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(57)【要約】
　細胞効力を評価するための方法が本明細書で提供され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞効力を評価するための方法であって、
　（ｉ）細胞の集団を得るステップ；
　（ｉｉ）一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性が最小化さ
れる期間にわたり当該細胞を培養するステップ；および
　（ｉｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用す
るマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、方法。
【請求項２】
　細胞効力を評価するための方法であって、
　（ｉ）細胞の集団を得るステップ；
　（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；および
　（ｉｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用す
るマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、方法。
【請求項３】
　細胞効力を評価するための方法であって、
　（ｉ）細胞の集団を得るステップ；
　（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；および
　（ｉｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が、プロスタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）を
産生するかどうかを決定するステップを含み、ＰＧＥ２の発現は当該細胞の効力のサロゲ
ートである、方法。
【請求項４】
　細胞効力を評価するための方法であって、
　（ｉ）細胞の集団を得るステップ；
　（ｉｉ）一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性が最小化さ
れる期間にわたり当該細胞を培養するステップ；
　（ｉｉｉ）当該細胞中で一または複数の遺伝子の産生を誘導することが可能な一または
複数の薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養するステップ；および
　（ｉｖ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用する
マーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、方法。
【請求項５】
　細胞効力を評価するための方法であって、
　（ｉ）細胞の集団を得るステップ；
　（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；
　（ｉｉｉ）当該細胞中で一または複数の遺伝子の産生を誘導することが可能な一または
複数の薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養するステップ；および
　（ｉｖ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用する
マーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、方法。
【請求項６】
　細胞効力を評価するための方法であって、
　（ｉ）細胞の集団を得るステップ；
　（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；
　（ｉｉｉ）当該細胞によるプロスタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）の産生を誘導すること
が可能な薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養するステップ；および
　（ｉｖ）アッセイを実行して、当該細胞がＰＧＥ２を産生するかどうかを決定するステ
ップを含み、ＰＧＥ２の発現は当該細胞の効力のサロゲートである、方法。
【請求項７】
　前記細胞によるＰＧＥ２の産生を誘導することが可能な薬剤が、インターロイキン－１
（ＩＬ－１）ベータである、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
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　前記細胞の集団が、細胞療法として使用するのに好適である、請求項１～７のうちいず
れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記細胞の集団が、間葉幹細胞、骨髄由来間葉幹細胞（ＢＭ－ＭＳＣ）、組織培養プラ
スチック接着性ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋胎盤幹細胞、胚幹
細胞、胚性生殖細胞、誘導多能性幹細胞、間葉幹細胞、骨髄由来間葉幹細胞、骨髄由来間
葉系間質細胞、組織プラスチック接着性胎盤幹細胞（ＰＤＡＣ）、臍帯幹細胞、羊水幹細
胞、羊膜由来接着細胞（ＡＭＤＡＣ）、骨形成性胎盤接着細胞（ＯＰＡＣ）、脂肪幹細胞
、辺縁幹細胞、歯髄幹細胞、筋原細胞、内皮前駆細胞、ニューロン幹細胞、脱落歯由来幹
細胞、毛包幹細胞、皮膚幹細胞、単為生殖由来幹細胞、再プログラム化幹細胞、羊膜由来
接着細胞、またはサイドポピュレーション幹細胞を含む、請求項１～８のうちいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記細胞が、ヒト細胞である、請求項１～８のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記細胞の集団が、胎盤幹細胞を含む、請求項１～８のうちいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記胎盤細胞が、組織培養プラスチックに接着し、フローサイトメトリーにより検出可
能な、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋およびＣＤ２００＋である、請求項１１に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記細胞の集団が、以前に低温保存された細胞のロットから得られる、請求項１～１２
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記細胞数における変動性が最小化される期間が、２４時間より長い、請求項１または
４に記載の方法。
【請求項１５】
　前記細胞数における変動性が最小化される期間が、４８時間であるかまたは約４８時間
である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記細胞数における変動性が最小化される期間が、約３０時間、約３６時間、約４２時
間、約４８時間、約５４時間、約６０時間、または約６６時間である、請求項１４に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記細胞数における変動性が最小化される期間が、３０時間から３６時間の間、３６時
間から４２時間の間、４２時間から４８時間の間、４８時間から５４時間の間、５４時間
から６０時間の間、または６０時間から６６時間の間である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記細胞の集団中の前記細胞の効力のサロゲートとして作用する前記マーカーが、前記
細胞の免疫抑制活性と相関する、請求項１～１７のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記細胞の集団中の前記細胞の効力のサロゲートとして作用する前記マーカーが、ＰＧ
Ｅ２である、請求項１、２、４、５、または７～１８のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記細胞の集団中の前記細胞の効力のサロゲートとして作用する前記マーカーが、ＡＮ
Ｇ、ＥＧＦ、ＥＮＡ－７８、ＦＧＦ２、フォリスタチン、Ｇ－ＣＳＦ、ＧＲＯ、ＨＧＦ、
ＩＬ－６、ＩＬ－８、レプチン、ＭＣＰ－１、ＭＣＰ－３、ＰＤＧＦＢ、ＰＬＧＦ、Ｒａ
ｎｔｅｓ、ＴＧＦＢ１、トロンボポエチン、ＴＩＭＰ１、ＴＩＭＰ２、ｕＰＡＲ、ＶＥＧ
Ｆ、ＶＥＧＦＤ、アンジオポエチン－１、アンジオポエチン－２、ＰＥＣＡＭ－１（ＣＤ
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３１；血小板内皮細胞接着分子）、ラミニンおよび／またはフィブロネクチンである、請
求項１～１８のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記細胞効力のサロゲートとして作用するマーカーが、ＥＬＩＳＡによって検出される
、請求項１～２０のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記細胞効力のサロゲートとして作用するマーカーが、ＭｕｌｉｔｐｌｅｘＢｅａｄア
ッセイによって検出される、請求項１～２０のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記細胞効力のサロゲートとして作用するマーカーが、遺伝子発現を測定するアッセイ
によって検出される、請求項１～２０のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記遺伝子発現を測定するアッセイが、ＲＴ－ＰＣＲである、請求項２３に記載の方法
。
【請求項２５】
　前記細胞培養からの馴化培地の収集をさらに含む、請求項１～２４のうちいずれか１項
に記載の方法。
【請求項２６】
　前記細胞が前記細胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生する場合、元の
培養されていない細胞の集団が、ヒト対象への投与に好適な細胞のロットに分割される、
請求項１～２５のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ロットが、低温保存される、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記細胞の集団が、細胞のロットに由来する、請求項１～２５のうちいずれか１項に記
載の方法。
【請求項２９】
　細胞の前記ロットが、低温保存される、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記細胞が前記細胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生する場合、前記
ロット由来の細胞が、対象に投与される、請求項２８または２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記対象が、ヒトである、請求項３０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年９月２９日付けで出願された米国仮特許出願第６２／２３４，４
０４号の優先権の利益を主張するものであり、その内容は、その全体が本明細書に組み入
れられる。
【０００２】
１．分野
　細胞効力を評価するための方法が本明細書で提供される。
【背景技術】
【０００３】
２．背景
　細胞療法は、多様な治療指示のなかでも新しく期待に満ちた処置様式の１つである。細
胞療法で使用される細胞の効力を評価するための、正確で再現性のある適切なアッセイが
、品質管理目的のために、例えば、細胞をベースとする治療目的の製品の安定性および一
貫性を確実にするために重要である。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国公開特許第２０１０／０１２４５６９号
【特許文献２】米国公開特許第２０１０／００４７２１４号
【特許文献３】米国特許第８，２６３，０６５号
【特許文献４】米国特許第８，９２６，９６４号
【特許文献５】国際特許出願公開ＷＯ２０１４／０２８４５３号
【特許文献６】国際特許出願公開ＷＯ２０１４／１２３８７９号
【特許文献７】米国特許第７，３１１，９０４号
【特許文献８】米国特許第７，３１１，９０５号
【特許文献９】米国特許第７，４６８，２７６号
【特許文献１０】米国特許公開公報第２００７／０２７５３６２号
【特許文献１１】米国特許公開公報第２００７／０１９００４２号
【特許文献１２】米国特許第５，３７２，５８１号
【特許文献１３】米国特許第５，４１５，６６５号
【特許文献１４】米国特許第７，１４７，６２６号
【特許文献１５】米国特許第７，０４５，１４８号
【特許文献１６】米国特許第７，２５５，７２９号
【特許文献１７】米国特許公開公報第２００４／００４８７９６号
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】ボスティアン（Ｂｏｓｔｉａｎ）およびベッツ（Ｂｅｔｔｓ），Ｂｉｏ
ｃｈｅｍ．Ｊ．，１７３，７８７，（１９７８）
【非特許文献２】カマーチ（Ｋａｍａｒｃｈ），１９８７，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｅｎｚｙｍ
ｏｌ，１５１：１５０－１６５
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
３．概要
　細胞効力を評価するための方法、例えば、細胞の調製物（例えば、治療用途を意図した
細胞のロットに属する細胞の調製物）における細胞の効力を評価するための方法が本明細
書で提供される。本明細書で提供される方法は、細胞効力を評価する前に、当業界で使用
される標準的な細胞効力アッセイと比較して増加した細胞培養時間、例えば回復時間を利
用する。このような増加した細胞培養時間を取り入れることは、同じ細胞ロットから採取
した細胞の調製物、加えて同じ細胞型を含むが異なる細胞ロットから採取した細胞の調製
物にわたり、アッセイの信頼性の増加および変動性の減少をもたらすことが決定されてい
る。
【０００７】
　具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞の集
団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団を、
一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性が最小化される期間に
わたり培養するステップ；および（ｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効
力のサロゲートとして作用するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、
方法が本明細書で提供される。
【０００８】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変
動性が最小化される期間にわたり当該細胞を培養するステップ；および（ｉｉｉ）アッセ
イを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生す
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るかどうかを決定するステップを含む、方法が本明細書で提供される。
【０００９】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を約４８時間培養するステップ；および（ｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細
胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを
含む、方法が本明細書で提供される。
【００１０】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；および（ｉｉｉ）ア
ッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産
生するかどうかを決定するステップを含む、方法が本明細書で提供される。
【００１１】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を約４８時間培養するステップ；および（ｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が、プロ
スタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）を産生するかどうかを決定するステップを含み、ＰＧＥ
２の発現は当該細胞の効力のサロゲートである、方法が本明細書で提供される。
【００１２】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；および（ｉｉｉ）ア
ッセイを実行して、当該細胞が、プロスタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）を産生するかどう
かを決定するステップを含み、ＰＧＥ２の発現は当該細胞の効力のサロゲートである、方
法が本明細書で提供される。
【００１３】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性が最小化される期
間にわたり培養するステップ；（ｉｉ）当該細胞中で一または複数の遺伝子の産生を誘導
することが可能な一または複数の薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養して、例え
ば当該細胞による一または複数のタンパク質の産生の増加をもたらすステップ；および（
ｉｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用するマ
ーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、方法が本明細書で提供される。
【００１４】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変
動性が最小化される期間にわたり当該細胞を培養するステップ；（ｉｉｉ）当該細胞中で
一または複数の遺伝子の産生を誘導することが可能な一または複数の薬剤を含む培地中で
、当該細胞をさらに培養して、例えば当該細胞による一または複数のタンパク質の産生の
増加をもたらすステップ；および（ｉｖ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効
力のサロゲートとして作用するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、
方法が本明細書で提供される。
【００１５】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を約４８時間培養して得るステップ；（ｉｉ）当該細胞中で一または複数の遺伝子の産生
を誘導することが可能な一または複数の薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養して
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、例えば当該細胞による一または複数のタンパク質の産生の増加をもたらすステップ；お
よび（ｉｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用
するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、方法が本明細書で提供され
る。
【００１６】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；（ｉｉｉ）当該細胞
中で一または複数の遺伝子の産生を誘導することが可能な一または複数の薬剤を含む培地
中で、当該細胞をさらに培養して、例えば当該細胞による一または複数のタンパク質の産
生の増加をもたらすステップ；および（ｉｖ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞
の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含
む、方法が本明細書で提供される。
【００１７】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を約４８時間培養するステップ；（ｉｉ）当該細胞によるＰＧＥの産生を誘導することが
可能な薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養するステップ；および（ｉｉｉ）アッ
セイを実行して、当該細胞がＰＧＥ２を産生するかどうかを決定するステップを含み、Ｐ
ＧＥ２の発現は当該細胞の効力のサロゲートである、方法が本明細書で提供される。具体
的な実施形態において、前記細胞によるＰＧＥ２の産生を誘導することが可能な薬剤は、
インターロイキン－１（ＩＬ－１）ベータである。
【００１８】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；（ｉｉｉ）当該細胞
によるＰＧＥの産生を誘導することが可能な薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養
するステップ；および（ｉｖ）アッセイを実行して、当該細胞がＰＧＥ２を産生するかど
うかを決定するステップを含み、ＰＧＥ２の発現は当該細胞の効力のサロゲートである、
方法が本明細書で提供される。具体的な実施形態において、前記細胞によるＰＧＥ２の産
生を誘導することが可能な薬剤は、インターロイキン－１（ＩＬ－１）ベータである。
【００１９】
　本明細書に記載される細胞効力を評価するための方法は、あらゆる細胞型、例えば、治
療剤としての使用が意図された／それに好適なあらゆる細胞型を使用して行うことができ
る。本明細書に記載される方法で使用できる例示的な細胞型としては、これらに限定され
ないが、間葉幹細胞、骨髄由来間葉幹細胞（ＢＭ－ＭＳＣ）、組織培養プラスチック接着
性ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋胎盤幹細胞、胚幹細胞、胚性生
殖細胞、誘導多能性幹細胞、間葉幹細胞、骨髄由来間葉幹細胞、骨髄由来間葉系間質細胞
、組織プラスチック接着性胎盤幹細胞（ＰＤＡＣ）、臍帯幹細胞、羊水幹細胞、羊膜由来
接着細胞（ＡＭＤＡＣ）（特許文献１を参照）、骨形成性胎盤接着細胞（ＯＰＡＣ）（特
許文献２を参照）、脂肪幹細胞、辺縁幹細胞（ｌｉｍｂａｌ　ｓｔｅｍ　ｃｅｌｌ）、歯
髄幹細胞、筋原細胞、内皮前駆細胞、ニューロン幹細胞、脱落歯由来幹細胞、毛包幹細胞
、皮膚幹細胞、単為生殖由来幹細胞、再プログラム化幹細胞、羊膜由来接着細胞、サイド
ポピュレーション幹細胞；およびナチュラルキラー細胞、例えば、特許文献３および特許
文献４または特許文献５および特許文献６に記載されるナチュラルキラー細胞が挙げられ
る。
【００２０】
　具体的な実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞は、胎盤細胞
、例えば胎盤幹細胞である。具体的な実施形態において、本明細書に記載される方法で使
用される胎盤細胞は、組織培養プラスチックに接着し、例えばフローサイトメトリーによ
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り検出可能な、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋およびＣＤ２００＋である。本明
細書で提供される方法で使用することができる胎盤細胞のさらなる特徴は、セクション５
．１に記載されている。
【００２１】
　ある特定の実施形態において、本明細書で提供される方法で使用される細胞は、以前に
調製された細胞のロットに由来する。ある特定の実施形態において、本明細書で提供され
る方法で使用される細胞が以前に調製された細胞のロットに由来する場合、前記細胞は、
本方法で使用する前に、保存されている、例えば低温保存されている。ある特定の実施形
態において、本明細書で提供される方法で使用される細胞が以前に調製された細胞のロッ
トに由来する場合、前記細胞は、本方法で使用する前に、保存されていない、例えば低温
保存されていない。
【００２２】
　具体的な実施形態において、細胞数における変動性が最小化される、本明細書で提供さ
れる方法で使用される期間は、２４時間より長い。別の具体的な実施形態において、細胞
数における変動性が最小化される、本明細書で提供される方法で使用される期間は、４８
時間であるかまたは約４８時間である。別の具体的な実施形態において、細胞数における
変動性が最小化される、本明細書で提供される方法で使用される期間は、６５時間である
かまたは約６５時間である。ある特定の実施形態において、細胞数における変動性が最小
化される、本明細書で提供される方法で使用される期間は、約３０時間、約３６時間、約
４２時間、約４８時間、約５４時間、約６０時間、または約６６時間である。ある特定の
実施形態において、細胞数における変動性が最小化される、本明細書で提供される方法で
使用される期間は、３０時間から３６時間の間、３６時間から４２時間の間、４２時間か
ら４８時間の間、４８時間から５４時間の間、５４時間から６０時間の間、または６０時
間から６６時間の間である。
【００２３】
　ある特定の実施形態において、前記細胞の集団中の前記細胞の効力のサロゲートとして
作用する前記マーカーは、本明細書に記載される方法を使用して効力が評価される細胞の
作用機序（ＭＯＡ）と相関する。ある特定の実施形態において、前記細胞の集団中の前記
細胞の効力のサロゲートとして作用する前記マーカーは、前記細胞の免疫抑制活性と相関
する。具体的な実施形態において、ＰＧＥ２の発現は、本明細書に記載される方法で使用
される細胞の効力のサロゲートである。別の具体的な実施形態において、以下のタンパク
質（および／またはそれらをコードする遺伝子）：ＡＮＧ、ＥＧＦ、ＥＮＡ－７８、ＦＧ
Ｆ２、フォリスタチン、Ｇ－ＣＳＦ、ＧＲＯ、ＨＧＦ、ＩＬ－６、ＩＬ－８、レプチン、
ＭＣＰ－１、ＭＣＰ－３、ＰＤＧＦＢ、ＰＬＧＦ、Ｒａｎｔｅｓ、ＴＧＦＢ１、トロンボ
ポエチン、ＴＩＭＰ１、ＴＩＭＰ２、ｕＰＡＲ、ＶＥＧＦ、ＶＥＧＦＤ、アンジオポエチ
ン－１、アンジオポエチン－２、ＰＥＣＡＭ－１（ＣＤ３１；血小板内皮細胞接着分子）
、ラミニンおよび／またはフィブロネクチンの一または複数の発現は、本明細書に記載さ
れる方法で使用される細胞の効力のサロゲートである。具体的な実施形態において、前記
細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋およびＣＤ２００＋胎盤幹細胞である（
セクション５．１を参照）。
【００２４】
　細胞効力のサロゲートとして作用するマーカーの検出は、当業界において公知のあらゆ
る方法を使用して達成することができる。具体的な実施形態において、細胞効力のサロゲ
ートとして作用するマーカーは、ＥＬＩＳＡによって検出される。別の具体的な実施形態
において、細胞効力のサロゲートとして作用するマーカーは、ＭｕｌｔｉｐｌｅｘＢｅａ
ｄアッセイの使用によって検出される。別の具体的な実施形態において、細胞効力のサロ
ゲートとして作用するマーカーは、遺伝子発現を測定するアッセイ、例えばＲＴ－ＰＣＲ
を使用して検出される。
【００２５】
　ある特定の実施形態において、細胞効力のサロゲートを検出する方法は、細胞培養から



(9) JP 2018-533370 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

の馴化培地の収集、例えば、回復時間後の細胞培養からの培地の収集、および／または細
胞中で一または複数の遺伝子の産生を誘導することが可能な一または複数の薬剤を含む培
地中で細胞をさらに培養した後の、細胞培養からの培地の収集を必要とする。
【００２６】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞は、接着細
胞である。本明細書に記載される方法におけるこのような細胞を培養するステップは、例
えば、組織培養プレート、例えば、６－、２４－、４８－、または９６－ウェルの組織培
養プレートを使用して達成することができる。具体的な実施形態において、４８－ウェル
の組織培養プレートは、本明細書に記載される方法で接着細胞を培養するのに使用される
。
【００２７】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞は、非接着
細胞である。本明細書に記載される方法におけるこのような細胞を培養するステップは、
例えば組織培養プレート、例えば６－、２４－、４８－または９６－ウェルの組織培養プ
レートを使用して、または細胞を懸濁状態で培養するための当業界において公知のチュー
ブ、フラスコ、および／または他の容器を使用することによって達成することができる。
【００２８】
　ある特定の実施形態において、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数にお
ける変動性が最小化される期間の決定は、定量的に達成される。具体的な実施形態におい
て、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性が最小化される期
間の決定は、所与のタイムポイントで細胞培養物中の細胞を計数すること、および計数さ
れた細胞の数を、異なるタイムポイント、例えば初期または後期のタイムポイントで、同
じ細胞の培養物から計数された細胞の数と比較することによって達成される。別の具体的
な実施形態において、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性
が最小化される期間の決定は、所与のタイムポイントで細胞培養物中の細胞を視覚的に検
査すること、細胞培養物のパーセント密集度を決定すること、および細胞培養物のパーセ
ント密集度を、異なるタイムポイント、例えば初期または後期のタイムポイントで、同じ
細胞の培養物から視覚的に検査された細胞のパーセント密集度と比較することによって達
成される。リアルタイムで細胞培養を視覚的に検査するための方法は、当業界において公
知である。具体的な実施形態において、細胞数における変動性が最小化される期間は、計
数された細胞の量またはパーセント密集度における変動性の減少が、同じ細胞ロットから
採取した細胞の調製物から検出される場合、および／または計数された細胞の量またはパ
ーセント密集度における変動性の減少が、同じ細胞型を含むが異なる細胞ロットから採取
した細胞の調製物から検出される場合に同定される。
【００２９】
　ある特定の実施形態において、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数にお
ける変動性が最小化される期間の決定は、定性的に達成される。具体的な実施形態におい
て、細胞数における変動性が最小化される期間は、同じ細胞ロットから採取した細胞の調
製物から検出されるサロゲートマーカーの量、例えばＰＧＥ２のレベルにおける変動性の
減少が決定される場合、および／または同じ細胞型を含むが異なる細胞ロットから採取し
た細胞の調製物から検出されるサロゲートマーカーの量、例えばＰＧＥ２のレベルにおけ
る変動性の減少が決定される場合、同定される。
【００３０】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞が、当該細
胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生することが決定される場合、元の培
養されていない細胞の集団は、ヒト対象への投与に好適な細胞のロットに分割される。具
体的な実施形態において、ロットは、低温保存される。
【００３１】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞が、当該細
胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生することが決定される場合、その細
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胞の集団に対応する細胞（例えば、細胞の同じロット由来の他の細胞）が、対象、例えば
ヒトに投与される。
【００３２】
３．１　定義
　本明細書で使用される場合、用語「約」は、述べられた数値に対して言及される場合、
述べられていた数値のプラスまたはマイナス１０％以内の値を示す。
【００３３】
　本明細書で使用される場合、用語「～由来（の）」は、何かから単離されているかまた
はそれ以外の方法で精製されていることを意味する。例えば、胎盤由来の接着細胞は、胎
盤から単離されている。用語「～由来（の）」は、組織、例えば胎盤から直接的に単離さ
れた細胞から培養される細胞、および初代単離物から培養または拡張された細胞を包含す
る。
【００３４】
　本明細書で使用される場合、用語「単離された細胞」、例えば、「単離された胎盤細胞
」、「単離された胎盤幹細胞」などは、幹細胞の由来となる組織、例えば胎盤の他の異な
る細胞から実質的に分離されている細胞を意味する。幹細胞に天然に付随する細胞、例え
ば非幹細胞、または異なるマーカープロファイルを提示する幹細胞の少なくとも５０％、
６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、または少なくとも９９％が、例えば幹細胞の
収集および／または培養中に幹細胞から除去される場合、細胞は「単離されている」。
【００３５】
　用語「単離された細胞の集団」は、本明細書で使用される場合、細胞の集団の由来とな
る組織、例えば胎盤の他の細胞から実質的に分離された細胞の集団を意味する。
【００３６】
　本明細書で使用される場合、用語「胎盤細胞」は、初代単離物か、または初代培養後の
継代回数に関係なく培養細胞のいずれかとしての、例えば以下の５．１章に記載されるよ
うに哺乳類胎盤から単離された、または哺乳類胎盤から単離された細胞から培養された、
幹細胞または前駆細胞を指す。しかしながら、ある特定の実施形態において、用語「胎盤
細胞」は、本明細書で使用される場合、栄養膜、栄養膜細胞層、合胞体栄養細胞、血管芽
細胞、血管芽細胞、胚性生殖細胞、胚幹細胞、胚盤胞の内部細胞塊から得られた細胞、ま
たは後期胚の生殖巣堤から得られた細胞、例えば胚性生殖細胞を指さない。
【００３７】
　本明細書で使用される場合、特定のマーカーがバックグラウンドを超えて検出可能であ
る場合、胎盤細胞はそのマーカーに関して「陽性」である。特定のマーカーの検出は、例
えば、抗体の使用、またはマーカーをコードする遺伝子もしくはｍＲＮＡの配列に基づく
オリゴヌクレオチドプローブまたはプライマーのいずれかによって達成することができる
。例えば、ＣＤ７３は胎盤細胞においてバックグラウンドより多い検出可能な量で（例え
ばアイソタイプ対照と比較して）検出可能であるため、胎盤細胞は、例えばＣＤ７３に関
して陽性である。また、マーカーが、細胞を少なくとも１つの他の細胞型から区別するの
に使用できる場合、または細胞によって提示または発現される場合に細胞を選択したりま
たは単離したりするのに使用できる場合、細胞はそのマーカーに関して陽性でもある。例
えば抗体媒介性検出の文脈において、「陽性」は、特定の細胞表面マーカーが存在するこ
とを示す場合、そのマーカーに特異的な抗体、例えば蛍光標識された抗体を使用してマー
カーを検出できることを意味し、「陽性」はまた、例えば血球計算器において、バックグ
ラウンドを超えて検出可能なシグナルを産生する量でマーカーを表示する細胞も指す。例
えば、細胞がＣＤ２００に特異的な抗体で検出可能に標識されており、抗体からのシグナ
ルが、対照（例えば、バックグラウンドまたはアイソタイプ対照）のシグナルより検出可
能に高い場合、細胞は、「ＣＤ２００＋」である。逆に言えば、同じ文脈における「陰性
」は、対照（例えば、バックグラウンドまたはアイソタイプ対照）と比較して、そのマー
カーに特異的な抗体を使用しても細胞表面マーカーが検出可能ではないことを意味する。
例えば、細胞が、対照（例えば、バックグラウンドまたはアイソタイプ対照）より大きい
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程度に、ＣＤ３４に特異的な抗体で再現性よく検出可能に標識されていない場合、細胞は
、「ＣＤ３４－」である。抗体を使用して検出されない、または検出不可能なマーカーは
、類似の方式で、適切な対照を使用して、陽性であるかまたは陰性であるかが決定される
。例えばＲＴ－ＰＣＲ、スロットブロットなどのＲＮＡを検出する方法によって決定され
る場合、細胞または細胞の集団からのＲＮＡで検出されるＯＣＴ－４　ＲＮＡの量が、バ
ックグラウンドより多く検出可能である場合、その細胞または細胞の集団は、ＯＣＴ－４
＋であると決定することができる。本明細書において別段の規定がない限り、表面抗原分
類（「ＣＤ」）マーカーは、抗体を使用して検出される。ある特定の実施形態において、
ＲＴ－ＰＣＲを使用してＯＣＴ－４が検出可能である場合、ＯＣＴ－４が存在すると決定
され、細胞は「ＯＣＴ－４＋」である。
【００３８】
　本明細書で使用される場合、用語「対象」、「患者」、および「個体」は、同義的に使
用することができ、細胞治療の投与が意図されている哺乳動物を指す。具体的な実施形態
において、対象は、ヒトである。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】細胞効力アッセイにおける４８時間の回収培養期間の使用は、２４時間の回収培
養期間とは対照的に、細胞のパーセント密集度によって測定される場合、アッセイ間に加
えてアッセイ内の変動性の改善をもたらすことを実証する図である。２４時間の培養：薄
い灰色の網掛け；各ロット番号の上および「ロット間」グループの上の左のバー。４８時
間の培養：暗い灰色の網掛け；各ロット番号の上および「ロット間」グループの上の右の
バー。
【図２】細胞効力アッセイにおける４８時間の回収培養期間の使用は、２４時間の回収培
養期間とは対照的に、細胞のパーセント密集度によって測定される場合、アッセイ間に加
えてアッセイ内の変動性の改善をもたらすことを実証する図である。２４時間の培養：薄
い灰色の網掛け；各ロット番号の上および「ロット間」グループの上の左のバー。４８時
間の培養：暗い灰色の網掛け；各ロット番号の上および「ロット間」グループの上の右の
バー。
【図３】細胞効力アッセイにおける４８時間の回収培養期間の使用は、２４時間の回収培
養期間とは対照的に、ＰＧＥ２の測定によって決定した場合、変動性の改善をもたらすこ
とを実証し（左のパネル）、さらに、細胞効力アッセイにおける４８時間の回収培養期間
の使用は、２４時間の回収培養期間とは対照的に、細胞のパーセント密集度によって測定
した場合、アッセイ間の変動性の改善をもたらすことを確認する（右のパネル）図である
。２４時間の培養：薄い灰色の網掛け；各ロット番号の上および「ロット間」グループの
上の左のバー。４８時間の培養：暗い灰色の網掛け；各ロット番号の上および「ロット間
」グループの上の右のバー。
【図４】細胞効力アッセイにおける４８時間の回収培養期間の使用は、２４時間の回収培
養期間とは対照的に、アッセイ内の変動性の低減（図４Ａ）およびアッセイ間の変動性の
低減（図４Ｂ）をもたらし、ダイナミックレンジに影響を与えず（図４Ｃ）、統計学的検
出力の増加をもたらす（図４Ｄ）ことを実証する図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
５．詳細な説明
　細胞効力を評価するための方法、例えば、細胞の調製物（例えば、治療用途を意図した
細胞のロットに属する細胞の調製物）における細胞の効力を評価するための方法が本明細
書で提供される。本明細書で提供される方法は、細胞効力を評価する前に、当業界で使用
される標準的な細胞効力アッセイと比較して増加した細胞培養時間、例えば回復時間を利
用する。このような増加した細胞培養時間を取り入れることは、同じ細胞ロットから採取
した細胞の調製物、加えて同じ細胞型を含むが異なる細胞ロットから採取した細胞の調製
物にわたり、アッセイの信頼性の増加および変動性の減少をもたらすことが決定されてい
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る。
【００４１】
　具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞の集
団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団を、
一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性が最小化される期間に
わたり培養するステップ；および（ｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効
力のサロゲートとして作用するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、
方法が本明細書で提供される。
【００４２】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変
動性が最小化される期間にわたり当該細胞を培養するステップ；および（ｉｉｉ）アッセ
イを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生す
るかどうかを決定するステップを含む、方法が本明細書で提供される。
【００４３】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を約４８時間培養するステップ；および（ｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細
胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを
含む、方法が本明細書で提供される。
【００４４】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；および（ｉｉｉ）ア
ッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産
生するかどうかを決定するステップを含む、方法が本明細書で提供される。
【００４５】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を約４８時間培養するステップ；および（ｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が、プロ
スタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）を産生するかどうかを決定するステップを含み、ＰＧＥ
２の発現は当該細胞の効力のサロゲートである、方法が本明細書で提供される。
【００４６】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；および（ｉｉｉ）ア
ッセイを実行して、当該細胞が、プロスタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）を産生するかどう
かを決定するステップを含み、ＰＧＥ２の発現は当該細胞の効力のサロゲートである、方
法が本明細書で提供される。
【００４７】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性が最小化される期
間にわたり培養するステップ；（ｉｉ）当該細胞中で一または複数の遺伝子の産生を誘導
することが可能な一または複数の薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養して、例え
ば当該細胞による一または複数のタンパク質の産生の増加をもたらすステップ；および（
ｉｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用するマ
ーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、方法が本明細書で提供される。
【００４８】
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　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変
動性が最小化される期間にわたり当該細胞を培養するステップ；（ｉｉｉ）当該細胞中で
一または複数の遺伝子の産生を誘導することが可能な一または複数の薬剤を含む培地中で
、当該細胞をさらに培養して、例えば当該細胞による一または複数のタンパク質の産生の
増加をもたらすステップ；および（ｉｖ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効
力のサロゲートとして作用するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、
方法が本明細書で提供される。
【００４９】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を約４８時間培養して得るステップ；（ｉｉ）当該細胞中で一または複数の遺伝子の産生
を誘導することが可能な一または複数の薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養して
、例えば当該細胞による一または複数のタンパク質の産生の増加をもたらすステップ；お
よび（ｉｉｉ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞の効力のサロゲートとして作用
するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含む、方法が本明細書で提供され
る。
【００５０】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；（ｉｉｉ）当該細胞
中で一または複数の遺伝子の産生を誘導することが可能な一または複数の薬剤を含む培地
中で、当該細胞をさらに培養して、例えば当該細胞による一または複数のタンパク質の産
生の増加をもたらすステップ；および（ｉｖ）アッセイを実行して、当該細胞が当該細胞
の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生するかどうかを決定するステップを含
む、方法が本明細書で提供される。
【００５１】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を約４８時間培養するステップ；（ｉｉ）当該細胞によるＰＧＥの産生を誘導することが
可能な薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養するステップ；および（ｉｉｉ）アッ
セイを実行して、当該細胞がＰＧＥ２を産生するかどうかを決定するステップを含み、Ｐ
ＧＥ２の発現は当該細胞の効力のサロゲートである、方法が本明細書で提供される。具体
的な実施形態において、前記細胞によるＰＧＥ２の産生を誘導することが可能な薬剤は、
インターロイキン－１（ＩＬ－１）ベータである。
【００５２】
　別の具体的な実施形態において、細胞効力を評価するための方法であって、（ｉ）細胞
の集団、例えば細胞療法としての使用が意図された／そのような使用に好適な細胞の集団
を得るステップ；（ｉｉ）当該細胞を約４８時間培養するステップ；（ｉｉｉ）当該細胞
によるＰＧＥの産生を誘導することが可能な薬剤を含む培地中で、当該細胞をさらに培養
するステップ；および（ｉｖ）アッセイを実行して、当該細胞がＰＧＥ２を産生するかど
うかを決定するステップを含み、ＰＧＥ２の発現は当該細胞の効力のサロゲートである、
方法が本明細書で提供される。具体的な実施形態において、前記細胞によるＰＧＥ２の産
生を誘導することが可能な薬剤は、インターロイキン－１（ＩＬ－１）ベータである。
【００５３】
　本明細書に記載される細胞効力を評価するための方法は、あらゆる細胞型、例えば、治
療剤としての使用が意図された／それに好適なあらゆる細胞型を使用して行うことができ
る。本明細書に記載される方法で使用できる例示的な細胞型としては、これらに限定され
ないが、間葉幹細胞、骨髄由来間葉幹細胞（ＢＭ－ＭＳＣ）、組織培養プラスチック接着
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性ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋胎盤幹細胞、胚幹細胞、胚性生
殖細胞、誘導多能性幹細胞、間葉幹細胞、骨髄由来間葉幹細胞、骨髄由来間葉系間質細胞
、組織プラスチック接着性胎盤幹細胞（ＰＤＡＣ）、臍帯幹細胞、羊水幹細胞、羊膜由来
接着細胞（ＡＭＤＡＣ）（特許文献１を参照）、骨形成性胎盤接着細胞（ＯＰＡＣ）（特
許文献２を参照）、脂肪幹細胞、辺縁幹細胞、歯髄幹細胞、筋原細胞、内皮前駆細胞、ニ
ューロン幹細胞、脱落歯由来幹細胞、毛包幹細胞、皮膚幹細胞、単為生殖由来幹細胞、再
プログラム化幹細胞、羊膜由来接着細胞、サイドポピュレーション幹細胞；およびナチュ
ラルキラー細胞、例えば、特許文献３および特許文献４または特許文献５および特許文献
６に記載されるナチュラルキラー細胞が挙げられる。
【００５４】
　具体的な実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞は、胎盤細胞
、例えば胎盤幹細胞である。具体的な実施形態において、本明細書に記載される方法で使
用される胎盤細胞は、組織培養プラスチックに接着し、例えばフローサイトメトリーによ
り検出可能な、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋およびＣＤ２００＋である。本明
細書で提供される方法で使用することができる胎盤細胞のさらなる特徴は、セクション５
．１に記載されている。
【００５５】
　ある特定の実施形態において、本明細書で提供される方法で使用される細胞は、以前に
調製された細胞のロットに由来する。ある特定の実施形態において、本明細書で提供され
る方法で使用される細胞が以前に調製された細胞のロットに由来する場合、前記細胞は、
本方法で使用する前に、保存されている、例えば低温保存されている。ある特定の実施形
態において、本明細書で提供される方法で使用される細胞が以前に調製された細胞のロッ
トに由来する場合、前記細胞は、本方法で使用する前に、保存されていない、例えば低温
保存されていない。
【００５６】
　具体的な実施形態において、細胞数における変動性が最小化される、本明細書で提供さ
れる方法で使用される期間は、２４時間より長い。別の具体的な実施形態において、細胞
数における変動性が最小化される、本明細書で提供される方法で使用される期間は、４８
時間であるかまたは約４８時間である。別の具体的な実施形態において、細胞数における
変動性が最小化される、本明細書で提供される方法で使用される期間は、６５時間である
かまたは約６５時間である。ある特定の実施形態において、細胞数における変動性が最小
化される、本明細書で提供される方法で使用される期間は、約３０時間、約３６時間、約
４２時間、約４８時間、約５４時間、約６０時間、または約６６時間である。ある特定の
実施形態において、細胞数における変動性が最小化される、本明細書で提供される方法で
使用される期間は、３０時間から３６時間の間、３６時間から４２時間の間、４２時間か
ら４８時間の間、４８時間から５４時間の間、５４時間から６０時間の間、または６０時
間から６６時間の間である。
【００５７】
　ある特定の実施形態において、細胞の集団中の細胞の効力のサロゲートとして作用する
マーカーは、本明細書に記載される方法を使用して効力が評価される細胞の作用機序（Ｍ
ＯＡ）と相関する。ある特定の実施形態において、細胞の集団中の細胞の効力のサロゲー
トとして作用するマーカーは、細胞の免疫抑制活性と相関する。具体的な実施形態におい
て、ＰＧＥ２の発現は、本明細書に記載される方法で使用される細胞の効力のサロゲート
である。別の具体的な実施形態において、以下のタンパク質（および／またはそれらをコ
ードする遺伝子）：ＡＮＧ、ＥＧＦ、ＥＮＡ－７８、ＦＧＦ２、フォリスタチン、Ｇ－Ｃ
ＳＦ、ＧＲＯ、ＨＧＦ、ＩＬ－６、ＩＬ－８、レプチン、ＭＣＰ－１、ＭＣＰ－３、ＰＤ
ＧＦＢ、ＰＬＧＦ、Ｒａｎｔｅｓ、ＴＧＦＢ１、トロンボポエチン、ＴＩＭＰ１、ＴＩＭ
Ｐ２、ｕＰＡＲ、ＶＥＧＦ、ＶＥＧＦＤ、アンジオポエチン－１、アンジオポエチン－２
、ＰＥＣＡＭ－１（ＣＤ３１；血小板内皮細胞接着分子）、ラミニンおよび／またはフィ
ブロネクチンの一または複数の発現は、本明細書に記載される方法で使用される細胞の効
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力のサロゲートである。具体的な実施形態において、前記細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ１０
＋、ＣＤ１０５＋およびＣＤ２００＋胎盤幹細胞である（セクション５．１を参照）。
【００５８】
　細胞効力のサロゲートとして作用するマーカーの検出は、当業界において公知のあらゆ
る方法を使用して達成することができる。具体的な実施形態において、細胞効力のサロゲ
ートとして作用するマーカーは、ＥＬＩＳＡによって検出される。別の具体的な実施形態
において、細胞効力のサロゲートとして作用するマーカーは、ＭｕｌｔｉｐｌｅｘＢｅａ
ｄアッセイの使用によって検出される。別の具体的な実施形態において、細胞効力のサロ
ゲートとして作用するマーカーは、遺伝子発現を測定するアッセイ、例えばＲＴ－ＰＣＲ
を使用して検出される。
【００５９】
　ある特定の実施形態において、細胞効力のサロゲートを検出する方法は、細胞培養から
の馴化培地の収集、例えば、回復時間後の細胞培養からの培地の収集、および／または細
胞中で一または複数の遺伝子の産生を誘導することが可能な一または複数の薬剤を含む培
地中で細胞をさらに培養した後の、細胞培養からの培地の収集を必要とする。
【００６０】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞は、接着細
胞である。本明細書に記載される方法におけるこのような細胞を培養するステップは、例
えば、組織培養プレート、例えば、６－、２４－、４８－、または９６－ウェルの組織培
養プレートを使用して達成することができる。具体的な実施形態において、４８－ウェル
の組織培養プレートは、本明細書に記載される方法で接着細胞を培養するのに使用される
。
【００６１】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞は、非接着
細胞である。本明細書に記載される方法におけるこのような細胞を培養するステップは、
例えば組織培養プレート、例えば６－、２４－、４８－または９６－ウェルの組織培養プ
レートを使用して、または細胞を懸濁状態で培養するための当業界において公知のチュー
ブ、フラスコ、および／または他の容器を使用することによって達成することができる。
【００６２】
　ある特定の実施形態において、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数にお
ける変動性が最小化される期間の決定は、定量的に達成される。具体的な実施形態におい
て、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性が最小化される期
間の決定は、所与のタイムポイントで細胞培養物中の細胞を計数すること、および計数さ
れた細胞の数を、異なるタイムポイント、例えば初期または後期のタイムポイントで、同
じ細胞の培養物から計数された細胞の数と比較することによって達成される。別の具体的
な実施形態において、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数における変動性
が最小化される期間の決定は、所与のタイムポイントで細胞培養物中の細胞を視覚的に検
査すること、細胞培養物のパーセント密集度を決定すること、および細胞培養物のパーセ
ント密集度を、異なるタイムポイント、例えば初期または後期のタイムポイントで、同じ
細胞の培養物から視覚的に検査された細胞のパーセント密集度と比較することによって達
成される。リアルタイムで細胞培養を視覚的に検査するための方法は、当業界において公
知である。具体的な実施形態において、細胞数における変動性が最小化される期間は、計
数された細胞の量またはパーセント密集度における変動性の減少が、同じ細胞ロットから
採取した細胞の調製物から検出される場合に同定され、および／または計数された細胞の
量またはパーセント密集度における変動性の減少が、同じ細胞型を含むが異なる細胞ロッ
トから採取した細胞の調製物から検出される場合に決定される。
【００６３】
　ある特定の実施形態において、一旦その期間にわたり当該細胞を培養すると細胞数にお
ける変動性が最小化される期間の決定は、定性的に達成される。具体的な実施形態におい
て、細胞数における変動性が最小化される期間は、同じ細胞ロットから採取した細胞の調
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製物から検出されるサロゲートマーカーの量、例えばＰＧＥ２のレベルにおける変動性の
減少が決定される場合、および／または同じ細胞型を含むが異なる細胞ロットから採取し
た細胞の調製物から検出されるサロゲートマーカーの量、例えばＰＧＥ２のレベルにおけ
る変動性の減少が決定される場合、同定される。
【００６４】
５．１　単離された胎盤細胞および単離された胎盤細胞集団
　単離された胎盤細胞は、本明細書において時にはＰＤＡＣとも称され（さらに時には「
ＰＤＡ－００２」とも表される）、本明細書で提供される方法において有用であり、胎盤
またはその部分から入手することができ、組織培養基材に接着し、複能性細胞または幹細
胞の特徴を有するが、栄養膜ではない。ある特定の実施形態において、本明細書で開示さ
れた方法において有用な単離された胎盤細胞は、非胎盤細胞型に分化する能力を有する。
【００６５】
　本明細書で開示された方法において有用な単離された胎盤細胞は、胎児または母体起源
のいずれでもよい（すなわち、それぞれ胎児または母親のいずれかの遺伝子型を有してい
てもよい）。好ましくは、単離された胎盤細胞および単離された胎盤細胞集団は、胎児起
源である。成句「胎児起源」または「非母体起源」は、本明細書で使用される場合、単離
された胎盤細胞または単離された胎盤細胞集団が、胎児に付随する、すなわち胎児の遺伝
子型を有する臍帯または胎盤構造から得られることを示す。成句「母体起源」は、本明細
書で使用される場合、細胞または細胞集団が、母親に付随する、例えば母体の遺伝子型を
有する胎盤構造から得られることを示す。単離された胎盤細胞、例えばＰＤＡＣ、または
単離された胎盤細胞を含む細胞集団は、胎児起源のみまたは母体起源のみである単離され
た胎盤細胞を含んでいてもよいし、または胎児および母体起源両方の単離された胎盤細胞
の混成集団を含んでいてもよい。単離された胎盤細胞および単離された胎盤細胞を含む細
胞集団は、以下で論じられる形態学的な、マーカーの、および培養の特徴により同定およ
び選択することができる。
【００６６】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞が、当該細
胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生することが決定される場合、元の培
養されていない細胞の集団は、ヒト対象への投与に好適な細胞のロットに分割される。具
体的な実施形態において、ロットは、低温保存される。
【００６７】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される細胞が、当該細
胞の効力のサロゲートとして作用するマーカーを産生することが決定される場合、その細
胞の集団に対応する細胞（例えば、細胞の同じロット由来の他の細胞）が、対象、例えば
ヒトに投与される。
【００６８】
５．１．１　物理的および形態学的な特徴
　本明細書に記載される方法で使用することができる単離された胎盤細胞（ＰＤＡＣ）は
、初代培養物または細胞培養物中で培養される場合、組織培養基板、例えば、組織培養容
器表面（例えば、組織培養プラスチック）に接着するか、または例えばラミニン、コラー
ゲン（例えば、天然または変性した）、ゼラチン、フィブロネクチン、オルニチン、ビト
ロネクチン、および細胞外膜タンパク質（例えば、ＭＡＴＲＩＧＥＬ（登録商標）（ＢＤ
　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｌａｂｗａｒｅ、ベッドフォード、マサチューセッツ州））など
の細胞外マトリックスまたはリガンドでコーティングされた組織培養表面に接着する。培
養中の単離された胎盤細胞は、全体的に線維芽細胞様であり、中央の細胞本体から伸長す
る多数の細胞質内プロセスにより星のような外観を呈する。しかしながら、単離された胎
盤細胞はこのようなプロセスを線維芽細胞より多く示すため、このような細胞は、同じ条
件下で培養された線維芽細胞と形態学的に区別することができる。形態学的には、単離さ
れた胎盤細胞はさらに、造血幹細胞とも区別することができるが、これは、造血幹細胞は
、培養中、より曲線的であるかまたは丸石のような形態を全体的に呈するためである。
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【００６９】
　ある特定の実施形態において、本明細書で開示された方法において有用な単離された胎
盤細胞は、増殖培地で培養される場合、胚様体様体（ｅｍｂｒｙｏｉｄ－ｌｉｋｅ　ｂｏ
ｄｙ）を発生させる。胚様体様体は、増殖中の単離された胎盤細胞の接着層の上面で成長
できる隣接していない細胞の凝集塊である。用語「胚様体様」は、細胞の凝集塊が、胚様
体、すなわち胚幹細胞の培養物から成長する細胞の凝集塊に似ているために使用される。
単離された胎盤細胞の増殖培養中に胚様体様体を発生させることができる増殖培地として
は、例えば、ＤＭＥＭ－ＬＧ（例えば、Ｇｉｂｃｏから）；２％ウシ胎児血清（例えば、
Ｈｙｃｌｏｎｅ　Ｌａｂｓ．から）；１×インスリン－トランスフェリン－セレニウム（
ＩＴＳ）；１×リノール酸－ウシ血清アルブミン（ＬＡ－ＢＳＡ）；１０－９Ｍデキサメ
タゾン（例えば、Ｓｉｇｍａから）；１０－４Ｍアスコルビン酸２－ホスフェート（例え
ば、Ｓｉｇｍａから）；上皮増殖因子１０ｎｇ／ｍＬ（例えば、Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
から）；および血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ－ＢＢ）１０ｎｇ／ｍＬ（例えば、Ｒ＆Ｄ
　Ｓｙｓｔｅｍｓから）を含む培地が挙げられる。
【００７０】
５．１．２　細胞表面、分子および遺伝子マーカー
　本明細書で開示された方法において有用な、単離された胎盤細胞、例えば単離された複
能性胎盤細胞または単離された胎盤幹細胞、およびこのような単離された胎盤細胞の集団
は、複能性細胞または幹細胞の特徴を有し、幹細胞を含む細胞または細胞集団を同定およ
び／または単離するのに使用できる複数のマーカーを発現する、組織培養プラスチック接
着性のヒト胎盤細胞である。ある特定の実施形態において、ＰＤＡＣは、例えばｉｎ　ｖ
ｉｔｒｏまたはｉｎ　ｖｉｖｏにおいて血管原性である。本明細書に記載される単離され
た胎盤細胞および胎盤細胞集団（すなわち、２つまたはそれより多くの単離された胎盤細
胞）としては、胎盤またはそのあらゆる部分（例えば、柔毛膜、胎盤絨毛叢など）から直
接得られた胎盤細胞および胎盤細胞を含有する細胞集団が挙げられる。また単離された胎
盤細胞集団としては、培養中の（すなわち、２以上の）単離された胎盤細胞の集団、およ
び容器、例えばバッグ中の集団も挙げられる。本明細書に記載される方法において有用な
単離された胎盤細胞は、骨髄由来間葉細胞、脂肪由来間葉幹細胞、または臍帯血、胎盤血
、もしくは末梢血液から得られた間葉細胞ではない。本明細書に記載される方法において
有用な胎盤細胞、例えば、複能性胎盤細胞および胎盤細胞が本明細書に記載されており、
例えば、特許文献７；特許文献８；および特許文献９；ならびに特許文献１０に記載され
ており、これらの開示は、参照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる。
【００７１】
　一実施形態において、単離された胎盤細胞、例えばＰＤＡＣは、フローサイトメトリー
によって検出されるＣＤ３４－、ＣＤ１０＋およびＣＤ１０５＋である。別の具体的な実
施形態において、単離されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、神経系
の表現型を有する細胞、骨形成性の表現型を有する細胞、および／または軟骨形成性の表
現型を有する細胞に分化する能力を有する。別の具体的な実施形態において、単離された
ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、ＣＤ２００＋である。別の
具体的な実施形態において、単離されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞
は、加えて、ＣＤ４５－またはＣＤ９０＋である。別の具体的な実施形態において、単離
されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、フローサイトメトリ
ーによって検出されるＣＤ４５－およびＣＤ９０＋である。別の具体的な実施形態におい
て、単離されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋胎盤細胞は、加え
て、フローサイトメトリーによって検出されるＣＤ９０＋またはＣＤ４５－である。別の
具体的な実施形態において、単離されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２
００＋胎盤細胞は、加えて、フローサイトメトリーによって検出されるＣＤ９０＋および
ＣＤ４５－であり、すなわち上記細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ４５－、ＣＤ９
０＋、ＣＤ１０５＋およびＣＤ２００＋である。別の具体的な実施形態において、前記Ｃ
Ｄ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ４５－、ＣＤ９０＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋細胞は、
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加えて、ＣＤ８０－およびＣＤ８６－である。
【００７２】
　ある特定の実施形態において、前記胎盤細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５
＋およびＣＤ２００＋であり、フローサイトメトリーによって検出されるＣＤ３８－、Ｃ
Ｄ４５－、ＣＤ８０－、ＣＤ８６－、ＣＤ１３３－、ＨＬＡ－ＤＲ，ＤＰ，ＤＱ－、ＳＳ
ＥＡ３－、ＳＳＥＡ４－、ＣＤ２９＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ７３＋、ＣＤ９０＋、ＣＤ１０
５＋、ＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋、ＰＤＬ１＋、ＡＢＣ－ｐ＋、および／またはＯＣＴ－４＋

の１つまたは複数である。他の実施形態において、上述されるＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、
ＣＤ１０５＋細胞のいずれかは、加えて、ＣＤ２９＋、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、ＣＤ５
４＋、ＳＨ３＋またはＳＨ４＋の１つまたは複数である。別の具体的な実施形態において
、細胞は、加えて、ＣＤ４４＋である。上記の単離されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ
１０５＋胎盤細胞のいずれかの別の具体的な実施形態において、細胞は、加えて、ＣＤ１
１７－、ＣＤ１３３－、ＫＤＲ－（ＶＥＧＦＲ２－）、ＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋、ＨＬＡ－
ＤＰ，ＤＱ，ＤＲ－、またはプログラム死－１リガンド（ＰＤＬ１）＋、またはそれらの
あらゆる組合せの１つまたは複数である。
【００７３】
　別の実施形態において、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋細胞は、加えて、ＣＤ
１３＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３３＋、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、
ＣＤ６２Ｅ－、ＣＤ６２Ｌ－、ＣＤ６２Ｐ－、ＳＨ３＋（ＣＤ７３＋）、ＳＨ４＋（ＣＤ
７３＋）、ＣＤ８０－、ＣＤ８６－、ＣＤ９０＋、ＳＨ２＋（ＣＤ１０５＋）、ＣＤ１０
６／ＶＣＡＭ＋、ＣＤ１１７－、ＣＤ１４４／ＶＥ－カドヘリン低（ｃａｄｈｅｒｉｎｌ
ｏｗ）、ＣＤ１８４／ＣＸＣＲ４－、ＣＤ２００＋、ＣＤ１３３－、ＯＣＴ－４＋、ＳＳ
ＥＡ３－、ＳＳＥＡ４－、ＡＢＣ－ｐ＋、ＫＤＲ－（ＶＥＧＦＲ２－）、ＨＬＡ－Ａ，Ｂ
，Ｃ＋、ＨＬＡ－ＤＰ，ＤＱ，ＤＲ－、ＨＬＡ－Ｇ－、またはプログラム死－１リガンド
（ＰＤＬ１）＋、またはそれらのあらゆる組合せの１つまたは複数である。他の実施形態
において、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋細胞は、加えて、ＣＤ１３＋、ＣＤ２
９＋、ＣＤ３３＋、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４／ＩＣＡＭ＋、ＣＤ
６２Ｅ－、ＣＤ６２Ｌ－、ＣＤ６２Ｐ－、ＳＨ３＋（ＣＤ７３＋）、ＳＨ４＋（ＣＤ７３
＋）、ＣＤ８０－、ＣＤ８６－、ＣＤ９０＋、ＳＨ２＋（ＣＤ１０５＋）、ＣＤ１０６／
ＶＣＡＭ＋、ＣＤ１１７－、ＣＤ１４４／ＶＥ－カドヘリン低、ＣＤ１８４／ＣＸＣＲ４
－、ＣＤ２００＋、ＣＤ１３３－、ＯＣＴ－４＋、ＳＳＥＡ３－、ＳＳＥＡ４－、ＡＢＣ
－ｐ＋、ＫＤＲ－（ＶＥＧＦＲ２－）、ＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋、ＨＬＡ－ＤＰ，ＤＱ，Ｄ
Ｒ－、ＨＬＡ－Ｇ－、およびプログラム死－１リガンド（ＰＤＬ１）＋である。
【００７４】
　別の具体的な実施形態において、本明細書に記載される胎盤細胞のいずれかは、加えて
、フローサイトメトリーによって検出されるＡＢＣ－ｐ＋であるか、またはＲＴ－ＰＣＲ
により決定されるようなＯＣＴ－４＋（ＰＯＵ５Ｆ１＋）であり、ここでＡＢＣ－ｐは、
胎盤特異的なＡＢＣ輸送タンパク質（また、乳がん耐性タンパク質（ＢＣＲＰ）およびミ
トキサントロン耐性タンパク質（ＭＸＲ）としても公知である）であり、ＯＣＴ－４は、
オクタマー－４タンパク質（ＰＯＵ５Ｆ１）である。別の具体的な実施形態において、本
明細書に記載される胎盤細胞のいずれかは、加えて、フローサイトメトリーによって決定
されるＳＳＥＡ３－またはＳＳＥＡ４－であり、ＳＳＥＡ３は、ステージ特異的胎児抗原
３であり、ＳＳＥＡ４は、ステージ特異的胎児抗原４である。別の具体的な実施形態にお
いて、本明細書に記載される胎盤細胞のいずれかは、加えて、ＳＳＥＡ３－およびＳＳＥ
Ａ４－である。
【００７５】
　別の具体的な実施形態において、本明細書に記載される胎盤細胞のいずれかは、加えて
、ＭＨＣ－Ｉ＋（例えば、ＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋）、ＭＨＣ－ＩＩ－（例えば、ＨＬＡ－
ＤＰ，ＤＱ，ＤＲ－）またはＨＬＡ－Ｇ－の１つまたは複数である。別の具体的な実施形
態において、本明細書に記載される胎盤細胞のいずれかは、加えて、ＭＨＣ－Ｉ＋（例え
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ば、ＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋）、ＭＨＣ－ＩＩ－（例えば、ＨＬＡ－ＤＰ，ＤＱ，ＤＲ－）
およびＨＬＡ－Ｇ－の１つまたは複数である。
【００７６】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎
盤細胞は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－
、ＣＤ５４＋、ＣＤ９０＋、ＳＨ２＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋、ＳＳＥＡ３－、ＳＳＥＡ４
－、ＯＣＴ－４＋、およびＡＢＣ－ｐ＋の１つもしくは複数または全てであり、前記単離
された胎盤細胞は、胎盤組織を物理的におよび／または酵素により破壊することにより得
られる。具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋およびＡＢＣ
－ｐ＋である。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋お
よびＣＤ３４－であり、前記単離された胎盤細胞は、以下の特徴：ＣＤ１０＋、ＣＤ２９
＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＣＤ９０＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋、ＳＳＥＡ
３－、およびＳＳＥＡ４－の少なくとも１つを有する。別の具体的な実施形態において、
単離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ４４
＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＣＤ９０＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋、ＳＳＥＡ３－、および
ＳＳＥＡ４－である。別の実施形態において、単離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋、Ｃ
Ｄ３４－、ＳＳＥＡ３－、およびＳＳＥＡ４－である。別の具体的な実施形態において、
単離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋およびＣＤ３４－であり、ＳＨ２＋またはＳＨ３＋
のいずれかである。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４
＋、ＣＤ３４－、ＳＨ２＋、およびＳＨ３＋である。別の具体的な実施形態において、単
離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋、ＣＤ３４－、ＳＳＥＡ３－、およびＳＳＥＡ４－で
あり、ＳＨ２＋またはＳＨ３＋のいずれかである。別の具体的な実施形態において、単離
された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋およびＣＤ３４－である、ＳＨ２＋またはＳＨ３＋のい
ずれかであり、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＣＤ９
０＋、ＳＳＥＡ３－、またはＳＳＥＡ４－の少なくとも１つである。別の具体的な実施形
態において、単離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９
＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＣＤ９０＋、ＳＳＥＡ３－、およびＳＳＥＡ
４－であり、ＳＨ２＋またはＳＨ３＋のいずれかである。
【００７７】
　別の実施形態において、本明細書で開示された方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＳＨ２＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋およびＯＣＴ－４＋である。別の具体的な実施形態に
おいて、単離された胎盤細胞は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ５４＋、Ｃ
Ｄ９０＋、ＣＤ３４－、ＣＤ４５－、ＳＳＥＡ３－、またはＳＳＥＡ４－である。別の実
施形態において、単離された胎盤細胞は、ＳＨ２＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋、ＳＳＥＡ３－
およびＳＳＥＡ４－である。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、Ｓ
Ｈ２＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋、ＳＳＥＡ３－およびＳＳＥＡ４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９
＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ５４＋、ＣＤ９０＋、ＯＣＴ－４＋、ＣＤ３４－またはＣＤ４５－
である。
【００７８】
　別の実施形態において、本明細書で開示された方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３４－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＣＤ
９０＋、ＳＨ２＋、ＳＨ３＋、およびＳＨ４＋であり、前記単離された胎盤細胞は、加え
て、ＯＣＴ－４＋、ＳＳＥＡ３－またはＳＳＥＡ４－の１つまたは複数である。
【００７９】
　ある特定の実施形態において、本明細書で開示された方法において有用な単離された胎
盤細胞は、ＣＤ２００＋またはＨＬＡ－Ｇ－である。具体的な実施形態において、単離さ
れた胎盤細胞は、ＣＤ２００＋およびＨＬＡ－Ｇ－である。別の具体的な実施形態におい
て、単離された胎盤細胞は、加えて、ＣＤ７３＋およびＣＤ１０５＋である。別の具体的
な実施形態において、単離された胎盤細胞は、加えて、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－またはＣ
Ｄ４５－である。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、加えて、ＣＤ
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３４－、ＣＤ３８－およびＣＤ４５－である。別の具体的な実施形態において、前記幹細
胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、ＣＤ４５－、ＣＤ７３＋およびＣＤ１０５＋である。別
の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ２００＋またはＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞
は、胚様体様体の形成を可能にする条件下での、単離された胎盤細胞を含む胎盤細胞集団
における胚様体様体の形成を容易にする。別の具体的な実施形態において、単離された胎
盤細胞は、幹細胞または複能性細胞ではない胎盤細胞から単離される。別の具体的な実施
形態において、前記単離された胎盤細胞は、これらのマーカーを提示しない胎盤細胞から
単離される。
【００８０】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋、およびＣＤ２００＋である。別の具体的な実施形態にお
いて、単離された胎盤細胞は、ＨＬＡ－Ｇ－である。別の具体的な実施形態において、単
離された胎盤細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－またはＣＤ４５－である。別の具体的な実
施形態において、単離された胎盤細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－およびＣＤ４５－であ
る。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、
ＣＤ４５－、およびＨＬＡ－Ｇ－である。別の具体的な実施形態において、単離されたＣ
Ｄ７３＋、ＣＤ１０５＋、およびＣＤ２００＋胎盤細胞は、胚様体様体の形成を可能にす
る条件下で集団が培養される場合、単離された胎盤細胞を含む胎盤細胞集団における一ま
たは複数の胚様体様体の形成を容易にする。別の具体的な実施形態において、単離された
胎盤細胞は、単離された胎盤細胞ではない胎盤細胞から単離される。別の具体的な実施形
態において、単離された胎盤細胞は、これらのマーカーを提示しない胎盤細胞から単離さ
れる。
【００８１】
　ある特定の他の実施形態において、単離された胎盤細胞は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、
ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＣＤ９０＋、ＳＨ２＋
、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋、ＳＳＥＡ３－、ＳＳＥＡ４－、ＯＣＴ－４＋、ＨＬＡ－Ｇ－また
はＡＢＣ－ｐ＋の１つまたは複数である。具体的な実施形態において、単離された胎盤細
胞は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、Ｃ
Ｄ５４＋、ＣＤ９０＋、ＳＨ２＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋、ＳＳＥＡ３－、ＳＳＥＡ４－、
およびＯＣＴ－４＋である。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、Ｃ
Ｄ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＳＨ２＋、
ＳＨ３＋、およびＳＨ４＋である。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞
は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＳＨ
２＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋およびＯＣＴ－４＋である。別の具体的な実施形態において、
単離された胎盤細胞は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋
、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＣＤ９０＋、ＨＬＡ－Ｇ－、ＳＨ２＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋
である。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋およびＡ
ＢＣ－ｐ＋である。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、ＳＨ２＋、
ＳＨ３＋、ＳＨ４＋およびＯＣＴ－４＋である。別の実施形態において、単離された胎盤
細胞は、ＯＣＴ－４＋、ＣＤ３４－、ＳＳＥＡ３－、およびＳＳＥＡ４－である。具体的
な実施形態において、前記単離されたＯＣＴ－４＋、ＣＤ３４－、ＳＳＥＡ３－、および
ＳＳＥＡ４－胎盤細胞は、加えて、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３４－、ＣＤ４４＋、
ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、ＣＤ９０＋、ＳＨ２＋、ＳＨ３＋、およびＳＨ４＋である。別
の実施形態において、単離された胎盤細胞は、ＯＣＴ－４＋およびＣＤ３４－であり、Ｓ
Ｈ３＋またはＳＨ４＋のいずれかである。別の実施形態において、単離された胎盤細胞は
、ＣＤ３４－であり、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ５４＋、ＣＤ９０＋、
またはＯＣＴ－４＋のいずれかである。
【００８２】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＣＤ２００＋およびＯＣＴ－４＋である。具体的な実施形態において、単離された胎
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盤細胞は、ＣＤ７３＋およびＣＤ１０５＋である。別の具体的な実施形態において、前記
単離された胎盤細胞は、ＨＬＡ－Ｇ－である。別の具体的な実施形態において、前記単離
されたＣＤ２００＋、ＯＣＴ－４＋胎盤細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－またはＣＤ４５
－である。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ２００＋、ＯＣＴ－４＋
胎盤細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－およびＣＤ４５－である。別の具体的な実施形態に
おいて、前記単離されたＣＤ２００＋、ＯＣＴ－４＋胎盤細胞は、ＣＤ３４－、ＣＤ３８
－、ＣＤ４５－、ＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋およびＨＬＡ－Ｇ－である。別の具体的な実
施形態において、単離されたＣＤ２００＋、ＯＣＴ－４＋胎盤細胞は、胚様体様体の形成
を可能にする条件下で集団が培養される場合、単離された細胞を含む胎盤細胞集団によっ
て、一または複数の胚様体様体の産生を容易にする。別の具体的な実施形態において、前
記単離されたＣＤ２００＋、ＯＣＴ－４＋胎盤細胞は、幹細胞ではない胎盤細胞から単離
される。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ２００＋、ＯＣＴ－４＋胎
盤細胞は、これらの特徴を提示しない胎盤細胞から単離される。
【００８３】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋およびＨＬＡ－Ｇ－である。別の具体的な実施形態におい
て、単離されたＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋およびＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞は、加えて、ＣＤ
３４－、ＣＤ３８－またはＣＤ４５－である。別の具体的な実施形態において、単離され
たＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋、ＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞は、加えて、ＣＤ３４－、ＣＤ３８
－およびＣＤ４５－である。別の具体的な実施形態において、単離されたＣＤ７３＋、Ｃ
Ｄ１０５＋、ＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞は、加えて、ＯＣＴ－４＋である。別の具体的な実施
形態において、単離されたＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋、ＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞は、加えて
、ＣＤ２００＋である。別の具体的な実施形態において、単離されたＣＤ７３＋、ＣＤ１
０５＋、ＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞は、加えて、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、ＣＤ４５－、ＯＣ
Ｔ－４＋およびＣＤ２００＋である。別の具体的な実施形態において、単離されたＣＤ７
３＋、ＣＤ１０５＋、ＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞は、胚様体様体の形成を可能にする条件下で
集団が培養される場合、前記細胞を含む胎盤細胞集団における胚様体様体の形成を容易に
する。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋、ＨＬ
Ａ－Ｇ－胎盤細胞は、単離されたＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋、ＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞では
ない胎盤細胞から単離される。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ７３
＋、ＣＤ１０５＋、ＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞は、これらのマーカーを提示しない胎盤細胞か
ら単離される。
【００８４】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＣＤ７３＋およびＣＤ１０５＋であり、胚様体様体の形成を可能にする条件下で集団
が培養される場合、前記ＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋細胞を含む単離された胎盤細胞集団に
おける一または複数の胚様体様体の形成を容易にする。別の具体的な実施形態において、
前記単離されたＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－
またはＣＤ４５－である。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ７３＋、
ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－およびＣＤ４５－である。別
の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加
えて、ＯＣＴ－４＋である。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ７３＋
、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、ＯＣＴ－４＋、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－およびＣＤ
４５－である。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ７３＋、ＣＤ１０５
＋胎盤細胞は、前記細胞ではない胎盤細胞から単離される。別の具体的な実施形態におい
て、前記単離されたＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、これらの特徴を提示しない胎
盤細胞から単離される。
【００８５】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＯＣＴ－４＋であり、胚様体様体の形成を可能にする条件下で培養される場合、前記
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細胞を含む単離された胎盤細胞集団において一または複数の胚様体様体の形成を容易にす
る。具体的な実施形態において、前記単離されたＯＣＴ－４＋胎盤細胞は、加えて、ＣＤ
７３＋およびＣＤ１０５＋である。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＯＣ
Ｔ－４＋胎盤細胞は、加えて、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、またはＣＤ４５－である。別の
具体的な実施形態において、前記単離されたＯＣＴ－４＋胎盤細胞は、加えて、ＣＤ２０
０＋である。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＯＣＴ－４＋胎盤細胞は、
加えて、ＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、およびＣ
Ｄ４５－である。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＯＣＴ－４＋胎盤細胞
は、ＯＣＴ－４＋胎盤細胞ではない胎盤細胞から単離される。別の具体的な実施形態にお
いて、前記単離されたＯＣＴ－４＋胎盤細胞は、これらの特徴を提示しない胎盤細胞から
単離される。
【００８６】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、単離されたＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋、ＣＤ４５－、ＣＤ１３３－およびＣＤ３４－胎盤
細胞である。別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な細胞集団
は、単離された胎盤細胞を含む細胞集団であり、前記単離された細胞の集団中の細胞の少
なくとも約７０％、少なくとも約８０％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％また
は少なくとも約９９％は、単離されたＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋、ＣＤ４５－、ＣＤ１３３－
およびＣＤ３４－胎盤細胞である。具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞
または単離された胎盤細胞の集団は、ＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋、ＣＤ４５－、ＣＤ１３３－
およびＣＤ３４－胎盤細胞ではない胎盤細胞から単離される。別の具体的な実施形態にお
いて、前記単離された胎盤細胞は、非母体起源である。別の具体的な実施形態において、
前記単離された胎盤細胞集団は、母体の要素を実質的に含まず、例えば、前記単離された
胎盤細胞集団中の前記細胞の、少なくとも約４０％、４５％、５－０％、５５％、６０％
、６５％、７０％、７５％、９０％、８５％、９０％、９５％、９８％または９９％が非
母体起源である。
【００８７】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、単離されたＣＤ１０＋、ＣＤ１３＋、ＣＤ３３＋、ＣＤ４５－、ＣＤ１１７－および
ＣＤ１３３－胎盤細胞である。別の実施形態において、本明細書に記載される方法におい
て有用な細胞集団は、単離された胎盤細胞を含む細胞集団であり、前記細胞集団中の細胞
の、少なくとも約７０％、少なくとも約８０％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５
％または少なくとも約９９％は、単離されたＣＤ１０＋、ＣＤ１３＋、ＣＤ３３＋、ＣＤ
４５－、ＣＤ１１７－およびＣＤ１３３－胎盤細胞である。具体的な実施形態において、
前記単離された胎盤細胞または単離された胎盤細胞の集団は、前記単離された胎盤細胞で
はない胎盤細胞から単離される。別の具体的な実施形態において、前記単離されたＣＤ１
０＋、ＣＤ１３＋、ＣＤ３３＋、ＣＤ４５－、ＣＤ１１７－およびＣＤ１３３－胎盤細胞
は、非母体起源であり、すなわち胎児の遺伝子型を有する。別の具体的な実施形態におい
て、前記単離された胎盤細胞集団の前記細胞の、少なくとも約４０％、４５％、５０％、
５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、９０％、８５％、９０％、９５％、９８％ま
たは９９％は、非母体起源である。別の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤
細胞または単離された胎盤細胞の集団は、これらの特徴を提示しない胎盤細胞から単離さ
れる。
【００８８】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、単離されたＣＤ１０－、ＣＤ３３－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、およびＣＤ１１７－
胎盤細胞である。別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な細胞
集団は、単離された胎盤細胞を含む、例えばそれが濃縮されている細胞集団であり、前記
細胞集団中の細胞の、少なくとも約７０％、少なくとも約８０％、少なくとも約９０％、
少なくとも約９５％または少なくとも約９９％は、単離されたＣＤ１０－、ＣＤ３３－、
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ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、およびＣＤ１１７－胎盤細胞である。具体的な実施形態におい
て、前記単離された胎盤細胞または単離された胎盤細胞の集団は、前記細胞ではない胎盤
細胞から単離される。別の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、非母
体起源である。別の具体的な実施形態において、前記細胞集団中の前記細胞の、少なくと
も約４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、９０％、８５
％、９０％、９５％、９８％または９９％は、非母体起源である。別の具体的な実施形態
において、前記単離された胎盤細胞または単離された胎盤細胞の集団は、これらのマーカ
ーを提示しない胎盤細胞から単離される。
【００８９】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、単離されたＣＤ１０－、ＣＤ１３－、ＣＤ３３－、ＣＤ４５－、およびＣＤ１１７－
胎盤細胞である。別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な細胞
集団は、単離されたＣＤ１０－、ＣＤ１３－、ＣＤ３３－、ＣＤ４５－、およびＣＤ１１
７－胎盤細胞を含む、例えばそれらが濃縮されている細胞集団であり、前記集団中の細胞
の、少なくとも約７０％、少なくとも約８０％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５
％または少なくとも約９９％は、ＣＤ１０－、ＣＤ１３－、ＣＤ３３－、ＣＤ４５－、お
よびＣＤ１１７－胎盤細胞である。具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞
または単離された胎盤細胞の集団は、前記細胞ではない胎盤細胞から単離される。別の具
体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、非母体起源である。別の具体的な
実施形態において、前記細胞集団中の前記細胞の、少なくとも約４０％、４５％、５０％
、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、９０％、８５％、９０％、９５％、９８％
または９９％は、非母体起源である。別の具体的な実施形態において、前記単離された胎
盤細胞または単離された胎盤細胞の集団は、これらの特徴を提示しない胎盤細胞から単離
される。
【００９０】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＨＬＡ　Ａ、Ｂ、Ｃ＋、ＣＤ４５－、ＣＤ３４－、およびＣＤ１３３－であり、加え
て、ＣＤ１０＋、ＣＤ１３＋、ＣＤ３８＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ９０＋、ＣＤ１０５＋、Ｃ
Ｄ２００＋および／またはＨＬＡ－Ｇ－であり、および／またはＣＤ１１７陰性である。
別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な細胞集団は、単離され
た胎盤細胞を含む細胞集団であり、前記集団中の細胞の、少なくとも約２０％、２５％、
３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、
８０％、８５％、９０％、９５％、９８％または約９９％は、ＨＬＡ　Ａ、Ｂ、Ｃ－、Ｃ
Ｄ４５－、ＣＤ３４－、ＣＤ１３３－であり、加えて、ＣＤ１０、ＣＤ１３、ＣＤ３８、
ＣＤ４４、ＣＤ９０、ＣＤ１０５、ＣＤ２００陽性であり、および／またはＣＤ１１７お
よび／またはＨＬＡ－Ｇ陰性である単離された胎盤細胞である。具体的な実施形態におい
て、前記単離された胎盤細胞または単離された胎盤細胞の集団は、前記細胞ではない胎盤
細胞から単離される。別の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、非母
体起源である。別の具体的な実施形態において、前記細胞集団中の前記細胞の、少なくと
も約４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、９０％、８５
％、９０％、９５％、９８％または９９％は、非母体起源である。別の具体的な実施形態
において、前記単離された胎盤細胞または単離された胎盤細胞の集団は、これらのマーカ
ーを提示しない胎盤細胞から単離される。
【００９１】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、抗体結合によって決定した場合、ＣＤ２００＋およびＣＤ１０＋であり、抗体結合と
ＲＴ－ＰＣＲの両方によって決定した場合、ＣＤ１１７－である、単離された胎盤細胞で
ある。別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤
細胞は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９－、ＣＤ５４＋、ＣＤ２００＋、ＨＬＡ－Ｇ－、ＭＨＣク
ラスＩ＋およびβ－２－ミクログロブリン＋である、単離された胎盤細胞、例えば胎盤幹



(24) JP 2018-533370 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

細胞または複能性胎盤細胞である。別の実施形態において、本明細書に記載される方法に
おいて有用な単離された胎盤細胞は、少なくとも１つの細胞マーカーの発現が間充織幹細
胞（例えば、骨髄由来間充織幹細胞）の場合より少なくとも２倍高い胎盤細胞である。別
の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、非母体起源である。別の具体
的な実施形態において、前記細胞集団中の前記細胞の、少なくとも約４０％、４５％、５
０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、９０％、８５％、９０％、９５％、９
８％または９９％は、非母体起源である。
【００９２】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４／ＩＣＡＭ＋、ＣＤ６
２Ｅ－、ＣＤ６２Ｌ－、ＣＤ６２Ｐ－、ＣＤ８０－、ＣＤ８６－、ＣＤ１０３－、ＣＤ１
０４－、ＣＤ１０５＋、ＣＤ１０６／ＶＣＡＭ＋、ＣＤ１４４／ＶＥ－カドヘリン低、Ｃ
Ｄ１８４／ＣＸＣＲ４－、β２－ミクログロブリン低（ｍｉｃｒｏｇｌｏｂｕｌｉｎｌｏ
ｗ）、ＭＨＣ－Ｉ低、ＭＨＣ－ＩＩ－、ＨＬＡ－Ｇ低、および／またはＰＤＬ１低の１つ
または複数である、単離された胎盤細胞、例えば胎盤幹細胞または複能性胎盤細胞である
。具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、少なくともＣＤ２９＋およびＣＤ
５４＋である。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、少なくともＣＤ
４４＋およびＣＤ１０６＋である。別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞
は、少なくともＣＤ２９＋である。
【００９３】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な細胞集団は、単離さ
れた胎盤細胞を含み、前記細胞集団中の細胞の、少なくとも５０％、６０％、７０％、８
０％、９０％、９５％、９８％または９９％は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ４４＋、
ＣＤ４５－、ＣＤ５４／ＩＣＡＭ＋、ＣＤ６２－Ｅ－、ＣＤ６２－Ｌ－、ＣＤ６２－Ｐ－
、ＣＤ８０－、ＣＤ８６－、ＣＤ１０３－、ＣＤ１０４－、ＣＤ１０５＋、ＣＤ１０６／
ＶＣＡＭ＋、ＣＤ１４４／ＶＥ－カドヘリン弱（ｃａｄｈｅｒｉｎ弱）、ＣＤ１８４／Ｃ
ＸＣＲ４－、β２－ミクログロブリン弱（ｍｉｃｒｏｇｌｏｂｕｌｉｎ弱）、ＨＬＡ－Ｉ
弱、ＨＬＡ－ＩＩ－、ＨＬＡ－Ｇ弱、および／またはＰＤＬ１弱の１つまたは複数である
単離された胎盤細胞である。別の具体的な実施形態において、前記細胞集団中の細胞の、
少なくとも５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９８％または９９％は、
ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４／ＩＣＡＭ＋、ＣＤ６２－
Ｅ－、ＣＤ６２－Ｌ－、ＣＤ６２－Ｐ－、ＣＤ８０－、ＣＤ８６－、ＣＤ１０３－、ＣＤ
１０４－、ＣＤ１０５＋、ＣＤ１０６／ＶＣＡＭ＋、ＣＤ１４４／ＶＥ－カドヘリン弱、
ＣＤ１８４／ＣＸＣＲ４－、β２－ミクログロブリン弱、ＭＨＣ－Ｉ弱、ＭＨＣ－ＩＩ－
、ＨＬＡ－Ｇ弱、およびＰＤＬ１弱である。
【００９４】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞
は、ＣＤ１０＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ
５４＋、ＣＤ９０＋、ＳＨ２＋、ＳＨ３＋、ＳＨ４＋、ＳＳＥＡ３－、ＳＳＥＡ４－、Ｏ
ＣＴ－４＋、およびＡＢＣ－ｐ＋の１つもしくは複数または全てである単離された胎盤細
胞であり、ＡＢＣ－ｐは、胎盤特異的なＡＢＣ輸送タンパク質（また、乳がん耐性タンパ
ク質（ＢＣＲＰ）およびミトキサントロン耐性タンパク質（ＭＸＲ）としても公知である
）であり、前記単離された胎盤細胞は、臍帯血を引き出し、潅流して、残留した血液を除
去した、哺乳類、例えばヒトの胎盤を潅流することにより得られる。
【００９５】
　上記の特徴のいずれかの別の具体的な実施形態において、細胞マーカー（例えば、表面
抗原分類または免疫原性マーカー）の発現は、フローサイトメトリーによって決定され、
別の具体的な実施形態において、マーカーの発現は、ＲＴ－ＰＣＲによって決定される。
【００９６】
　遺伝子プロファイリングから、単離された胎盤細胞、および単離された胎盤細胞集団は
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、他の細胞、例えば間葉幹細胞、例えば骨髄由来間葉幹細胞と区別できることが確認され
る。本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞は、一または複数の遺
伝子の発現に基づき、例えば間葉幹細胞と区別することができ、ここでこの一または複数
の遺伝子の発現は、単離された胎盤細胞、または特定の単離された臍帯幹細胞において、
骨髄由来間葉幹細胞と比較して有意に高い。特定には、本明細書で提供される方法におい
て有用な単離された胎盤細胞は、一または複数の遺伝子の発現に基づき間葉幹細胞からと
区別することができ、これらの遺伝子の発現は、単離された胎盤細胞において、等しい数
の骨髄由来間葉幹細胞の場合より有意に高く（すなわち、少なくとも２倍高く）、ここで
一または複数の遺伝子は、等しい条件下で細胞を成長させる場合、ＡＣＴＧ２、ＡＤＡＲ
Ｂ１、ＡＭＩＧＯ２、ＡＲＴＳ－１、Ｂ４ＧＡＬＴ６、ＢＣＨＥ、Ｃ１１ｏｒｆ９、ＣＤ
２００、ＣＯＬ４Ａ１、ＣＯＬ４Ａ２、ＣＰＡ４、ＤＭＤ、ＤＳＣ３、ＤＳＧ２、ＥＬＯ
ＶＬ２、Ｆ２ＲＬ１、ＦＬＪ１０７８１、ＧＡＴＡ６、ＧＰＲ１２６、ＧＰＲＣ５Ｂ、Ｈ
ＬＡ－Ｇ、ＩＣＡＭ１、ＩＥＲ３、ＩＧＦＢＰ７、ＩＬ１Ａ、ＩＬ６、ＩＬ１８、ＫＲＴ
１８、ＫＲＴ８、ＬＩＰＧ、ＬＲＡＰ、ＭＡＴＮ２、ＭＥＳＴ、ＮＦＥ２Ｌ３、ＮＵＡＫ
１、ＰＣＤＨ７、ＰＤＬＩＭ３、ＰＫＰ２、ＲＴＮ１、ＳＥＲＰＩＮＢ９、ＳＴ３ＧＡＬ
６、ＳＴ６ＧＡＬＮＡＣ５、ＳＬＣ１２Ａ８、ＴＣＦ２１、ＴＧＦＢ２、ＶＴＮ、ＺＣ３
Ｈ１２Ａ、または前述のもののいずれかの組合せである。例えば、その開示は参照により
その全体が本明細書に組み入れられる特許文献１０を参照されたい。ある特定の具体的な
実施形態において、前記一または複数の遺伝子の前記発現は、例えばＲＴ－ＰＣＲまたは
マイクロアレイ分析により、例えば、Ｕ１３３－Ａマイクロアレイ（Ａｆｆｙｍｅｔｒｉ
ｘ）を使用して決定される。別の具体的な実施形態において、ＤＭＥＭ－ＬＧ（例えば、
Ｇｉｂｃｏから）；２％ウシ胎児血清（例えば、Ｈｙｃｌｏｎｅ　Ｌａｂｓ．から）；１
×インスリン－トランスフェリン－セレニウム（ＩＴＳ）；１×リノール酸－ウシ血清ア
ルブミン（ＬＡ－ＢＳＡ）；１０～９Ｍのデキサメタゾン（例えば、Ｓｉｇｍａから）；
１０～４Ｍのアスコルビン酸２－ホスフェート（例えば、Ｓｉｇｍａから）；１０ｎｇ／
ｍＬの上皮増殖因子（例えば、Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓから）；および１０ｎｇ／ｍＬの
血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ－ＢＢ）（例えば、Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓから）を含む
培地中で、数回の集団倍加、例えば約３から約３５回の集団倍加で培養される場合、前記
単離された胎盤細胞は、前記一または複数の遺伝子を発現する。別の具体的な実施形態に
おいて、単離された胎盤細胞に特異的な、または単離された臍帯細胞特異的な遺伝子は、
ＣＤ２００である。
【００９７】
　これらの遺伝子に特異的な配列は、ＧｅｎＢａｎｋにおいて、２００８年３月現在、受
託番号ＮＭ＿００１６１５（ＡＣＴＧ２）、ＢＣ０６５５４５（ＡＤＡＲＢ１）、（ＮＭ
＿１８１８４７（ＡＭＩＧＯ２）、ＡＹ３５８５９０（ＡＲＴＳ－１）、ＢＣ０７４８８
４（Ｂ４ＧＡＬＴ６）、ＢＣ００８３９６（ＢＣＨＥ）、ＢＣ０２０１９６（Ｃ１１ｏｒ
ｆ９）、ＢＣ０３１１０３（ＣＤ２００）、ＮＭ＿００１８４５（ＣＯＬ４Ａ１）、ＮＭ
＿００１８４６（ＣＯＬ４Ａ２）、ＢＣ０５２２８９（ＣＰＡ４）、ＢＣ０９４７５８（
ＤＭＤ）、ＡＦ２９３３５９（ＤＳＣ３）、ＮＭ＿００１９４３（ＤＳＧ２）、ＡＦ３３
８２４１（ＥＬＯＶＬ２）、ＡＹ３３６１０５（Ｆ２ＲＬ１）、ＮＭ＿０１８２１５（Ｆ
ＬＪ１０７８１）、ＡＹ４１６７９９（ＧＡＴＡ６）、ＢＣ０７５７９８（ＧＰＲ１２６
）、ＮＭ＿０１６２３５（ＧＰＲＣ５Ｂ）、ＡＦ３４００３８（ＩＣＡＭ１）、ＢＣ００
０８４４（ＩＥＲ３）、ＢＣ０６６３３９（ＩＧＦＢＰ７）、ＢＣ０１３１４２（ＩＬ１
Ａ）、ＢＴ０１９７４９（ＩＬ６）、ＢＣ００７４６１（ＩＬ１８）、（ＢＣ０７２０１
７）　ＫＲＴ１８、ＢＣ０７５８３９（ＫＲＴ８）、ＢＣ０６０８２５（ＬＩＰＧ）、Ｂ
Ｃ０６５２４０（ＬＲＡＰ）、ＢＣ０１０４４４（ＭＡＴＮ２）、ＢＣ０１１９０８（Ｍ
ＥＳＴ）、ＢＣ０６８４５５（ＮＦＥ２Ｌ３）、ＮＭ＿０１４８４０（ＮＵＡＫ１）、Ａ
Ｂ００６７５５（ＰＣＤＨ７）、ＮＭ＿０１４４７６（ＰＤＬＩＭ３）、ＢＣ１２６１９
９（ＰＫＰ－２）、ＢＣ０９０８６２（ＲＴＮ１）、ＢＣ００２５３８（ＳＥＲＰＩＮＢ
９）、ＢＣ０２３３１２（ＳＴ３ＧＡＬ６）、ＢＣ００１２０１（ＳＴ６ＧＡＬＮＡＣ５



(26) JP 2018-533370 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

）、ＢＣ１２６１６０またはＢＣ０６５３２８（ＳＬＣ１２Ａ８）、ＢＣ０２５６９７（
ＴＣＦ２１）、ＢＣ０９６２３５（ＴＧＦＢ２）、ＢＣ００５０４６（ＶＴＮ）、および
ＢＣ００５００１（ＺＣ３Ｈ１２Ａ）で見出すことができる。
【００９８】
　ある特定の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、ＡＣＴＧ２、ＡＤ
ＡＲＢ１、ＡＭＩＧＯ２、ＡＲＴＳ－１、Ｂ４ＧＡＬＴ６、ＢＣＨＥ、Ｃ１１ｏｒｆ９、
ＣＤ２００、ＣＯＬ４Ａ１、ＣＯＬ４Ａ２、ＣＰＡ４、ＤＭＤ、ＤＳＣ３、ＤＳＧ２、Ｅ
ＬＯＶＬ２、Ｆ２ＲＬ１、ＦＬＪ１０７８１、ＧＡＴＡ６、ＧＰＲ１２６、ＧＰＲＣ５Ｂ
、ＨＬＡ－Ｇ、ＩＣＡＭ１、ＩＥＲ３、ＩＧＦＢＰ７、ＩＬ１Ａ、ＩＬ６、ＩＬ１８、Ｋ
ＲＴ１８、ＫＲＴ８、ＬＩＰＧ、ＬＲＡＰ、ＭＡＴＮ２、ＭＥＳＴ、ＮＦＥ２Ｌ３、ＮＵ
ＡＫ１、ＰＣＤＨ７、ＰＤＬＩＭ３、ＰＫＰ２、ＲＴＮ１、ＳＥＲＰＩＮＢ９、ＳＴ３Ｇ
ＡＬ６、ＳＴ６ＧＡＬＮＡＣ５、ＳＬＣ１２Ａ８、ＴＣＦ２１、ＴＧＦＢ２、ＶＴＮ、お
よびＺＣ３Ｈ１２Ａのそれぞれを、等しい条件下で細胞を成長させる場合、等しい数の骨
髄由来間葉幹細胞より検出できる程度に高いレベルで発現する。
【００９９】
　具体的な実施形態において、胎盤細胞は、ＣＤ２００およびＡＲＴＳ１（１型腫瘍壊死
因子のアミノペプチダーゼレギュレーター）；ＡＲＴＳ－１およびＬＲＡＰ（白血球由来
アルギニンアミノペプチダーゼ）；ＩＬ６（インターロイキン－６）およびＴＧＦＢ２（
トランスフォーミング増殖因子、ベータ２）；ＩＬ６およびＫＲＴ１８（ケラチン１８）
；ＩＥＲ３（前初期応答３）、ＭＥＳＴ（中胚葉特異的転写物相同体）およびＴＧＦＢ２
；ＣＤ２００およびＩＥＲ３；ＣＤ２００およびＩＬ６；ＣＤ２００およびＫＲＴ１８；
ＣＤ２００およびＬＲＡＰ；ＣＤ２００およびＭＥＳＴ；ＣＤ２００およびＮＦＥ２Ｌ３
（核内因子（赤血球由来２）様３）；またはＣＤ２００およびＴＧＦＢ２を、等しい数の
骨髄由来間葉幹細胞（ＢＭ－ＭＳＣ）より検出できる程度に高いレベルで発現し、前記骨
髄由来間葉幹細胞は、培養中、前記単離された胎盤細胞が受けた継代回数に等しい継代回
数を受けている。他の具体的な実施形態において、胎盤細胞は、ＡＲＴＳ－１、ＣＤ２０
０、ＩＬ６およびＬＲＡＰ；ＡＲＴＳ－１、ＩＬ６、ＴＧＦＢ２、ＩＥＲ３、ＫＲＴ１８
およびＭＥＳＴ；ＣＤ２００、ＩＥＲ３、ＩＬ６、ＫＲＴ１８、ＬＲＡＰ、ＭＥＳＴ、Ｎ
ＦＥ２Ｌ３、およびＴＧＦＢ２；ＡＲＴＳ－１、ＣＤ２００、ＩＥＲ３、ＩＬ６、ＫＲＴ
１８、ＬＲＡＰ、ＭＥＳＴ、ＮＦＥ２Ｌ３、およびＴＧＦＢ２；またはＩＥＲ３、ＭＥＳ
ＴおよびＴＧＦＢ２を、等しい数の骨髄由来間葉幹細胞ＢＭ－ＭＳＣより検出できる程度
に高いレベルで発現し、前記骨髄由来間葉幹細胞は、培養中、前記単離された胎盤細胞が
受けた継代回数に等しい継代回数を受けている。
【０１００】
　上記で述べた遺伝子の発現は、標準的な技術により評価することができる。例えば、遺
伝子の配列に基づくプローブを、従来の技術によって個々に選択して構築することができ
る。遺伝子の発現は、例えば、遺伝子の１つまたは複数に対するプローブを含むマイクロ
アレイ、例えば、ＡｆｆｙｍｅｔｒｉｘのＧＥＮＥＣＨＩＰ（登録商標）ヒトゲノムＵ１
３３Ａ２．０アレイ、またはＡｆｆｙｍｅｔｒｉｘのＧＥＮＥＣＨＩＰ（登録商標）ヒト
ゲノムＵ１３３プラス２．０（サンタクララ、カリフォルニア州）で評価することができ
る。これらの遺伝子の発現は、特定のＧｅｎＢａｎｋ受託番号の配列が修正されている場
合でも、修正された配列に特異的なプローブは周知の標準的な技術を使用して容易に生成
できるため、評価することができる。
【０１０１】
　これらの遺伝子の発現レベルは、単離された胎盤細胞集団の同一性を確認するのに使用
すること、細胞集団を、少なくとも複数の単離された胎盤細胞を含むと同定するのに使用
することなどが可能である。同一性が確認されている単離された胎盤細胞の集団は、クロ
ーン性であってもよく、例えば、単一の単離された胎盤細胞から拡張された単離された胎
盤細胞集団、または幹細胞の混成集団、例えば、複数の単離された胎盤細胞から拡張され
た単離された胎盤細胞を単独で含む細胞集団、または本明細書に記載されるような単離さ
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れた胎盤細胞と少なくとも１つの他のタイプの細胞とを含む細胞集団であってもよい。
【０１０２】
　これらの遺伝子の発現レベルは、単離された胎盤細胞集団を選択するのに使用すること
ができる。例えば、細胞、例えば、クローン的に拡張した細胞の集団は、上記で列挙した
遺伝子の一または複数の発現が、その細胞集団からのサンプル中で等価な間葉幹細胞集団
より有意に高い場合に選択することができる。このような選択は、複数の単離された胎盤
細胞集団からの集団の選択、その同一性が公知ではない複数の細胞集団からの集団などの
選択であってもよい。
【０１０３】
　単離された胎盤細胞は、例えば間充織幹細胞対照における前記一または複数の遺伝子に
おける発現レベル、例えば、等しい数の骨髄由来間葉幹細胞における前記一または複数の
遺伝子の発現のレベルと比較した場合の、一または複数のこのような遺伝子の発現レベル
に基づき選択することができる。一実施形態において、等しい数の間葉幹細胞を含むサン
プル中の前記一または複数の遺伝子の発現レベルが、対照として使用される。別の実施形
態において、対照は、ある特定の条件下で試験された単離された胎盤細胞の場合、前記条
件下での間葉幹細胞における前記一または複数の遺伝子の発現レベルを表す数値である。
【０１０４】
　ある特定の実施形態において、本明細書で提供される方法において有用な胎盤細胞（例
えば、ＰＤＡＣ）は、１から１００ｎｇ／ｍＬのＶＥＧＦに４から２１日曝露した後、免
疫学的局在法により検出した場合、ＣＤ３４を発現しない。具体的な実施形態において、
前記胎盤接着細胞は、組織培養プラスチックに接着性を有する。別の具体的な実施形態に
おいて、前記細胞集団は、例えばＭＡＴＲＩＧＥＬ（商標）などの基材上で、血管新生因
子、例えば血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ）、上皮性増殖因子（ＥＧＦ）、血小板由来増殖
因子（ＰＤＧＦ）または塩基性線維芽細胞増殖因子（ｂＦＧＦ）などの存在下で培養され
る場合、内皮細胞の芽または管状構造の形成を誘導する。
【０１０５】
　別の態様において、本明細書で提供されるＰＤＡＣ、細胞集団、例えばＰＤＡＣ集団、
または前記単離された細胞の集団中の細胞の少なくとも約５０％、６０％、７０％、８０
％、９０％、９５％または９８％がＰＤＡＣである細胞の集団は、ＶＥＧＦ、ＨＧＦ、Ｉ
Ｌ－８、ＭＣＰ－３、ＦＧＦ２、フォリスタチン、Ｇ－ＣＳＦ、ＥＧＦ、ＥＮＡ－７８、
ＧＲＯ、ＩＬ－６、ＭＣＰ－１、ＰＤＧＦ－ＢＢ、ＴＩＭＰ－２、ｕＰＡＲ、またはガレ
クチン－１の１つもしくは複数または全てを、例えば細胞または複数の細胞が成長してい
る培養培地に分泌する。別の実施形態において、ＰＤＡＣは、酸素正常条件下（例えば、
約２０％または約２１％Ｏ２）と比較して低い酸素条件下（例えば、約５％未満のＯ２）
で、高いレベルのＣＤ２０２ｂ、ＩＬ－８および／またはＶＥＧＦを発現する。
【０１０６】
　別の実施形態において、本明細書に記載されるＰＤＡＣまたはＰＤＡＣを含む細胞集団
のいずれかは、前記胎盤由来の接着細胞と接触する内皮細胞の集団において、芽または管
状構造の形成を引き起こすことができる。具体的な実施形態において、ＰＤＡＣはヒト内
皮細胞と共培養され、それにより、例えば、細胞外マトリックスタンパク質、例えばＩお
よびＩＶ型コラーゲンなど、ならびに／または血管新生因子、例えば血管内皮増殖因子（
ＶＥＧＦ）、上皮性増殖因子（ＥＧＦ）、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）もしくは塩基
性線維芽細胞増殖因子（ｂＦＧＦ）の存在下で、例えば胎盤のコラーゲンまたはＭＡＴＲ
ＩＧＥＬ（商標）などの基材中またはその上で少なくとも４日培養される場合、芽もしく
は管状構造が形成されるか、または内皮細胞の芽の形成が維持される。別の実施形態にお
いて、本明細書に記載される胎盤由来の接着細胞を含む細胞集団のいずれかは、血管新生
因子、例えば血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ）、肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）、血小板由来増
殖因子（ＰＤＧＦ）、塩基性線維芽細胞増殖因子（ｂＦＧＦ）、またはインターロイキン
－８（ＩＬ－８）を分泌し、それによって、例えばＩおよびＩＶ型コラーゲンなどの細胞
外マトリックスタンパク質の存在下で、例えば胎盤のコラーゲンまたはＭＡＴＲＩＧＥＬ
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（商標）などの基材中またはその上で培養される場合、ヒト内皮細胞の芽または管状構造
の形成を誘導することができる。
【０１０７】
　別の実施形態において、上記の胎盤由来の接着細胞を含む細胞集団（ＰＤＡＣ）のいず
れかは、血管新生因子を分泌する。具体的な実施形態において、細胞集団は、血管内皮増
殖因子（ＶＥＧＦ）、肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）、塩
基性線維芽細胞増殖因子（ｂＦＧＦ）、および／またはインターロイキン－８（ＩＬ－８
）を分泌する。他の具体的な実施形態において、ＰＤＡＣを含む細胞集団は、一または複
数の血管新生因子を分泌し、それによってｉｎ　ｖｉｔｒｏでの創傷治癒アッセイにおい
てヒト内皮細胞の移動を誘導する。他の具体的な実施形態において、胎盤由来の接着細胞
を含む細胞集団は、ヒト内皮細胞、内皮前駆細胞、筋細胞または筋原細胞の成熟、分化ま
たは増殖を誘導する。
【０１０８】
　本明細書に記載される単離された胎盤細胞は、初代培養で、または例えばＤＭＥＭ－Ｌ
Ｇ（Ｇｉｂｃｏ）、２％ウシ胎児血清（ＦＣＳ）（Ｈｙｃｌｏｎｅ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒ
ｉｅｓ）、１×インスリン－トランスフェリン－セレニウム（ＩＴＳ）、１×リノール酸
（ｌｅｎｏｌｅｎｉｃ－ａｃｉｄ）－ウシ－血清－アルブミン（ＬＡ－ＢＳＡ）、１０～
９Ｍのデキサメタゾン（Ｓｉｇｍａ）、１０～４Ｍのアスコルビン酸２－ホスフェート（
Ｓｉｇｍａ）、１０ｎｇ／ｍｌの上皮増殖因子（ＥＧＦ）（Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）、
１０ｎｇ／ｍｌの血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ－ＢＢ）（Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）、
および１００Ｕのペニシリン／１０００Ｕのストレプトマイシンを含む培地中での増殖中
に、上記の特徴（例えば、細胞表面マーカーおよび／または遺伝子発現プロファイルの組
合せ）を提示する。
【０１０９】
　本明細書で開示された胎盤細胞のいずれかのある特定の実施形態において、細胞は、ヒ
トである。本明細書で開示された胎盤細胞のいずれかのある特定の実施形態において、細
胞マーカーの特徴または遺伝子発現の特徴は、ヒトマーカーまたはヒト遺伝子である。
【０１１０】
　前記単離された胎盤細胞または単離された胎盤細胞を含む細胞集団の別の具体的な実施
形態において、前記細胞または集団は、拡張されており、例えば、少なくとも、約、また
は最大で、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５
、１６、１７、１８、１９、もしくは２０回、またはそれより多く継代されているか、ま
たは少なくとも、約、または最大で、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１
、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、
２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３
８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９または５０回
の集団倍加で増殖されている。前記単離された胎盤細胞または単離された胎盤細胞を含む
細胞集団の別の具体的な実施形態において、前記細胞または集団は、初代単離物である。
本明細書で開示される単離された胎盤細胞、または単離された胎盤細胞を含む細胞集団の
別の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、胎児起源である（すなわち
胎児の遺伝子型を有する）。
【０１１１】
　ある特定の実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、増殖培地中で、すなわち、
例えば増殖培地中で培養される間に増殖を促進するように配合された培地中で培養される
間、分化しない。別の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、増殖する
ためにフィーダー層を必要としない。別の具体的な実施形態において、前記単離された胎
盤細胞は、培養中、フィーダー層の非存在下で、単にフィーダー細胞層の欠如のために分
化しない。
【０１１２】
　別の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な細胞は、単離された
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胎盤細胞であり、複数の前記単離された胎盤細胞は、アルデヒドデヒドロゲナーゼ活性ア
ッセイにより評価された場合、アルデヒドデヒドロゲナーゼ（ＡＬＤＨ）陽性である。こ
のようなアッセイは、当業界において公知である（例えば、非特許文献１を参照）。具体
的な実施形態において、前記ＡＬＤＨアッセイは、アルデヒドデヒドロゲナーゼ活性のマ
ーカーとしてＡｌｄｅｆｌｕｏｒ（登録商標）（Ａｌｄａｇｅｎ，Ｉｎｃ．、アシュラン
ド、オレゴン州）を使用する。具体的な実施形態において、前記複数は、前記細胞集団中
の細胞の約３％から約２５％の間である。別の実施形態において、単離された臍帯細胞、
例えば単離された複能性臍帯細胞の集団が本明細書で提供され、複数の前記単離された臍
帯細胞は、アルデヒドデヒドロゲナーゼ活性のインジケーターとしてＡｌｄｅｆｌｕｏｒ
（登録商標）を使用するアルデヒドデヒドロゲナーゼ活性アッセイにより評価された場合
、アルデヒドデヒドロゲナーゼ陽性である。具体的な実施形態において、前記複数は、前
記細胞集団中の細胞の約３％から約２５％の間である。別の実施形態において、前記単離
された胎盤細胞または単離された臍帯細胞の集団は、ほぼ同じ数の細胞を有し、同じ条件
下で培養された骨髄由来間葉幹細胞の集団より、少なくとも３倍、または少なくとも５倍
高いＡＬＤＨ活性を示す。
【０１１３】
　本明細書に記載の単離された胎盤細胞を含む細胞の集団のいずれかのある特定の実施形
態において、前記細胞の集団中の胎盤細胞は、母体の遺伝子型を有する細胞を実質的に含
まず、例えば、前記集団中の胎盤細胞の少なくとも４０％、４５％、５０％、５５％、６
０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９８％または９９％
が、胎児の遺伝子型を有する。本明細書に記載の単離された胎盤細胞を含む細胞の集団の
いずれかのある特定の他の実施形態において、前記胎盤細胞を含む細胞の集団は、母体の
遺伝子型を有する細胞を実質的に含まず、例えば、前記集団中の細胞の少なくとも４０％
、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％
、９５％、９８％または９９％が、胎児の遺伝子型を有する。
【０１１４】
　上記の単離された胎盤細胞または単離された胎盤細胞の細胞集団のいずれかの具体的な
実施形態において、前記集団中の細胞、または少なくとも細胞の約９５％または約９９％
の核型は、正常である。上記の胎盤細胞または細胞集団のいずれかの別の具体的な実施形
態において、細胞、または細胞集団中の細胞は、非母体起源である。
【０１１５】
　上記のマーカーの組合せのいずれかを有する単離された胎盤細胞または単離された胎盤
細胞集団は、あらゆる比率で組み合わせることができる。上記の単離された胎盤細胞集団
のいずれか２つ以上を組み合わせて、単離された胎盤細胞集団を形成することができる。
例えば、単離された胎盤細胞の集団は、上述したマーカーの組合せの１つによって定義さ
れた第１の単離された胎盤細胞集団、および上述したマーカーの組合せの別のものによっ
て定義された第２の単離された胎盤細胞集団を含んでいてもよく、前記第１および第２の
集団は、約１：９９、２：９８、３：９７、４：９６、５：９５、１０：９０、２０：８
０、３０：７０、４０：６０、５０：５０、６０：４０、７０：３０、８０：２０、９０
：１０、９５：５、９６：４、９７：３、９８：２、または約９９：１の比率で組み合わ
される。同様の様式で、上述した単離された胎盤細胞または単離された胎盤細胞集団のい
ずれか３つ、４つ、５つまたはそれより多くを組み合わせることができる。
【０１１６】
　本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞は、例えば胎盤組織の破
壊により得ることができ、この破壊は、酵素による消化（５．２．３章を参照）または潅
流（５．２．４章を参照）を用いてもよいし、または用いなくてもよい。例えば、単離さ
れた胎盤細胞集団は、臍帯血を引き出し、潅流して、残留した血液を除去した哺乳類胎盤
を潅流するステップ；前記胎盤を潅流溶液で潅流するステップ；および前記潅流溶液を収
集するステップであって、潅流後の前記潅流溶液は、単離された胎盤細胞を含む胎盤細胞
集団を含む、ステップ；および前記細胞集団から複数の前記単離された胎盤細胞を単離す



(30) JP 2018-533370 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

るステップを含む方法に従って産生することができる。具体的な実施形態において、潅流
溶液は、臍帯静脈と臍帯動脈の両方を通過して、それが胎盤から滲出した後に収集される
。別の具体的な実施形態において、潅流溶液は、臍帯静脈を通過して臍帯動脈から収集さ
れるか、または臍帯動脈を通過して臍帯静脈から収集される。
【０１１７】
　様々な実施形態において、胎盤の潅流から得られた細胞の集団内に含有される単離され
た胎盤細胞は、前記胎盤細胞の集団の少なくとも５０％、６０％、７０％、８０％、９０
％、９５％、９９％または少なくとも９９．５％である。別の具体的な実施形態において
、潅流によって収集された単離された胎盤細胞は、胎児の細胞および母体の細胞を含む。
別の具体的な実施形態において、潅流によって収集された単離された胎盤細胞は、少なく
とも５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９９％または少なくとも９９．
５％が胎児細胞である。
【０１１８】
　別の具体的な実施形態において、本明細書に記載されるように、潅流により収集された
単離された胎盤細胞集団を含む組成物であって、前記組成物は、単離された胎盤細胞を収
集するのに使用される潅流溶液の少なくとも一部を含む、組成物が本明細書で提供される
。
【０１１９】
　本明細書に記載される単離された胎盤細胞の単離された集団は、組織を破壊する酵素で
胎盤組織を消化して、細胞を含む胎盤細胞集団を得ること、および前記胎盤細胞の残りか
ら複数の胎盤細胞を単離すること、または実質的に単離することによって産生することが
できる。胎盤の全体またはそのいずれか一部を消化して、本明細書に記載される単離され
た胎盤細胞を得ることができる。具体的な実施形態において、例えば、前記胎盤組織は、
胎盤全体、羊膜、柔毛膜、羊膜と柔毛膜の組合せ、または前述のもののいずれかの組合せ
であってもよい。他の具体的な実施形態において、組織を破壊する酵素は、トリプシンま
たはコラゲナーゼである。様々な実施形態において、胎盤を消化することから得られた細
胞の集団内に含有される単離された胎盤細胞は、前記胎盤細胞集団の少なくとも５０％、
６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９９％または少なくとも９９．５％である。
【０１２０】
　上述した単離された胎盤細胞集団、および単離された胎盤細胞集団は、一般的に、約、
少なくとも、または最大で、１×１０３個、３×１０３個、５×１０３個、１×１０４個
、３×１０４個、５×１０４個、１×１０５個、３×１０５個、５×１０５個、１×１０
６個、３×１０６個、５×１０６個、１×１０７個、３×１０７個、５×１０７個、１×
１０８個、３×１０８個、５×１０８個、１×１０９個、５×１０９個、または１×１０
１０個の単離された胎盤細胞（例えば、胎盤幹細胞を含む医薬組成物の一部として）を含
んでいてもよいし、または約１×１０３個から３×１０３個の間、３×１０３個から５×
１０３個の間、５×１０３個から１×１０４個の間、１×１０４個から３×１０４個の間
、３×１０４個から５×１０４個の間、５×１０４個から１×１０５個の間、１×１０５

個から３×１０５個の間、３×１０５個から５×１０５個の間、５×１０５個から１×１
０６個の間、１×１０６個から３×１０６個の間、３×１０６個から５×１０６個の間、
５×１０６個から１×１０７個の間、１×１０７個から３×１０７個の間、３×１０７個
から５×１０７個の間、５×１０７個から１×１０８個の間、１×１０８個から３×１０
８個の間、３×１０８個から５×１０８個の間、５×１０８個から１×１０９個の間、１
×１０９個から５×１０９個の間、または５×１０９個から１×１０１０個の間の単離さ
れた胎盤細胞（例えば、胎盤幹細胞を含む医薬組成物の一部として）を含んでいてもよい
。本明細書に記載される方法において有用な単離された胎盤細胞集団は、例えば、例えば
トリパンブルー排除によって決定される場合、少なくとも５０％、５５％、６０％、６５
％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９８％、または９９％の生存可
能な単離された胎盤細胞を含む。
【０１２１】
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５．２　単離された胎盤細胞を得る方法
５．２．１　幹細胞収集組成物
　一般的に、上記のセクション５．１に記載される単離された胎盤細胞は、生理的に許容
される溶液、例えば細胞収集組成物を使用して、哺乳類胎盤から得られる。例示的な細胞
収集組成物は、「Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｍｅｄｉｕｍ　ｆｏｒ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｎｇ　Ｐ
ｌａｃｅｎｔａｌ　Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌｓ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｒｖｉｎｇ　Ｏｒｇａｎ
ｓ」という表題の関連する特許文献１１で詳細に記載されており、その開示は、参照によ
りその全体が本明細書に組み入れられる。
【０１２２】
　細胞収集組成物は、細胞、例えば本明細書に記載される単離された胎盤細胞の収集およ
び／または培養に好適なあらゆる生理的に許容できる溶液、例えば、塩類溶液（例えば、
リン酸緩衝塩類溶液、クレブス溶液、改変クレブス溶液、イーグル溶液、０．９％ＮａＣ
ｌなど）、培養培地（例えば、ＤＭＥＭ、Ｈ．ＤＭＥＭなど）、および同種のものを含ん
でいてもよい。
【０１２３】
　細胞収集組成物は、収集時間から培養時間まで、単離された胎盤細胞を保存する傾向が
ある、すなわち、単離された胎盤細胞が乾燥しないようにする、または単離された胎盤細
胞の死を遅延させる、細胞集団中の死亡する単離された胎盤細胞の数を低減する等の一ま
たは複数の要素を含んでいてもよい。このような要素は、例えば、アポトーシス阻害剤（
例えば、カスパーゼ阻害剤またはＪＮＫ阻害剤）；血管拡張剤（例えば、硫酸マグネシウ
ム、抗高血圧薬、心房性ナトリウム利尿ペプチド（ＡＮＰ）、副腎皮質刺激ホルモン、コ
ルチコトロピン放出ホルモン、ニトロプルシドナトリウム、ヒドララジン、アデノシン三
リン酸、アデノシン、インドメタシンまたは硫酸マグネシウム、ホスホジエステラーゼ阻
害剤など）；壊死阻害剤（例えば、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、またはクロナゼパム）；ＴＮＦ－
α阻害剤；および／または酸素運搬ペルフルオロカーボン（例えば、ペルフルオロオクチ
ルブロミド、ペルフルオロデシルブロミドなど）であり得る。
【０１２４】
　細胞収集組成物は、一または複数の組織分解酵素、例えば、メタロプロテアーゼ、セリ
ンプロテアーゼ、中性プロテアーゼ、ＲＮアーゼ、またはＤＮアーゼ、または同種のもの
を含んでいてもよい。このような酵素としては、これらに限定されないが、コラゲナーゼ
（例えば、コラゲナーゼＩ、ＩＩ、ＩＩＩまたはＩＶ、クロストリジウム・ヒストリチカ
ム（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｈｉｓｔｏｌｙｔｉｃｕｍ）由来のコラゲナーゼなど）；
ディスパーゼ、サーモリシン、エラスターゼ、トリプシン、ＬＩＢＥＲＡＳＥ、ヒアルロ
ニダーゼ、および同種のものが挙げられる。
【０１２５】
　細胞収集組成物は、殺菌的または静菌的に有効な量の抗生物質を含んでいてもよい。あ
る特定の非限定的な実施形態において、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、セフィキシムまたはセファドロキシル）、クラリスロマイシン
、エリスロマイシン、ペニシリン（例えば、ペニシリンＶ）またはキノロン（例えば、オ
フロキサシン、シプロフロキサシンまたはノルフロキサシン）、テトラサイクリン、スト
レプトマイシンなどである。特定の実施形態において、抗生物質は、グラム（＋）および
／またはグラム（－）細菌、例えば、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎ
ｏｓａ）、黄色ブドウ球菌（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ）などに対し
て活性である。一実施形態において、抗生物質は、ゲンタマイシンであり、例えば、培養
培地中約０．００５％から約０．０１％（ｗ／ｖ）である。
【０１２６】
　細胞収集組成物はまた、以下の化合物の１つまたは複数：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
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１ｍＭから約５０ｍＭ）；２０，０００ダルトンより大きい分子量を有する巨大分子、一
実施形態において、内皮の完全性および細胞の生存能を維持するのに十分な量で存在する
もの（例えば、合成または天然に存在するコロイド、多糖類、例えば約２５ｇ／ｌから約
１００ｇ／ｌ、または約４０ｇ／ｌから約６０ｇ／ｌで存在するデキストランまたはポリ
エチレングリコールなど）；抗酸化剤（例えば、約２５μＭから約１００μＭで存在する
、ブチルヒドロキシアニソール、ブチルヒドロキシトルエン、グルタチオン、ビタミンＣ
またはビタミン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侵入を予防する薬剤（例えば、約２μＭから約２５
μＭ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）；抗凝血剤、一実施形態において、残留した血液の凝固の予防を助けるのに十
分な量で存在する抗凝血剤（例えば、約１０００ユニット／ｌから約１００，０００ユニ
ット／ｌの濃度で存在するヘパリンまたはヒルジン）；またはアミロライド含有化合物（
例えば、約１．０μＭから約５μＭで存在する、アミロライド、エチルイソプロピルアミ
ロライド、ヘキサメチレンアミロライド、ジメチルアミロライドまたはイソブチルアミロ
ライド）を含んでいてもよい。
【０１２７】
５．２．２　胎盤の収集および取り扱い
　一般的に、ヒト胎盤は、出産後に排除された直後に回収される。好ましい実施形態にお
いて、胎盤は、インフォームドコンセントの後、および患者の完全な病歴を把握し、胎盤
と関連付けた後に、患者から回収される。好ましくは、病歴は、分娩後も継続する。この
ような病歴は、それに続く胎盤または胎盤から回収された単離された胎盤細胞の使用と連
携させるのに使用することができる。例えば、単離されたヒト胎盤細胞は、病歴を考慮し
て、胎盤に関連する乳児のための、または乳児の親、兄弟もしくは他の親族のための個別
化薬に使用することができる。
【０１２８】
　単離された胎盤細胞の回収の前に、臍帯血および胎盤血は、好ましくは除去される。あ
る特定の実施形態において、分娩後、胎盤中の臍帯血が回収される。胎盤は、従来の臍帯
血回収プロセスに供することができる。典型的には、針またはカニューレを使用して、重
力の助けによって胎盤を放血させる（例えば、アンダーソン（Ａｎｄｅｒｓｏｎ）、特許
文献１２；ヘッセル（Ｈｅｓｓｅｌ）ら、特許文献１３を参照）。通常、針またはカニュ
ーレを臍帯静脈中に置き、胎盤を穏やかに揉んで胎盤からの臍帯血の引き出しを助けるこ
とができる。このような臍帯血回収は商業的に実行することもでき、例えば、ＬｉｆｅＢ
ａｎｋ　ＵＳＡ、Ｃｅｄａｒ　Ｋｎｏｌｌｓ、Ｎ．Ｊ．である。好ましくは、臍帯血回収
中の組織の破壊が最小化されるように、胎盤は、さらなる操作を用いずに重力により引き
出される。
【０１２９】
　典型的には、胎盤は、例えば潅流または組織解離による臍帯血の回収および幹細胞の収
集のために、分娩または出産室から別の場所、例えば実験室に輸送される。胎盤は、好ま
しくは、断熱された滅菌輸送デバイス（胎盤の温度を２０～２８℃の間に維持する）で、
例えば、滅菌ジップロックプラスチックバッグ中に近位の臍帯を固定して胎盤を置き、次
いでこれを断熱容器中に置くことにより輸送される。別の実施形態において、胎盤は、そ
の開示が参照により本明細書に組み入れられる係属中の特許文献１４に実質的に記載され
るような臍帯血収集キットで輸送される。好ましくは、胎盤は、分娩後４から２４時間で
実験室に届けられる。ある特定の実施形態において、近位の臍帯は、臍帯血回収の前に、
盤状胎盤（ｐｌａｃｅｎｔａｌ　ｄｉｓｃ）への挿入部の、好ましくは４～５ｃｍ（セン
チメートル）以内に固定される。他の実施形態において、近位の臍帯は、臍帯血回収の後
、ただしさらなる胎盤加工の前に固定される。
【０１３０】
　胎盤は、細胞収集の前に、滅菌条件下で、室温または５℃から２５℃の温度のいずれか
で貯蔵することができる。胎盤は、胎盤を潅流して全ての残留した臍帯血を除去する前の
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、４から２４時間の期間にわたり、４８時間まで、または４８時間より長く、貯蔵しても
よい。一実施形態において、胎盤は、排除後、約０時間から約２時間の間に収穫される。
胎盤は、好ましくは、抗凝血剤溶液中で、５℃から２５℃の温度で、貯蔵される。好適な
抗凝血剤溶液は当業界において周知である。例えば、ヘパリンまた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。好ましい実施形態において、抗凝血剤溶液は、ヘパ
リンの溶液（例えば、１：１０００溶液中、１％ｗ／ｗ）を含む。放血された胎盤は、好
ましくは胎盤細胞を収集する前の３６時間以下で貯蔵される。
【０１３１】
　哺乳類胎盤またはその部分は、上述したようにひとたび一般的に収集され調製されたら
、あらゆる当業界公知の方式で処理することができ、例えば、潅流または破壊することに
より、例えば一または複数の組織を破壊する酵素で消化することにより、単離された胎盤
細胞を得ることができる。
【０１３２】
５．２．３　胎盤組織の物理的な破壊および酵素消化
　胎盤細胞は、臓器の一部または全ての物理的な破壊によって、哺乳類胎盤から収集する
ことができる。例えば、胎盤またはその部分を、例えば、粉砕する、剪断する、細かく刻
む、さいの目に切る、切り刻む、ほぐす等することができる。次いで組織を培養して、単
離された胎盤細胞の集団を得ることができる。典型的には、胎盤組織は、例えば、培養培
地、塩類溶液、または幹細胞収集を使用して破壊される。
【０１３３】
　胎盤は、物理的な破壊および／または酵素消化ならびに幹細胞の回収の前に要素に切り
分けることができる。単離された胎盤細胞は、羊膜、柔毛膜、臍帯、胎盤絨毛叢の全てま
たは一部、または胎盤全体を含むそれらのいずれかの組合せから得ることができる。好ま
しくは、単離された胎盤細胞は、羊膜および柔毛膜を含む胎盤組織から得られる。典型的
には、単離された胎盤細胞は、小さいブロックの胎盤組織の破壊、例えば、体積が約１、
２、３、４、５、６、７、８、９、１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、
９０、１００、２００、３００、４００、５００、６００、７００、８００、９００また
は約１０００立方ミリメートルの胎盤組織のブロックの破壊により得ることができる。例
えばトリパンブルー排除によって決定される場合、前記臓器中の複数の細胞、より好まし
くは大多数の細胞、より好ましくは少なくとも６０％、７０％、８０％、９０％、９５％
、９８％、または９９％の細胞を生存可能なままにする破壊方法であれば、どのような物
理的な破壊方法を使用してもよい。
【０１３４】
　単離された接着性胎盤細胞は、一般的に、排除後の最初の３日以内のいつでも、ただし
好ましくは排除後約８時間から約１８時間の間に、胎盤またはその一部から収集すること
ができる。
【０１３５】
　具体的な実施形態において、破壊された組織は、単離された胎盤細胞の増殖に好適な組
織培養培地中で培養される。
【０１３６】
　別の具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、物理的な胎盤組織の破壊によ
って収集され、物理的な破壊としては、一または複数の組織消化酵素の使用によって達成
できる酵素消化が挙げられる。また胎盤またはその部分を物理的に破壊し、一または複数
の酵素で消化してもよく、次いで得られた材料を細胞収集組成物中に浸すか、またはそれ
に混合してもよい。
【０１３７】
　好ましい細胞収集組成物は、一または複数の組織を破壊する酵素を含む。胎盤組織を破
壊するのに使用できる酵素としては、パパイン、デオキシリボヌクレアーゼ、セリンプロ
テアーゼ、例えばトリプシン、キモトリプシン、コラゲナーゼ、ディスパーゼまたはエラ
スターゼなどが挙げられる。セリンプロテアーゼは、血清中のアルファ２ミクログロブリ
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ンによって阻害される場合があるため、消化に使用される培地は通常、無血清である。細
胞回収効率を増加させるために、ＥＤＴＡおよびＤＮアーゼが酵素消化手順において一般
的に使用される。粘性の消化物中への細胞の捕獲が回避されるように、消化されるものを
好ましくは希釈する。
【０１３８】
　組織消化酵素のあらゆる組合せを使用することができる。トリプシンを使用する消化の
ための典型的な濃度としては、０．１％から約２％のトリプシン、例えば約０．２５％の
トリプシンが挙げられる。プロテアーゼは、組み合わせて使用してもよく、すなわち２つ
以上のプロテアーゼを同じ消化反応で使用してもよく、または胎盤細胞、例えば胎盤幹細
胞および複能性胎盤細胞を遊離させるために逐次的に使用してもよい。例えば、一実施形
態において、胎盤またはその部分は、最初に、適切な量のコラゲナーゼＩで、約１から約
２ｍｇ／ｍｌで、例えば３０分間消化され、それに続いてトリプシンで、約０．２５％の
濃度で、例えば１０分間、３７℃で消化される。セリンプロテアーゼは、好ましくは、他
の酵素の使用後に連続して使用することができる。
【０１３９】
　別の実施形態において、幹細胞収集組成物を用いて幹細胞を単離する前に、キレート化
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）またはエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）を、幹細胞を含む幹細
胞収集組成物に、またはその中で組織が破壊および／また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もできる。
【０１４０】
　消化後、消化されたものを例えば培養培地で３回洗浄し、洗浄した細胞を培養フラスコ
に植え付ける。次いで細胞を示差的な接着により単離し、例えば生存能、細胞表面マーカ
ー、分化、および同種のものに関して特徴付ける。
【０１４１】
　胎盤全体または胎盤の部分が胎児の細胞と母体の細胞の両方を含む（例えば、胎盤の部
分が柔毛膜または絨毛叢を含む場合）単離された胎盤細胞は、胎児源と母体源の両方に由
来する胎盤細胞の混合物を含むことができると理解されると予想される。胎盤の部分が母
体の細胞（例えば、羊膜）を含まないかごく少数しか含まない場合、それから単離された
胎盤細胞は、ほぼ胎児の胎盤細胞（すなわち、胎児の遺伝子型を有する胎盤細胞）のみを
含むと予想される。
【０１４２】
　胎盤細胞、例えば、上記の５．１章に記載される胎盤細胞は、示差的なトリプシン処理
（以下の５．２．５章を参照）、それに続く一または複数の新しい培養容器中における新
鮮な増殖培地中での培養、任意選択でそれに続く第２の示差的なトリプシン処理工程によ
って、破壊された胎盤組織から単離することができる。
【０１４３】
５．２．４．胎盤の潅流
　胎盤細胞、例えば、上記の５．１章に記載される胎盤細胞はまた、哺乳類胎盤の潅流に
よっても得ることができる。胎盤細胞を得るための哺乳類胎盤を潅流する方法は、例えば
、ハリリ（Ｈａｒｉｒｉ）の特許文献１５および特許文献１６、特許文献１０ならびに特
許文献１１で開示されており、これらそれぞれの開示は、この参照によりそれらの全体が
開示に組み入れられる。
【０１４４】
　胎盤細胞は、潅流溶液として例えば細胞収集組成物を使用する、例えば胎盤の血管系を
介した潅流によって収集することができる。一実施形態において、哺乳類胎盤は、臍帯動
脈および臍帯静脈のいずれかまたはその両方に潅流溶液を通過させることによって潅流さ
れる。胎盤を通る潅流溶液の流動は、例えば胎盤への重力流を使用して達成することがで
きる。好ましくは、ポンプ、例えば蠕動ポンプを使用して、潅流溶液を胎盤に押し通す。
臍帯静脈に、例えば、滅菌接続器具、例えば滅菌管材料などに接続された、カニューレ、
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例えばＴＥＦＬＯＮ（登録商標）またはプラスチックカニューレを挿入することができる
。滅菌接続器具は、潅流マニホールドに接続される。
【０１４５】
　潅流の準備において、胎盤は、好ましくは、胎盤の最も高い地点に臍帯動脈および臍帯
静脈が配置されるような方式で方向付けられる（例えば、吊り下げられる）。潅流流体を
胎盤の血管系および周囲の組織を通過させることによって、胎盤を潅流することができる
。また、臍帯静脈への潅流流体の通過および臍帯動脈からの収集、または臍帯動脈への潅
流流体の通過および臍帯静脈からの収集によっても、胎盤を潅流することができる。
【０１４６】
　一実施形態において、例えば、臍帯動脈および臍帯静脈は、例えばフレキシブルなコネ
クターを介して潅流溶液のリザーバに接続されているピペットに、同時に接続される。潅
流溶液は、臍帯静脈および動脈に注入される。潅流溶液は、血管壁からおよび／またはそ
れを通過して胎盤の周囲組織に滲出し、妊娠中に母親の子宮に付着していた胎盤の表面か
ら好適な開放血管に収集される。また潅流溶液を、臍帯の開口部を介して導入し、母体の
子宮壁との境界面である胎盤の壁中の開口部から流動または浸透させてもよい。この方法
は、「受け皿（ｐａｎ）」方法と称することができ、それにより収集される胎盤細胞は、
典型的には胎児の細胞と母体の細胞との混合物である。
【０１４７】
　別の実施形態において、潅流溶液は、臍帯静脈を通過し、臍帯動脈からから収集される
か、または臍帯動脈を通過し、臍帯静脈から収集される。この方法は、「閉回路」方法と
称することができ、それにより収集される胎盤細胞は、典型的にはほぼ胎児のみである。
【０１４８】
　受け皿方法、すなわちそれによって潅流液が胎盤の母体側から滲出した後に収集される
方法を使用する潅流は、胎児の細胞と母体の細胞との混合物を生じることが理解されると
予想される。結果として、この方法によって収集された細胞は、胎児起源と母体起源の両
方の、混成の胎盤細胞集団、例えば胎盤幹細胞または複能性胎盤細胞を含み得る。対照的
に、閉回路方法で胎盤の血管系のみを通る潅流、すなわちそれによって潅流流体が１また
は２つの胎盤の血管を通過して残りの血管のみを通って収集される潅流は、ほぼ胎児起源
の胎盤細胞の集団のみの収集がもたらされる。
【０１４９】
　閉回路潅流方法は、一実施形態において、以下のように実行することができる。出産後
約４８時間以内に産後の胎盤を得る。臍帯を固定し、クランプ上で切断する。臍帯は、捨
ててもよいし、または例えば臍帯幹細胞を回収するために加工したり、および／またはバ
イオマテリアル産生のために臍帯膜を加工したりすることもできる。羊膜は、潅流中に保
持されていてもよいし、または例えば指での鈍的剥離を使用して柔毛膜から分離されても
よい。羊膜が潅流の前に柔毛膜から分離される場合、羊膜は、例えば、捨ててもよいし、
または例えば、酵素消化によって幹細胞を得るために、または例えば羊膜バイオマテリア
ル、例えばその開示が参照によりその全体が本明細書に組み入れられる特許文献１７に記
載のバイオマテリアルを産生するために加工されてもよい。全ての目に見える血餅や残留
した血液を例えば滅菌ガーゼを使用して胎盤からクリーニングした後、例えば臍帯膜を部
分的に切断して臍帯の断面を露出させることによって、臍帯血管を露出させる。血管を確
認して、例えば各血管の切断端部末端を通って閉じたワニ口クランプを進めることによっ
て開く。次いで潅流デバイスまたは蠕動ポンプに接続された器具、例えばプラスチック管
材料を、胎盤動脈のそれぞれに挿入する。ポンプは、目的に好適な、例えば蠕動ポンプで
あり得る。次いで、滅菌収集リザーバ、例えば血液バッグ、例えば２５０ｍＬ収集バッグ
などに接続されたプラスチック管材料は、胎盤静脈に挿入される。代替として、ポンプに
接続された管材料が胎盤静脈に挿入され、収集リザーバへの管は、胎盤動脈の一方または
両方に挿入される。次いで胎盤を、所定体積の潅流溶液、例えば、約７５０ｍｌの潅流溶
液で潅流する。次いで潅流液中の細胞を、例えば遠心分離によって収集する。ある特定の
実施形態において、胎盤を潅流溶液、例えば１００～３００ｍＬの潅流溶液で潅流して、
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潅流の前に残留した血液を除去し、胎盤細胞、例えば胎盤幹細胞および／または複能性胎
盤細胞を収集する。別の実施形態において、胎盤を潅流溶液で潅流せずに、潅流の前に残
留した血液を除去し、胎盤細胞を収集する。
【０１５０】
　一実施形態において、近位の臍帯は、潅流中固定され、より好ましくは、盤状胎盤（ｐ
ｌａｃｅｎｔａｌ　ｄｉｓｃ）への臍帯の挿入部の４～５ｃｍ（センチメートル）以内に
固定される。
【０１５１】
　放血プロセス中における哺乳類胎盤からの潅流流体の第１の収集物は、一般的に、臍帯
血および／または胎盤の血液の残留した赤血球で着色されている。潅流流体は、潅流が進
むにつれてより無色になり、残留した臍帯血細胞は胎盤から洗い落とされる。一般的に３
０から１００ｍｌ（ミリリットル）の潅流流体が、初期に胎盤を放血させるのに十分であ
るが、観察された結果に応じてそれより多いまたは少ない潅流流体を使用してもよい。
【０１５２】
　胎盤細胞を単離するのに使用される潅流液体の体積は、収集しようとする細胞の数、胎
盤のサイズ、単一の胎盤から作製しようとする収集物の数などに応じて様々であり得る。
様々な実施形態において、潅流液体の体積は、５０ｍＬから５０００ｍＬ、５０ｍＬから
４０００ｍＬ、５０ｍＬから３０００ｍＬ、１００ｍＬから２０００ｍＬ、２５０ｍＬか
ら２０００ｍＬ、５００ｍＬから２０００ｍＬ、または７５０ｍＬから２０００ｍＬであ
り得る。典型的には、胎盤は、放血後、７００～８００ｍＬの潅流液体で潅流される。
【０１５３】
　胎盤は、数時間または数日にわたり複数回潅流することができる。胎盤を複数回潅流し
ようとする場合、無菌条件下において容器または他の好適な入れ物中で維持または培養し
て、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）含有または非含有の、および／または抗微生物剤（例えば、β－メルカプトエ
タノール（０．１ｍＭ）；抗生物質、例えばストレプトマイシン（例えば、４０～１００
μｇ／ｍｌで）、ペニシリン（例えば、４０Ｕ／ｍｌで）、アンホテリシンＢ（例えば、
０．５μｇ／ｍｌで）など）含有または非含有の、細胞収集組成物、または標準的な潅流
溶液（例えば、リン酸緩衝塩類溶液（「ＰＢＳ」）などの通常の塩類溶液）で潅流しても
よい。一実施形態において、潅流および潅流液の収集前の１、２、３、４、５、６、７、
８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、
２２、２３、もしくは２４時間、または２もしくは３日間またはそれより多くの日数にわ
たり胎盤が維持または培養されるように、単離された胎盤は、所定期間にわたり潅流液を
収集せずに維持または培養される。潅流された胎盤は、１または複数の追加の回、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、２４時間またはそれより長い時間維持して
、２回目に、例えば７００～８００ｍＬの潅流流体で潅流してもよい。胎盤は、１、２、
３、４、５回またはそれより多く、例えば１、２、３、４、５または６時間毎に１回潅流
することができる。好ましい実施形態において、胎盤の潅流および潅流溶液、例えば細胞
収集組成物の収集は、回収した有核細胞の数が細胞１００個／ｍｌ未満に落ちるまで繰り
返される。異なるタイムポイントでの潅流液はさらに、時間依存的な細胞、例えば幹細胞
の集団を回収するために個々に加工することができる。異なるタイムポイントからの潅流
液はまた、プールすることもできる。好ましい実施形態において、胎盤細胞は、排除後の
約８時間から約１８時間の間の１つの時点または複数の時点で収集される。
【０１５４】
　潅流は、好ましくは、前記溶液で潅流されておらず、胎盤細胞を得るための別段の処置
（例えば、組織の破壊、例えば酵素消化による）がな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くの胎盤細胞の収集をもたらす。この状況において、「より有意に多
く」は、少なくとも１０％より多いことを意味する。潅流は、例えば胎盤またはその一部
を培養した培養培地から分離可能な胎盤細胞の数より有意に多くの胎盤細胞を生じる。
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【０１５５】
　胎盤細胞は、一または複数のプロテアーゼまたは他の組織を破壊する酵素を含む溶液で
の潅流によって胎盤から単離することができる。具体的な実施形態において、胎盤または
その部分（例えば、羊膜、羊膜および柔毛膜、胎盤小葉もしくは絨毛叢、臍帯、または前
述のもののいずれかの組合せ）を２５～３７℃にして、２００ｍＬの培養培地中の一また
は複数の組織を破壊する酵素と共に３０分インキュベートする。潅流液からの細胞を収集
し、４℃にして、５ｍＭのＥＤＴＡ、２ｍＭジチオスレイトールおよび２ｍＭベータ－メ
ルカプトエタノールを含む冷たい阻害剤混合物で洗浄する。数分後に冷たい（例えば、４
℃の）幹細胞収集組成物で胎盤細胞を洗浄する。
【０１５６】
５．２．５　胎盤細胞の単離、ソーティング、および特徴付け
　単離された胎盤細胞、例えば上記の５．１章に記載される細胞は、潅流により得られた
か、または物理的な破壊、例えば酵素消化により得られたかにかかわらず、最初に、Ｆｉ
ｃｏｌｌ勾配遠心分離によって他の細胞から精製することができる（すなわち、それから
単離することができる）。このような遠心分離は、遠心分離速度などに関してどのような
標準的なプロトコールに従っていてもよい。一実施形態において、例えば、胎盤から収集
された細胞を、５０００×ｇで１５分、室温での遠心分離によって潅流液から回収し、そ
れにより例えば混入している死細胞片および血小板から細胞を分離する。別の実施形態に
おいて、胎盤潅流液を約２００ｍｌに濃縮し、穏やかにＦｉｃｏｌｌ上に層化して、約１
１００×ｇで２０分、２２℃で遠心分離し、さらなる加工のために低密度の細胞の境界層
を収集する。
【０１５７】
　細胞ペレットは、新鮮な幹細胞収集組成物、または細胞の維持、例えば、幹細胞の維持
に好適な培地、例えば、２Ｕ／ｍｌヘパリンおよび２ｍＭのＥＤＴＡ（ＧｉｂｃｏＢＲＬ
、ＮＹ）を含有するＩＭＤＭ無血清培地に再懸濁することができる。総単核細胞画分は、
例えば、Ｌｙｍｐｈｏｐｒｅｐ（Ｎｙｃｏｍｅｄ　Ｐｈａｒｍａ、Ｏｓｌｏ、Ｎｏｒｗａ
ｙ）を製造元の推奨された手順に従って使用して単離することができる。
【０１５８】
　潅流または消化により得られた胎盤細胞は、例えば、さらに、または最初に、例えば０
．２％ＥＤＴＡ（Ｓｉｇｍａ、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ　ＭＯ）を含む０．０５％トリプシン溶
液を使用する示差的なトリプシン処理によって単離することができる。単離された胎盤細
胞は、組織培養プラスチック接着性であり、典型的には約５分以内にプラスチック表面か
ら取り外されるため、示差的なトリプシン処理が可能であり、それに対して他の接着性集
団は、典型的には２０～３０分より長いインキュベーションを必要とする。取り外された
胎盤細胞は、例えばトリプシン中和溶液（Ｔｒｙｐｓｉｎ　Ｎｅｕｔｒａｌｉｚｉｎｇ　
Ｓｏｌｕｔｉｏｎ；ＴＮＳ、Ｃａｍｂｒｅｘ）を使用するトリプシン処理およびトリプシ
ン中和後、収穫することができる。接着細胞単離の一実施形態において、例えば細胞約５
～１０×１０６個のアリコートを、数々のＴ－７５フラスコ、好ましくはフィブロネクチ
ンでコーティングしたＴ７５フラスコのそれぞれ中に入れる。このような実施形態におい
て、細胞を市販の間充織幹細胞増殖培地（ＭＳＣＧＭ）（Ｃａｍｂｒｅｘ）で培養して、
組織培養インキュベーター（３７℃、５％ＣＯ２）中に入れることができる。１０から１
５日後、ＰＢＳで洗浄することによって非接着細胞をフラスコから除去する。次いでＰＢ
ＳをＭＳＣＧＭで交換する。様々な接着細胞タイプの存在について、特定には線維芽細胞
様細胞のクラスターの同定および拡張について、フラスコを、好ましくは毎日検査するこ
とができる。
【０１５９】
　哺乳類胎盤から収集された細胞の数およびタイプは、例えば、例えばフローサイトメト
リー、セルソーティング、免疫細胞化学（例えば、組織特異的なまたは細胞－マーカー特
異的な抗体での染色）、蛍光活性化セルソーティング（ＦＡＣＳ）、磁気活性化セルソー
ティング（ＭＡＣＳ）などの標準的な細胞検出技術を使用して形態および細胞表面マーカ
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ーの変化を測定することによって、光学または共焦点顕微鏡法を使用する細胞の形態の検
査によって、および／または例えばＰＣＲおよび遺伝子発現プロファイリングなどの当業
界において周知の技術を使用して遺伝子発現の変化を測定することによってモニターする
ことができる。これらの技術はまた、一または複数の特定のマーカーに関して陽性である
細胞を同定するのにも使用することができる。例えば、ＣＤ３４に対する抗体を使用して
、上記技術を使用して、細胞が検出可能な量のＣＤ３４を含むのかどうかを決定すること
ができ、含む場合、細胞はＣＤ３４＋である。同様に、細胞が、ＲＴ－ＰＣＲによって検
出するのに十分なＯＣＴ－４　ＲＮＡを産生するか、または成体細胞より有意に多くのＯ
ＣＴ－４　ＲＮＡを産生する場合、その細胞は、細胞表面マーカー（例えば、ＣＤ３４な
どのＣＤマーカー）に対するＯＣＴ－４＋抗体であり、幹細胞特異的遺伝子、例えばＯＣ
Ｔ－４などの配列は当業界において周知である。
【０１６０】
　胎盤細胞、特にＦｉｃｏｌｌ分離、示差的な接着、またはそれら両方の組合せによって
単離された細胞は、蛍光活性化セルソーター（ＦＡＣＳ）を使用してソートされてもよい
。蛍光活性化セルソーティング（ＦＡＣＳ）は、細胞などの粒子を、粒子の蛍光特性に基
づいて分離するための周知の方法である（非特許文献２）。個々の粒子の蛍光性部分のレ
ーザー励起は、混合物からの陽性および陰性粒子の電磁気分離を可能にする小さい電荷を
生じる。一実施形態において、細胞表面マーカー特異的な抗体またはリガンドは、別個の
蛍光標識で標識される。細胞をセルソーターを介して処理することにより、使用される抗
体に結合するそれらの能力に基づいて細胞の分離が可能になる。ＦＡＣＳでソートされた
粒子は、分離およびクローニングを容易にするために、９６－ウェルまたは３８４－ウェ
ルプレートの個々のウェルに直接堆積させることができる。
【０１６１】
　１つのソーティングスキームにおいて、胎盤、例えばＰＤＡＣからの細胞は、マーカー
ＣＤ３４、ＣＤ３８、ＣＤ４４、ＣＤ４５、ＣＤ７３、ＣＤ１０５、ＯＣＴ－４および／
またはＨＬＡ－Ｇの一または複数の発現に基づきソートされる。これは、培養中のそれら
の接着特性に基づきこのような細胞を選択するための手順と共に達成することができる。
例えば、組織培養プラスチックへの接着の選択は、マーカー発現に基づきソーティングの
前または後に達成することができる。一実施形態において、例えば、細胞はまず、それら
のＣＤ３４発現に基づきソートされ、ＣＤ３４－細胞が保持されて、加えてＣＤ２００＋
およびＨＬＡ－Ｇ－であるＣＤ３４－細胞が、全ての他のＣＤ３４－細胞から分離される
。別の実施形態において、胎盤からの細胞は、それらのマーカーＣＤ２００および／また
はＨＬＡ－Ｇの発現に基づきソートされ、例えば、ＣＤ２００を提示しＨＬＡ－Ｇが欠如
した細胞が、さらなる使用のために単離される。具体的な実施形態において、例えばＣＤ
２００を発現し、および／または例えばＨＬＡ－Ｇがない細胞は、それらのＣＤ７３およ
び／もしくはＣＤ１０５、または抗体ＳＨ２、ＳＨ３もしくはＳＨ４によって認識される
エピトープの発現、またはＣＤ３４、ＣＤ３８もしくはＣＤ４５の発現の欠如に基づきさ
らにソートすることができる。例えば、別の実施形態において、胎盤細胞は、ＣＤ２００
、ＨＬＡ－Ｇ、ＣＤ７３、ＣＤ１０５、ＣＤ３４、ＣＤ３８およびＣＤ４５の発現または
それらの欠如によってソートされ、ＣＤ２００＋、ＨＬＡ－Ｇ－、ＣＤ７３＋、ＣＤ１０
５＋、ＣＤ３４－、ＣＤ３８－およびＣＤ４５－である胎盤細胞が、さらなる使用のため
に他の胎盤細胞から単離される。
【０１６２】
　ソートされた胎盤細胞の上記実施形態のいずれかの具体的な実施形態において、ソーテ
ィング後に残存する細胞集団中の細胞の少なくとも５０％、６０％、７０％、８０％、９
０％または９５％が、前記単離された胎盤細胞である。胎盤細胞は、上記の５．１章に記
載されるマーカーのいずれかの１つまたは複数によってソートすることができる。
【０１６３】
　具体的な実施形態において、例えば、（１）組織培養プラスチックに接着性であり、（
２）ＣＤ１０＋、ＣＤ３４－およびＣＤ１０５＋である胎盤細胞が、他の胎盤細胞からソ
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ートされる（すなわち、それから単離される）。別の具体的な実施形態において、（１）
組織培養プラスチックに接着性であり、（２）ＣＤ１０＋、ＣＤ３４－、ＣＤ１０５＋お
よびＣＤ２００＋である胎盤細胞が、他の胎盤細胞からソートされる（すなわち、それか
ら単離される）。別の具体的な実施形態において、（１）組織培養プラスチックに接着性
であり、（２）ＣＤ１０＋、ＣＤ３４－、ＣＤ４５－、ＣＤ９０＋、ＣＤ１０５＋および
ＣＤ２００＋である胎盤細胞が、他の胎盤細胞からソートされる（すなわち、それから単
離される）。
【０１６４】
　胎盤細胞のヌクレオチド配列ベースの検出に関して、本明細書に列挙したマーカーの配
列は、例えばＧｅｎＢａｎｋまたはＥＭＢＬなどの公開された形で利用可能なデータベー
スで容易に入手可能である。
【０１６５】
　胎盤細胞、例えば胎盤幹細胞または複能性胎盤細胞の抗体媒介性検出およびソーティン
グに関して、特定のマーカーに特異的なあらゆる抗体が、細胞の検出およびソーティング
（例えば、蛍光活性化セルソーティング）に好適なあらゆるフルオロフォアまたは他の標
識と組み合わせて使用することができる。特異的なマーカーに対する抗体／フルオロフォ
アの組合せとしては、これらに限定されないが、ＨＬＡ－Ｇに対するフルオレセインイソ
チオシアネート（ＦＩＴＣ）コンジュゲートモノクローナル抗体（Ｓｅｒｏｔｅｃ、ロー
リー、ノースカロライナ州より入手可能）、ＣＤ１０（ＢＤ　Ｉｍｍｕｎｏｃｙｔｏｍｅ
ｔｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ、サンノゼ、カリフォルニア州より入手可能）、ＣＤ４４（ＢＤ
　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｐｈａｒｍｉｎｇｅｎ、サンノゼ、カリフォルニア州より入
手可能）、およびＣＤ１０５（Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．、ミネアポリス、ミネ
ソタ州より入手可能）；ＣＤ４４、ＣＤ２００、ＣＤ１１７、およびＣＤ１３に対するフ
ィコエリトリン（ＰＥ）コンジュゲートモノクローナル抗体（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃ
ｅｓ　Ｐｈａｒｍｉｎｇｅｎ）；ＣＤ３３およびＣＤ１０に対するフィコエリトリン－Ｃ
ｙ７（ＰＥ　Ｃｙ７）コンジュゲートモノクローナル抗体（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ
ｓ　Ｐｈａｒｍｉｎｇｅｎ）；ＣＤ３８に対するアロフィコシアニン（ＡＰＣ）コンジュ
ゲートストレプトアビジンおよびモノクローナル抗体（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ　
Ｐｈａｒｍｉｎｇｅｎ）；およびビオチン化ＣＤ９０（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ　
Ｐｈａｒｍｉｎｇｅｎ）が挙げられる。使用できる他の抗体としては、これらに限定され
ないが、ＣＤ１３３－ＡＰＣ（Ｍｉｌｔｅｎｙｉ）、ＫＤＲ－ビオチン（ＣＤ３０９、Ａ
ｂｃａｍ）、サイトケラチンＫ－Ｆｉｔｃ（ＳｉｇｍａまたはＤａｋｏ）、ＨＬＡ　ＡＢ
Ｃ－Ｆｉｔｃ（ＢＤ）、ＨＬＡ　ＤＲ、ＤＱ、ＤＰ－ＰＥ（ＢＤ）、β－２－ミクログロ
ブリン－ＰＥ（ＢＤ）、ＣＤ８０－ＰＥ（ＢＤ）およびＣＤ８６－ＡＰＣ（ＢＤ）が挙げ
られる。使用できる他の抗体／標識の組合せとしては、これらに限定されないが、ＣＤ４
５－ＰｅｒＣＰ（ペリジニン（ｐｅｒｉｄｉｎ）クロロフィルタンパク質）；ＣＤ４４－
ＰＥ；ＣＤ１９－ＰＥ；ＣＤ１０－Ｆ（フルオレセイン）；ＨＬＡ－Ｇ－Ｆおよび７－ア
ミノ－アクチノマイシン－Ｄ（７－ＡＡＤ）；ＨＬＡ－ＡＢＣ－Ｆ；および同種のものが
挙げられる。この列挙は全てを網羅したわけではなく、他の供給元からの他の抗体も商業
的に利用可能である。
【０１６６】
　本明細書で提供される単離された胎盤細胞は、ＣＤ１１７またはＣＤ１３３に関して、
例えば、フィコエリトリン－Ｃｙ５（ＰＥ　Ｃｙ５）コンジュゲートストレプトアビジン
と、ＣＤ１１７またはＣＤ１３３に対するビオチンコンジュゲートモノクローナル抗体と
を使用してアッセイすることができる。しかしながら、このシステムを使用して、細胞は
、比較的高いバックグラウンドのために、ＣＤ１１７またはＣＤ１３３それぞれに関して
陽性のように見える可能性がある。
【０１６７】
　単離された胎盤細胞は、単一のマーカーに対する抗体で標識して、検出および／ソート
することができる。また胎盤細胞は、異なるマーカーに対する複数の抗体で同時に標識す
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ることもできる。
【０１６８】
　別の実施形態において、磁気ビーズを使用して、細胞を分離することができる。細胞は
、磁気ビーズ（直径０．５～１００μｍ）と結合するそれらの能力に基づいて粒子を分離
するための方法である磁気活性化セルソーティング（ＭＡＣＳ）技術を使用してソートす
ることができる。磁気マイクロスフェアに、特定の細胞表面分子またはハプテンを特異的
に認識する抗体の共有結合による付加などの様々な有用な改変を行ってもよい。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過させて、特異的な細
胞表面マーカーを有する細胞を分離する。一実施形態において、次いでこれらの細胞を単
離して、追加の細胞表面マーカーに対する抗体にカップリングされた磁気ビーズと再混合
することができる。細胞を磁場に再度通過させて、両方の抗体に結合した細胞を単離する
。次いでこのような細胞を希釈して、別々のプレート、例えばクローン単離のためのマイ
クロタイタープレートなどに移すことができる。
【０１６９】
　単離された胎盤細胞はまた、細胞形態学および増殖特徴に基づいて特徴付けおよび／ま
たはソートすることもできる。例えば、単離された胎盤細胞は、培養中、例えば線維芽細
胞様の外観を有するとして特徴付けることができ、および／または線維芽細胞様の外観に
基づき選択することができる。単離された胎盤細胞はまた、胚様体を有するとして特徴付
けることもでき、および／または胚様体を形成するそれらの能力に基づき選択することも
できる。一実施形態において、例えば、培養中、形状が線維芽細胞様であり、ＣＤ７３お
よびＣＤ１０５を発現し、一または複数の胚様体を産生する胎盤細胞が、他の胎盤細胞か
ら単離される。別の実施形態において、培養中一または複数の胚様体を産生するＯＣＴ－
４＋胎盤細胞が、他の胎盤細胞から単離される。
【０１７０】
　別の実施形態において、単離された胎盤細胞は、コロニー形成単位アッセイによって同
定および特徴付けすることができる。コロニー形成単位アッセイは一般的に当業界で公知
であり、例えばＭｅｓｅｎＣｕｌｔ（商標）培地（Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．、Ｖａｎｃｏｕｖｅｒ、Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｃｏｌｕｍｂｉａ）など
である。
【０１７１】
　単離された胎盤細胞は、生存能、増殖可能性、および寿命に関して、例えばトリパンブ
ルー排除アッセイ、フルオレセイン二酢酸取り込みアッセイ、ヨウ化プロピジウム取り込
みアッセイ（生存能を評価するため）；およびチミジン取り込みアッセイ、ＭＴＴ（３－
（４，５－ジメチルチアゾール－２－イル）－２，５－ジフェニルテトラゾリウムブロミ
ド）細胞増殖アッセイ（増殖を評価するため）などの当業界において公知の標準的な技術
を使用して評価することができる。寿命は、当業界において周知の方法によって、例えば
長期の培養で集団倍加の最大回数を決定することによって決定することができる。
【０１７２】
　単離された胎盤細胞、例えば上記の５．１章に記載される単離された胎盤細胞はまた、
当業界において公知の他の技術、例えば、所望の細胞の選択的な成長（陽性選択）、不要
な細胞の選択的な破壊（陰性選択）；例えばダイズ凝集素を用いた場合のような混成の集
団中の示差的な細胞の凝集力に基づく分離；凍結融解手順；濾過；従来のおよびゾーン遠
心分離；遠心水簸（対向流遠心分離（ｃｏｕｎｔｅｒ－ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｃｅｎｔｒ
ｉｆｕｇａｔｉｏｎ））；単位重力分離；向流分配；電気泳動などを使用して、他の胎盤
細胞から分離することもできる。
【０１７３】
５．２．６　低温保存した単離された胎盤細胞
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法において有用な単離された胎
盤の細胞集団は、本明細書に記載の方法で使用する前に、保存されており、例えば低温保
存されている。細胞、例えば幹細胞などの低温保存のための方法は当業界において周知で



(41) JP 2018-533370 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

ある。ある特定の実施形態において、胎盤細胞は、個体に容易に投与可能な形態で調製さ
れ、例えば、単離された胎盤細胞集団は、医学的用途に好適な容器内に含有される。この
ような容器は、例えば、シリンジ、滅菌プラスチックバッグ、フラスコ、ジャー、または
それから単離された胎盤細胞集団を容易に分配することができる他の容器であり得る。例
えば、容器は、血液バッグ、またはレシピエントへの液体の静脈内投与に好適な他のプラ
スチックの医学的に許容できるバッグであり得る。ある特定の実施形態において、容器は
、組み合わされた細胞集団の低温保存を可能にするものである。
【０１７４】
　低温保存した単離された胎盤細胞集団は、単一のドナー由来の、または複数のドナー由
来の単離された胎盤細胞を含んでいてもよい。単離された胎盤細胞集団は、意図したレシ
ピエントに対して完全にＨＬＡ適合であってもよいし、または部分的にまたは完全にＨＬ
Ａ不適合であってもよい。
【０１７５】
　したがって、一実施形態において、単離された胎盤細胞は、本明細書に記載される方法
において、容器中の組織培養プラスチック接着性の胎盤細胞集団を含む組成物の形態で使
用することができる。具体的な実施形態において、単離された胎盤細胞は、低温保存され
る。別の具体的な実施形態において、容器は、バッグ、フラスコ、またはジャーである。
別の具体的な実施形態において、組成物は、組み合わされた細胞集団の低温保存を容易に
する一または複数の化合物を含む。別の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤
細胞集団は、生理的に許容できる水溶液中に含有される。別の具体的な実施形態において
、前記生理的に許容できる水溶液は、０．９％のＮａＣｌ溶液である。別の具体的な実施
形態において、前記単離された胎盤細胞集団は、前記細胞集団のレシピエントに対してＨ
ＬＡ適合の胎盤細胞を含む。別の具体的な実施形態において、前記組み合わされた細胞集
団は、前記細胞集団のレシピエントに対して少なくとも部分的にＨＬＡ不適合の胎盤細胞
を含む。別の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、複数のドナー由来
である。
【０１７６】
　ある特定の実施形態において、容器中の単離された胎盤細胞は、単離されたＣＤ１０＋
、ＣＤ３４－、ＣＤ１０５＋胎盤細胞であり、前記細胞は、低温保存されており、容器内
に含有される。具体的な実施形態において、前記ＣＤ１０＋、ＣＤ３４－、ＣＤ１０５＋
胎盤細胞はまた、ＣＤ２００＋でもある。別の具体的な実施形態において、前記ＣＤ１０
＋、ＣＤ３４－、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋胎盤細胞はまた、ＣＤ４５－またはＣＤ９
０＋でもある。別の具体的な実施形態において、前記ＣＤ１０＋、ＣＤ３４－、ＣＤ１０
５＋、ＣＤ２００＋胎盤細胞はまた、ＣＤ４５－およびＣＤ９０＋でもある。別の具体的
な実施形態において、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、ＣＤ
１３＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３３＋、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４＋、
ＣＤ６２Ｅ－、ＣＤ６２Ｌ－、ＣＤ６２Ｐ－、ＳＨ３＋（ＣＤ７３＋）、ＳＨ４＋（ＣＤ
７３＋）、ＣＤ８０－、ＣＤ８６－、ＣＤ９０＋、ＳＨ２＋（ＣＤ１０５＋）、ＣＤ１０
６／ＶＣＡＭ＋、ＣＤ１１７－、ＣＤ１４４／ＶＥ－カドヘリン弱、ＣＤ１８４／ＣＸＣ
Ｒ４－、ＣＤ２００＋、ＣＤ１３３－、ＯＣＴ－４＋、ＳＳＥＡ３－、ＳＳＥＡ４－、Ａ
ＢＣ－ｐ＋、ＫＤＲ－（ＶＥＧＦＲ２－）、ＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋、ＨＬＡ－ＤＰ，ＤＱ
，ＤＲ－、ＨＬＡ－Ｇ－、またはプログラム死－１リガンド（ＰＤＬ１）＋、またはそれ
らのあらゆる組合せの１つまたは複数である。別の具体的な実施形態において、ＣＤ３４
－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、ＣＤ１３＋、ＣＤ２９＋、ＣＤ３３
＋、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、ＣＤ４５－、ＣＤ５４／ＩＣＡＭ＋、ＣＤ６２Ｅ－、ＣＤ
６２Ｌ－、ＣＤ６２Ｐ－、ＳＨ３＋（ＣＤ７３＋）、ＳＨ４＋（ＣＤ７３＋）、ＣＤ８０
－、ＣＤ８６－、ＣＤ９０＋、ＳＨ２＋（ＣＤ１０５＋）、ＣＤ１０６／ＶＣＡＭ＋、Ｃ
Ｄ１１７－、ＣＤ１４４／ＶＥ－カドヘリン弱、ＣＤ１８４／ＣＸＣＲ４－、ＣＤ２００
＋、ＣＤ１３３－、ＯＣＴ－４＋、ＳＳＥＡ３－、ＳＳＥＡ４－、ＡＢＣ－ｐ＋、ＫＤＲ
－（ＶＥＧＦＲ２－）、ＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ＋、ＨＬＡ－ＤＰ，ＤＱ，ＤＲ－、ＨＬＡ－
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Ｇ－、およびプログラム死－１リガンド（ＰＤＬ１）＋である。
【０１７７】
　ある特定の他の実施形態において、上記で述べた単離された胎盤細胞は、単離されたＣ
Ｄ２００＋、ＨＬＡ－Ｇ－胎盤細胞であり、前記細胞は、低温保存されており、容器内に
含有される。別の実施形態において、単離された胎盤細胞は、低温保存されており、容器
内に含有されるＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋細胞である。別の実施形態にお
いて、単離された胎盤細胞は、低温保存されており、容器内に含有されるＣＤ２００＋、
ＯＣＴ－４＋幹細胞である。別の実施形態において、単離された胎盤細胞は、低温保存さ
れており、容器内に含有されるＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋細胞であり、前記単離された胎
盤細胞は、胚様体様体の形成を可能にする条件下で胎盤細胞集団と共に培養される場合、
一または複数の胚様体様体の形成を容易にする。別の実施形態において、単離された胎盤
細胞は、低温保存されており、容器内に含有されるＣＤ７３＋、ＣＤ１０５＋、ＨＬＡ－
Ｇ－細胞である。別の実施形態において、単離された胎盤細胞は、低温保存されており、
容器内に含有されるＯＣＴ－４＋胎盤細胞であり、前記細胞は、胚様体様体の形成を可能
にする条件下で胎盤細胞集団と共に培養される場合、一または複数の胚様体様体の形成を
容易にする。
【０１７８】
　別の具体的な実施形態において、上記で述べた単離された胎盤細胞は、フローサイトメ
トリーによって検出されるＣＤ３４－、ＣＤ１０＋およびＣＤ１０５＋（例えば、ＰＤＡ
Ｃ）である、胎盤幹細胞または複能性胎盤細胞である。別の具体的な実施形態において、
単離されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、神経系の表現型を有する
細胞、骨形成性の表現型を有する細胞、または軟骨形成性の表現型を有する細胞に分化す
る能力を有する。別の具体的な実施形態において、単離されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、
ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、ＣＤ２００＋である。別の具体的な実施形態において
、単離されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、フローサイト
メトリーによって検出されるＣＤ９０＋またはＣＤ４５－である。別の具体的な実施形態
において、単離されたＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞は、加えて、フロ
ーサイトメトリーによって検出されるＣＤ９０＋またはＣＤ４５－である。別の具体的な
実施形態において、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋胎盤細胞は、
加えて、フローサイトメトリーによって検出されるＣＤ９０＋またはＣＤ４５－である。
別の具体的な実施形態において、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋
細胞は、加えて、フローサイトメトリーによって検出されるＣＤ９０＋およびＣＤ４５－
である。別の具体的な実施形態において、ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋、ＣＤ
２００＋、ＣＤ９０＋、ＣＤ４５－細胞は、加えて、フローサイトメトリーによって検出
されるＣＤ８０－およびＣＤ８６－である。別の具体的な実施形態において、ＣＤ３４－
、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋細胞は、加えて、ＣＤ２９＋、ＣＤ３８－、ＣＤ４４＋、Ｃ
Ｄ５４＋、ＣＤ８０－、ＣＤ８６－、ＳＨ３＋またはＳＨ４＋の１つまたは複数である。
別の具体的な実施形態において、細胞は、加えて、ＣＤ４４＋である。上記の単離された
ＣＤ３４－、ＣＤ１０＋、ＣＤ１０５＋胎盤細胞のいずれかの具体的な実施形態において
、細胞は、加えて、ＣＤ１１７－、ＣＤ１３３－、ＫＤＲ－（ＶＥＧＦＲ２－）、ＨＬＡ
－Ａ，Ｂ，Ｃ＋、ＨＬＡ－ＤＰ，ＤＱ，ＤＲ－、および／またはＰＤＬ１＋の１つまたは
複数である。
【０１７９】
　前述の低温保存した単離された胎盤細胞のいずれかの具体的な実施形態において、前記
容器は、バッグまたはチューブである。様々な具体的な実施形態において、前記容器は、
約、少なくとも、または最大で、１×１０６個の前記単離された胎盤細胞、５×１０６個
の前記単離された胎盤細胞、１×１０７個の前記単離された胎盤細胞、５×１０７個の前
記単離された胎盤細胞、１×１０８個の前記単離された胎盤細胞、５×１０８個の前記単
離された胎盤細胞、１×１０９個の前記単離された胎盤細胞、５×１０９個の前記単離さ
れた胎盤細胞、１×１０１０個の前記単離された胎盤細胞、または１×１０１０個の前記
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単離された胎盤細胞を含む。前述の低温保存した集団のいずれかの他の具体的な実施形態
において、前記単離された胎盤細胞は、約、少なくとも、または最大で５回、最大で１０
回、最大で１５回、または最大で２０回継代されている。前述の低温保存した単離された
胎盤細胞のいずれかの別の具体的な実施形態において、前記単離された胎盤細胞は、前記
容器内で拡張される。
【０１８０】
　ある特定の実施形態において、本明細書に記載される方法で使用される胎盤由来接着細
胞の単回分の単位用量は、様々な実施形態において、約、少なくとも、または最大で、１
×１０３、３×１０３、５×１０３、１×１０４、３×１０４、５×１０４、１×１０５

、３×１０５、５×１０５、１×１０６、３×１０６、５×１０６、１×１０７、３×１
０７、５×１０７、１×１０８、３×１０８、５×１０８、１×１０９、５×１０９、ま
たは１×１０１０個の胎盤細胞を含んでいてもよい。ある特定の実施形態において、胎盤
由来の接着細胞の単回分の単位用量は、１×１０３個から３×１０３個の間、３×１０３

個から５×１０３個の間、５×１０３個から１×１０４個の間、１×１０４個から３×１
０４個の間、３×１０４個から５×１０４個の間、５×１０４個から１×１０５個の間、
１×１０５個から３×１０５個の間、３×１０５個から５×１０５個の間、５×１０５個
から１×１０６個の間、１×１０６個から３×１０６個の間、３×１０６個から５×１０
６個の間、５×１０６個から１×１０７個の間、１×１０７個から３×１０７個の間、３
×１０７個から５×１０７個の間、５×１０７個から１×１０８個の間、１×１０８個か
ら３×１０８個の間、３×１０８個から５×１０８個の間、５×１０８個から１×１０９

個の間、１×１０９個から５×１０９個の間、または５×１０９個から１×１０１０個の
間の胎盤細胞を含んでいてもよい。
【０１８１】
６．実施例
６．１　実施例１：細胞効力アッセイ
　この実施例は、ＣＤ１０＋、ＣＤ３４－、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋胎盤幹細胞を使
用して実行される細胞効力アッセイを記載している。
【０１８２】
　低温保存したＣＤ１０＋、ＣＤ３４－、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋胎盤幹細胞の３つ
の別個のロットを実験に使用した。各ロットから、３つの別個の細胞の調製物を得た。各
細胞の調製物からの４つのアリコートを、細胞１０，０００個／ｃｍ２（ウェル当たり合
計９２００個の細胞）で４８－ウェルプレート中に植え付けた。
【０１８３】
　次いで細胞を、２４時間または４８時間で、同じ標準的な細胞培養培地（基礎ＤＭＥＭ
）中で培養した（「回収培養」）。回収培養期間の経過中の細胞のパーセント密集度を、
ＩｎｃｕＣｙｔｅ　ＺＯＯＭ（登録商標）Ｉｎ－Ｉｎｃｕｂａｔｏｒ　Ｉｍａｇｉｎｇ　
ａｎｄ　Ｉｍａｇｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｓｙｓｔｅｍを使用して、１時間毎に視覚的に
評価した。２４時間または４８時間の回収期間後、ＰＧＥ２産生を誘導するためにインタ
ーロイキン－１ベータを含む培地中で細胞を培養し、追加で２４時間培養した。２４時間
の誘導培養後、細胞培養物から馴化培地を収集し、馴化培地中のＰＧＥ２の量をＥＬＩＳ
Ａで評価した。
【０１８４】
　図１で示されるように、４８時間の回収培養期間の使用は、２４時間の回収培養期間と
は対照的に、細胞のパーセント密集度によって測定される場合、アッセイ間に加えてアッ
セイ内の変動性を改善した。４８時間培養した細胞の調製物の変動係数（％ＣＶ）は、い
ずれの場合においても、２４時間培養した細胞の調製物の変動係数より低かった。実験を
繰り返したところ、同じ結果が観察された。図２を参照されたい。
【０１８５】
　図３で示されるように、４８時間の回収培養を利用する細胞効力アッセイは、２４時間
の回収培養を使用する細胞効力アッセイより優れている。アッセイの変動性における改善
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は、ＣＤ１０＋、ＣＤ３４－、ＣＤ１０５＋、ＣＤ２００＋胎盤幹細胞の細胞効力のサロ
ゲート因子であるＰＧＥ２の測定によって決定した。特定には、ＰＧＥ２発現は、胎盤幹
細胞の免疫抑制活性のサロゲートとして作用する。試験された胎盤幹細胞の３つの別個の
ロットのそれぞれにおいて、４８時間の回収培養からの細胞を使用して測定されたＰＧＥ
２レベルの変動係数（％ＣＶ）は、２４時間の回収培養からの細胞を使用して測定された
ＰＧＥ２レベルの変動係数より低かった。
【０１８６】
　４８時間の回収培養を利用する細胞効力アッセイの優秀さをさらに確認するために、多
数の細胞の調製物を使用したラージスケールの実験を実行した。図４を参照されたい。そ
れによっても、回収培養時間を４８時間に増加させることにより、２４時間の回収培養を
利用した細胞効力アッセイと比較して、アッセイ内の変動性を低減させ（図４Ａ）、アッ
セイ間の変動性を低減させた（図４Ｂ）ことが実証された。さらに、回収培養の長さを４
８時間に増加させることは、ダイナミックレンジに影響を与えなかったが（図４Ｃ）、４
８時間の回復時間を利用する細胞効力アッセイは、統計学的検出力を増加させた（図４Ｄ
）ことが実証された。
【０１８７】
　結論として、この実施例は、細胞効力アッセイで採用された回収培養期間は、重要なパ
ラメーターであることを実証する。
【０１８８】
均等物：
　本発明の開示は、本明細書に記載される具体的な実施形態によって範囲が限定されない
ものとする。実際に、記載されたものに加えて、前述の説明から本明細書で提供される主
題の様々な改変が当業者には明らかになると予想される。このような改変は、添付の特許
請求の範囲内に含まれるものとする。
【０１８９】
　様々な刊行物、特許および特許出願が本明細書に引用されており、これらの開示は、参
照によりそれらの全体が組み入れられる。
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