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(57)【要約】
【課題】 滅菌羊水の安全で高収率の回収のための方法
および装置を提供すること。臨月の羊水から単離された
細胞、並びに、それら細胞を使用、再プログラミング及
び分化するための方法を提供すること。
【解決手段】 滅菌羊水の安全で高収率の回収のための
方法および装置が開示される。機器は、羊膜腔の全ての
領域にアクセスするのに十分な柔軟性（flexibility）
を有することが可能なように形成され、羊水回収装置が
羊膜及び絨毛膜に穿刺するのに十分な剛性を有すること
が可能なように形成され、また、母体又は胎児への害の
重篤なリスクをもたらさない十分な柔軟性（suppleness
）を有することが可能なように形成される。臨月の羊水
から単離された細胞、並びに、それら細胞を使用、再プ
ログラミング及び分化するための方法が開示される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
回収チャンバと、
該回収チャンバに接続する回収チャンバアウトレットバルブと、
該回収チャンバに接続する回収チャンバインレットバルブと、
該回収チャンバインレットバルブに接続する近位液体抽出チューブ、該近位液体抽出チュ
ーブは医薬品等級の材料を含む、と、
該近位液体抽出チューブに接続する遠位液体抽出チューブ、該遠位液体抽出チューブは移
送部位及びインレットを含む、と
を含む羊水回収装置であって、
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該インレットは、主インレット、貫通する先端、及び１つ以上の側面インレットを含む羊
水回収装置。
【請求項２】
ＣＤ７３及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの表面発現を含む単離された胎
児細胞又は幼児細胞であって、
該細胞の表面が、ＣＤ１０５発現に関して陰性であり、又は
該細胞の表面が、ＣＤ３４を発現する
ことを特徴とする単離された胎児細胞又は幼児細胞。
【請求項３】
請求項２に記載の単離された細胞であって、該細胞がＣＤ７３及びＣＤ９０の表面発現を
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含むことを特徴とする単離された細胞。
【請求項４】
請求項２又は３に記載の単離された細胞であって、該細胞表面が、ＣＤ１０５発現に関し
て陰性であり、かつＣＤ３４を発現することを特徴とする単離された細胞。
【請求項５】
請求項２〜４の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が、転写因子Ｏｃｔ
−４を発現することを特徴とする単離された細胞。
【請求項６】
請求項２〜５の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞表面が、ＣＤ４５表
面発現に関して陰性であることを特徴とする単離された細胞。
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【請求項７】
請求項２〜６の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が接着性であること
を特徴とする単離された細胞。
【請求項８】
請求項２〜７の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が、繊維芽細胞様形
態を有することを特徴とする単離された細胞。
【請求項９】
請求項２〜８の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が、多能性（plurip
otent）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする単離された細
胞。
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【請求項１０】
請求項２〜９の何れか１項に記載の単離された細胞であって、
該細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、
該細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、
又は、
該細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能で
あることを特徴とする単離された細胞。
【請求項１１】
請求項２〜１０の何れかに記載の胎児細胞又は幼児細胞を含む組成物。
【請求項１２】
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複数の胎児細胞又は幼児細胞を含む組成物であって、少なくとも１０％の細胞が、ＣＤ９
０、ＣＤ７３、及びＣＤ３４の表面発現を有し、そして、
５％未満の細胞が、ＣＤ１０５の表面発現を有することを特徴とする組成物。
【請求項１３】
請求項１２に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が、転写因子Ｏｃｔ−４を
発現することを特徴とする組成物。
【請求項１４】
請求項１２又は１３に記載の組成物であって、５％未満の細胞が、ＣＤ４５表面発現を有
することを特徴とする組成物。
【請求項１５】
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請求項１２〜１４の何れか１項に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が接着
性であることを特徴とする組成物。
【請求項１６】
請求項１２〜１５の何れか１項に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が繊維
芽細胞様形態を有することを特徴とする組成物。
【請求項１７】
請求項１２〜１６の何れか１項に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が多能
性（pluripotent）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする組
成物。
【請求項１８】
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請求項１２〜１４の何れか１項に記載の組成物であって、
少なくとも５０％の細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能
であり、又は、
複数の細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であ
り、又は、
複数の細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可
能であることを特徴とする組成物。
【請求項１９】
請求項１１〜１８の何れか１項に記載の組成物であって、羊水を更に含むことを特徴とす
る組成物。
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【請求項２０】
請求項１９に記載の組成物であって、該細胞が、１リッター当たり、少なくとも１００万
の細胞濃度で存在することを特徴とする組成物。
【請求項２１】
胎児細胞又は幼児細胞を単離する方法であって、（ａ）羊水を、２１、２２、２３、２４
、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、
３８、又は３９週より長い妊娠段階で獲得すること、及び
（ｂ）該羊水から胎児細胞又は幼児細胞を回収すること、
を含む方法。
【請求項２２】
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請求項２１に記載の方法であって、ステップ（ａ）における獲得が、帝王切開によって羊
水を回収することを含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
請求項２１又は２２に記載の方法であって、ステップ（ｂ）における回収が、該羊水から
粒状物質を除くことを含むことを特徴とする方法。
【請求項２４】
請求項２３に記載の方法であって、ステップ（ｂ）における回収が、勾配遠心分離を行う
ことを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２５】
請求項２１〜２４の何れか１項に記載の方法であって、回収された細胞を、細胞が増殖す
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る条件下で培養することを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２６】
請求項２１〜２５の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ｂ）において回収され
た細胞が、ステップ（ａ）において獲得された羊水１リッター当たり少なくとも１００万
の細胞を含むことを特徴とする方法。
【請求項２７】
請求項２１〜２６の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ａ）において獲得され
た羊水の量が、少なくとも又はおよそ、１０ｍＬ、２０ｍＬ、３０ｍＬ、４０ｍＬ、５０
ｍＬ、６０ｍＬ、７０ｍＬ、８０ｍＬ、９０ｍＬ、１００ｍＬ、２００ｍＬ、３００ｍＬ
、４００ｍＬ、５００ｍＬ、６００ｍＬ、７００ｍＬ、８００ｍＬ、９００ｍＬ、又は１
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０００ｍＬであることを特徴とする方法。
【請求項２８】
請求項２１〜２７の何れか１項に記載の方法であって、当該羊水が臨月の羊水であること
を特徴とする方法。
【請求項２９】
請求項２１〜２８の何れか１項に記載の方法であって、当該胎児細胞又は幼児細胞が、請
求項２〜１０の何れかに記載の細胞を含むことを特徴とする方法。
【請求項３０】
請求項２１〜２８の何れか１項に記載の方法であって、該胎児細胞又は幼児細胞が、ＣＤ
７３及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの表面発現に関して陽性である細胞
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を含み、該細胞が、ＣＤ１０５発現の表面発現に関して陰性であり、又はＣＤ３４の表面
発現に関して陽性であることを特徴とする方法。
【請求項３１】
請求項３０に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ７３及びＣＤ９０の表面発現に関して
陽性であることを特徴とする方法。
【請求項３２】
請求項３０又は３１に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ１０５の表面発現に関して陰
性であり、かつＣＤ３４の表面発現に関して陽性であることを特徴とする方法。
【請求項３３】
請求項３０〜３２の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が、転写因子Ｏｃｔ−４を
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発現することを特徴とする方法。
【請求項３４】
請求項３０〜３３の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ４５表面発現に関
して陰性であることを特徴とする方法。
【請求項３５】
請求項３０〜３４の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が接着性であることを特徴
とする方法。
【請求項３６】
請求項３０〜３５の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が繊維芽細胞様形態を有す
ることを特徴とする方法。
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【請求項３７】
請求項３０〜３６の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が、多能性（pluripotent
）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする方法。
【請求項３８】
請求項３０〜３７の何れか１項に記載の方法であって、
該細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、
該細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、
又は、
該細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能で
あることを特徴とする方法。
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【請求項３９】
請求項２１〜３８の何れか１項に記載の方法であって、該方法が、回収された細胞を再プ
ログラミングすることを更に含み、それにより、マルチ多能性（multipotent）であるか
又は多能性（pluripotent）である細胞を生ずることを特徴とする方法。
【請求項４０】
請求項３９に記載の方法であって、該再プログラミングが、ｉＰＳＣを行うことを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項４１】
請求項２１〜４０の何れか１項に記載の方法であって、該方法が、該細胞を所望の細胞又
は組織タイプに分化させることを更に含むことを特徴とする方法。
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【請求項４２】
請求項４１の方法であって、該所望の細胞又は組織タイプが、造血細胞、神経細胞、内胚
葉細胞、外胚葉細胞、及び中胚葉細胞からなる群より選択されることを特徴とする方法。
【請求項４３】
請求項１１〜１８の何れかに記載の組成物を患者に投与することを含む処置の方法。
【請求項４４】
細胞を預けるための方法であって、
（ａ）一以上のサンプルを獲得すること、そのそれぞれは、請求項２〜１０の何れかに記
載の細胞を含み、
（ｂ）該サンプルを、サンプル中の少なくともいくつかの細胞の生存性を保つ状態下で保
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存すること、及び、
（ｃ）該サンプルが獲得された対象のアイデンティティに関するデータを保存すること
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４５】
請求項４４に記載の方法であって、該保存が、該サンプルを１以上の凍結防止剤で処置す
ることを含むことを特徴とする方法。
【請求項４６】
請求項４４又は４５に記載の方法であって、ステップ（ａ）が、複数のサンプルを獲得す
ることを含み、そのそれぞれが、異なった対象から獲得されることを特徴とする方法。
【請求項４７】
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（ａ）複数のサンプル、そのそれぞれが、請求項２〜１０の何れかに記載の細胞又は請求
項１１〜２０の何れかに記載の組成物を含み、及び、
（ｂ）該サンプルの個々の識別及び回収（retrieval）に関するデータを含むデータベー
ス
を含む細胞バンク。
【請求項４８】
請求項４７に記載の細胞バンクであって、複数のサンプルのそれぞれが、個々の対象由来
であることを特徴とする細胞バンク。
【請求項４９】
請求項４７又は４８に記載の細胞バンクであって、該データが、個々のサンプルが由来し
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た対象のアイデンティティのついての情報を含むことを特徴とする細胞バンク。
【請求項５０】
（ａ）対象の子宮壁における切り口を介して羊水回収装置を挿入すること、
（ｂ）該対象の羊膜を貫通すること、及び
（ｃ）該対象の羊膜嚢から羊水を回収することを含む、羊水を回収する方法であって、該
対象が、少なくとも妊娠３０週の段階の妊婦であることを特徴とする方法。
【請求項５１】
請求項５０に記載の方法であって、該対象が、妊娠の臨月段階であることを特徴とする方
法。
【請求項５２】
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請求項５０又は５１に記載の方法であって、該羊水回収装置は、請求項１に記載の装置で
あることを特徴とする方法。
【請求項５３】
請求項５０〜５２の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ｂ）が、慢性膜（chro
nic menbrane）[絨毛膜、chorionic membraneの誤記]を貫通することを更に含むことを特
徴とする方法。
【請求項５４】
請求項５０〜５３の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ｃ）の回収が、
（ｉ）羊水回収装置のインレットバルブを開口することによって羊水を該羊水回収装置の
回収チャンバに移送するためにサイホンを開始すること、
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（ｉｉ）該羊水回収装置のインレットの下に該羊水回収装置の回収チャンバを配置させる
こと、
（ｉｉｉ）負圧ソースを該羊水回収装置のアウトレットに接続し該羊水の移送を開始させ
ること、そして、
（ｉｖ）該羊水回収装置のインレットを再配置させ、実質的に全ての利用できる羊水を回
収すること、の１つ以上を含むことを特徴とする方法。
【請求項５５】
請求項５０〜５４の何れか１項に記載の方法であって、該羊水回収装置を取り除くステッ
プ（ｄ）を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項５６】
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請求項５０〜５５の何れか１項に記載の方法であって、切り口が、該羊水回収装置により
作られることを特徴とする方法。
【請求項５７】
請求項５０〜５６の何れか１項に記載の方法であって、該方法が約１０分、約９分、約８
分、約７分、約６分、約５分、約４分、約３分、約２分、又は約１分未満で行われること
を特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【関連する出願】
【０００１】
この出願は、２０１３年３月１５日に出願された米国仮出願シリアル番号６１／８０１
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，２５６号の優先権を主張し、この内容は、本願に引用により組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
１つの実施形態において、本願に記載される発明は、誕生時を含む時期に羊水及び細胞
を含む生物学的材料を獲得することに関連し、そして、いくつかの側面において、無菌的
な羊水の安全で高収率の回収及び、同じ目的の装置及び方法に関連する。他の実施形態に
おいて、本願発明は、細胞、及び、胎児細胞又は幼児細胞のような羊水に由来する細胞の
培養に関連し、さらに、細胞を単離し、拡張し、再プログラミングし、分化させ、及び保
存する方法、及び、治療、処置、疾患の予防、薬剤輸送、オーダーメイド医療（personal
ized medicine）、再生医療（regenerative medicine）、組織発生及び、世界的なドナー

40

バンクにおける細胞の使用、並びに関連する方法及び組成物に関連する。
【背景技術】
【０００３】
細胞を単離すること、細胞再プログラミング、多能性（pluripotent）及びマルチ多能
性（multipotent）細胞を発生させ、そして組織、器官、並びに幹細胞治療のための方法
は、オーダーメイド医療及び再生医療を含む様々な治療的な適用に必要である。初期胚発
生の間に単離される胚性幹細胞、そして間葉細胞又は成体幹細胞のような体性幹細胞を含
む様々なヒト幹細胞及び他の細胞タイプが知られている。いくつかの非幹細胞（non‑stem
cells）は、より原始的な（primitive）段階に再プログラミングされ得る。
【０００４】
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羊水は、例えば、機械的なバリアーを提供し、成長因子を提供し、不変な空間（perman
ent air spaces）となるであろうものを定める発達中の空間を満たすことにより肺発生を
助けることにより、［胎児を］取り囲み、保護しそして胎児発生を助ける水性媒体である
。羊水は、肺サーファクタント（lung surfactant）、サイトカイン、成長因子、胎脂（v
ernix）、そして生存シグナルを伝える（propagating）ことを含む様々な分子成分を含む
。
【０００５】
羊水から胎児細胞を単離する方法は、米国特許番号７，５９６，３８５、米国特許公開
番号ＵＳ２００５／００５４０９３、及びＵＳ２００５／００４２５９５に記載され、（
これらすべては、Ｈａａｓによる）、米国特許公開番号ＵＳ２００５／０１２４００３及
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び国際特許公開番号ＷＯ０３／０４２４０５（Ａｔａｌａらによる）に記載される。羊水
を回収するための方法及び機器は、羊水穿刺を含み、妊娠の第１三半期（first trimeste
r）又は妊娠の第２三半期（second trimester）の間に行われ、方法は、Ｍ．Ｈａｌｌｍ
ａｎらによって、Isolation of Human Surfactant from Amniotic Fluid and a Pilot St
udy of its Efficacy in Respiratory Distress Syndrome, Pediatrics 1983, 71(4): 47
3‑482に記載される（これは標準的な手術室のアクティブな吸引装置を利用する）。
【発明の概要】
【本発明の課題】
【０００６】
細胞性材料、羊水及び、それの中に見られる細胞を含む生物学的な成分を回収し、抽出
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し、そして単離するための利用可能なアプローチ及び機器は、例えば、安全性、回収され
た材料の汚染（例えば、空気汚染）の回避、細胞の回収率（cell yield）、効率及び／又
は成分の破壊を避ける能力について完全に満足するものではなかった。
【０００７】
幹細胞を単離し、及び／又は、より分化している細胞からマルチ多能性（multipotent
）及び／又は多能性（pluripotent）幹細胞を発生させる方法は、例えば、再生医療及び
オーダーメイド医療（個々に最適化された治療）を含む細胞ベースの治療的な適用に関し
て必要とされる。細胞ソース（sources）及び単離方法は、その際必要とされる。また、
例えば、多くの数の細胞を単離するために多くのドナーから便利に採取され得るソース材
料細胞及び操作されることが可能なソース材料細胞の必要性も存在する。その様な必要性
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に対処する実施形態が提供される。
【０００８】
例えば、羊水成分の最小限の破壊で、無菌羊水の安全で高い収率での回収のための方法
及び機器、妊娠の様々な段階に羊水に存在する成分（細胞を含む）の回収（retrieval）
、増殖、及び分化のための方法及び機器、そして、治療的に関連する細胞の既知のソース
を損なわず多能性（pluripotent）及びマルチ多能性（multipotent）細胞を発生させる再
プログラミング能力を有する細胞性材料の抽出及び単離をするための安全で信頼できる方
法の必要性も存在する。
【０００９】
同様に、再生医療、治療及び疾患予防、オーダーメイド治療、組織発生における使用の
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ための、豊富で、操作、再プログラミング、及び分化が出来る細胞の必要性が存在し、そ
して、世界的なドナーバンクが必要とされる。本願で提供される実施形態には、方法、機
器、細胞、及びそれらの必要性に対処する組成物が含まれる。
【００１０】
本願で提供される実施形態には、羊水（例えば、後期又は臨月の羊水）の回収のための
機器及び装置及び、羊水由来の細胞（例えば、胎児及び幼児細胞）の単離、拡張、再プロ
グラミング及び分化のための装置及び機器、その様な方法により獲得された細胞及び組成
物、及び、例えば治療及び再生医療及びオーダーメイド医療などにおけるような細胞及び
組成物を使用するための方法が含まれる。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
本発明の例示的な実施形態に従う羊水回収装置は、抽出チューブから羊水を受け取る回
収チャンバを含み、抽出チューブは、羊膜嚢に挿入されるように形成されたインレットと
適合される。抽出チューブ及びインレットは、装置が羊膜腔の全ての領域にアクセスする
のに十分な柔軟性（flexibility）を有することが可能なように形成され、羊水回収装置
が羊膜及び絨毛膜に穿刺する（puncture）のに十分な剛性を有することが可能なように形
成され、また、母体又は胎児への害の重篤なリスクをもたらさない十分な柔軟性（supple
ness）を有することが可能なように形成される。この様に、本発明は、無菌羊水の安全で
、高収率な回収を可能にする。
【００１２】
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本発明の他の例示の実施形態に従う羊水回収装置は、インレットの遠位（先端）部分に
主インレットと、インレットの側面部分に少なくとも１つの予備インレットを含むインレ
ットを含む。この様に、本発明は、遅延をもたらすかもしれない閉塞（blockages）を回
避し、それにより、回収に必要な時間を減少させ、そしてその結果、母体又は胎児への害
のリスクを減少させる。加えて、この実施形態は、主インレットが胎児表面に付着する場
合に生じる恐れのある胎児の皮膚が傷付くリスク（the risk of fetal skin‑bruising）
を排除する。
【００１３】
本発明の更なる他の例示の実施形態に従う羊水回収装置は、抽出チューブ及び羊膜の間
に不浸透（impervious）のシールを達成するように形成されるインレットを含む。この様
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に、本発明は、羊膜嚢から回収されない羊水の放出（egress）を防止し、そして、汚染物
質の羊膜嚢への侵入（ingress）を防止し、その結果、回収率の増加と羊水の無菌性が維
持される。加えて、この例示の実施形態の不浸透のシールは、羊水を移送させるためのサ
イホン(siphon)を容易にさせ、外部の吸引ソースの必要性を取り除き、その結果更に、羊
水汚染のリスクを減少させる。
【００１４】
１つの実施形態において、回収チャンバと、回収チャンバに接続する回収チャンバアウ
トレット（出口）バルブと、回収チャンバに接続する回収チャンバインレット（入口）バ
ルブと、回収チャンバインレットバルブに接続する近位液体抽出チューブ、この近位液体
抽出チューブは医薬品等級の材料を含む、と、近位液体抽出チューブに接続する遠位液体
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抽出チューブ、この遠位液体チューブは移送部分及びインレットを含む、とを含む羊水回
収装置であって、インレットが、主インレット、貫通する先端、及び１つ以上の側面イン
レットを含む羊水回収装置が本願において提供される。
【００１５】
１つの実施形態において、ＣＤ７３及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの
表面発現を含む単離された胎児及び幼児細胞が本願において提供され、細胞の表面はＣＤ
１０５発現に関して陰性であり、又は細胞の表面はＣＤ３４を発現する。１つの側面にお
いて、単離された胎児及び幼児細胞はＣＤ７３及びＣＤ９０の表面発現を含む。１つの側
面において、上記の実施形態の何れかにおいて、単離された胎児及び幼児細胞表面は、Ｃ
Ｄ１０５発現に関して陰性であり得、かつＣＤ３４を発現する。上記実施形態の何れかに
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おいて、単離された胎児及び幼児細胞は転写因子Ｏｃｔ−４を発現する。上記実施形態の
何れかにおいて、単離された胎児及び幼児細胞表面はＣＤ４５表面発現に関して陰性であ
り得る。上記実施形態の何れかにおいて、単離された胎児及び幼児細胞は接着性であり得
る。上記実施形態の何れかにおいて、単離された胎児及び幼児細胞は繊維芽細胞様形態を
有することができる。上記実施形態の何れかにおいて、単離された胎児及び幼児細胞は多
能性（pluripotent）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であり得る。１つの側面
において、上記実施形態の何れかにおいて、単離された胎児及び幼児細胞は連続培養にお
いて、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は細胞は培養において少なくと
も３０回の集団倍化（30 population doublings）で増殖することが可能であり、又は細
胞は連続培養において少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能である。
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【００１６】
１つの側面において、前記実施形態の何れかの胎児細胞又は幼児細胞または任意のその
組み合わせを含む組成物が本願において提供される。
【００１７】
１つの実施形態において、複数の胎児細胞又は幼児細胞を含む組成物が本願において提
供され、少なくとも１０％の細胞がＣＤ９０、ＣＤ７３及びＣＤ３４の表面発現を有し、
５％未満の細胞がＣＤ１０５の表面発現を有する。１つの側面において、少なくとも５０
％の細胞が転写因子Ｏｃｔ−４を発現する。１つの実施形態において、５％未満の細胞が
ＣＤ４５表面発現を有する。１つの側面において、少なくとも５０％の細胞が接着性であ
る。他の側面において、少なくとも５０％の細胞が繊維芽細胞様形態を有する。他の側面
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において、少なくとも５０％の細胞が多能性（pluripotent）であるか又はマルチ多能性
（multipotent）である。１つの実施形態において、少なくとも５０％の細胞は、連続培
養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、複数の細胞は、培養
において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、又は、複数の細
胞は、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能である
。前記の組成物実施形態の何れか及びその任意の組み合わせにおいて、組成物は更に羊水
を含む。１つの側面において、細胞は、１リッター当たり少なくとも１００万の細胞濃度
で存在する。
【００１８】
１つの実施形態において、胎児細胞又は幼児細胞を単離する方法が本願において提供さ
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れ、（ａ）羊水を、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３
１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、又は３９週より長い妊娠段階で獲得す
ること、及び、（ｂ）羊水から胎児細胞又は幼児細胞を回収することを含む。１つの側面
において、ステップ（ａ）における獲得が、帝王切開によって羊水を回収することを含む
。前記方法実施形態の何れかにおいて、ステップ（ｂ）における回収が、羊水から粒状物
質を除くことを含み得る。１つの側面において、ステップ（ｂ）における回収が、勾配遠
心分離を行うことを更に含む。前記方法実施形態の何れか又はそれらの任意の組み合わせ
において、方法は、回収された細胞を、細胞が増殖する条件下で培養することを更に含み
得る。前記方法実施形態の何れか又はそれらの任意の組み合わせにおいて、ステップ（ｂ
）において回収された細胞はステップ（ａ）において獲得された羊水１リッター当たり少
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なくとも１００万の細胞を含み得る。前記方法実施形態の何れか又はそれらの任意の組み
合わせにおいて、ステップ（ａ）において獲得された羊水の量は、少なくとも又はおよそ
、１０ｍＬ、２０ｍＬ、３０ｍＬ、４０ｍＬ、５０ｍＬ、６０ｍＬ、７０ｍＬ、８０ｍＬ
、９０ｍＬ、１００ｍＬ、２００ｍＬ、３００ｍＬ、４００ｍＬ、５００ｍＬ、６００ｍ
Ｌ、７００ｍＬ、８００ｍＬ、９００ｍＬ、又は１０００ｍＬであり得る。前記方法実施
形態の何れか又はそれらの任意の組み合わせにおいて、羊水が臨月の羊水であることがで
きる。前記方法実施形態の何れか又はそれらの任意の組み合わせにおいて、胎児細胞又は
幼児細胞は、前記の単離された胎児細胞又は幼児細胞の実施形態のいずれかの細胞を含む
ことができる。
【００１９】
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前記方法実施形態の何れか又は任意のその組み合わせにおいて、胎児細胞又は幼児細胞
はＣＤ７３及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの表面発現に関して陽性であ
る細胞を含み得、細胞はＣＤ１０５発現の表面発現に関して陰性であり、又はＣＤ３４の
表面発現に関して陽性である。１つの側面において、細胞はＣＤ７３及びＣＤ９０の表面
発現に関して陽性である。１つの側面において、細胞はＣＤ１０５の表面発現に関して陰
性であり、且つＣＤ３４の表面発現に関して陽性である。１つの側面において、細胞は転
写因子Ｏｃｔ−４を発現する。他の側面において、細胞は、ＣＤ４５表面発現に関して陰
性である。他の側面において、細胞は接着性である。１つの実施形態において、細胞は、
繊維芽細胞様形態を有する。他の実施形態において、細胞は多能性（pluripotent）であ
るか又はマルチ多能性（multipotent）である。さらに他の実施形態において、細胞は、
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連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、細胞は、培養
において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、又は、細胞は、
連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能である。
【００２０】
前記方法実施形態の何れか又は任意のその組み合わせにおいて、方法は、回収された細
胞を再プログラミングすることをさらに含み、その結果マルチ多能性（multipotent）又
は多能性（pluripotent）の細胞を生ずる。１つの側面において、再プログラミングはｉ
ＰＳＣを行うことを含む。１つの実施形態において、方法は細胞を所望の細胞又は組織タ
イプに分化させることを更に含む。更なる実施形態において、所望の細胞又は組織タイプ
が、造血細胞、神経細胞、内胚葉細胞、外胚葉細胞、及び中胚葉細胞からなる群より選択
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される。
【００２１】
本願において、前記組成物実施形態の何れか又は任意のその組み合わせの組成物を患者
に投与することを含む処置方法もまた提供される。
【００２２】
１つの側面において、細胞を預けるための方法が本願に開示され、これは、（ａ）一以
上のサンプルを獲得すること、そのそれぞれは、請求項２〜１０の何れかに記載の細胞を
含み、（ｂ）サンプルを、サンプル中の少なくともいくつかの細胞の生存性を保つ状態下
で保存すること、及び、（ｃ）サンプルが獲得された対象のアイデンティティに関するデ
ータを保存することを含む。１つの側面において、保存が、サンプルを１以上の凍結防止
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剤で処置することを含む。１の実施形態において、ステップ（ａ）が、複数のサンプルを
獲得することを含み、そのそれぞれが、異なった対象から獲得される。
【００２３】
他の側面において、（ａ）請求項２〜１０の何れかに記載の細胞又は請求項１１〜２０
の何れかに記載の組成物をそれぞれ含む複数のサンプル、及び、（ｂ）サンプルの個々の
識別及び回収（ないし検索、retrieval）に関するデータを含むデータベース、を含む細
胞バンクが本願において開示される。１つの側面において、複数のサンプルのそれぞれが
、個々の対象由来である。前記細胞バンクの実施形態の何れかにおいて、データが、個々
のサンプルが由来した対象のアイデンティティのついての情報を含み得る。
【００２４】
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更に他の側面において、（ａ）羊水回収装置を対象の子宮壁における切り口を介して挿
入すること、（ｂ）対象の羊膜を貫通すること、及び（ｃ）対象の羊膜嚢からの羊水を回
収することを含む、羊水を回収する方法であって、対象が、少なくとも妊娠３０週の段階
の妊婦であることを特徴とする方法が本願に開示される。１つの側面において、対象は妊
娠の臨月段階である。他の側面において、羊水回収装置は、前記装置実施形態の何れかの
装置又はその任意の組み合わせである。ある側面において、ステップ（ｂ）は、絨毛膜［
chronicはchrionicの誤記］を貫通することを更に含む。いくつかの側面において、ステ
ップ（ｃ）の回収は、（ｉ）羊水回収装置のインレットバルブを開口することによって羊
水を羊水回収装置の回収チャンバに移送するためにサイホンを開始すること、（ｉｉ）羊
水回収装置のインレットの下に羊水回収装置の回収チャンバを配置させること、（ｉｉｉ

40

）負圧ソースを羊水回収装置のアウトレットに接続し羊水の移送を開始させること、そし
て、（ｉｖ）羊水回収装置のインレットを再配置させ、実質的に全ての利用できる羊水を
回収（retrieve）すること、の１つ以上を含む。１つの実施形態において、方法は羊水回
収装置を取り除くステップ（ｄ）を更に含む。いくつかの側面において、切り口が、羊水
回収装置により作られる。いくつかの実施形態において、方法は、約１０分、約９分、約
８分、約７分、約６分、約５分、約４分、約３分、約２分、又は約１分未満で行われる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明の例示の一実施形態に従った羊水回収装置１００を表す。
【００２６】
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【図２】図２は、ＦＡＣＳ解析による臨月羊水由来細胞の細胞表面マーカー発現を表す。
マーカー（複数）の表面発現に関して陽性である群の中の細胞のパーセンテージを示す。
【００２７】
【図３】図３は、本発明の例示の一実施形態に従った羊水を抽出する方法３００を表す。
【００２８】
［詳細な説明］
本願で提供されるある実施形態の次の記載において、参照は、本願の一部分を形成する
図表に伴って作成され、これは、本願発明が実施され得る特別な実施形態の実例の方法に
よって表される。他の実施形態は、使用されることができ得、構造的な変更は、本発明の
要旨を逸脱しないでなされ得るものと理解されるべきものである。

10

【００２９】
本願で提示される実施形態中には、生物学的な材料（羊水から獲得されるもののような
細胞及び細胞性ソースを含む）の回収、単離、及び使用のための機器、装置、及び方法並
びに、その様は方法により獲得された細胞及び他の材料、及び、（オーダーメイド化され
た世界的なドナーの適用を含む、例えば再生医療における、治療的な及び解析的な使用を
含む）その使用が含まれる。
【００３０】
ヒト幹細胞の種類は、治療的に使用され又は臨床試験における使用で評価され、例えば
、神経障害及び造血障害におけるそれぞれの使用のための間葉幹細胞及び造血幹細胞のよ
うな体細胞を含む。より分化した能力（capacities）を有する他の体細胞は、より原始的

20

な（primitive）段階に再プログラミングされ得る（例えば、内皮細胞の多能性幹細胞（p
luripotent stem cells）への再プログラミング）。
【００３１】
誘導された多能性幹（ｉＰＳ）細胞は、皮膚及び繊維芽細胞を含む多様な（マルチプル
、multiple）細胞タイプから産生（generated）されている。Masip et al., 2010, Mol H
um Reprod 16(11): 856‑868; Takahashi and Yamanaka, 2006, Cell 126(4): 663‑676; Y
u et al., 2007, Science 318(5858): 1917‑1920参照。代わりの出発材料は、十分な増殖
率、疾病モデリングに関する遺伝的バックグラウンド、十分な数の生きている細胞の採取
のしやすさ、及びゲノムの完全性を含む再プログラミングのしやすさに基づいて選ばれて
いる。Hanna et al., 2009, Nature 462(7273): 595‑601; Park et al., 2008, Cell 134

30

(5): 877‑886; Ye et al., 2009, Blood 114(27): 5473‑5480; Carette et al., 2010, B
lood 115(20): 4039‑4042; Kumano, et al., 2012, Blood 119(26):6234‑6242; Ikehata
et al., 2003, Environ Mol Mutagen 41(4): 280‑292; Ikehata et al., 2004, Mutat Re
s 556(1‑2): 11‑24; Osanai and Lee, 2011, Med Mol Morphol 44(4): 200‑206参照。
【００３２】
ｉＰＳ細胞を生成するために利用できる方法は、ある問題に関連している。例えば、ｉ
ＰＳ細胞の大部分からは、成人の皮膚繊維芽細胞が発生する。それにも関わらず、エピジ
ェネティックな（ないし、非遺伝性の）記憶に起因して、ｉＰＳ発生のソースとして使用
される細胞の残留する（residual）エピジェネティックな状態は、生成されたｉＰＳ細胞
の分化能力に影響を与えることができる。特に、ｉＰＳ細胞系統は、ドナー細胞遺伝子の

40

キーセット（key set）を表し続けることにより組織起源のエピジェネティックな記憶を
維持できる。Marchetto et al., 2009, PLoS One 4(9): e7076; Ghosh et al., 2010, PL
oS One 5(2): e8975; Bar‑Nur et al., 2011, Cell Stem Cell 9(1): 17‑23参照。エピジ
ェネティックな記憶は、多くの細胞性ソースの分化能に影響を与えることができ、このこ
とは、（神経前駆細胞、特定の血液系統細胞、繊維芽細胞、筋原細胞、膵島ベータ細胞及
び他の膵臓細胞のような）特定の分化した細胞を作成することができ、ｉＰＳ発生に関し
てあまり望ましくない。Kim et al., 2010, Nature 467(7313): 285‑290; Polo et al.,
2010, Nat Biotechnol 28(8): 848‑855; Bar‑Nur et al., 2011, Cell Stem Cell 9(1):
17‑23; Marchetto et al., 2009, PLoS One 4(9): e7076; Ghosh et al., 2010, PLoS On
e 5(2): e8975参照。
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【００３３】
従って、いくつかの文脈において、マルチ多能性（multipotent）分化能を有するより
原始的（primitive）な細胞は、ｉＰＳ細胞発生に関して、広い分化能をもって、より適
した出発材料である。
【００３４】
いくつかの文脈において、環境と最小限の接触をしており、ダメージを受けていないゲ
ノム（１又は複数）を含み、及び／又は増殖能力を有し、及び／又はインビトロ培養シス
テムにおいて拡張するナイーブ細胞（naive cells）は、（例えば、組織、器官、及び／
又は幹細胞ベースの治療に関する）細胞再プログラミングにとって所望される。出産又は
出産真近の胎児又は新生児由来の特定の細胞性材料は、これらの特徴を満たすだろう。出

10

生時に、例えば羊水細胞のような細胞性ソースは、その様な特徴を有する細胞を含むが、
典型的には廃棄される。
【００３５】
羊水は、発達の間を通して胎児及び羊膜から液体に排出される、生きている細胞性材料
を含む分子構成物（ないし成分、components）を含む。その様な排出される細胞は、胎児
の発達状態を表す。胎児の生物表面（bio‑surface、例えば、肺の発達）が増加するにつ
れ、より大きな数の排出細胞が期待される。羊水の代謝回転（ないしターンオーバー、tu
rnover）は、２４時間内に数回（several）までと高い。従って、拡張された期間、いず
れかの回収された細胞も、この培地中に懸濁して存在しない。細胞性内容物は、主に胎児
起源であると考えられる。

20

【００３６】
出生時に利用可能なその様な細胞性ソースを採取するために利用可能な方法は、例えば
、母親及び子供の安全上の懸念に関して、完全に満足するものではない。例えば、利用可
能な方法により獲得された羊水における、母体血液や空気のような汚染物質（contaminan
ts）の存在は、無菌状態を損ない得、例えば、液体の分子構成物へのダメージ及び構造的
な変化、浮遊病原菌の混入（introduction）、及び、羊水中の細胞の低酸素状態による干
渉をもたらし、タンパク質の不活性化を引き起こす。効率性の欠如及び長時間の手術は、
母体又は胎児への害を引き起こし得る。例えば、一般的に第１三半期又は第２三半期の間
に行われる羊水穿刺は、限定された量の羊水（一般的に約２ｍｌ）を生じ、そして、（例
えば、超音波誘導により）母体の腹部を介して羊膜腔に挿入される鋭いシリンジの使用が

30

必要であり、これは胎児への害の重篤なリスク又は死亡さえもたらす（例えば、１−１０
％）。標準の手術室でアクティブな吸引装置を利用するM. Hallman et al., Isolation o
f Human Surfactant from Amniotic Fluid and a Pilot Study of its Efficacy in Resp
iratory Distress Syndrome, Pediatrics 1983, 71(4): 473‑482に記載される方法は、吸
引装置が羊膜嚢に挿入される間に子宮壁に作られた切り口を介して汚染物質をシステムに
混入させる。
【００３７】
成人間葉幹細胞（MSCs）の使用のような胚性幹細胞単離に代わるもの及び、多能性幹細
胞（ｉＰＳＣ）の誘導によるような、分化した細胞の多能性（pluripotent）及びマルチ
多能性（multipotent）細胞への逆転は、政治上の、モラルの及び倫理的な論点のような

40

不利な点を回避できる。その様な方法は、また、羊水回収への利用可能なアプローチに関
する安全性に対する懸念をも避けることができる。それにも関わらず、成人細胞の使用は
、ＵＶ照射、喫煙、農薬、及び微生物のような突然変異源に晒されることに由来するよう
な、低下した遺伝子質のリスクを有し、変異をもたらし、そして、組織発生及び処置にお
ける癌の又は望ましくない振る舞いの原因となる。
【００３８】
これらの困難性に取り組む、組成物、方法、及び機器が提供される。
【００３９】
ある実施形態において、例えば羊水材料における医学的に価値のある構成要素（compon
ents）の回収（retrieval）のための、羊水（例えば臨月又は出産真近の羊水）の回収（
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ないし接取、collection）のための装置、機器、及び方法が提供される。１つの側面にお
いて、そのような回収は帝王切開の間に行われる。いくつかの側面において、その様な実
施形態は、例えば母体血、空気、及び／又は他の汚染物質が含まれていない液体のような
羊水の無菌的な採取に利用でき、例えば、より後の妊娠段階（例えば臨月）における羊水
の安全で有効な回収に利用できる。いくつかの側面において、その様な実施形態は、羊水
成分の破壊が無く又は最小限の破壊を含み、母体又は胎児への害の重篤なリスクをもたら
さず、及び／又は高いパーセンテージの利用できる液体を生ずる。いくつかの実施形態に
おいて、その様な装置及び機器及び方法は、使用の便利さ及び、例えば単回使用（使い捨
て）の無菌ユニットの使用、周辺空気との接触を最小にすること及び無菌状態を最大化さ
せることによる最小限の手術手順への干渉のような、帝王切開による出産において繰り返

10

し使用することができる特性を有する。従って、最小の構成要素（成分）の破壊を伴う羊
水の安全で、無菌の、高い回収率のための方法及び装置が実施形態で提供されるものに含
まれる。
【００４０】
細胞及び細胞フラクション（cellular fractions）を含む、そのような装置、機器、及
び方法から獲得される材料の採取、単離、及び拡張のための方法及び、治療及び再生方法
における使用のような医薬的な使用を含むそれらの使用、をも提供される。羊水からの細
胞及び細胞フラクション及びそれと同様のものを含む組成物を含む、その様な方法、装置
、及び機器の使用により得られた材料もまた提供される。
【００４１】

20

その様な細胞及び細胞フラクションを拡張し、再プログラミングし、及び分化させるた
めの方法、（例えば、細胞及び組織発生のための）それと同様のものの使用のための方法
、再生治療及びオーダーメイド治療、疾病治療及び他のプロセスもまた提供される。
Ａ．定義
【００４２】
他に定められない場合、当該技術分野の全ての用語、表記法及び他の科学的な用語又は
本願で用いられる学術用語は、本発明が関連する当業者に一般的に理解される意味を有す
るように意図される。いくつかのケースにおいて、一般的に理解される意味を有する用語
は、明確化のため及び／又は参照しやすいように本願で定義され、そしてその様な本願の
定義の包含は、当該技術分野において一般的に理解されるものを超える実質的な相違を表

30

すと必ずしも解釈されるべきではない。本願において記載され又は参照される多くの技術
及び手段は、良く理解され、当業者が従来の方法を使用するのに一般的に採用される。
【００４３】
この開示を通して、この発明の様々な側面が範囲（range）形式で表される。範囲形式
での記載は、単に便宜及び簡潔化のためのものであることが理解されるべきであり、本発
明の範囲の強固な限定と解釈されるべきではない。加えて、範囲の記載は、可能なサブ範
囲の全て並びに範囲内の個々の数値が特別に開示されていると考えられるべきである。例
えば、１から６のような範囲の記載は、例えば１、２、３、４、５、及び６のような範囲
内の個々の数並びに、１から３、１から４、１から５、２から４、２から６、３から６な
どのようなサブ範囲が特別に開示されていると考えられるべきである。他の実施例におい

40

て、週における範囲の記載はまた、週の終点の間の日（複数）の開示をも含む。これは、
範囲の広さに関わらず適用する。
【００４４】
本願で使用される場合、用語「羊水」は、懸濁液中であろうとなかろうと、例えば、液
体、固体、半固体、又はそれに含まれる細胞性構成物のような、羊膜腔に存在する全ての
液体及び非液体成分に言及すると理解されることができる。
【００４５】
本願で使用される場合、用語「羊水回収装置」は、本願に記載される装置の例示的な実
施形態の何れかに言及する。場合により「装置」と称される。
【００４６】
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本願で使用される場合、用語「帝王切開」は、分娩に関連するか否かに関わらずとも、
開腹術（laparotomy）及び帝王切開術（hysterotomy）に関連する妊婦において行われる
任意の外科手術に言及すると理解されることができる。
【００４７】
本願で使用される場合、用語「クリオＴＥＭ、ないしcryo‑TEM」は、低温透過型電子顕
微鏡検査（cryo‑transmission electron micrography）を意味する。
【００４８】
本願で使用される場合、用語「安全」は、母親及び／又は胎児への害の重篤なリスクが
無い任意の方法又は装置に言及すると理解されることができる。
【００４９】

10

本願で使用される場合、用語「サイホン（siphon）」は、２点の間の液体の移送に言及
すると理解されることができ、それによって、液体における２つの位置の間の圧力差は移
送のためのダイナミックな力を提供する。
【００５０】
本願で用いられる場合、用語「胎脂（vernix）」は、子宮内において胎児皮膚により分
泌される物質に言及すると理解されることができ、半固形の白っぽい塊又はこの物質の分
散された凝集体として羊水中に見られる。
【００５１】
本願で用いられる場合、「臨月」は、少なくとも３８妊娠週の妊娠の間の段階を記載す
る。

20

【００５２】
本願で用いられる場合、「過期（post‑term）」は、４１週より後の妊娠の段階を記載
する。
【００５３】
本願で用いられる場合、細胞（単数）又は細胞（複数）を記載するために用いられる時
、「単離」は、それらの自然環境から分離されている細胞（単数）又は細胞（複数）に言
及し、細胞が由来する対象（例えば、患者）からの分離によるもの、及び／又は自然環境
の１以上の他の成分（例えば、羊水、デブリ、胎脂、組織、組織凝集体、及び他の細胞）
からの分離によるものを含む。
【００５４】

30

本願で用いられる場合、「胎児」は、胚段階の後および出生の前の成長している、ヒト
のような、哺乳類由来の細胞又は他の材料の特性を記載するために使用される。本願で用
いられる場合、「幼児」は、出生から１年の歳の新生の哺乳類又は若い哺乳類由来の細胞
又は他の材料の特性を記載するために使用され、早産児及び新生児を含む。本願において
提示される細胞及び組成物は、典型的に、妊娠の後期段階又は臨月の羊水から単離され、
従って、胎児細胞及び（例えば、年齢においてわずか１日しか経っていない幼児からの）
新生児（newborn）細胞又は新生児（neonate）細胞のような早期段階の幼児細胞を概して
含む。
【００５５】
本願で用いられる場合、「多能性（pluripotent）」は、３つの胚葉（内胚葉、中胚葉

40

、及び外胚葉）のいずれかの細胞タイプに分化する細胞の能力に言及する。「マルチ多能
性（Multipotent）」は、多数（multiple）であるが限られた数の系統の細胞に分化する
細胞の能力に言及する。
Ｂ．羊水回収装置
【００５６】
羊水を回収（retrieve）するようにデザインされた方法及び機器が本願において提供さ
れる。
【００５７】
本発明の例示的な実施形態に従う羊水回収装置は、抽出チューブから羊水を受け取る回
収（ないし集収）チャンバを含み、抽出チューブは羊膜嚢に挿入されるように形成された
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インレットに接合される。抽出チューブ及びインレットは、装置が羊膜腔の全ての領域に
アクセスするのに十分な柔軟性（flexibility）を有することができるように形成され、
羊水回収装置が羊膜及び絨毛膜（chorionic membranes）に穿刺する（puncture）のに十
分な剛性（stiffness）を有することができるように形成され、また、母体又は胎児への
害の重篤なリスクをもたらさない十分な柔軟性（suppleness）を有することができるよう
に形成される。この様に、本発明は、無菌羊水の安全で高収率な回収を可能にする。
【００５８】
本発明の他の例示の実施形態に従う羊水回収装置は、インレット遠位（先端）位置に主
インレットと、インレットの側面位置に少なくとも１つの予備インレットを含むインレッ
トを含む。この様に、本発明は、遅延をもたらし得る閉塞（blockages）を回避し、それ

10

により、回収に必要な時間を減少させ、そしてその結果、母体及び胎児への害のリスクを
減少させる。加えて、この実施形態は、主インレットが胎児表面に付着する場合に生じる
恐れのある胎児の皮膚が傷付くリスク（risk of fetal skin‑bruising）を取り除く。
【００５９】
本発明の更なる他の例示の実施形態に従う羊水回収装置は、抽出チューブ及び羊膜の間
に実質的に不浸透（impervious）なシールを達成するように形成されるインレットを含む
。この様に、装置は羊膜嚢からの回収されない羊水の放出（egress）を防止し、そして、
汚染物質の羊膜嚢への侵入を防止し、その結果、回収率を増加させ、羊水の無菌性を維持
する。加えて、この例示の実施形態の実質的に不浸透のシールは、羊水を移送させるため
のサイホンを容易にさせ、外部吸引ソースの必要性を取り除き、その結果更に、羊水汚染
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のリスクを減少させる。
【００６０】
図１は、本発明の例示の実施形態に従った羊水回収装置１００を表す。羊水回収装置１
００は、回収チャンバ１１０、回収チャンバアウトレットバルブ１２０、回収チャンバイ
ンレットバルブ１３０、近位液体抽出チューブセクション１４０、及び遠位液体抽出チュ
ーブセクション１５０を含む。遠位液体抽出チューブセクション１５０は、移送部分１６
０及びインレット１７０を含む。インレット１７０は、主インレット１７１、貫通する先
端１７２、及び１つ以上の側面インレット１７３を含む（訳注、ここの近位、遠位は、回
収チャンバから見ての関係を言う）。
【００６１】
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インレット１７０は、羊膜嚢に挿入され、そして羊水が、（近位液体抽出チューブセク
ション１４０及び遠位液体抽出チューブセクション１５０を含む）液体抽出チューブを介
して［羊膜］嚢から回収チャンバ１１０に移送される。近位液体抽出チューブセクション
１４０は、所望の長さの医薬等級の管（tubing）を含み得る。手順が完了した時、回収チ
ャンバインレットバルブ１３０は閉じられ得、そして液体抽出チューブ１４０及び１５０
が外される。回収チャンバアウトレットバルブ１２０は開口され得、回収された羊水を回
収チャンバ１１０から排出する。
【００６２】
遠位液体抽出セクション１５０は、羊膜嚢に挿入されるように形成される。１つの実施
形態において、遠位液体抽出チューブセクション１５０は、挿入された時、羊膜嚢の膜で
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の実質的に不浸透なシールを達成するように形成される。この実質的に不浸透なシールは
、多くの顕著な機能的な利点を提供する。第一に、不浸透なシールは、羊膜嚢の内側及び
外側の間の圧力差を維持する。この圧力差は、わずかに高い羊水の周囲の圧力が［羊膜］
嚢から回収チャンバ１１０への羊水の吸い上げ（siphoning）を開始することを可能にさ
せる。１つの実施形態において、回収チャンバ１１０は、インレット１７０の下に配置さ
れ、これにより、重力により実質的に全ての羊水材料が回収されるまで移送をしやすくす
る。任意の負圧ポンプが、吸い上げを開始させるように回収チャンバアウトレットバルブ
１２０に取り付けられ得る。
【００６３】
実質的に不浸透のシールの第二の例示的な利点は、羊膜嚢に侵入する汚染物質の防止で
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ある。
【００６４】
第三の利点は、サイホンが、羊水の脱無菌化（desterilization）を促進する真空ポン
プの必要性を取り除くというものである。
【００６５】
第四の利点は、シールはまた、羊膜嚢からの回収されていない羊水の排出を防ぎ、それ
により、収率を増加させ、そして視認性を改良し、分娩のための物理的なアクセスを改良
する。
【００６６】
１つの例において、遠位液体抽出セクション１５０の材料は、実質的に不浸透のシール

10

が、遠位液体抽出セクション１５０および１以上の羊膜嚢の膜の間に形成されるように選
択される。ある実施形態において、遠位液体抽出セクション１５０は、ポリビニルクロリ
ド（「ＰＶＣ」）、ポリ（エチレンテレフタラート）、ポリウレタン、又はポリ（プロピ
レンカルボナート）、又は任意の適切なそれらの組み合わせから製造される。いくつかの
実施形態において、軟化剤は、要求される剛性の必要性に応じて添加され得る。如何なる
理論にも拘束されずに、任意の適切な成形可能なポリマープラスチックが、遠位液体抽出
セクション１５０を製造するために使用され得る。他の実施形態において、ナイロン、シ
リコーン及びポリプロピレンが使用される。如何なる理論にも拘束されずに、羊膜嚢を貫
通するのに充分な強さである限り、更には、胎児への害の実質的でないリスクをもたらす
のに充分にしなやかである限り、任意の適切な材料が、鋭い遠位液体抽出セクション１５
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０の末端のために使用され得る。切断角度及び材料特性は、遠位液体抽出セクション１５
０の機能に貢献する。いくつかの実施形態において、切断角度は、約０度と約９０度の間
である。好ましい実施形態において、切断角度は、約２５度と約７５度の間である。ある
実施形態において、角度の凹形態又は凸形態は、カテーテル材料に依存して採用され得る
。更なる実施形態において、柔らかい材料のリングが、実質的に不浸透なシールの形成を
しやすくするためにカテーテル管（catheter tubing）の外側に付けられる。
【００６７】
１つの実施形態において、遠位液体抽出セクション１５０及び近位液体抽出装置１４０
の寸法（直径）は、迅速な液体抽出を得るのに充分に大きいが、サイホンの開始を妨げる
ほど大きくない。Ｆｒと略されるフランス式寸法又はフランス式ゲージシステム（French
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gauge system）は、カテーテルの大きさを測定するために一般的に使用される。１フレ
ンチ（1 French）のカテーテルは、１／３ｍｍの直径を有し、それ故、ミリメートル［の
単位］での円形カテーテルの直径は、フレンチ式サイズを３で割ることにより決定できる
：Ｄ（ｍｍ）＝Ｆｒ／３。いくつかの実施形態において、約１３から約３４の範囲（外径
に関して約４．３ｍｍから約１１．３ｍｍ）のフレンチゲージカテーテルは、臨床設定に
おいて使用される。内径は、使用される材料に依存する。如何なる理論にも拘束されずに
、材料の剛性及び操作性を維持するために適切な任意の内径が使用され得る。
【００６８】
１つの実施形態において、遠位液体抽出セクション１５０の材料は、回収の間液体を流
し出す時に、ユーザがインレット１７０を胎児の周りの液体のポケット内に入れるように
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操作することが可能なように充分な柔軟性を与えるように選択される。この様に羊水の収
率は更に増加する。ある実施形態において、遠位液体抽出セクション１５０は、ポリビニ
ルクロリド（「ＰＶＣ」）、ポリ（エチレンテレフタラート）、ポリウレタン、又はポリ
（プロピレンカルボナート）、又は任意の適切なそれらの組み合わせから製造される。い
くつかの実施形態において、軟化剤は、要求される剛性の必要性に応じて添加され得る。
如何なる理論にも拘束されずに、任意の適切な成形可能なポリマープラスチックが、遠位
液体抽出セクション１５０を製造するために使用され得る。他の実施形態において、ナイ
ロン、シリコーン及びポリプロピレンが使用される。
【００６９】
１つの実施形態において、インレット１７０は切開器具及び回収システムインレットの
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両方の役割を果たす。１つの実施形態において、インレット１７０は羊膜嚢の貫通が可能
であるように形成されるが、また胎児への損傷を最小限にする。１つの側面において、遠
位液体抽出セクション１５０と同様に、遠位液体抽出セクション１５０が羊膜嚢を貫通す
るのに充分な強さであるが、胎児への害の実質的でないリスクをもたらすのに充分にしな
やかであるように、インレット１７０の寸法及び材料は選択される。１つの側面において
、貫通する先端１７２は、約０度から約９０度の角度である。好ましい実施形態において
、貫通する先端１７２は、約２５度から約７５度の角度である。ある実施形態において、
角度の凹形態又は凸形態は、カテーテル材料に依存して採用され得る。いくつかの実施形
態において、貫通する先端１７２は、約２５度、約３０度、約３５度、約４０度、約４５
度、約５０度、約５５度、約６０度、約６５度、約７０度、又は約７５度の角度である。
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１つの実施形態において、貫通する先端１７２は、２５度未満の角度である。他の実施形
態において、貫通する先端１７２は、７５度より大きい角度である。１つの実施形態にお
いて、貫通する先端１７２は、４５度の角度である。いくつかの実施形態において、イン
レット１７０は、ポリビニルクロリド（「ＰＶＣ」）、ポリ（エチレンテレフタラート）
、ポリウレタン、又はポリ（プロピレンカルボナート）、又は任意の適切なそれらの組み
合わせで構成される。いくつかの実施形態において、軟化剤は、要求される剛性の必要に
応じて添加され得る。如何なる理論にも拘束されずに、任意の適切な成形可能なポリマー
プラスチックが、インレット１７０を製造するために使用され得る。他の実施形態におい
て、ナイロン、シリコーン及びポリプロピレンが使用される。１つの実施形態において、
インレット１７０の内径は１０ｍｍである。１つの実施形態において、インレット１７０
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の内径は約１０ｍｍである。ある側面において、インレット１７０の内径は、約８．０ｍ
ｍ、約８．１ｍｍ、約８．２ｍｍ、約８．３ｍｍ、約８．４ｍｍ、約８．５ｍｍ、約８．
６ｍｍ、約８．７ｍｍ、約８．８ｍｍ、約８．９ｍｍ、約９．０ｍｍ、約９．１ｍｍ、約
９．２ｍｍ、約９．３ｍｍ、約９．４ｍｍ、約９．５ｍｍ、約９．６ｍｍ、約９．７ｍｍ
、約９．８ｍｍ、又は約９．９ｍｍである。ある側面において、インレット１７０の内径
は、約１０．１ｍｍ、約１０．２ｍｍ、約１０．３ｍｍ、約１０．４ｍｍ、約１０．５ｍ
ｍ、約１０．６ｍｍ、約１０．７ｍｍ、約１０．８ｍｍ、約１０．９ｍｍ、約１１．０ｍ
ｍ、約１１．１ｍｍ、約１１．２ｍｍ、約１１．３ｍｍ、約１１．４ｍｍ、約１１．５ｍ
ｍ、約１１．６ｍｍ、約１１．７ｍｍ、約１１．８ｍｍ、約１１．９ｍｍ、又は約１２．
０ｍｍである。１つの実施形態において、インレット１７０の外径は、１２．５ｍｍであ
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る。１つの実施形態において、インレット１７０の外径は、約１２．５ｍｍである。ある
側面において、インレット１７０の外径は、約１０．５ｍｍ、約１０．６ｍｍ、約１０．
７ｍｍ、約１０．８ｍｍ、約１０．９ｍｍ、約１１．０ｍｍ、約１１．１ｍｍ、約１１．
２ｍｍ、約１１．３ｍｍ、約１１．４ｍｍ、約１１．５ｍｍ、約１１．６ｍｍ、約１１．
７ｍｍ、約１１．８ｍｍ、約１１．９ｍｍ、約１２．０ｍｍ、約１２．１ｍｍ、約１２．
２ｍｍ、約１２．３ｍｍ、又は約１２．４ｍｍである。ある側面において、インレット１
７０の外径は、約１２．６ｍｍ、約１２．７ｍｍ、約１２．８ｍｍ、約１２．９ｍｍ、約
１３．０ｍｍ、約１３．１ｍｍ、約１３．２ｍｍ、約１３．３ｍｍ、約１３．４ｍｍ、約
１３．５ｍｍ、約１３．６ｍｍ、約１３．７ｍｍ、約１３．８ｍｍ、約１３．９ｍｍ、約
１４．０ｍｍ、約１４．１ｍｍ、約１４．２ｍｍ、約１４．３ｍｍ、約１４．４ｍｍ、又
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は約１４．５ｍｍである。
【００７０】
様々なプラスチック及び寸法が、胎児における影響を模倣するように、低い角質化のヒ
トの皮膚領域（即ち、貫通又は組織ダメージへの高い感受性を有する領域）におけるテス
トと組み合わせ、分娩後に廃棄される羊膜におけるテストにより実験的に決定されている
。
【００７１】
いくつかの実施形態において、インレット１７０は、１以上の側面インレット１７３を
含む。側面インレット１７３は、主インレット１７１が羊膜腔内の任意の表面（例えば、
羊膜、絨毛膜、又は胎児）に接触する場合に生じ得る破壊を防止するために備えられる。
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更に、側面インレット１７３は、主インレット１７１が羊膜、絨毛膜、又は外側胎児表面
に付いた場合の、圧力解放システムを提供する。その様な圧力解放システム無しでの羊水
回収装置の使用は、吸引システムの中断又は胎児からの装置の物理的な操作が要求される
（これらのそれぞれは、中断された回収及び、長時間の皮膚の損傷（long‑term skin‑bru
ising）のような胎児への害の高いリスクを生じ得る）。この実施形態の１つの側面にお
いて、インレット１７０は、羊水回収装置１００の作動の間、予備のインレット（複数）
１７３が羊膜嚢に常に沈められることを保証するサイズにされるべきであり、この側面に
おいて、予備のインレット１７３の全てが沈められない場合には、空気が装置の中に誘導
されるであろうし、液体の流れを消しそして取得物（yield）を汚染する。１つの実施形
態において、インレット１７０は、約１．５ｃｍから約１５．０ｃｍの長さである。１つ

10

の実施形態において、インレット１７０は、１０ｃｍ未満の長さである。いくつかの実施
形態において、インレット１７０は約１．５ｃｍ、約２．０ｃｍ、約２．５ｃｍ、約３．
０ｃｍ、約３．５ｃｍ、約４．０ｃｍ、約４．５ｃｍ、約５．０ｃｍ、約５．５ｃｍ、約
６．０ｃｍ、約７．５ｃｍ、約８．０ｃｍ、約８．５ｃｍ、約９．０ｃｍ、約９．５ｃｍ
、約１０．０ｃｍ、約１０．５ｃｍ、約１１．０ｃｍ、約１１．５ｃｍ、約１２．０ｃｍ
、約１２．５ｃｍ、約１３．０ｃｍ、約１３．５ｃｍ、約１４．０ｃｍ、約１４．５ｃｍ
、又は約１５．０ｃｍである。いくつかの実施形態において、インレット１７０は１５．
０ｃｍより大きい長さである。
【００７２】
本願に記載される羊水回収装置１００は、回収される羊水の汚染を最小とするように構
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成される。１つの実施形態において、汚染の更なる減少は、例えば２、３例挙げると、窒
素、キセノン、又は一酸化窒素（しかし、これらに限定されない）のような不活性又は医
薬的に関連するガスで装置を予め満たす（pre‑filing）ことにより達成される。そのよう
なものとして、１つの実施形態において、装置の先端は、装置の挿入の直前に取り外すた
めに、先端のインレットの穴を覆う取り外し可能なシール（図示されていない）を旋され
得る。
【００７３】
いくつかの実施形態において、主インレット１７１の寸法は、胎脂、血栓（blood clot
s）、又は液体回収装置１００にある他の材料により詰まることを避けるように選択され
る。外部の吸引を頼りにする羊水回収装置において、吸引圧力は、詰まりを解消するよう
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に増加され得るが、空気及び他の汚染物質がシステムに混入するリスクを増加させ得る。
本発明の実施形態において、主インレット１７１の内径が、近位液体抽出チューブセクシ
ョン１４０及び／又は遠位液体抽出チューブセクション１５０の内径よりも広くないよう
に、インレット１７０を構成することにより詰まりは妨げられ得る。更に、他の実施形態
において、インレット１７０の外周に位置する側面インレット１７３の最大直径はインレ
ット１７０の内径よりも狭くされ得る。
【００７４】
例示する目的のために、上記の例示的な実施形態の多くの構造及び機能は、単一の装置
に関連して記載されているが、本発明の範囲を逸脱することなく、これらの構造及び機能
の何れかが単独で又は任意の組み合わせで利用され得ることが即座に理解されるべきであ
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る。
【００７５】
上記の羊水回収装置は、無菌のすぐに使える（ready‑to‑use）形態に予めパッケージさ
れ得る（pre‑packaged）。更には、外部の取り外し可能なカバーは、インレット（１又は
複数）をシールするために使用され得、それにより、無菌性が維持され、そして、もし使
用されれば、先端が完全に羊膜腔に挿入されるまで管内に医薬的に関連するガスを含む。
いくつかの実施形態において、この取り外し可能なカバーは、インレット１７０の１以上
の機能を行うように形成され、貫通する先端を含み、羊膜嚢を貫通するのに充分な剛性を
有する。
Ｃ．羊水の回収、並びに、細胞の単離、培養、再プログラミング及び分化
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【００７６】
羊水を回収するための方法および羊水から細胞を単離するための方法が提供される。幾
つかの実施態様において、本方法は、例えば、本発明に従う装置を使って羊水を回収する
ことによって実行される。他の実施態様において、本方法は、羊水から胎児の細胞および
／または幼児の細胞、例えば、羊水との立体的配置関係で（in topological connection
）胎児上皮表面から得た細胞を獲得することを含む。
妊娠の後期または臨月での羊水の回収
【００７７】
典型的には、羊水は妊娠の後期または臨月において、例えば、第２三半期よりも後の段
階若しくは妊娠２１週よりも後の段階、例えば、少なくとも、妊娠２２、２３、２４、２

10

５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８
、３９、４０又は４１週で、第３三半期中、あるいは、臨月（少なくとも妊娠３８週）で
、あるいは過期（妊娠４１週を越えて）で、回収される。１つの実施例において、羊水は
、帝王切開の出産、例えば、臨月の帝王切開中の出産、例えば、殿位（逆子）、以前の帝
王切開の出産、または、普通分娩で出産することの恐れなどの複雑でない事情によって実
行される、帝王切開の出産の間に単離される。
【００７８】
臨月の、または後期（late term）の羊水から細胞を獲得することは、妊娠初期段階中
、例えば、羊水穿刺による、第１または第２三半期での羊水の回収と比較して、胎児と母
体の危険を最小にできる。さらに、羊水の量と入手可能な細胞の数は、臨月妊娠に向かっ
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て次第にないし進行的に（progressively）増加する。臨月または臨月に近い段階での羊
水の回収は、高い収率を獲得することができる。一つの局面において、羊水は、少なくと
もまたはおよそ、１０ｍＬ、２０ｍＬ、３０ｍＬ、４０ｍＬ、５０ｍＬ、６０ｍＬ、７０
ｍＬ、８０ｍＬ、９０ｍＬ、１００ｍＬ、２００ｍＬ、３００ｍＬ、４００ｍＬ、５００
ｍＬ、６００ｍＬ、７００ｍＬ、８００ｍＬ、９００ｍＬ、１０００ｍＬ、１５００ｍＬ
又は２０００ｍＬの容量が一人の患者から得られる。やや遅い妊期よりもむしろ後期また
は臨月での羊水からの細胞の単離は、突然変異誘発物質および損傷への暴露の危険を減じ
ることもでき、生まれたままの（naive）、または、生まれたままにより近い状態の（mor
e naive states）ゲノムの細胞を獲得する。
30

【００７９】
さらに、後期または臨月羊水から得られた細胞は、独特の特徴を有する。例えば、羊水
培地に流された細胞の細胞構成（ないし組成

composition）、遺伝子発現プロフィール

および分化状態は、妊娠期間、つまり、胎齢にわたって変化する。母性ホルモンの発現も
、妊娠の段階によって変わる。例えば、肺サーファクタント生成は、まさに予定日に先が
けて達する最大量で、妊娠３０週あたりから始まる。胎盤を通過するためにホルモンが十
分に小さいので、母性ホルモンの変化は胎児循環に反映され、それによって、胎児の細胞
を成長する信号とエピジェネティックなプロフィール（epigenetic profile）に影響でき
る。例えば、臨月産前の最後の週における母性コルチゾールでの急増は、胎児のタイプII
肺細胞の成熟を引き起こし、肺サーファクタント（空気呼吸のために必要である）の生成
を促進する。タイプII肺細胞のこの成熟は、個人の人生にわたって維持される。従って、
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胎児の細胞でのエピジェネティックな変化（epigenetic alteration）は、妊娠の段階と
関連する。従って、後期の段階、例えば臨月の、妊娠の環境は、独自の特徴を、成熟状態
、細胞機能、およびトランスクリプトームプロフィールを含む胎児の細胞に与える。
【００８０】
妊娠中、羊水は２日ごとに置換／リサイクルされる。これは、羊水に存在する細胞内容
物（content）がほとんど生存可能であり、また、胎児の妊娠期間と関連した特質を有す
ることを保証する。そのようなものとして、臨月産の時に得られる細胞物質は、より早期
の時点からの細胞物質とは異なって独特である。肺から分泌された約２００〜４００ｍＬ
の流体、および尿、細胞内外の空間から出る残りの流体によって、流体に存在する細胞の
多くのタイプが潜在的に存在する。また、羊水のオスモル濃度の重要な減少があるので、
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第３三半期での嚥下および腎臓機能の増加が、細胞構成と成長能力にも影響し得る。Mode
na and Fieni, 2004, Acta Biomed 75 Suppl 1: 11‑13.
羊水回収
【００８１】
図３は、本発明の典型的な実施態様に従う、羊水回収の方法３００のブロック図である
。方法３００は、任意の数の追加的または代替的な作業を含み得ることを認識すべきであ
る。図３に示された作業は、説明された順番において実行される必要がなく、また方法３
００は、ここに詳細に説明されない追加の機能を有する、より包括的な手続またはプロセ
スに組み入れられ得る。方法３００は、図１と２において説明される実施態様を用いて実
施できて、例示的な目的のために、方法３００の下記の説明は、図１と２に関連して上述

10

した要素を参照できる。
【００８２】
図３に示されるように、方法３００は、例えば、帝王切開中の妊婦の子宮壁の切開３０
１を含む。ステップ３０１は標準的な医師のメスで実行できる。また、図３に示されるよ
うに、方法３００は、ステップ３０１において成された子宮壁の切り口を通して羊水回収
装置３０２を挿入することを含む。ステップ３０２において使用される羊水回収装置は、
図１と２に関して上述された任意の実施態様を含んでよい。方法３００は、ステップ３０
２の羊水回収装置を使用して羊膜に貫通すること３０３も含む。ステップ３０３は、絨毛
膜に貫通することも含み得る。一つの局面において、先端は１０ｃｍの深さまで挿入され
る。幾つかの実施態様において、先端は約３ｃｍから約３０ｃｍの深さまで挿入される。
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幾つかの実施態様において、先端は、約４ｃｍ、約５ｃｍ、約６ｃｍ、約７ｃｍ、約８ｃ
ｍ、約９ｃｍ、約１０ｃｍ、約１１ｃｍ、約１２ｃｍ、約１３ｃｍ、約１４ｃｍ、約１５
ｃｍ、約１６ｃｍ、約１７ｃｍ、約１８ｃｍ、約１９ｃｍ、約２０ｃｍ、約２１ｃｍ、約
２２ｃｍ、約２３ｃｍ、約２４ｃｍ、約２５ｃｍ、約２６ｃｍ、約２７ｃｍ、約２８ｃｍ
、または約２９ｃｍの深さまで挿入される。
【００８３】
方法３００は、ステップ３０２の羊水回収装置を使用して羊膜嚢から羊水３０４を回収
することをさらに含む。 ステップ３０４は、羊水回収装置のインレットバルブを開口す
ること等によって、羊水を羊水回収装置の回収チャンバに移送するためにサイホンを起動
させることを含んでよい。ステップ３０４は、羊水回収装置のインレットの下に羊水回収
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装置の回収チャンバを配置することも含んでよい。 ステップ３０４は、羊水の移送を開
始するために負圧ソースを羊水回収装置のアウトレットに接続することも含んでよい。ス
テップ３０４は、入手可能な羊水のうちの実質的にすべてを回収するために羊水回収装置
のインレットを再配置することを含んでよい。
【００８４】
最後に、方法３００は、羊水回収装置を羊膜嚢から取り除くこと３０５を含む。ステッ
プ３０５は、羊水回収装置のインレットバルブを閉じることを含んでよい。１つの実施例
では、回収された物質中に血液は可視できない（肉眼視できない）。ステップ３０５は、
さらなる使用／処理するために回収システムを空にして、装置全体の外面ないし外側を殺
菌することも含んでよい。１つの実施態様において、例えば、本発明に従う細胞物質の単
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離および羊水保存のために、薄層エアーフローベンチセットアップ（laminar air flow b
ench setup）などの任意の処理後ステップで、殺菌が維持されるように、外面は７０％エ
タノールを使用して殺菌される。
【００８５】
１つの実施態様において、羊水回収の方法は１分未満で実行される。１つの実施態様に
おいて、羊水回収の方法は、１分から２分で実行される。１つの実施態様において、羊水
回収の方法は３分以内で実行される。１つの実施態様において、本方法は、例えば、手術
の傷中への羊水の流出を防止することによって、帝王切開の標準的な手術方法に比べて簡
素化され、視界および物質的なアクセスを改善する。１つの実施態様では、胎児の皮膚は
装置の先端によって影響を受けない。
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羊水由来細胞の単離、培養、二次培養、再プログラミング、及び分化
【００８６】
また、例えば、ここに提供された方法および装置を使用して回収される羊水、例えば、
後期の段階または臨月の羊水から細胞の単離のための方法が提供される。１つの実施態様
において、（装置の）外面の殺菌後に、装置は薄層エアーフローベンチに移動され、そこ
で回収チャンバからのアウトレットは羊水の除去のために開かれる。羊水の一部は参考の
目的のために保管できる。
【００８７】
１つの実施態様において、例えば、胎脂と大きい組織のデブリ（切り屑）の凝集体を分
離するため、羊水は濾過されてデブリを除去する。多くの適切な濾過方法が知られており
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、この実施態様に関連して使用され得る。１つの実施例において、羊水は１００ミクロン
ナイロンメッシュを通して濾過される。濾過の後に、勾配、例えば、密度勾配、例えばサ
ッカロース勾配、またはフィコールサッカロース勾配を使用する遠心分離、例えば、ディ
ファレンシャル遠心分離によって、細胞が分離される。１つの実施例において、５００ｇ
で室温５分間の遠心分離のためにフィコール４００サッカロース勾配が使用される。勾配
遠心分離に続いて、細胞を包含する層が、例えばピペットによって回収できる。
【００８８】
細胞は、収率を決定するためにカウントできる。１つの実施態様において、本方法は、
少なくともまたは約、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０
％、９０％の生存能力のある細胞を産する。好適な実施態様において、本方法は、少なく
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ともまたは約５０％の生存能力のある細胞を産する。１つの実施態様において、本方法は
、回収した羊水１リットルにつき、少なくとも若しくは約、１００万、２００万、３００
万、４００万、５００万、６００万、７００万、８００万、９００万又は１０００万の生
存能力のある細胞を産する。
【００８９】
いくつかの実施態様で、例えば、細胞を増やすために、単離された細胞が培養される。
１つの実施例において、細胞は、所望の細胞のタイプに適切な成長培地を含有する、培養
容器、例えばフラスコ、に移される。典型的な培地は、胎児子牛血清（FCS）、線維芽細
胞／間葉幹細胞成長培地、内皮細胞成長培地（ECM）、および末梢気道上皮成長培地（SAG
M）が補充されるＤＭＥＭである。１つの実施態様において、線維芽細胞成長培地が使用
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される。１つの実施態様において、間葉幹細胞成長培地が使用される。１つの実施態様に
おいて、内皮細胞成長培地が使用される。１つの実施態様において、末梢気道上皮成長培
地が使用される。どのような理論にもとらわれずに、他の細胞培養培地は、ある実施態様
において使用され得る。１つの局面では、単離された細胞は、培地で、少なくとも若しく
は約、１週間、２週間、３週間、４週間、又は５週間培養される。ある局面では、単離さ
れた細胞は、培地で、少なくとも若しくは約、１１日間、１２日間、１３日間、１４日間
、１５日間、１６日間、１７日間、１８日間、１９日間、２０日間、２１日間、２２日間
、２３日間、２４日間、２５日間、２６日間、２７日間、２８日間、２９日間、又は３０
日間、培養される。フローサイトメトリー、顕微鏡、および他の既知の手法（ないし手段
）は、培養された細胞の挙動と表現型を評価するために用いられ得る。
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【００９０】
１つの実施態様において、細胞は、例えば、二次培養（sub‑cultures）で増殖される。
１つの実施例において、細胞は増殖され、少なくとも若しくは約、１０日間、２０日間、
３０日間、４０日間、５０日間、６０日間又は７０日間、あるいは３０回の細胞倍化まで
、またあるいは、細胞が少なくとも、１万、１０万、２０万、３０万、４０万、５０万、
又は、１００万、２００万、３００万倍まで増えるまで、またあるいは、細胞が老化に達
するまで、若しくは、老化に達する直前まで、増殖される。
【００９１】
１つの実施態様において、Ｏｃｔ−４の高い発現が、子宮内低酸素張力と一致する、低
酸素の二次培養によって維持される。
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【００９２】
また、再生治療法などで、例えば、細胞または組織の所望のタイプを生成するために、
細胞を再プログラムし、分化するための方法が提供される。ある実施態様において、細胞
は、多能性（pluripotent）またはマルチ多能性（multipotent）段階などへ、分化の程度
が低い段階に再プログラムされる。多能性の幹細胞（ｉＰＳＣ）の誘導などの再プログラ
ム方法が知られており、多能性またはマルチ多能性の細胞を生成するために、細胞の分化
を（未分化状態に）戻すよう使用でき得る。典型的な方法は、Takahashi and Yamanaka,
2006, Cell 126(4): 663‑676, and in Yu et al., 2007, Science 318(5858): 1917‑1920
において説明される。
10

【００９３】
いくつかの実施態様において、細胞、例えば多能性またはマルチ多能性細胞は、所望の
細胞のタイプないし組織のタイプに分化される。１つの局面において、細胞は所望の細胞
のタイプないし組織のタイプの生成のための条件で培養され、所望の細胞のタイプないし
組織のタイプには、例えば、内胚葉、外胚葉、または中胚葉由来の組織、肝細胞または組
織、内分泌組織、肺細胞または組織、血球、骨髄細胞、ニューロン細胞、アストログリア
細胞、心臓細胞または組織など、例えば 、心筋細胞、視覚細胞または組織、神経細胞ま
たは組織、脳細胞または組織、筋肉細胞または組織、皮細胞または組織、すい臓の細胞ま
たは組織、例えばβ細胞、脂質生成細胞、軟骨形成細胞、骨形成細胞、および神経細胞が
ある。ある実施態様において、細胞は、他の細胞のタイプの内（among）、ニューロン、
肝臓細胞、膵島細胞、腎臓細胞、および造血細胞に分化される。いくつかの実施態様にお
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いて、細胞は、すべての３つの胚葉を発現する細胞タイプに分化される。いくつかの実施
態様では、細胞は、再プログラムに続き、胚葉にわたる（across germ layers）効率的な
分化能力を維持する。１つの局面において、細胞は、ヒトの胚性幹細胞または細胞株に比
べて、より高い造血能力を有する。そのようなヒト胚性幹細胞株（ないし系）のうち一つ
はＨ９である。別の局面では、細胞は、ほぼ１００％のニューロン細胞の分化能力を有す
る。いくつかの実施態様において、細胞は造骨細胞または脂肪細胞に分化される。
【００９４】
分化方法はよく知られている。多くの既知の方法のうちの何れもこの実施態様に関連し
て使用されてよく、例えば、Haasの米国特許番号７,５９６,３８５、米国特許公開番号Ｕ
Ｓ２００５／００５４０９３、及びＵＳ２００５／００４２５９５、並びにAtala et al.
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の米国特許公開番号ＵＳ２００５／０１２４００３及び国際特許公開番号ＷＯ０３／０４
２４０５に記載の方法、並びに、
ctical approach,

Teratocarcinomas and embryonic stem cells: A pra

E. J. Robertson, ed., IRL Press Ltd. 1987;

ues in Mouse Development,

Guide to Techniq

P. M. Wasserman et al. eds., Academic Press 1993;

Embryonic Stem Cell Differentiation in vitro, M. V. Wiles, Meth. Enzymol. 225: 9
00, 1993;

Properties and uses of Embryonic Stem Cells Prospects for Applicatio

n to Human Biology and Gene Therapy,
. 10: 31, 1998; 及び

P. D. Rathjen et al., Reprod. Fertil. Dev

Stem cell biology,

L. M. Reid, Curr. Opinion Cell Biol.

2: 121, 1990.に記載の方法がある。
【００９５】
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分化誘発剤、成熟剤及び成熟因子も、特定の細胞タイプに分化するためによく知られて
おり、米国特許番号６,５０６,５７４（Rambhatla et al.）に記載の剤などがあり、例え
ば、肝細胞への分化のためのＮ−ブチラート 、および他の成熟剤、成熟因子、成長因子
、ペプチドホルモン、サイトカイン、リガンドとレセプターの複合体、コルチコステロイ
ド、レチノイン酸、および、ＤＭＳＯ、ｃＡＭＰ上昇剤を含む糖質コルチコイド、メチル
イソブチルキサンチンおよびインドメタシンなどの有機溶媒である。分化剤（複数）の選
択は、所望の細胞または組織タイプに依存するであろう。
【００９６】
本発明の様々な実施態様が上述されているが、制限されることなく、例示のみとして提
示されていることを理解されるべきである。同様に、様々な図は、本開示に含むことがで
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きる特徴と機能の理解を助けるためになされる、開示のための例示的構造または他の形態
を描くことができよう。本開示は、例示された実施例の構造または形態に限定されず、様
々な代替となる構造と形態を使用して実施できる。さらに、本開示は様々な典型的な実施
態様と実施例について上記に説明されるが、個々の実施態様のうちの１つ以上において説
明された様々な特徴と機能が、それらの適応性において、それらが記載された特定の実施
態様に制限されないことが理解されるべきである。そのような実施態様の記載の有無に関
わらず、また、そのような特徴が説明された実施態様の一部であるように示されるか、さ
れないかに関わらず、代わりに、それらは単独またはいくつかの組み合わせで開示の１つ
以上の他の実施態様に適用できる。従って、本開示の幅ないし広がりと範囲は、上記で説
明された典型的な実施態様のうちの何れによっても制限されるべきではない。

10

Ｄ．羊水由来の胎児細胞及び幼児細胞
【００９７】
胎児細胞及び幼児細胞などの羊水から単離される細胞も提供される。一般に、細胞は豊
富な量で存在する。１つの実施例として、（本発明の）細胞は、培養、細胞培養での拡大
、再プログラミング、分化、および／またはクローンの選択ができる。別の実施例として
、細胞は接着性である。別の実施例としては、細胞は、無傷のゲノム、例えば、間葉幹細
胞などの成熟した供給源から得られる細胞よりも、より少ない変異を有するゲノムを含む
。
【００９８】
１つの局面において、細胞は、そのほとんどまたは非常に低いレベルで発現しないか、
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またはＣＤ４５などの造血マーカーを発現しない。別の局面では、細胞はＣＤ９０やＣＤ
３４などの前駆マーカーの表面発現を有する。別の局面では、細胞はＣＤ７３の表面発現
を有する。いくつかの実施態様では、細胞群の約９９％がＣＤ９０の表面発現に陽性で、
細胞群の約０％がＣＤ４５の表面発現に陽性で、細胞群の約９８％がＣＤ７３の表面発現
に陽性で、細胞群の約１４％がＣＤ３４の表面発現に陽性である。いくつかの実施例にお
いて、細胞群の少なくともまたは約、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％
、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％
、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％または１００％がＣＤ９０、ＣＤ３４および
／またはＣＤ７３の表面発現に陽性である。別の局面では、細胞は、ＣＤ１０５の表面発
現に、または低レベルでのＣＤ１０５の発現に陰性である。１つの実施例では、細胞群の
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非常に少ないパーセンテージ（１０、５、４、３、２、１、０．５％又はそれら未満又は
約、１０、５、４、３、２、１、０．５％、あるいは、わずかな細胞）だけがＣＤ１０５
および／またはＣＤ４５あるいは他の造血マーカーの表面発現に陽性である。
【００９９】
１つの実施例において、細胞は線維芽細胞様形態と成長特性を表し、例えば、光学顕微
鏡を使用して観察する時に、線維芽細胞として、同様な形、サイズ、および接着特性を有
する。別の実施例では、細胞は、オリジンとして、上皮間葉である。
【０１００】
１つの実施例では、細胞は、高い増殖能力、（少なくとも、１０、２０、３０、４０、
５０、６０、７０日若しくはそれ以上の日数の継続培養において成長する能力、培養にお
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いて、少なくとも３０回の細胞倍化で増殖する能力、または、培養で少なくとも、１万、
１０万、２０万、３０万、４０万、５０万、若しくは１００万、２００万、あるいは３０
０万倍に拡張する能力など）を有する。いくつかの実施例で、細胞は死ぬべき運命であり
、即ち、培養内で永久に生きることはできない。いくつかの実施例では、細胞はマルチ多
能性または多能性であるか、またはマルチ多能性または多能性の細胞タイプに再プログラ
ムできる。
Ｅ．細胞の使用
【０１０１】
ここに提供された細胞は、治療、処置、病気防止、薬の発見、個別医薬、再生医学、組
織及び細胞生成、並びに、世界的なドナーバンクなどの様々な治療や他の応用において有
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用である。細胞は、世界的なドナーバンクだけでなく、組織工学目的、移植、生体内また
は試験管内治療分子生産の両方の個別医薬応用において、適切である。従って、提供され
た細胞の使用の方法、およびそのような治療および他の方法に使用するための組成物も提
供される。
【０１０２】
いくつかの実施態様において、ここに提供される羊水および／または細胞は、例えば、
培地または緩衝剤と、例えば、極低温保存を必要とするバイオバンクに保存するための凍
結防止剤を含む凍結防止用溶液で凍結保存される。いくつかの局面で、細胞は保存前と保
存後の操作を受けるべきものである。
10

【０１０３】
細胞は、標準的な技術を使用して凍結保存されてよい。凍結保存で使用するための培地
の実施例は、ダルベッコの修正イーグル培地（DMEM）、培地１９９（M１９９）、Ｆ‑１２
培地、およびＲＰＭＩ培地である。緩衝剤の例はリン酸緩衝生理食塩水（PBS）である。
凍結防止剤の例は、ジメチルスルホキシド（DMSO）とグリセロールである。凍結防止用溶
液の例は下記である：ＤＭＥＭ／グリセリン（１:１）、ＤＭＥＭ／７．５％
、Ｍ１９９／７．５％

ＤＭＳＯ、およびＰＢＳ／３．５Ｍ

ＤＭＳＯ

ＤＭＳＯ。任意で、サンプ

ルは凍結保存に先がけてペニシリンやストレプトマイシンなどの抗生物質によって処理で
きる。凍結保存が、迅速な急速冷凍方法を使用して実行できるか、または、より従来的な
制御した速度の凍結方法によって実行できる。羊膜の組織の急速な凍結は、サンプル（複
数）を、凍結防止用溶液を含む凍結管に配置し、その後、凍結管を液体窒素に急速に浸す
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ことによって実行できる。一般に、遅い凍結は、サンプル（複数）を、凍結防止用溶液を
含む凍結管に配置し、その後、凍結管を−７０℃フリーザーに配置することによって実行
できる。代替として、サンプル（複数）は、標準の極低温に適した速度制御システムを使
って、制御した速度の凍結を受けることができる。細胞の産物は、成長因子、サイトカイ
ン、及び他の生物学的反応修飾因子などの因子を生成するために、生体内または生体外の
いずれかで、再建ないし再生処置において使用できる。
【０１０４】
いくつかの実施態様において、細胞は、遺伝子組換方法（既知の遺伝子組換技術を使用
して関心ある遺伝子を導入する、例えば、ＴＥＲＴ（テロメラーゼ逆転写酵素）遺伝子の
導入によって細胞の生存能力を高めるか、または細胞不死にするために遺伝子を導入する
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トランスフェクション手法など）で使用される。
【０１０５】
分化された細胞など、ここに提供された細胞、組成物および組織は、制限されないが下
記の疾病の処置に有益である：不妊症、肝硬変、すい臓炎、糖尿病、パーキンソン病、脊
髄損傷、ストローク、火傷、心臓病、骨関節炎、リューマチ性関節炎、癌、白血病、例え
ば、急性リンパ芽球性白血病、急性骨髄性白血病、急性混合型白血病、および急性未分化
白血病；慢性骨髄性白血病、慢性リンパ細胞白血病、若年性慢性骨髄性白血病、若年性骨
髄単球性白血病；リンパ腫、例えば、非ホジキンリンパ腫、ホジキン病、複骨髄腫、プラ
ズマ細胞白血病、乳ガン、ユーイング肉腫、神経芽腫、腎臓細胞癌、遺伝性血液疾患、ア
ルツハイマー病などの脳疾患、不応性（難治性）貧血、環状鉄芽球の不応性（難治性）貧
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血、形質転換での超過芽球の不応性（難治性）貧血、再生不良性貧血、ファンコニ貧血、
発作性夜間ヘモグロビン尿症、赤芽球癆、急性骨髄線維症、原発性骨髄線維症、骨髄線維
症、真性赤血球増加症、本態性血小板血症、チェディアック・東症候群、慢性肉芽腫性疾
患、好中球アクチン欠乏症、細網異形成症、ムコ多糖症、ハーラー症候群、シャイエ症候
群、ハンター症候群、サンフイリッポ症候群、モルキオ症候群、マロトー・ラミー症候群
、スライ症候群、ベータグルクロニダーゼ欠乏症、副腎白質ジストロトフィ、ムコリピド
ーシスII、クラッベ病、ゴーシェ病、ニーマンピック病、ウォルマン病、異染性白質ジス
トロフィ、家族性血球貪食性リンパ組織球増多症、組織球増殖症Ｘ、血球貪食、遺伝性赤
血球異常、ベータサラセミア・メジャー、鎌状赤血球病、遺伝性免疫系疾患、毛細血管拡
張性運動失調、コストマン症候群、白血球接着不全症、ディジョージ症候群、不全リンパ
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球症候群、オーメン症候群、重症複合型免疫不全症、分類不能型免疫不全症、ウィスコッ
ト・アルドリック症候群、Ｘ連鎖リンパ球増殖性疾患、他の遺伝性疾患、レッシュ・ナイ
ハン症候群、軟骨毛髪形成不全症、グランツマン血小板無力症、大理石骨病、遺伝性血小
板異常、無巨核球形成症、先天性血小板減少症、形質細胞疾患、およびヴァルデンストレ
ームマクログロブリン血症。
【０１０６】
ある実施態様において、細胞は、自己／異種の組織再生／置換療法〈角膜上皮欠損、軟
骨治療、顔の削皮術、皮の外傷性損傷のための火傷や創傷包帯、粘膜膜 鼓膜、腸の内層
、および神経構造を含む〉において使用される。例えば、心筋性能の増加は、心筋の性能
を強化し、末期の心疾患を処置するために、損われた心筋に細胞の移植（細胞の心筋形成
術（CCM））により達成できる。例えば、Cao et al., 2002,
tral nervous system injury,

10

Stem cell repair of cen

J Neuroscience Res 68: 501‑510.に記載されるように

、細胞は、多くのＣＮＳ疾患の治療のために使用されてもよい。細胞は、また、損われた
組織の再建処置において、分化された細胞が生産された組織の再生のための担体に埋め込
まれたセルシート、分散された細胞および細胞の外科的移植によって使用できる。細胞は
、組織工学によって作製された構成物においても使用できる。そのような構成物は、細胞
成長に適切な足場ないし骨格に形成された生体適合ポリマーを含む。足場は、熱バルブ、
容器（チューブ状）、平面の構成物、または任意の他の適切な形状に形成できる。そのよ
うな構成物は既知であり、国際特許公開番号ＷＯ０２／０３５９９２、米国特許番号６,
４７９,０６４、６,４６１,６２８などに記載されている。
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【０１０７】
明瞭さの目的のために、異なる機能的ユニットおよび／または細胞回収装置のモジュー
ルに関連して、上記の説明が本発明の実施態様を説明していることを認識されるであろう
。しかしながら、本発明を逸脱せずに、異なる機能的ユニット、モジュール、またはドメ
イン間の機能の任意の適切な分布（ないし組合せ）も使用してよいことが明白である。例
えば、別個のモジュールにより実行されるように説明された機能は、同じモジュールによ
り実行できる。後に、具体的な機能的ユニットの参照は、厳密な論理的な、または物質的
な構造または組織を暗示するよりも、むしろ、説明された機能を提供するための適切な方
法の参照としてのみ見られるべきものである。
【０１０８】
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本明細書で使用される用語と表現ないしフレーズ、および、そこからのバリエーション
は、違った形で明確に述べられない限り、制限と対比されるように制約はないものとして
解釈されるべきである。前記の例として：「含む」という用語は、「制限なしで含む」ま
たは同類の意味として読まれるべきである；用語「実施例」（example）は、完全なもの
でもまたはそこから制限するリストでもなく、議論においてアイテムの典型的な例示を提
供するために用いられる；そして、「従来の」「伝統的」「通常」「標準」「知られてい
る」などの形容詞 および同様な意味の用語は、一定期間に、または一定期間の入手可能
なアイテムに、記述されたアイテムを制限するように解釈されるべきでない。しかし、代
わりに、これらの用語は、従来の、伝統的、通常、または、現在知られている、若しくは
、将来の任意の時点で利用可能であり得る、標準的な技術を包含するように読まれるべき
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である。その上、「および」という連結句と結び付けられたアイテムの群は、群において
それらのアイテムのうちの個々のおよびすべての１つが存在することを必要とするように
読まれるべきではなく、むしろ、違った形で明確に発現されない限り、「および／または
」として読まれるべきである。同様に、「または」という連結句と結び付けられたアイテ
ムの群は、その群内の相互の排他性を必要とするように読まれるべきではなく、むしろ、
また、違った形で明確に述べられない限り、「および／または」として読まれるべきであ
る。さらに、開示のアイテム、要素、または構成要素は、単数形において説明されるか、
またはクレームされるが、単数形への制限が明示的に述べられない限り、複数は、その範
囲内にあると予想される。例えば、「１つの（a）」装置は１つ以上の装置を含む。いく
つかの実施例において「１つ以上」「少なくとも」「に制限されない」、または他の同様
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な表現などの広い言葉および表現の存在は、そのような広い表現がないかもしれない実施
例において、より狭いケースが意図されるかまたは必要であることを意味するように読ま
れてはならない。
【実施例】
【０１０９】
以下の実施例が、本発明の様々な局面をさらに説明し例示することを意図しているが、
明白であるかまたは潜在的であるかに関わらず、任意の手法、形状、形態における本発明
の範囲を制限することを意図するものではない。
実施例１：羊水細胞の単離
【０１１０】

10

インフォームド・コンセントの後に、複雑でない事情（逆子、以前の帝王切開の出産、
または、普通分娩での出産の恐怖）のためでの臨月の帝王切開で、羊水が健康な妊娠した
女性から回収された。メスによる子宮壁の切り込みのすぐ後に、本明細書で記載された装
置の先端が、胎膜を通して約１０ｃｍの深さに挿入され、羊水が回収された。この実施例
で、収量は全部で約１２００ｍｌであった。回収バッグへのインレット／ホースが閉じら
れ、そして装置は取り除かれた。物質／羊水の液〈白色／黄色気味を呈する濁った流体で
あった〉中に血液は可視できなかった。回収操作は１分未満を要した。装置の先端は、胎
脂による詰まりを経験しなかった。さらに、羊水（最高１．５リットルまで）が手術の傷
にこぼれなかったので、可視性と物理的なアクセスが優れ、操作スタッフは、帝王切開の
ための標準の操作手順に比べて操作手順を簡素化されることを見出した。さらに、胎児の

20

皮膚は装置の先端による影響を受けなかった。
【０１１１】
回収された物質を含有する装置は、冷却ボックスに入れられて、細胞培養ラボに直ちに
移送され、装置は７０％エタノールによって外面殺菌された。薄層エアーフローベンチに
おいて、回収チャンバからのアウトレットが開かれて、羊水３２０ｍｌは、羊水細胞物質
を単離するために使用され、残留アリコートは化学分析のために使われ、また、参照目的
のために保存された。羊水は、胎脂と大きな組織のデブリ（切り屑）残骸の凝集体を分離
するために、１００ミクロンナイロンメッシュを通して濾過された。濾過された物質は、
その後、フィコル（Ficoll）４００サッカロース勾配に置かれて、５００ｇで室温５分間
の遠心分離を施された。サッカロースと水の画分との間の細胞を含有する不透明な層は、

30

ピペットで回収された。この画分のわずかな滴は、ビュルカーチャンバ（Burker‑chamber
）（細胞をカウントするための）に蓄積され、そして、光学顕微鏡において検査された。
トリパンブルー（Trypan‑blue）が、細胞の生存能力を評価するために追加され、無傷の
外部の形態によって核を包含する細胞をカウントした時には、回収作業の２時間後の生存
可能な細胞の典型的なパーセンテージは、７０％であった。４００ｍｌから回収されカウ
ントされた総生存可能細胞は、２００万の細胞、すなわち１リットルあたり５００万の細
胞であると決定された。勾配遠心分離細胞物質は、繁殖される所望の細胞タイプに特有な
成長培地を含有する２５ｃｍ２Ｆａｌｃｏｎ培養フラスコに移された。回収された細胞は
、細胞培養において増殖する（multiply）ことが認められた。新鮮に回収された細胞分画
になされたＦＡＣＳは、造血性タイプ細胞の兆候が全く示されなかったが、上皮および間

40

葉起源の多くの細胞は観察された。
実施例２：デノボ（de‑novo）立体配位状態を保持する羊水サーファクタント分画の単
離
【０１１２】
インフォームド・コンセントの後に、複雑でない事情（逆子、以前の帝王切開出産、ま
たは、普通分娩での出産の恐怖）のためでの臨月の帝王切開で、羊水が健康な妊娠した女
性から回収された。子宮壁の切り込みのすぐ後に、本明細書で記載された装置の先端が、
胎膜を通して１０ｃｍほど挿入され、羊水が回収された。この実施例で、収量は全部で４
５０ｍｌであった。回収バッグへのインレット／ホースが閉じられ、そして装置は取り除
かれた。物質／羊水の液〈白色／黄色気味を呈する濁った流体であった〉中に血液は可視
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できなかった。物質を回収する手順は、全ての点において実施例１と同一であった。
【０１１３】
羊水サンプルは、処理されるまで、４℃の冷蔵庫内で、装置の回収チャンバ内で保存さ
れた。
【０１１４】
羊水分画は下記のステップによって生成された：
【０１１５】
１．細胞と細胞のデブリを除去するための、Ｓｉｇｍａ３−１８Ｋを用いる、５００ｇ
での１０℃５分間の遠心分離ステップ。
10

【０１１６】
２．細胞および細胞のデブリを含まない（free）羊水上澄み液の回収。さらに、Ｆｉｎ
ｎｐｉｐｅｔｔｅ２５０マイクロリットルユニバーサルチップなどのプラスチックピペッ
トを用いたピペッティングによる遊離性浮き皮脂脂肪凝集体（胎児の皮膚由来）の除去。
【０１１７】
３．Ｓｉｇｍａ３−１８Ｋを用いる、ステップ２からの上澄み液の、１５０００ｇでの
１０℃１０分間の超遠心分離。
【０１１８】
４．ステップ３からの上澄み液が除去された。
【０１１９】
５．ステップ３によって生成されたサーファクタントペレットが回収された（このペレ

20

ットに、少量の羊水も含まれ、ペレットが乾燥しないように保持する）。
【０１２０】
６．ステップ５で回収された、この粘性のペレット物質は、Ｓｉｇｍａマイクロ遠心機
（microfuge）において１９０００ｇでの１０℃１分間のさらに別の遠心分離ステップに
かけられた。
【０１２１】
７．サーファクタント表面相ペレットは、その後、乾燥を防ぐために、余剰の羊水を少
量含むエッペンドルフ１．５ｍｌチューブに保存された。
【０１２２】
８．ステップ７のサーファクタントペレットの粘性が高すぎると見えるならば、ステッ

30

プ３からの所望量の上澄み液の再懸濁がオプションで実行される。
【０１２３】
９．得られたサーファクタント分画は、それぞれ２００マイクロリットルの２つのアリ
コートに分割された。一つはコントロールであり、もう一つは、メディカルグレードエア
ー（Lund University Childrens Hospital central medical air supply）が物質を通し
て１分に０．７５リットルのレートで５分間泡立てられて、空気に曝された。
【０１２４】
コントロールおよび空気曝露されたサーファクタントは、肺サーファクタントの研究に
好適なクリオＴＥＭ（cryo‑TEM）で、人為的影響のない方法により分析された。実施例２
に従って調製された肺サーファクタント物質のサンプルは、ピペットを使って分量（５μ

40

l／分）でカーボンクリオグリッド（carbon cryo‑grid）に広げられ、その後、直ちに液
状のエタン内に注ぎ込むことによってガラス化された（−１８０℃）。サンプル（複数）
は３７℃および１００％湿度でガラス化された。サンプルは、Ｌａ２Ｂ６フィラメントで
Ｐｈｉｌｉｐｓ

Ｂｉｏ−ｔｗｉｎ１２０ｃｒｙｏによって観察された。クリオＴＥＭサ

ンプルは常に−１８０℃以下に保持された。画像はＭａｃｉｎｔｏｓｈのためのデジタル
マイクログラフ３．３１ソフトウェアによってＧａｔａｎ

ＣＣＤを使用して記録された

。空気に曝された物質は、脂質−二重層の充填順において顕著な構造的変化を示し、それ
は、大きく緊密に充填した層状体からの、チューブ状のミエリン様形状への、サーファク
タント物質の消費に起因しているようであった。肺サーファクタントがタイプII細胞から
抽出される時には、それはＬＢの形であり、その後、空気と水の界面でチューブ状のミエ
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リンへの変化を受ける。従って、デノボ合成されたサーファクタントのための１次的（pr
imary）構造は、ここに記載された装置により保持される。最も顕著な現象はサーファク
タント分画の容量の増加であった（より多くの水を包含する構造への、1次的に充填され
たサーファクタントのアンパックに対応している）。空気に曝されたアリコートは、その
容量を３倍より大きく増大させるであろう（７００マイクロリットル）。
実施例３：臨月羊水から細胞の単離
【０１２５】
インフォームド・コンセントの後に、複雑でない事情のために実行された、臨月の帝王
切開中の健康な妊娠した女性から羊水が回収された。この実施例で、羊水の総収量は４５
０ｍｌであった。実施例１において記載された装置のプロトタイプが使用された。血液は

10

、濁って白色／黄色気味を呈した、回収された羊水中において可視できなかった。回収操
作は１分未満を要した。回収された物質は、冷却ボックスに入れられて、直ちに細胞培養
ラボに移され、そこで装置は７０％エタノールによって外面を殺菌された。
【０１２６】
薄層状エアーフローベンチにおいて、回収チャンバからのアウトレットが開かれて、羊
水の４００ｍＬは、細胞物質を単離するために使用された。回収された羊水の残部容量は
、化学分析のために使われ、その後、参照目的のために保存された。細胞の単離のために
、４００ｍＬ羊水は、胎脂および大きな組織のデブリ凝集体を分離するよう、１００ミク
ロンナイロンメッシュを通して濾過された。濾過された物質は、その後、フィコル４００
サッカロース勾配の上に置かれて、室温で５分間にわたって５００ｇの遠心分離がなされ

20

た。その後、サッカロースと水の分画との間の界面に存在し細胞を包含する層がピペット
で回収された。細胞をカウントするために、この分画の小滴は、ビュルカーチャンバに置
かれ、光学顕微鏡を使用して検査された。トリパンブルーが、細胞の生存能力を評価する
ために追加され、細胞は無傷の外観形態によってカウントされた。回収作業２時間後の生
存可能な細胞のパーセンテージは、７０％であった。４５０ｍｌ羊水から取り出された総
生存可能細胞は、２００万の細胞（回収された羊水１リットルあたり５００万の細胞）で
あると決定された。
【０１２７】
勾配遠心分離細胞物質は、線維芽細胞成長培地を含有する２５ｃｍ２の細胞培養フラス
コに移された。培養５日後に、細胞が培養で倍になったことを確認するよう、低解像度光

30

学顕微鏡によって細胞が観察された。細胞は接着性であり、線維芽細胞の形態であった。
【０１２８】
細胞（cells）は、ＣＤ４５など、またＣＤ３４、ＣＤ１０５、ＣＤ９０およびＣＤ７
３の、造血マーカーの表面発現を評価するべく、既知の方法を用いてＦＡＣＳによって分
析された。細胞は、標識抗体（抗ＣＤ９０−ＡＰＣ、抗ＣＤ７３−ＰＥ、抗ＣＤ１０５−
ＦＩＴＣ、抗ＣＤ４５−ＦＩＴＣおよび抗ＣＤ３４−ＡＰＣ）で染色され、フローサイト
メトリーによってマーカーの表面発現が分析された。適切な蛍光色素でのＩｇＧがネガテ
ィブコントロールとして使用された。結果を下記の表１に示す。
表１

細胞表面マーカーの発現
40

【０１２９】
表１に示すように、ＣＤ９０（９９．８％）、ＣＤ７３（９９．９％）およびＣＤ３４
（１４％）の表面発現を有する細胞の高いパーセンテージが決定されたが、一方、細胞の
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非常に低いパーセンテージは、ＣＤ１０５（２．６９％）またはＣＤ４５（０．１９％）
の表面発現を示した。したがって、この実施例において、胎児／幼児細胞の集団（popula
tion）は、ＣＤ４５などの造血表面マーカーにおいて実質的に陰性で、前駆マーカーＣＤ
９０およびＣＤ３４において陽性で、ＣＤ７３において陽性で、またＣＤ１０５において
実質的に陰性であった羊水から単離された。
実施例４：羊水由来細胞の二次培養および拡大
【０１３０】
実施例３に記載のように、インフォームド・コンセントの後に、複雑でない事情のため
での臨月の帝王切開において健康な妊娠した女性から羊水が回収された。この実施例にお
いて、羊水の総収量は６００ｍｌであった。実施例３に記載のように、物質は回収され、

10

細胞は単離された。
【０１３１】
細胞は二次培養され、実施例３と同じ条件を用い、およそ６０日間にわたる培養におい
て繁殖した。細胞は数（several）百万倍に拡張し、約７０日で老化に達した。細胞数の
倍化の回数（number of population doublings）は、およそ一日につき１回であった。
実施例５：羊水由来細胞の多能性状態への再プログラミングおよび心筋細胞への分化
【０１３２】
実施例４に記載のように、羊水由来の胎児／幼児細胞は単離され、二次培養されて、拡
張された。Takahashi and Yamanaka, 2006, Cell 126(4): 663‑676に記載のように、多能
性幹細胞（ｉＰＳＣ）操作（手法）の誘導を受け、細胞はそれらの分化を元に戻された。

20

この操作は細胞を成功裏に脱分化し、多能性幹細胞を形成した。
【０１３３】
次いで、多能性幹細胞は、心筋細胞の生成のために中胚葉特異的培地で分化された。要
するに、中胚葉分化を促すＢＭＰ−４を含有する血清添加培地が十分である。この方法は
、細胞を脈動する心筋細胞へと成功裏に分化し、ライブ映像の顕微鏡によって立証された
実施例６：臨月羊水からの細胞の単離
【０１３４】
この実施例において、１２００ｍＬおよび４５０ｍＬの大量の羊水は、特別に設計され
たカテーテルに基づいた装置を使用して、帝王切開を経て実行された正常で健康な新生児
（複数）の２つの独立した分娩から得られた。実施例１において記載された装置のプロト

30

タイプが使用された。要するに、抽出された羊水は、特別に設計された柔らかいプラスチ
ックの突き刺しチップを使って羊膜に穿刺し、重力フローサイホン（gravity flow sypho
ning）を介して無菌バッグに羊水を回収することによって得た。抽出の間、羊水と、胎児
およびその外（extra）の胚組織からの細胞物質を含むその内容物は、胎脂などの大きな
粒子状物質から分離された。羊水の抽出は、乳児の分娩の直前に実行された。いったん羊
水が収穫されたら、細胞物質（cellular material）は、その後、濾過と密度勾配遠心分
離により単離された。濾過されたサンプルは、５分間８５０ｇで細胞をペレットに沈降す
るよう、遠心分離された。上澄み液は除去されて、ペレットはＤＭＥＭ＋１０％

ＦＣＳ

に再懸濁された。さらなる分離が、リンパプレップ（lymphoprep）（Medinor ABまたはAX
IS‑SHIELD）においてサンプルの密度勾配遠心分離を８５０ｇで２０分間なされた。単離

40

された細胞は、トリパンブルー（シグマオールドリッチ）によってカウントされ、線維芽
細胞培地（ScienCell研究所）、内皮細胞培地（ScienCell研究所）または末梢気道上皮細
胞成長培地（Lonza）、またはＤＭＥＭ＋５％

ＦＣＳのいずれかの、ラット尾部コラー

ゲンＩ（BDバイオサイエンス）をプレコートされた６穴プレートに蒔かれた。１１〜２５
日目に、これらの培地に出現したコロニーが別々に収穫されて拡張されるか、またはプー
ルされて拡張された。細胞は、これらの培地において二日目または三日目ごとに１：５ま
たは１：７の比率でそれぞれ分割された。上澄み液は、超遠心分離を介して、サーファク
タントと存在する他の生物活性分子を単離するために使用された。
【０１３５】
４８０ｍｌと２５０ｍｌの収穫した羊水から、１１×１０6および６×１０6の生存可能
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細胞がそれぞれ得られた。
実施例７：羊水由来細胞の二次培養および拡大
【０１３６】
実施例６の臨月羊水から得られた細胞は、４種類の培養培地に蒔かれ、それらは、各々
、１）線維芽細胞／間葉幹細胞成長（FCM）；２）内皮細胞成長（ECM）；３）末梢気道上
皮細胞成長（SAGM）；および４）５％ウシ胎仔血清を含有する一般的なＤＭＥＭに基づく
培地を含む。細胞コロニーの出現を伴う、細胞粘着および増殖は、ＦＣＭ、ＥＣＭ、また
はＳＡＧＭを含む培養において起こる。これらの培養において、細胞コロニーの３種類の
独自のタイプが、それらの形態に基づいて区別できた。ＦＣＭを含む培養は、高い比率の
タイプ１コロニーを有し、ＥＣＭを含む培養は高い比率のタイプ２コロニーを有し、そし
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て、ＳＡＧＭを含む培養は、高い比率のタイプ３コロニーを有する。細胞の継続する培養
は、タイプ１またはタイプ２形態を有するコロニーが大きなコロニーサイズを形成するま
で増殖し、蒔いた後の１１日以内に、プレートが融合した状態（confluency）に達したこ
とが明らかになった。タイプ３コロニーは、制限された成長可能性を示し、培養の２４日
以内に老化に達した一方、タイプ１と２のコロニーの培養において、老化は６０日までに
達しなかった。タイプ１と２の各々のコロニーは摘み取られて、ＦＣＭまたはＥＣＭのい
ずれかに別々に増殖されて、両タイプの細胞は、約２０時間で二倍になる速さ（doubling
rate）を有することが分かった。羊水細胞が事前のクローンの選択または精製なしで増
殖したとき、ＦＣＭまたはＥＣＭ培地のいずれかを使用して何代か継続し、出現する付着
層は、使用した細胞培地と一致する、タイプ１またはタイプ２の形態的に一様の細胞を示
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した。従って、実施例９の再プログラム実験がクローンの選択なしで培養された細胞物質
において実行された。
実施例８：羊水由来幹細胞の特性化
【０１３７】
実施例７において得られたタイプ１およびタイプ２細胞（FCMとECMにおいてそれぞれ拡
大される）は、線維芽細胞、間葉幹細胞、内皮細胞、造血細胞のマーカー、並びに、多能
性マーカーＯＣＴ４でフローサイトメトリーによって分析された。フローサイトメトリー
は、次の通り実行された。融合している培養からの単細胞の懸濁が、穏やかなトリプシン
処理により調製された。細胞はＰＢＳ＋２％

ＦＣＳに懸濁されて、蛍光物質が結合した

抗体で３０分間にわたって培養された。使用された抗体はＣＤ４５（FitC‑接合）、ＣＤ
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３４（APC‑接合）、ＣＤ９０（APC‑接合）、ＣＤ７３（PE‑接合）、ＣＤ１０５（FitC‑接
合）（Pharmingen）であった。アイソタイプ同一抗体は、非特異結合を排除するために、
コントロールとして役立った。定量分析は、ＦＡＣＳＣａｎｔｏフローサイトメトリー（
ベックマン）とＦｌｏｗＪｏソフトウェアを用いて実行された。
【０１３８】
タイプ１とタイプ２の両タイプの細胞コロニーは、独特の形態的な外観にもかかわらず
同一の細胞表面表現型を示した。ＦＡＣＳのための図２を参照。細胞は汎造血細胞マーカ
ーＣＤ４５において陰性で、すべてのＣＤ９０およびＣＤ７３は明るく、ＣＤ１０５の低
レベルの発現であった。細胞のサブ分画（sub‑fraction）も、ＣＤ３４において陽性であ
った。これらの細胞は、早期羊水由来幹細胞の事前研究において間葉幹細胞表現型によっ
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て羊水診断手続から認識されるものと同様なマーカーを発現する。しかしながら、臨月由
来細胞は、それらの研究に比べて、ＣＤ１０５の著しく減じた発現を示す。初回収穫のと
きに、細胞は多能性マーカーＯｃｔ４も発現し、その後、それは培養に続いて消失した。
【０１３９】
間葉幹細胞表現型を有する臨月羊水から得られたタイプ１とタイプ２の細胞の特徴をさ
らに調査するために、骨芽細胞および脂肪細胞へのこれらの細胞の分化可能性は、標準２
１日骨形成または脂質生成誘導プロトコルを使って試験された。これらの細胞の多能性は
、カルシウム沈着後のアリザリンレッド染色、および脂質空胞蓄積後のオイルレッドＯ染
色の検出によって立証された。
【０１４０】
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骨芽細胞への生体外（in vitro）分化において、タイプ１またはタイプ２細胞は、完全
なＮＨ拡大培地（Miltenyi）に３×１０３／ｃｍ２の密度で蒔かれて、オーバーナイトで
付着を施された。次の日、培地は、骨芽細胞誘導培地に変更された（完全なＮＨ拡大培地
＋１０ｍＭβグリセロリン酸エステル＋０．０５ｍＭ

Ｌ−アスコルビン酸２リン酸塩＋

０．１μＭデキサメタゾンストック溶液＋１％ＡＢ／ＡＭ溶液（シグマ））。細胞は、２
〜３日ごとに培地を取り替えながら、２１日間分化された。２１日目に細胞は、カルシウ
ム鉱物性内容物を測定するために、アリザリンレッドによって染色された。
【０１４１】
脂肪細胞への生体外分化において、タイプ１またはタイプ２細胞は、完全なＮＨ拡大培
地（Miltenyi）に２×１０４／ｃｍ２の密度で蒔かれて、培養が１００％密度になるまで
３‐７日にわたって培養された。７日目に、培地はＮＨ
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ＡｄｉｐＤｉｆｆ培地（Milten

yi）＋１％ＡＢ／ＡＭ溶液（シグマ）に変更された。細胞は、２〜３日ごとに培地を取り
替えながら、１４日間において分化された。１４日目に細胞は、脂質空胞を検出するため
に、オイルレッドＯによって染色された。
【０１４２】
これらの結果は統合して、臨月での羊水収穫物に存在する最も多くが増殖する付着細胞
タイプが独特の臨月羊水由来幹細胞（AFSC）であることを実証する。
実施例９：臨月羊水幹細胞の再プログラミング
【０１４３】
実施例７で得られ、また実施例８で特徴付けられた羊水由来幹細胞（AFSC）は、再プロ

20

グラムされる、その能力が評価された。テトラサイクリン（tet）誘導性プロモーターの
コントロールの下、以下の再プログラム因子：ＯＣＴ４、ＳＯＸ２、ＬＩＮ２８、ＫＬＦ
４、およびＣ−ＭＹＣを発現するレンチウイルスベクターで、細胞の付着性単層が形質導
入された。ＧＦＰ発現もテトラサイクリン誘導性プロモーターでコントロールされた。
【０１４４】
特に、レンチウイルスベクターＦＵ−ｔｅｔ−ｏ−ｈＯｃｔ４、ＦＵ−ｔｅｔ−ｏ−ｈ
Ｓｏｘ２、ＦＵ−ｔｅｔ−ｏ−ｈＫｌｆ４、ＦＵ−ｔｅｔ−ｏ−ｈｃＭｙｃ、ＦＵ−ｔｅ
ｔ−ｏ−ｈＬｉｎ２８、ｔｅｔ−誘導性ＧＦＰマーカーベクターおよびＦＵｄｅｌｔａＧ
Ｗ−ｒｔＴＡが独立して使用された。ウイルスを生成するために、２９３Ｔ細胞は５０〜
７０％コンフルエンス（confluence）で形質転換された。１０ｃｍプレートにおいて、１
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０％ＦＣＳ、および１％Ｐ／Ｓ、および４０μｇＤＮＡ（１０:７:３ベクター：ΔR８．
９１：vsv‑g）が補充された１０ｍｌＤＭＥＭが使用された。培地は次の日に６ｍｌの新
鮮な培地に変更された。ウイルスは次の２日間で収穫されて、０．４５μｍフィルタを用
いて濾過された。ＡＦＳＣ（複数）は、６０〜８０％形質導入効率を達成するために、８
〜１２サイクルの形質導入の非濃縮レンチウイルスによって形質導入された。形質導入に
おいて、導入効率を評価するために、１μｇ／ｍｌ

Ｄｏｘをコントロールウェルの培地

に追加した。一旦８０％形質導入効率に到達すると、細胞はトリプシン処理されて、ＦＣ
ＭまたはＥＣＭ＋１μｇ／ｍｌ

Ｄｏｘのラット胎児線維芽細胞支持細胞に蒔かれた。形

質導入された細胞の培養培地が、４８時間培養後、５０％ｈＥＳＣ培地＋１μｇ／ｍｌに
変更されて、そして７２時間培養後、１００％ｈＥＳＣ＋

１μｇ／ｍｌ

変更された。ｉＰＳ様コロニーが出現するまで、ｈＥＳＣ培地＋

Ｄｏｘ培地に

１μｇ／ｍｌ
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Ｄｏｘ

を二日目ごとに交換した。ｉＰＳ様コロニー（明らかな境界を有し、大きい細胞核の入っ
た細胞（packed cells））が、ウイルスの形質導入後の２０日乃至３０日頃に収穫された
。
【０１４５】
細胞の導入に続き、テトラサイクリンが、再プログラム因子の活性化の手段としてＧＦ
Ｐのパーセンテージを評価するために、コントロールウェルの培地に添加された。培養さ
れた羊水幹細胞群において約６０〜８０％ＧＦＰの形質導入効率が見られた時に、最も高
い再プログラム効率が得られた。合計で、４２のｉＰＳコロニーが、推定１５万の出発細
胞から摘み取られ、約０．０３％のｉＰＳ産出効率を生ずる。これらの４２のｉＰＳコロ
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ニーから、９のコロニーが拡大と詳細な特徴付けのために無作為に選ばれた。ゲノムの完
全性について試験されたすべてのｉＰＳクローンが、正常な核型を示し、かつヒトＥＳ細
胞株と同様の増殖、形態、および成長特性を持っていた。すべてのｉＰＳ細胞株は、ヒト
ＥＳ株Ｈ１、ＨＵＥＳ−３、およびＨＵＥＳ−６と匹敵するレベルで、多能性マーカーＯ
ＣＴ４、ＳＯＸ２、ＫｌＬＦ４、Ｃ−ＭＹＣ、ＮＡＮＯＧ、ＤＮＭＴ３ＢおよびＴＤＧＦ
１（CRIPTO）の内生的発現のためのリアルタイムＰＣＲによって評価されて多能性である
ことが実証された。Ｎｏｄ／Ｓｃｉｄ／Ｉｌ２ｒｇ−／−マウスに皮下移植された９株の
うち７株が奇形がんを示した。７つの奇形がんのうち５つが、中胚葉、内胚葉、および外
胚葉系列の発生を示す３つの胚葉層に典型的な細胞（複数）を示した。２株が内胚葉およ
び中胚葉の細胞系列を示した。これらの結果は、臨月ＡＦＳＣ（複数）からの多能性幹細
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胞株の効率的な発生の実現可能性を示す。
実施例１０：臨月ＡＦＳＣ由来ｉＰＳ細胞株の分化可能性
【０１４６】
実施例９で得られたＡＦＳＣ由来ｉＰＳ細胞株は、複数の胚葉にわたるそれらの分化可
能性について評価された。細胞株は、神経系列分化および造血分化のための２つの良好に
確立された高効率プロトコルを用いてそれぞれ分化された（Kirkeby et al., 2012, Cell
reports 1(6): 603‑614; Woods et al., 2011, Stem Cells 29(7): 1158‑1164）。高い
血球分化効率を示した臍帯血内皮細胞由来ｉＰＳ細胞株と、ニューロン系列に効率的に分
化することが実証されたヒトＥＳ細胞株Ｈ９が、コントロールとして使用された。無作為
に選択された３つのＡＦＳＣ由来ｉＰＳ細胞株の分化に従って、Ｈ９

ＥＳ細胞株よりも
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著しく高いレベル（Ｈ９細胞株からの０．３３％ＣＤ４５＋細胞と比較して２２．２＋／
−４．４％）で、血（中胚葉）系列への効率的な分化が観察された。臍帯血由来ｉＰＳ細
胞株は、高い血球分化能（５０．９＋／−５．１％ＣＤ４５＋細胞; n=３）を示した。し
かしながら、ニューロン系列へのＡＦＳＣ−ｉＰＳ細胞株の非常に効率的な分化と対比す
ると、臍帯血‑ｉＰＳ細胞株は、有力な神経分化プロトコルの使用にもかかわらず、中胚
葉系列に分化する細胞を有することが継続した。臍帯血とＡＦＳＣ−ｉＰＳ細胞株は、い
ずれもニューロン細胞プロトコルを使用することによって分化し、ＭＡＰ２（成熟ニュー
ロンマーカー）、およびＴＵＪ１（未熟なニューロンマーカー）について細胞が陽性であ
ることを示したが、一方、より混成（more heterogeneous）の分化能力を表わす臍帯血由
来ｉＰＳ細胞株においては、顕著な非ニューロン細胞（TE7によって染色された中胚葉線
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維芽細胞）があった。さらに、すべてのＡＦＳＣ−ｉＰＳ細胞株がコロニー形成ユニット
分析で赤血球を生成できた一方、臍帯血由来ｉＰＳ細胞株も羊水由来ｉＰＳ細胞株に比べ
て、妥協した赤血球分化能（compromised erythrocyte differentiation ability）を示
した。ヒトＥＳ細胞株Ｈ９は、著しく減じた血球可能性をもって効率的なニューロン系列
分化能力を示した。Bock et al., 2011, Cell 144(3): 439‑452。臍帯血とＡＦＳＣ由来
ｉＰＳ細胞株の両者は、造血細胞および高い血球量を産する臍帯血株をもって、前駆体（
ＣＤ３４）を生じた（ＡＦ−ｉＰＳ細胞株とＣＢ−ｉＰＳ細胞株は、それぞれ、２２．２
＋／−４．４％及び５０．９＋／−５．１％;n=３

ＣＤ４５＋細胞）。

【０１４７】
ｉＰＳ細胞株とコントロール臍帯血ｉＰＳ細胞株とヒトＥＳ細胞株のマイクロアレイ分
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析が実行され、これらの細胞の遺伝子発現プロフィールは出発細胞物質（AFSC）と比較さ
れた。再プログラムにわたっていくつかの幹細胞遺伝子の維持を示唆する、幹細胞マーカ
ーのための出発細胞物質とＡＦＳＣ由来ｉＰＳ細胞株との相互関係が観察された。この観
察は、ｉＰＳ細胞株におけるＡＦＳＣマルチ多能性（multipotency）の維持を示した。こ
れらの結果を総合して、ＡＦＳＣ（複数）が、新規なｉＰＳ細胞株を導くための理想的な
出発物質であり、多胚葉分化能を有するｉＰＳ細胞株を生成するよう、再プログラミング
にわたって（throughout）エピジェネティックメモリーがそれらの広い幹細胞可能性を保
持することを示唆することを示す。
【０１４８】
この出願にわたって、様々なウェブサイトデータコンテンツ、出版物、出願公開および
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（登録）特許が参照される。（ウェブサイトはそれらのユニフォーム・リソース・ロケー
タ（Uniform Resource Locator）、または、URL、ワールドワイドウェブのアドレスによ
り参照される）従って、これらの参照のそれぞれの開示は、本書に、参照によりその全て
が組み入れられる。
【０１４９】
本発明は、本発明の個々の局面（aspects）の単一の例示（illustrations）として意図
される、ここに開示された実施態様による範囲に制限されるべきではなく、また機能的に
等しい何れのものも本発明の範囲内である。ここに説明されたそれらに加えて、本発明の
モデルと方法に対する様々な修正は、前述の記載と教示から当業者にとって明白であり、
また、本発明の範囲内に含まれることを同様に意図している。そのような修正または他の
実施態様は、本発明の真の範囲と趣旨（ないし精神 spirit）を逸脱せずに実施できる。
【０１５０】
特許請求の範囲の例示的な請求項の記載は、本発明のいくつかの実施形態を更に例示す
るために提供され、出願人が本願発明と見なすものの範囲を限定すると理解されるべきで
はない。

【図１】

【図２】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月2日(2015.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
回収チャンバと、
該回収チャンバに接続する回収チャンバアウトレットバルブと、
該回収チャンバに接続する回収チャンバインレットバルブと、
該回収チャンバインレットバルブに接続する近位液体抽出チューブ、該近位液体抽出チュ
ーブは医薬品等級の材料を含む、と、
該近位液体抽出チューブに接続する遠位液体抽出チューブ、該遠位液体抽出チューブは移
送部位及びインレットを含む、と、
を含む羊水回収装置であって、
該インレットは、主インレット、柔らかい貫通する先端、及び１つ以上の側面インレット
を含み、
該柔らかい貫通する先端は、胎児の皮膚を貫通する又はダメージを与えることなく、羊膜
を貫通することが可能である
ことを特徴とする羊水回収装置。
【請求項２】
請求項１に記載の装置であって、該遠位液体抽出チューブが柔軟であることを特徴とする
装置。
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【請求項３】
胎児細胞又は幼児細胞を単離する方法であって、該方法が、（ａ）請求項１又は２に記載
の羊水回収装置を使用して、羊水を、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８
、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、又は３９週より長い
妊娠段階で獲得すること、及び、
（ｂ）該羊水から胎児細胞又は幼児細胞を回収すること、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
請求項３に記載の方法であって、ステップ（ａ）における獲得が、帝王切開によって羊水
を回収することを含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
請求項３又は４に記載の方法であって、ステップ（ｂ）における回収が、該羊水から粒状
物質を除くことを含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
請求項５に記載の方法であって、ステップ（ｂ）における回収が、勾配遠心分離を行うこ
とを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
請求項３〜６の何れか１項に記載の方法であって、回収された細胞を、細胞が増殖する条
件下で培養することを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
請求項３〜７の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ｂ）において回収された細
胞が、ステップ（ａ）において獲得された羊水１リッター当たり少なくとも１００万の細
胞を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
請求項３〜８の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ａ）において獲得された羊
水の量が、少なくとも又はおよそ、１０ｍＬ、２０ｍＬ、３０ｍＬ、４０ｍＬ、５０ｍＬ
、６０ｍＬ、７０ｍＬ、８０ｍＬ、９０ｍＬ、１００ｍＬ、２００ｍＬ、３００ｍＬ、４
００ｍＬ、５００ｍＬ、６００ｍＬ、７００ｍＬ、８００ｍＬ、９００ｍＬ、又は１００
０ｍＬであることを特徴とする方法。
【請求項１０】
請求項３〜９の何れか１項に記載の方法であって、当該羊水が臨月の羊水であることを特
徴とする方法。
【請求項１１】
請求項３〜１０の何れか１項に記載の方法であって、該胎児細胞又は幼児細胞が、ＣＤ７
３及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの表面発現に関して陽性である細胞を
含み、該細胞が、ＣＤ１０５発現の表面発現に関して陰性であり、又はＣＤ３４の表面発
現に関して陽性であることを特徴とする方法。
【請求項１２】
請求項１１に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ７３及びＣＤ９０の表面発現に関して
陽性であることを特徴とする方法。
【請求項１３】
請求項１１又は１２に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ１０５の表面発現に関して陰
性であり、かつＣＤ３４の表面発現に関して陽性であることを特徴とする方法。
【請求項１４】
請求項１１〜１３の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が、転写因子Ｏｃｔ−４を
発現することを特徴とする方法。
【請求項１５】
請求項１１〜１４の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ４５表面発現に関
して陰性であることを特徴とする方法。
【請求項１６】
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請求項１１〜１５の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が接着性であることを特徴
とする方法。
【請求項１７】
請求項１１〜１６の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が繊維芽細胞様形態を有す
ることを特徴とする方法。
【請求項１８】
請求項１１〜１７の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が、多能性（pluripotent
）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする方法。
【請求項１９】
請求項１１〜１８の何れか１項に記載の方法であって、
該細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、
該細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、
又は、
該細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能で
あることを特徴とする方法。
【請求項２０】
請求項３〜１９の何れか１項に記載の方法であって、該方法が、回収された細胞を再プロ
グラミングすることを更に含み、それにより、マルチ多能性（multipotent）であるか又
は多能性（pluripotent）である細胞を生ずることを特徴とする方法。
【請求項２１】
請求項２０に記載の方法であって、該再プログラミングが、多能性幹細胞（ｉＰＳＣ）の
手順の誘導を行うことを含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
請求項３〜２１の何れか１項に記載の方法であって、該方法が、該細胞を所望の細胞又は
組織タイプに分化させることを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
請求項２２の方法であって、該所望の細胞又は組織タイプが、造血細胞、神経細胞、内胚
葉細胞、外胚葉細胞、及び中胚葉細胞からなる群より選択されることを特徴とする方法。
【請求項２４】
ＣＤ７３及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの表面発現を含む請求項３〜２
３の何れか１項に記載の方法を使用して単離された、単離された胎児細胞又は幼児細胞で
あって、
該細胞の表面が、ＣＤ１０５発現に関して陰性であり、又は
該細胞の表面が、ＣＤ３４を発現する
ことを特徴とする単離された胎児細胞又は幼児細胞。
【請求項２５】
請求項２４に記載の単離された細胞であって、該細胞がＣＤ７３及びＣＤ９０の表面発現
を含むことを特徴とする単離された細胞。
【請求項２６】
請求項２４又は２５に記載の単離された細胞であって、該細胞表面が、ＣＤ１０５発現に
関して陰性であり、かつＣＤ３４を発現することを特徴とする単離された細胞。
【請求項２７】
請求項２４〜２６の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が、転写因子Ｏ
ｃｔ−４を発現することを特徴とする単離された細胞。
【請求項２８】
請求項２４〜２７の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞表面が、ＣＤ４
５表面発現に関して陰性であることを特徴とする単離された細胞。
【請求項２９】
請求項２４〜２８の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が接着性である
ことを特徴とする単離された細胞。
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【請求項３０】
請求項２４〜２９の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が、繊維芽細胞
様形態を有することを特徴とする単離された細胞。
【請求項３１】
請求項２４〜３０の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が、多能性（pl
uripotent）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする単離され
た細胞。
【請求項３２】
請求項２４〜３１の何れか１項に記載の単離された細胞であって、
該細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、
該細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、
又は、
該細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能で
あることを特徴とする単離された細胞。
【請求項３３】
請求項２４〜３２の何れかに記載の胎児細胞又は幼児細胞を含む組成物。
【請求項３４】
請求項３〜２３の何れか１項に記載の方法を使用して単離された、複数の胎児細胞又は幼
児細胞を含む組成物であって、少なくとも１０％の細胞が、ＣＤ９０、ＣＤ７３、及びＣ
Ｄ３４の表面発現を有し、そして、
５％未満の細胞が、ＣＤ１０５の表面発現を有することを特徴とする組成物。
【請求項３５】
請求項３４に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が、転写因子Ｏｃｔ−４を
発現することを特徴とする組成物。
【請求項３６】
請求項３４又は３５に記載の組成物であって、５％未満の細胞が、ＣＤ４５表面発現を有
することを特徴とする組成物。
【請求項３７】
請求項３４〜３６の何れか１項に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が接着
性であることを特徴とする組成物。
【請求項３８】
請求項３４〜３７の何れか１項に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が繊維
芽細胞様形態を有することを特徴とする組成物。
【請求項３９】
請求項３４〜３８の何れか１項に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が、多
能性（pluripotent）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする
組成物。
【請求項４０】
請求項３４〜３９の何れか１項に記載の組成物であって、
少なくとも５０％の細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能
であり、又は、
複数の細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であ
り、又は、
複数の細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可
能であることを特徴とする組成物。
【請求項４１】
請求項３３〜４０の何れか１項に記載の組成物であって、羊水を更に含むことを特徴とす
る組成物。
【請求項４２】
請求項４１に記載の組成物であって、該細胞が、１リッター当たり、少なくとも１００万
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の細胞濃度で存在することを特徴とする組成物。
【請求項４３】
請求項３３〜４０の何れかに記載の組成物を患者に投与することを含む処置の方法。
【請求項４４】
細胞を預けるための方法であって、
（ａ）一以上のサンプルを獲得すること、そのそれぞれは、請求項２４〜３２の何れかに
記載の細胞を含み、
（ｂ）該サンプルを、サンプル中の少なくともいくつかの細胞の生存性を保つ状態下に保
存すること、及び、
（ｃ）該サンプルが獲得された対象のアイデンティティに関するデータを保存すること
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４５】
請求項４４に記載の方法であって、該保存が、該サンプルを１以上の凍結防止剤で処置す
ることを含むことを特徴とする方法。
【請求項４６】
請求項４４又は４５に記載の方法であって、ステップ（ａ）が、複数のサンプルを獲得す
ることを含み、そのそれぞれが、異なった対象から獲得されることを特徴とする方法。
【請求項４７】
（ａ）複数のサンプル、そのそれぞれが請求項２４〜３２の何れかに記載の細胞又は請求
項３３〜４２の何れかに記載の組成物を含み、及び、
（ｂ）該サンプルの個々の識別及び回収（retrieval）に関するデータを含むデータベー
ス
を含む細胞バンク。
【請求項４８】
請求項４７に記載の細胞バンクであって、複数のサンプルのそれぞれが、個々の対象由来
であることを特徴とする細胞バンク。
【請求項４９】
請求項４７又は４８に記載の細胞バンクであって、該データが、個々のサンプルが由来し
た対象のアイデンティティのついての情報を含むことを特徴とする細胞バンク。
【請求項５０】
（ａ）対象の子宮壁における切り口を介して請求項１又は２に記載の羊水回収装置の貫通
する先端を挿入すること、
（ｂ）該対象の羊膜を貫通すること、及び
（ｃ）該羊水回収装置の回収チャンバに該対象の羊膜嚢から羊水を回収することを含む、
羊水を回収する方法であって、該対象が、少なくとも妊娠３０週の段階の妊婦であること
を特徴とする方法。
【請求項５１】
請求項５０に記載の方法であって、該対象は、妊娠の臨月段階であることを特徴とする方
法。
【請求項５２】
請求項５０又は５１に記載の方法であって、ステップ（ｂ）が、絨毛膜を貫通することを
更に含むことを特徴とする方法。
【請求項５３】
請求項５０〜５２の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ｃ）の回収が、
（ｉ）羊水回収装置のインレットバルブを開口することによって羊水を該羊水回収装置の
回収チャンバに移送するためにサイホンを開始すること、
（ｉｉ）該羊水回収装置のインレットの下に該羊水回収装置の回収チャンバを配置させる
こと、
（ｉｉｉ）負圧ソースを該羊水回収装置のアウトレットに接続し該羊水の移送を開始させ
ること、そして、
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（ｉｖ）該羊水回収装置のインレットを再配置させ、実質的に全ての利用できる羊水を回
収すること、の１つ以上を含むことを特徴とする方法。
【請求項５４】
請求項５０〜５３の何れか１項に記載の方法であって、該羊水回収装置を取り除くステッ
プ（ｄ）を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項５５】
請求項５０〜５４の何れか１項に記載の方法であって、切り口が、該羊水回収装置により
作られることを特徴とする方法。
【請求項５６】
請求項５０〜５５の何れか１項に記載の方法であって、該方法が約１０分、約９分、約８
分、約７分、約６分、約５分、約４分、約３分、約２分、又は約１分未満で行われること
を特徴とする方法。
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