　一実施態様において、自発的膣送達(SVD)については、胎盤血管系を本発明の収集組成
物で満たし、胎盤を溶液に浸し(例えば浸漬させ)、例えば、送達の約20から約24時間後に
灌流することによって幹細胞を収集する。別の実施態様において、送達から幹細胞収集ま
での時間の少なくとも一部にわたって、胎盤を収集組成物に浸漬させる。別の実施態様に
おいて、送達から幹細胞収集までの時間の少なくとも一部にわたって、胎盤の血管系を収
集組成物で満たす。別の実施態様において、送達直後から、例えば灌流、酵素消化又は胎
盤組織の培養による幹細胞の収集のときまで、胎盤を(例えば約0℃から約5℃で)冷蔵する
。具体的な実施態様において、幹細胞を送達の約20から約24時間後に冷蔵胎盤から収集す
る。
【０１８６】
　理論に縛られることを望まないが、放血及び十分な時間の胎盤の灌流の後に、胎盤幹細
胞は、胎盤の放血及び灌流微小循環の中に移動すると考えられ、本発明の方法に従って、
好ましくは、灌流により収集容器に流入させることによって収集する。単離された胎盤の
灌流は、残留臍帯血を除去するばかりでなく、酸素を含む適切な栄養分を胎盤に供給する
役割を果たす。好ましくは抗凝血剤を添加せずに、胎盤を培養し、残留臍帯血細胞を除去
するのに使用された類似の溶液で灌流することができる。
【０１８７】
　本発明の方法による灌流は、前記溶液で灌流されていない、或いはそうでない場合は幹
細胞を得るための(例えば組織破壊、例えば酵素消化による)処理が施されていない哺乳類
胎盤から入手可能な数より有意に多い胎盤幹細胞を収集させる。この文脈において、「有
意に多い」とは、少なくとも10%以上多いことを指す。本発明の方法による灌流は、例え
ば、胎盤又はその一部が培養された培地から入手可能な胎盤幹細胞の数より有意に多い胎
盤幹細胞を与える。
【０１８８】
　幹細胞を、1つ以上のプロテアーゼ又は他の組織破壊酵素を含む溶液による灌流によっ
て、例えば胎盤から単離することができる。具体的な実施態様において、胎盤又はその一
部(例えば、羊膜、羊膜及び卵膜、胎盤細葉若しくは小葉、臍帯又は上記部分のいずれか
の組合せ)を25～37℃とし、200mLの培地で1つ以上の組織破壊酵素とともに30分間インキ
ュベートする。灌流液からの細胞を収集し、4℃とし、5mMのEDTA、2mMのジチオスレイト
ール及び2mMのベータ-メルカプトエタノールを含む低温の阻害剤混合物で洗浄する。数分
後に、幹細胞を本発明の低温(例えば4℃)の幹細胞収集組成物で洗浄する。
【０１８９】
(5.2.3 幹細胞の単離、分類及び特徴付け)
　灌流又は酵素消化によって得られた器官、例えば哺乳類胎盤からの細胞をフィコール比
重差遠心(Ficoll gradient centrifugation)によって他の細胞から最初に精製(すなわち
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単離)することができる。当該遠心は、遠心速度等について、任意の標準プロトコルに従
うことができる。一実施態様において、器官、例えば胎盤から収集された細胞を室温で約
10～30分間にわたって約400から約1000×gの遠心によって灌流液から回収する。別の実施
態様において、灌流液を200mlまで濃縮し、例えば、フィコール(Ficoll)、パーコール(Pe
rcoll)又はヘタスターチ(hetastarch)勾配上に緩やかに積層し、22℃にて20分間にわたっ
て例えば約400～3000×gで遠心させ、細胞の低密度界面層をさらなる処理に向けて収集す
る。別の実施態様において、ヘタスターチを胎盤細胞と混合し、重力によって沈降させ、
上澄を除去し、ヘタスターチ及び細胞をさらなる処理に向けて収集する。
【０１９０】
　細胞ペレットを新鮮な幹細胞収集組成物、又は幹細胞維持に好適な培地、例えば、2U/m
lのヘパリン及び2mMのEDTAを含むIMDM無血清培地(GibcoBRL、NY)又はDMEM等に再懸濁させ
ることができる。一実施態様において、灌流又は破壊、例えば酵素消化によって得られた
胎盤細胞を、例えば、DMEM-LG、MCDB-201、(ITS(インシュリン、トランスフェリン、セレ
ニウム)、LA-BSA(リノレン酸-ウシ血清アルブミン)、デキサメタソン、EGF(上皮成長因子
、PDGF(血小板誘導成長因子)及び抗生物質、例えばペニシリン及び/又はストレプトマイ
シンで構成される培地において選択することができる。例えば、Lymphoprep(Nycomed Pha
rma、Oslo、ノルウェー)を製造者推奨手順に従って使用して、全単核細胞断片を単離する
ことができ、単核細胞断片を再懸濁した。幹細胞が再懸濁された幹細胞組成物又は培地は
、好ましくは、幹細胞適合性タンパク質、例えばアルブミン、例えばヒトアルブミンを含
む。
【０１９１】
　本明細書に用いられているように、「幹細胞を単離する」とは、無傷器官、例えば胎盤
において幹細胞に通常対応づけられる細胞の少なくとも50%を除去することを指す。無傷
器官において幹細胞に通常対応づけられる細胞の50%未満を含む細胞集団において、器官
の幹細胞を、それが存在する場合に、器官の他の幹細胞とともに「単離」する。
【０１９２】
　例えば、0.2%のEDTAを含む0.05%トリプシンの溶液(Sigma(ミズーリ州St. Louis))を使
用する差別的トリプシン処理によって、灌流又は消化により得られた胎盤細胞をさらに又
は最初に単離することができる。例えば胎盤から収集された線維芽細胞は、典型的には、
約5分間以内にプラスチック表面から剥離するのに対して、他の接着性集団は、典型的に
は、20～30分より多くのインキュベーションを必要とするため、差別的トリプシン処理が
可能である。トリプシン処理、及びトリプシン中和溶液(TNS、Cambrex)を使用したトリプ
シン中和に続いて、剥離した線維芽細胞を収穫することができる。接着性細胞の単離の一
実施態様において、例えば約5～10×106個の細胞のアリコットをいくつかのT-75フラスコ
、好ましくはフィブロネクチン被覆T75フラスコの各々に配置する。市販の間葉幹細胞成
長培地(MSCGM、Cambrex)で細胞を培養し、組織培養インキュベータ(37℃、5%CO2)に配置
する。10から15日後に、非接着性細胞をPBSで洗浄することによってフラスコから除去す
る。次いで、PBSをMSCGMに代える。好ましくは、様々な接着細胞型の存在、特に、線維芽
細胞の集団の識別及び拡大についてフラスコを毎日調べる。
【０１９３】
　器官、例えば胎盤から収集された細胞の数及び型を、流動細胞計測、細胞保存、免疫細
胞化学(例えば、組織特異的又は細胞マーカ特異的抗体による染色)蛍光活性化細胞保存(F
ACS)、磁気活性化細胞保存(MACS)などの標準的な細胞検出技術を用いて形態の変化及び細
胞表面マーカを測定することによって、光学顕微鏡法又は共焦点顕微鏡法を用いて細胞の
形態を調べることによって、或いはPCR及び遺伝子発現プロファイリングなどの当該技術
分野で良く知られている技術を用いて遺伝子発現の変化を測定することによって、容易に
監視することができる。胎盤細胞、特に、フィコール分離、差次接着又は双方の組合せに
よって単離された細胞を、蛍光活性化細胞分類機(FACS)を使用して、分類することができ
る。蛍光活性化細胞分類(FACS)は、粒子の蛍光特性に基づいて、細胞を含む粒子を分離す
るための良く知られている方法である(Kamarch、1987、Methods Enzymol、151:150-165)
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。個々の粒子における蛍光成分のレーザ励起は、混合物からの正及び負粒子の電磁分離を
可能にする小さな電荷をもたらす。一実施態様において、細胞表面マーカ特異的抗体又は
リガンドを異なる蛍光標識で標識する。細胞を細胞分類機で処理して、使用される抗体に
対するそれらの結合能力に基づく細胞の分離を可能にする。FACS分類粒子を96ウェル又は
384ウェルプレートの個々のウェルに直接付着させて、分離及びクローン化を容易にする
。
【０１９４】
　1つの分類スキームにおいて、胎盤の幹細胞を図4に示されるマーカAC133、CD34、CD38
、CD90、CDl17、HLA-DR、CDlO、CD4、CD71、CD38、CD45及びCD61の発現に基づいて分類す
る。別の実施態様において、胎盤の細胞は、マーカCD200及び/又はHLA-Gのそれらの発現
に基づき、一実施態様において、これらのマーカのいずれかを示す細胞をさらなる使用に
向けて単離する。具体的な実施態様において、例えばCD200及び/又はHLA-Gを発現する細
胞をCD73又はCD105のそれらの発現、或いは抗体SH2、SH3若しくはSH4によって認識された
エピトープ、或いはCD34、CD38若しくはCD45の発現の欠如に基づいてさらに分類すること
ができる。例えば、一実施態様において、胎盤細胞をCD200、HLA-G、CD73、CD105、CD34
、CD38及びCD45のそれらの発現又はその欠如によって分類し、CD200+、HLA-G+、CD73+、C
D105+、CD34-、CD38-及びCD45-である胎盤細胞をさらなる使用に向けて他の胎盤細胞から
単離する。
【０１９５】
　別の実施態様において、磁気ビーズを使用して、細胞を分離することができる。磁気活
性化細胞分類(MACS)技術、すなわち磁気ビーズ(直径0.5～100μm)を結合するそれらの能
力に基づいて粒子を分離する方法を用いて、細胞を分類することができる。特定の細胞表
面分子又はヘパリンを特異的に認識する抗体の共有結合付加を含む様々な有用な修飾を磁
気微小球に対して行うことができる。次いで、ビーズを細胞と混合して、結合を可能にす
る。次いで、細胞を磁場に通して、特異的細胞表面マーカを有する細胞を分離する。一実
施態様において、次いでこれらの細胞を単離し、さらなる細胞表面マーカに対する抗体に
結合された磁気ビーズと再混合することができる。細胞を再び磁場に通し、両方の抗体に
結合した細胞を単離する。次いで、当該細胞を、クローン単離用マイクロタイタ皿のよう
な個別の皿内に希釈することができる。
【０１９６】
　胎盤細胞、例えば胎盤幹細胞を細胞形態及び成長特性に基づいて特徴づけ、且つ/又は
分類することができる。例えば、胎盤細胞を、培養において玉石又は線維芽の外観を有す
るものとして特徴づけ、且つ/又はそれに基づいて選択することができる。胎盤細胞を、
例えば、それらが胚様体を形成する能力があるか否かで特徴づけ、且つ/又はそれに基づ
いて選択することができる。一実施態様において、例えば、線維芽形状であり、CD73及び
CD105を発現し、培養で1つ以上の胚様体を生成する胎盤細胞を他の胎盤細胞から単離する
。別の実施態様において、培養で1つ以上の胚様体を生成するOCT-4+胎盤細胞を他の胎盤
細胞から分離する。
【０１９７】
　別の実施態様において、コロニー形成単位アッセイによって胎盤幹細胞の識別及び特徴
付けを行うことができる。Mesen Cult(商標)培地(Stem Cell Technologies, Inc.、Vanco
uver British Columbia)などのコロニー形成単位アッセイは、当該技術分野で広く知られ
ている。
　トリパンブルー排除アッセイ、二酢酸フルオレセイン消費アッセイ、(生存度を評価す
るための)ヨウ化プロピジウム消費アッセイ;及びチミジン消費アッセイ、(増殖を評価す
るための)MIT細胞増殖アッセイなどの当該技術分野で知られている標準的な技術を用いて
、幹細胞、例えば胎盤幹細胞の生存度、増殖潜在性及び寿命を評価することができる。培
養延長で二倍になる集団の最大数を測定すること等の当該技術分多で良く知られている方
法によって寿命を判断することができる。
【０１９８】
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(5.2.4 幹細胞保存)
　他の実施態様において、胎盤から収集された細胞を後の使用に向けて凍結保存する。幹
細胞のような細胞の凍結保存方法は、例えば、Huらの文献(2000年12月7日に公開されたWO
 00/73421)のように当該技術分野で良く知られている。
【０１９９】
(5.2.5 幹細胞集団の潜在力の評価)
　本明細書に記載されている胎盤誘導幹細胞集団、又は胎盤誘導幹細胞を含む単離細胞の
集団を、コロニー形成単位アッセイを用いて、潜在力、すなわち生存細胞の数について評
価することができる。好ましい実施態様において、コロニー形成単位アッセイを用いて、
胎盤の初期灌流液に含まれる胎盤幹細胞集団の潜在力、又は胎盤組織の初期酵素消化を評
価する。培養で少なくとも1回、5回、10回又は20回以上継代された胎盤誘導幹細胞集団、
又は胎盤誘導幹細胞を含む単離胎盤細胞の集団に対してコロニー形成単位アッセイを行う
こともできる。任意の標準的なコロニー形成単位アッセイ、例えば、StemCell Technolog
ies, Inc.が提供するコロニー形性アッセイを用いることができる。当該アッセイは、例
えばMESENCULT(商標)培地(Stem Cell Technologies, Inc.、Vancouver British Columbia
)を使用してもよい。
【０２００】
　コロニー形成単位アッセイを胎盤誘導幹細胞の個々の集団(例えば灌流液又は消化液の
個々の単位)、又は胎盤誘導幹細胞を含む単離胎盤細胞の集団に対して行い、集団の潜在
力を評価することができる。例えば、コロニー形成単位アッセイを単独、又は生存度試験
のような他の試験とともに用いて、胎盤誘導細胞の集団における有用な細胞の数を測定す
ることができる。典型的には、コロニー形性単位アッセイを集団の小サンプル細胞に対し
て行い、その結果を残りの集団に外挿する。
【０２０１】
　上述のコロニー形成単位アッセイを用いて、幹細胞収集組成物の様々な配合物の効果を
評価することができる。すなわち、変化する環境下での幹細胞収集を改善する、又は幹細
胞収集に最適な幹細胞収集配合物を識別することができる。当該環境としては、例えば、
幹細胞収集の前に胎盤を入手する、輸送する、培養する、又は扱う方法;幹細胞収集方法
、胎盤収集から幹細胞収集までの時間、及び幹細胞収集の一部としての、又はその前の胎
盤培養工程の存否等を挙げることができる。一実施態様において、例えば、本発明は、胎
盤誘導幹細胞集団、又は胎盤誘導幹細胞を含む単離胎盤細胞の集団の潜在力を評価する方
法であって、前記集団と幹細胞収集組成物とを接触させること;コロニー形成単位アッセ
イで前記集団によって生成されたコロニー形成単位の数を測定することを含み、前記コロ
ニー形成単位の数が、該集団の潜在力であるか、又はそれに相関する、前記方法を提供す
る。具体的な実施態様において、コロニー形成単位の数を対照と比較することができる。
例えば、対照は、特定数の胎盤誘導幹細胞に対して想定されるコロニー形成単位の絶対数
、例えば潜在力の基準であり得る。別の例において、対照は、第2の幹細胞収集配合物と
接触された同等数の胎盤誘導幹細胞によって生成されたコロニー形成単位の数であり得る
。本例において、該方法は、より多くの生存する胎盤誘導幹細胞を保存又は生成するのに
どちらがより良好であるかを評価するために2つの異なる配合物を比較することを可能に
する。別の具体的な実施態様において、対照は、胎盤を分娩場所から幹細胞収集場所に輸
送する特定の方法の下で入手可能なコロニー形成単位の数又は平均数である。別の具体的
な実施態様において、前記対照は、幹細胞収集場所で胎盤を扱う特定の方法の下で入手可
能なコロニー形成単位の数である。
【０２０２】
　別の実施態様において、本発明は、胎盤誘導幹細胞集団、又は胎盤誘導幹細胞を含む単
離胎盤細胞の集団を保存するための幹細胞収集組成物を選択する方法であって、いくつか
の胎盤誘導幹細胞を含む第1の集団と、第1の幹細胞収集組成物とを接触させることであっ
て、前記第1の集団は、コロニー形成単位アッセイで第1の数のコロニー形成単位を生成す
ること、前記数の胎盤誘導幹細胞を含む第2の集団と、第2の幹細胞収集組成物とを接触さ
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せることであって、前記第2の集団は、コロニー形成単位アッセイで第2の数のコロニー形
成単位を生成すること、コロニー形成単位の第1の数をコロニー形成単位の前記第2の数と
比較すること、前記第1の数又は前記第2の数のいずれか大きい方を選択することを含む、
前記方法を提供する。
【０２０３】
(5.3 幹細胞保存)
　別の態様において、本発明は、幹細胞の集団を保存するための組成物及び方法を提供す
る。本発明は、集団が、単離幹細胞の集団であるか、単離及び収集の過程の前又は最中の
器官又は組織におけるインサイツの幹細胞の集団であるかにかかわらず、幹細胞の集団の
保存を包括する。例えば、本発明の方法及び組成物を用いて、例えば、胎盤が輸送されて
いる、又は胎盤幹細胞を単離及び収集する処理を待っている間に、単離胎盤幹細胞の集団
又は胎盤における胎盤幹細胞の集団を保存することができる。
【０２０４】
　本発明は、アポトーシス阻害剤及び酸素担持ペルフルオロカーボン、例えば、上記セク
ション5.1.5に記載されているペルフルオロカーボンを含む幹細胞収集組成物を使用して
幹細胞の集団を保存する方法をさらに提供する。一実施態様において、本発明は、幹細胞
の集団を保存する方法であって、前記幹細胞の集団とアポトーシス阻害剤及び酸素担持ペ
ルフルオロカーボンとを接触させることを含み、前記アポトーシス阻害剤は、アポトーシ
ス阻害剤と接触していない幹細胞の集団と比較して、幹細胞の集団におけるアポトーシス
を低減又は防止するのに十分な量及び時間で存在する方法を提供する。具体的な実施態様
において、前記アポトーシス阻害剤は、カスパーゼ阻害剤である。別の具体的な実施態様
において、前記アポトーシス阻害剤は、JNK阻害剤、例えば、上記セクション5.1.2.2に記
載されているJNK阻害剤である。より具体的な実施態様において、前記JNK阻害剤は、前記
幹細胞の分化又は増殖を調節させない。別の実施態様において、前記幹細胞収集組成物は
、前記アポトーシス阻害剤及び前記酸素担持ペルフルオロカーボンを個別の相に含む。別
の実施態様において、前記幹細胞収集組成物は、前記アポトーシス阻害剤及び前記酸素担
持ペルフルオロカーボンをエマルジョンに含む。別の実施態様において、幹細胞収集組成
物は、乳化剤、例えばレシチンをさらに含む。別の実施態様において、前記アポトーシス
阻害剤及び前記ペルフルオロカーボンは、幹細胞との接触時に約0℃から約25℃である。
別のより具体的な実施態様において、前記アポトーシス阻害剤及び前記ペルフルオロカー
ボンは、幹細胞との接触時に約2℃から約10℃又は約2℃から約5℃である。別のより具体
的な実施態様において、前記接触は、前記幹細胞の集団の輸送中に行われる。別のより具
体的な実施態様において、前記接触は、前記幹細胞の集団の凍結及び解凍中に行われる。
【０２０５】
　別の実施態様において、本発明は、幹細胞の集団を保存する方法であって、前記幹細胞
の集団又は幹細胞を含む器官(例えば胎盤)と、アポトーシス阻害剤及び器官保存化合物と
接触させることを含み、前記アポトーシス阻害剤は、アポトーシス阻害剤と接触していな
い幹細胞の集団と比較して、幹細胞の集団におけるアポトーシスを低減又は防止するのに
十分な量及び時間で存在する方法を提供する。具体的な実施態様において、器官保存化合
物は、UW溶液(米国特許第4,798,824号に記載;ViaSpanとしても知られる;Southardらの文
献、Transplantation 49(2):251-257(1990)も参照されたい)又はSternらの文献、米国特
許第5,552,267号に記載の溶液である。別の実施態様において、前記器官保存化合物は、
ヒドロキシエチルデンプン、ラクトビオン酸、ラフィノース、又はそれらの組合せである
。別の実施態様において、幹細胞収集組成物は、酸素担持ペルフルオロカーボンを二相又
はエマルジョンとしてさらに含む。
【０２０６】
　該方法の別の実施態様において、灌流中に、前記幹細胞と、アポトーシス阻害剤及び酸
素担持ペルフルオロカーボンを含む前記幹細胞収集組成物、器官保存化合物、又はそれら
の組合せとを接触させる。別の実施態様において、前記幹細胞を組織分離の過程中に接触
させる。別の実施態様において、灌流による収集後、又は組織破壊、例えば酵素消化によ
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る収集後に前記幹細胞と前記幹細胞収集組成物とを接触させる。
【０２０７】
　典型的には、胎盤細胞の収集、濃縮及び単離中に、低酸素及び機械的応力による細胞応
力を最小限にする、又は排除することが望ましい。したがって、該方法の別の実施態様に
おいて、前記保存中の72時間未満の時間にわたって、収集、濃縮又は単離中に幹細胞又は
幹細胞の集団を低酸素条件に曝し、低酸素条件は、正常な血液酸素濃度未満の酸素濃度で
ある。より具体的な実施態様において、前記幹細胞の集団を前記保存中に48時間未満の時
間にわたって前記低酸素条件に曝す。別のより具体的な実施態様において、収集、濃縮又
は単離中に、前記幹細胞の集団を、24時間未満、又は12、6若しくは2時間未満の時間にわ
たって前記低酸素条件に曝すか、或いは低酸素条件に曝さない。別の具体的な実施態様に
おいて、前記幹細胞の集団を収集、濃縮又は単離中に、剪断応力に曝さない。
【０２０８】
(5.4 胎盤の処理)
　一般に、ヒト胎盤は、出産後の娩出後まもなく回収される。好ましい実施態様において
、胎盤は、同意後、及び患者の完全な身体歴が取られ、胎盤に対応づけられた後に患者か
ら回収される。好ましくは、身体歴は、分娩後も継続される。当該身体歴を用いて、胎盤
又はそこから収穫された幹細胞の後の使用を調整することができる。例えば、胎盤に対応
づけられる乳児、又は乳児の両親、兄弟若しくは他の親類に対する個別化医療のために、
身体歴に照らし合わせて、ヒト胎盤幹細胞を使用することができる。
【０２０９】
　胎盤幹細胞の回収の前に、臍帯血及び胎盤血を除去する。一定の実施態様において、分
娩後、胎盤における臍帯血を回収する。胎盤に従来の臍帯血回収処理を施すことができる
。典型的には、重力を利用しながらニードル又はカニューレを使用して、胎盤を放血する
(Andersonの文献、米国特許第5,372,581号;Hesselらの文献、米国特許第5,415,665号)。
ニードル又はカニューレを臍帯静脈に通常挿入し、臍帯血を胎盤から抜くのを助けるため
に胎盤を静かにマッサージすることができる。当該臍帯血回収を商業的に得ることができ
る(例えば、LifeBank Inc.、Cedar Knolls, N. J.、ViaCord、Cord Blood Registry及びC
ryocell)。好ましくは、臍帯血回収中の組織破壊が最小限になるように、さらに操作する
ことなく胎盤を重力放血する。一定の実施態様において、臍帯血回収前に基部の臍帯を胎
盤への挿入の好ましくは4～5cm(センチメートル)以内に固定する。他の実施態様において
、臍帯血回収の後で胎盤のさらなる処理の前に、基部の臍帯を固定する。
【０２１０】
　典型的には、例えば灌流又は組織分離による臍帯血の回収及び幹細胞の収集のために、
胎盤を分娩室又は出産室から別の場所、例えば実験室に輸送する。一実施態様において、
好ましくは、胎盤を固定された基部臍帯とともに無菌のプラスチック袋に入れ、次いでそ
れを断熱容器に入れることによって、胎盤を無菌の断熱輸送デバイス(胎盤の温度を20～2
8℃に維持する)で輸送する。別の実施態様において、その全体が参照により本明細書に組
み込まれている、2005年9月19日に出願された米国係属特許出願第11/230,760号に実質的
に記載されている臍帯血収集キットで胎盤を輸送する。好ましくは、分娩の4から24時間
後に胎盤を実験室に送達する。
【０２１１】
　胎盤を、幹細胞収集前に、無菌条件下及び室温又は5℃から25℃(摂氏)の温度で保存す
ることができる。胎盤を灌流して、残留する臍帯血を除去する前に、48時間を超える時間
及び/又は例えば4から24時間にわたって胎盤を保存することができる。好ましくは、胎盤
を5℃から25℃(摂氏)の温度で抗凝血溶液中に保存する。好適な抗凝血溶液は、当該技術
分野で良く知られている。例えば、ヘパリン又はワルファリンナトリウムの溶液を使用す
ることができる。好ましい実施態様において、抗凝血溶液は、ヘパリンの溶液(1:1000溶
液中1%w/w)を含む。好ましくは、放血された胎盤を、胎盤幹細胞を収集する前に、36時間
以下の時間にわたって保存する。
【０２１２】
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　胎盤が幹細胞収集を待っている間に、胎盤収集から幹細胞収集までの時間の少なくとも
一部にわたって、胎盤と、1つ以上の酸素担持ペルフルオロカーボンを含む溶液とを接触
させることができる(例えば分娩室から幹細胞収集場所)。好ましくは、胎盤収集から幹細
胞収集までの時間の大部分にわたって、胎盤と酸素担持ペルフルオロカーボンとの接触を
維持する。胎盤収集から幹細胞収集までの時間の少なくとも一部にわたって、胎盤と、1
つ以上の酸素担持ペルフルオロカーボン及び1つ以上の器官保存媒体(例えばUW溶液;上記
セクション5.3参照)を含む組成物とを接触させることができる。
【０２１３】
(5.5 胎盤幹細胞)
　本発明の方法に従って得ることができる胎盤幹細胞は、多能性及び多分化能性細胞、胚
性幹細胞の1つ以上の特性を有する幹細胞、並びに委任前駆細胞を含む。
　臍帯血及び胎盤血は、主としてCD34+CD38+造血前駆細胞を含む。放血並びに実質的にす
べての胎盤及び臍帯血の除去から最初の24時間以内に、臍帯血又は骨髄に見いだすことが
できる数に相関するCD34+CD38-造血前駆細胞をCD34-CD38+造血前駆細胞とともに胎盤から
単離することができる。例えば、組織培養基質に対する差次接着によって、CD34-CD38-細
胞を胎盤から単離することもできる(例えば米国特許第7,045,148号参照)。
【０２１４】
　好ましい実施態様において、本発明の方法によって得られた胎盤幹細胞は、生存する静
止状態の多分化能性又は多能性幹細胞である。
　少なくとも1つのヒト胎盤幹細胞類は、発達段階で未処理である。例えば、当該幹細胞
は、SSEA3-(段階に特異的な胚性抗原3)、SSEA4-、OCT-4+(幹細胞転写因子)及びABC-p+(AT
P結合カセット(ABC)輸送タンパク質)、すなわち発達段階で未処理であることを示すマー
カである。具体的な実施態様において、幹細胞は、非胚性で、SSEA3-SSEA4-OCT-4+ABC-p+

である。別の実施態様において、ヒト胎盤幹細胞は、MHCクラス2抗原を発現しない。別の
実施態様において、当該幹細胞は、内胚葉、外胚葉又は中胚葉細胞に分化することが可能
である。
【０２１５】
　一実施態様において、本発明の方法によって得られた胎盤幹細胞をOCT-4及びABC-pマー
カの存在によって識別することができる。さらに、本発明は、CD10、CD29、CD44、CD54、
CD90、CD105(SH2)、CD73(SH3、SH4)、OCT-4及びABC-pマーカを示す、又はCD34、CD38、CD
45、SSEA3又はSSEA4マーカが欠如した、若しくは当該マーカを示さない胎盤幹細胞の収集
を包括する。具体的な実施態様において、胎盤幹細胞は、CD10+、CD29+、CD34-、CD38- C
D44+、CD45-、CD54+、CD73+、CD90+、CD105+、SSEA3-、SSEA4-、OCT-4+及びABC-p+である
。別の具体的な実施態様において、胎盤幹細胞は、CD200+及びHLA-G+である。別の具体的
な実施態様において、胎盤幹細胞は、CD73+、CD105+及びCD200+である。別の具体的な実
施態様において、胎盤幹細胞は、CD200+及びOCT-4+である。別の具体的な実施態様におい
て、胎盤幹細胞は、CD73+及びCD105+であり、胎盤幹細胞を含む単離胎盤細胞の集団は、
胚様体の形成を可能にする条件下で胚様体を形成する。別の具体的な実施態様において、
胎盤幹細胞は、CD73+、CD105+及びHLA-G+である。別の具体的な実施態様において、胎盤
幹細胞は、OCT-4+であり、胚様体の形成を可能にする条件下で胚様体を形成する。
【０２１６】
　当該細胞表面マーカを当該技術分野で良く知られている方法、例えば流動細胞計測によ
り慣例的に検出した後に、洗浄し、抗細胞表面マーカ抗体で染色する。例えば、CD34又は
CD38の存在を確認するために、細胞をPBSで洗浄し、次いで抗CD-34フィコエリスリン及び
抗CD-38イソチオシアン酸フルオレセインで二重染色することができる(Becton Dickinson
、カリフォルニア州Mountain View)。
【０２１７】
　本発明の方法及び組成物によって収集できる胎盤幹細胞を、体の組織又は器官が、幹細
胞又は前駆細胞集団などの所望の細胞集団の差込、移植又は注入によって増強、修復又は
交換される広範な治療プロトコルに使用することができる。本発明の胎盤幹細胞を使用し
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て、既存の組織を交換又は増強し、新しい組織又は改変組織を導入し、或いは生体組織又
は構造体を接合することができる。胚性幹細胞が典型的に使用される治療プロトコルにお
いて、本発明の胎盤幹細胞を胚性幹細胞と取り換えることもできる。
【０２１８】
(6. 実施例)
(6.1 実施例1:幹細胞収集組成物)
　以下の実施例では、幹細胞収集組成物の処方について記載する。他の実施態様は、当業
者にとって明らかになるであろう。
 (6.1.1 アポトーシス阻害剤及びプロテアーゼを含む組成物)
　0.9%のNaCl、最終濃度が50～100μMのカスパーゼ阻害剤Ac-Val-Ala-Asp-CHO及び最終濃
度が約0.25%のトリプシン-EDTAを含む灌流溶液を調製する。
　実施例1に示された改質クレブス溶液、最終濃度が50～100μMのカスパーゼ阻害剤Ac-Va
l-Ala-Asp-CHO及び最終濃度が約0.25%のトリプシン-EDTAを含む灌流溶液を調製する。
　実施例1に示されたDMEMベースの溶液、最終濃度が50～100μMのカスパーゼ阻害剤Ac-Va
l-Ala-Asp-CHO及び最終濃度が約0.25%のトリプシン-EDTAを含む灌流溶液を調製する。
【０２１９】
(6.1.2 アポトーシス阻害剤の組合せ及びプロテアーゼを含む組成物)
　0.9%のNaCl、最終濃度が50～100μMのカスパーゼ阻害剤Ac-Val-Ala-Asp-CHO、最終濃度
が約0.25%のトリプシン-EDTA及び以下の構造の1つを有するJNK阻害剤を含む灌流溶液を調
製する。
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【化７４】

(JNK阻害剤は、約0.5μMから約10μMの濃度で存在する)。
【０２２０】
　実施例1に示されたDMEMベースの溶液、最終濃度が50～100μMのカスパーゼ阻害剤Ac-Va
l-Ala-Asp-CHO、本実施例で上記に示されたJNK阻害剤及び最終濃度が約0.25%のトリプシ
ン-EDTAを含む灌流溶液を調製する。
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　実施例1に示された改質クレブス溶液、最終濃度が50～100μMのカスパーゼ阻害剤Ac-Va
l-Ala-Asp-CHO、本実施例の上記に示されたJNK阻害剤及び最終濃度が約0.25%のトリプシ
ン-EDTAを含む灌流溶液を調製する。
【０２２１】
(6.1.3　JNK阻害剤及びプロテアーゼの組合せを含む組成物)
　0.9%のNaCl;最終濃度が約1.0mg/mLのエラスターゼ、最終濃度が約1.0mg/mLのコラゲナ
ーゼI、最終濃度が約0.5mg/mLのコラゲナーゼIV及び最終濃度が約0.1mg/mlのジスパーゼ
を含むプロテアーゼのカクテル;並びに以下の構造の1つを有するJNK阻害剤を含む灌流溶
液を調製する。
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【化７５】

(JNK阻害剤は、約0.5μMから約10μMの濃度で存在する)。
【０２２２】
　実施例1に示されたDMEMベースの溶液;最終濃度が約1.0mg/mLのエラスターゼ、最終濃度
が約1.0mg/mLのコラゲナーゼI、最終濃度が約0.5mg/mLのコラゲナーゼIV及び最終濃度が
約0.1mg/mlのジスパーゼを含むプロテアーゼのカクテル;並びに本実施例の上記に示され
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たJNK阻害剤を含む灌流溶液を調製する。
　実施例1に示された改質クレブス溶液;最終濃度が約1.0mg/mLのエラスターゼ、最終濃度
が約1.0mg/mLのコラゲナーゼI、最終濃度が約0.5mg/mLのコラゲナーゼIV及び最終濃度が
約0.1mg/mlのジスパーゼを含むプロテアーゼのカクテル;並びに本実施例の上記に示され
たJNK阻害剤を含む灌流溶液を調製する。
【０２２３】
(6.1.4 JNK阻害剤の組合せ及び酵素の組合せを含む組成物)
　0.9%のNaCl;最終濃度が約1.0mg/mLのエラスターゼ、最終濃度が約1.0mg/mLのコラゲナ
ーゼI、最終濃度が約0.5mg/mLのコラゲナーゼIV、最終濃度が約0.1mg/mlのジスパーゼ及
び濃度が約0.1から約10.0mg/mLのヒアルロニダーゼを含むプロテアーゼのカクテル;並び
に以下の構造の1つ以上を有する2つ以上のJNK阻害剤を含む灌流溶液を調製する。
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【化７６】

(JNK阻害剤は、約0.5μMから約10μMの濃度で存在する)。
【０２２４】
　実施例1に示されたDMEMベースの溶液;最終濃度が約1.0mg/mLのエラスターゼ、最終濃度
が約1.0mg/mLのコラゲナーゼI、最終濃度が約0.5mg/mLのコラゲナーゼIV、最終濃度が約0
.1mg/mlのジスパーゼ及び濃度が約0.1から約10.0mg/mLのヒアルロニダーゼを含むプロテ
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アーゼのカクテル;並びに本実施例の上記に示されたJNK阻害剤の2つ以上を含む灌流溶液
を調製する。
【０２２５】
　実施例1に示された改質クレブス溶液;最終濃度が約1.0mg/mLのエラスターゼ、最終濃度
が約1.0mg/mLのコラゲナーゼI、最終濃度が約0.5mg/mLのコラゲナーゼIV、最終濃度が約0
.1mg/mlのジスパーゼ及び濃度が約0.1から約10.0mg/mLのヒアルロニダーゼを含むプロテ
アーゼのカクテル;並びに本実施例の上記に示されたJNK阻害剤の2つ以上を含む灌流溶液
を調製する。
【０２２６】
(6.1.5 JNK阻害剤、プロテアーゼ及び血管拡張剤を含む組成物)
　0.9%のNaCl;最終濃度が約0.25%のトリプシン-EDTA;濃度が約0.15mMから約6mMの血管拡
張剤としての硫酸マグネシウム;及び以下の構造の1つを有するJNK阻害剤を含む灌流溶液
を調製する。
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【化７７】

(JNK阻害剤は、約0.5μMから約10μMの濃度で存在する)。
【０２２７】
　実施例1に示されたDMEMベースの溶液;最終濃度が約0.25%のトリプシン-EDTA;濃度が約0
.15mMから約6mMの血管拡張剤としての硫酸マグネシウム;及び本実施例の上記に示されたJ
NK阻害剤を含む灌流溶液を調製する。



(103) JP 2009-521931 A 2009.6.11

　　実施例1に示された改質クレブス溶液;最終濃度が約0.25%のトリプシン-EDTA;濃度が
約0.15mMから約6mMの血管拡張剤としての硫酸マグネシウム;及び本実施例の上記に示され
たJNK阻害剤を含む灌流溶液を調製する。
【０２２８】
(6.1.6　JNK阻害剤、プロテアーゼ及び抗壊死剤を含む組成物)
　0.9%のNaCl;最終濃度が約0.25%のトリプシン-EDTA;濃度が約0.5μMから約100.0μMの2-
(1H-インドール-3-イル)-3-ペンチルアミノ-マレイミド;及び以下の構造の1つを有するJN
K阻害剤を含む灌流溶液を調製する。
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【化７８】

(JNK阻害剤は、約0.5μMから約10.0μMの濃度で存在する)。
【０２２９】
　実施例1に示されたDMEMベースの溶液;最終濃度が約0.25%のトリプシン-EDTA;濃度が0.5
μMから約100.0μMの2-(1H-インドール-3-イル)-3-ペンチルアミノ-マレイミド;及び本実
施例の上記に示されたJNK阻害剤を含む灌流溶液を調製する。
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　実施例1に示された改質クレブス溶液;最終濃度が約0.25%のトリプシン-EDTA;濃度が0.5
μMから約100.0μMの2-(1H-インドール-3-イル)-3-ペンチルアミノ-マレイミド;及び本実
施例の上記に示されたJNK阻害剤を含む灌流溶液を調製する。
【０２３０】
(6.1.7　JNK阻害剤、プロテアーゼ及び酸素担持ペルフルオロカーボンを含む組成物)
　0.9%のNaCl;最終濃度が0.25%のトリプシン-EDTA;及び以下の構造の1つを有するJNK阻害
剤を含む灌流溶液を調製する。
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【化７９】

(JNK阻害剤は、約0.5μMから約10.0μMの濃度で存在する)。該溶液は、50%～100%(重量/
容量)の臭化ペルフルオロオクチル、臭化ペルフルオロオクチルの容量の約10%の臭化ペル
フルオロデシル及び約4%(重量/容量)の乳化剤としてのレシチンをも含む。該溶液を使用
前に乳化する。
【０２３１】
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　0.9%のNaClの代わりに実施例1に示されたDMEMベースの溶液を含むことを除いては上記
の通りの灌流溶液を調製する。0.9%のNaClの代わりに実施例1に示された改質クレブス溶
液を含むことを除いては上記の通りの灌流溶液を調製する。
(6.2 実施例2:胎盤幹細胞の培養)
　胎盤幹細胞を灌流又は物理的破壊、例えば酵素消化によって産後の哺乳類胎盤から得る
。60% DMEM-LG(Gibco)、40%のMCDB-201(Sigma)、2%のウシ胎児血清(FCS)(Hyclone Labora
tories)、1×インシュリン-トランスフェリン-セレニウム(ITS)、1×レノレン酸-ウシ血
清アルブミン(LA-BSA)、10-9Mのデキサメタソン(Sigma)、10-4Mのアスコルビン酸、2-リ
ン酸(Sigma)、上皮成長因子(EGF)10ng/ml(R&D Systems)、血小板誘導成長因(PDGF-BB)10n
g/ml(R&D Systems)及び100Uペニシリン/1000Uストレプトマイシンを含む培地で細胞を培
養する。
【０２３２】
　細胞を培養する培養フラスコを以下のように準備する。5ng/mlのヒトFN(Sigma F0895)
を含有する5mlのPBSをフラスコに加えることによってT75フラスコにフィブロネクチン(FN
)をコートする。FN溶液を含むフラスコを37℃で30分間放置する。次いで、FN溶液を細胞
培養前に除去する。処理後にフラスコを乾燥させる必要はない。或いは、培養前にフラス
コを4℃で一晩以上FN溶液と接触させ、フラスコを加温し、FN溶液を除去する。
【０２３３】
(灌流によって単離された胎盤幹細胞)
　胎盤灌流液からの胎盤細胞の培養物を以下のように確立する。フィコール勾配からの細
胞を、15ml培地中50～100×106個/フラスコの密度で、上記のように準備したFNコートT75
フラスコに接種する。典型的には、5～10個のフラスコに接種する。フラスコを37℃で12
～18時間インキュベートして、接着性細胞の接着を可能にする。懸濁液中の細胞を除去す
るために10mlの加温PBSを各フラスコに加え、静かに混合する。次いで、15mlの培地を除
去し、15mlの新鮮な培地と取り換える。培養の開始から3～4日後にすべての培地を交換す
る。次の培地交換を実施し、その間、50%又は7.5mlの培地を除去する。
【０２３４】
　開始から約12日目に、培養物を顕微鏡で確認して、接着性細胞コロニーの成長を調べる
。細胞培養物が約80%コンフルエントになったとき、典型的には培養の開始の13から18日
後に、接着性細胞をトリプシン消化によって収穫する。これらの一次培養物から収穫され
た細胞を継代0(ゼロ)と呼ぶ。
【０２３５】
(酵素消化によって単離された胎盤幹細胞)
　消化胎盤組織から胎盤幹細胞培養物を以下のように確立する。母胎側面を上にして、灌
流胎盤を無菌の紙シートに配置する。胎盤の母胎側面上の約0.5cmの表面層を刃で擦り取
り、その刃を使用して、約1×2×1cmの胎盤組織塊を除去する。次いで、この胎盤組織を
約1cm3の片に切断する。これらの片を50mlファルコン管に収集し、37℃の水浴中で、コラ
ゲナーゼIA(2mg/ml、Sigma)で30分間消化した後、トリプシン-EDTA(0.25%、GIBCO BRL)で
10分間消化する。得られた溶液を室温にて10分間にわたって400gで遠心し、消化溶液を除
去する。ペレットをPBSで約10容量に再懸濁し(例えば、5mlペレットを45mlのPBSで再懸濁
する)、管を室温にて10分間400gで遠心する。組織/細胞ペレットを約130mlの培地に再懸
濁し、細胞をフィブロネクチンコートT-75フラスコ毎に13mlずつ接種する。細胞を5%CO2
を含む加湿雰囲気により37℃でインキュベートする。胎盤幹細胞をこの段階で場合により
凍結保存する。
【０２３６】
(胎盤幹細胞の二次培養及び拡大)
　凍結保存した細胞を37℃水浴中で素早く解凍する。胎盤幹細胞をクライオバイアルから
10mlの加温培地とともに除去し、15mlの無菌管に移す。細胞を室温にて5分間にわたって
約400×gで遠心する。細胞をピペットで10mlの加温培地に静かに再懸濁させ、トリパンブ
ルー排除により生存細胞数を測定する。次いで、上記のように準備したFNコートフラスコ
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に細胞を約6000～7000個/cm2の割合で接種する(T-75フラスコ毎に約5×105個)。細胞を37
℃、CO25%及び湿度90%の条件でインキュベートする。細胞が75～85%コンフルエントに達
すると、消費培地のすべてを無菌状態でフラスコから除去し、廃棄する。3mlのトリプシ
ン/EDTA溶液(0.25%)を添加して、細胞層を被覆し、細胞を37℃、5％のCO2及び湿度90%の
条件で5分間インキュベートする。フラスコを1回又は2回軽くたたいて、細胞の剥離を促
す。95%を超える細胞をまとめ、剥離されると、7mlの加温培地を各T-75フラスコに加え、
その溶液をピペットで細胞層表面に数回散布する。
【０２３７】
　上記のように細胞を計数し、生存度を測定した後に、細胞を室温にて5分間にわたって1
000RPMで遠心する。培地を含む1つのT-75フラスコから細胞ペレットを静かに再懸濁し、
細胞を2つのFNコートT-75フラスコに均等にプレーティングすることによって、細胞を継
代する。
【０２３８】
上記方法を用いて、CD105、CD117、CD33、CD73、CD29、CD44、CD10、CD90及びCD133マー
カを発現する接着性胎盤幹細胞の集団を識別する。この細胞集団は、CD34又はCD45を発現
しなかった。これらの胎盤幹細胞のすべてでなく、いくつかはHLA-ABC及び/又はHLA-DRを
発現した。
【０２３９】
(実施例3:胎盤幹細胞の分化)
(6.3.1 ニューロンへの分化の誘発)
　胎盤幹細胞のニューロン分化を例えば以下のように遂行することができる。
　1.DMEM/20%FBS及び1mMのベータ-メルカプトエタノールからなる前誘発培地にて胎盤幹
細胞を24時間成長させる。
　2.前誘発培地を除去し、細胞をPBSで洗浄する。
　3.DMEM及び1～10mMのベータメルカプトエタノールからなるニューロン誘発培地を細胞
に添加する。或いは、DMEM/2%DMSO/200μMブチル化ヒドロキシアニソールからなる誘発培
地を使用してもよい。
　4.一定の実施態様において、無血清培地及びベータメルカプトエタノールとの接触から
60分後には形態変化及び分子変化が生じ得る。RT/PCRを使用して、例えば神経成長因子受
容体及び神経細線維重鎖遺伝子の発現を評価することができる。
【０２４０】
(6.3.2 脂肪細胞への分化の誘発)
　胎盤幹細胞の脂肪生成を例えば以下のように遂行することができる。
　1. 胎盤幹細胞を15%臍帯血清が補充されたMSCGM(Cambrex)又はDMEMで成長させる。
　2. 誘発/維持の3つのサイクルを用いる。各サイクルは、胎盤幹細胞に脂肪生成誘発培
地(Cambrex)を供給すること、及び細胞を(37℃、5%CO2で)3日間にわたって培養した後に
、脂肪生成維持培地(Cambrex)で1～3日間培養することからなる。使用できる代替的な誘
発培地は、1μMのデキサメタソン、0.2mMのインドメタシン、0.01mg/mlのインシュリン、
0.5mMのIBMX、DMEM高グルコース、FBS及び抗生物質を含む。
　3. 3つの誘発/維持の完全なサイクルの後、2～3日毎に培地を交換しながら、細胞を脂
肪生成維持培地でさらに7日間培養する。
　4. 脂肪生成の証拠は、親油性染色オイルレッドOを使用して容易に観察できる多数の細
胞室内脂質小胞の発生である。リパーゼ及び/又は脂肪酸結合タンパク質遺伝子の発現を
、脂肪細胞への分化を開始した胎盤幹細胞におけるRT/PCRによって確認する。
【０２４１】
(6.3.3 軟骨細胞への分化の誘発)
　胎盤幹細胞の軟骨形性分化を例えば以下のように遂行することができる。
　1. 胎盤幹細胞を15%臍帯血清が補充されたMSCGM(Cambrex)又はDMEMに維持する。
　2. 胎盤幹細胞を無菌ポリプロピレン管に分取する。細胞を(150×g、5分間)遠心し、不
完全軟骨形性培地(Cambrex)で2回洗浄する。
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　3. 最後の洗浄後に、0.01μg/mlのTGF-ベータ-3を含む完全軟骨形性培地(Cambrex)に細
胞を5×10(5)細胞/mlの濃度で再懸濁する。
　4. 0.5mlの細胞を15mlのポリプロピレン培養管に分取する。細胞を150×gで5分間ペレ
ット化する。ペレットを培地にそのまま放置する。
　5. 粗密閉管を37℃、5%CO2で24時間インキュベートする。
　6. 新たに調製された完全軟骨形性培地を2～3日毎に細胞ペレットに供給する。
　7. 低速渦流を用いて毎日撹拌することによってペレットの培地への懸濁を維持する。
　8. 14～28日の培養後に軟骨形性細胞ペレットを収穫する。
　9. 軟骨形性を例えば好酸球基質の生成の観察、細胞形態の評価及び/又はコラーゲン2
及びコラーゲン9遺伝子発現のRT/PCR確認によって特徴づける。
【０２４２】
(6.3.4 骨細胞への分化の誘発)
　骨形性分化を例えば以下のように遂行することができる。
　1. 胎盤幹細胞の接着性培養物を15%臍帯血清が補充されたMSCGM(Cambrex)又はDMEMで培
養する。
　2. 培養物を組織培養フラスコで24時間培養する。
　3. MSCGMを、0.1μMのデキサメタソン、0.05mMのアスコルビン酸-2-ホスフェート、10m
Mのベータグリセロホスフェートを含む骨形性誘発培地(Cambrex)と取り換えることによっ
て骨形性分化を誘発する。
　4. 骨形性誘発培地を2～3週間にわたって3～4日間毎に細胞に供給する。
　5. カルシウム特異的染料及びRT/PCRを使用して、分化をアルカリホスファターゼ及び
オステオポンチン遺伝子発現についてアッセイする。
【０２４３】
(6.3.5 膵臓細胞への分化の誘発)
　膵臓分化を例えば以下のように遂行することができる。
　1. 胎盤幹細胞を塩基性線維芽細胞成長因子(10ng/ml)、ニコチンアミド(10mM)、B27(1X
)、N2(1X)及び形質転換成長因子ベータ1(2ng/ml)が補充されたDMEM/20%CBSで培養する。C
BSの代わりにノックアウト血清置換を用いることができる。
　2. ネスチン陽性ニューロン細胞培養物の調整培地を50/50濃度で培地に添加する。
　3. 3～4日毎に再供給しながら、細胞を14～28日にわたって培養する。
　4. RT/PCRによるインシュリンタンパク質又はインシュリン遺伝子発現について検定す
ることによって分化を特徴づける。
【０２４４】
(6.3.6 心臓細胞への分化の誘発)
　筋原(心原)分化を例えば以下のように遂行することができる。
　1. 胎盤幹細胞をレチノイン酸(1μM);塩基性線維芽細胞成長因子(10ng/ml);及び形質転
換成長因子ベータ-1(2ng/ml);及び上皮成長因子(100ng/ml)が補充されたDMEM/20%CBSで培
養する。CBSの代わりにノックアウト血清置換(Invitrogen、Carlsbad、カリフォルニア)
を用いることができる。
　2. 或いは、胎盤幹細胞を50ng/mlのカルジオトロピン-1が補充されたDMEM/20%CBSで24
時間培養する。
　3. 或いは、胎盤幹細胞を無タンパク質培地に5～7日間維持し、次いでヒト心筋抽出物
で刺激する(増減投与分析)。心筋抽出物は、1gmのヒト心筋を1%の臍帯血清が補充された1
%HEPES緩衝液にホモジナイズすることによって製造される。懸濁物を60分間インキュベー
トし、次いで遠心し、上澄を回収する。
　4. 3～4日毎に再供給しながら、細胞を10～14日間培養する。
　5. RT/PCRにより心臓アクチン遺伝子発現を実証することによって分化を確認する。
【０２４５】
　本発明は、本明細書に記載されている具体的な実施態様によってその範囲が限定される
ものではない。実際、本明細書に記載されているもの以外の本発明の様々な変更が、先述
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の説明から当業者にとって明らかになるであろう。当該変更は、添付の請求項の範囲内に
含まれることを意図する。
　本明細書に引用されているすべての参考文献は、各々の刊行物、特許又は特許出願が、
あらゆる目的のために具体的且つ個別的にその全体が参照により組み込まれていることを
示すように、その全体が参照により、且つあらゆる目的のために同程度に本明細書に組み
込まれている。
　任意の刊行物の引用は、出願日前のその開示を目的としており、本発明が、先行発明の
効力により当該刊行物に先行する権利がないことを認めるものとして捉えられるべきでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【０２４６】
【図１】胎盤を灌流し、次いで灌流液を収集するための胎盤の血管及び動脈のカニューレ
挿入の断面図である。
【図２ａ】放血及び灌流胎盤の収集、固定、灌流、収集及び保存を示す概略図である。
【図２ｂ】放血及び灌流胎盤の収集、固定、灌流、収集及び保存を示す概略図である。
【図２ｃ】放血及び灌流胎盤の収集、固定、灌流、収集及び保存を示す概略図である。
【図２ｄ】放血及び灌流胎盤の収集、固定、灌流、収集及び保存を示す概略図である。
【図２ｅ】放血及び灌流胎盤の収集、固定、灌流、収集及び保存を示す概略図である。
【図３】バイオリアクターとしての使用のためのデバイスにおける灌流胎盤の断面概略図
である。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図２Ｄ】 【図２Ｅ】
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【国際調査報告】



(114) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40



(115) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40



(116) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40



(117) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40



(118) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

20

30

40



(119) JP 2009-521931 A 2009.6.11

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,L
A,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE
,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  モハマド　ヘイダラン
            アメリカ合衆国　０７９２８　ニュージャージー州　クハトハム　オルモント　ロード　８８
(72)発明者  ウォルフガング　ホフガルトネル
            アメリカ合衆国　１０６０５　ニューヨーク州　ウヒテ　プラインス　デルルウォオド　ロード　
            １１
Ｆターム(参考) 4B065 AA90X AC20  BD39  CA44 
　　　　 　　  4C081 AB00  BA12  BA13  CD34 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

