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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ローラーボトル培養装置での臍帯由来細胞の集団倍加速度と採取密度と総集団倍加数と
を同時に最大化する方法において、
　０．６５～０．９ｒｐｍの回転速度を使用することと、
　８５０ｃｍ２培養ボトルの中で少なくとも３００ｍＬの成長培地を使用することと、
　２,５００細胞／ｃｍ２未満の播種密度を使用することと、
　５．５～６．５日間にわたって培養することと、
　を含み、
　培養された前記細胞は、ＣＤ１０、ＣＤ１３、ＣＤ４４、ＣＤ７３、ＣＤ９０、ＰＤＧ
Ｆｒ－α、ＨＬＡ－ＡＢＣ、ＣＤ３１、ＣＤ３４、ＣＤ４５、ＣＤ１１７、ＣＤ１４１お
よびＨＬＡ－ＤＲＤＰＤＱの各々に対して、出発細胞と同一の細胞表面マーカーのプロフ
ィールを持つ、
方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記細胞が、ＣＤ１０、ＣＤ１３、ＣＤ４４、ＣＤ７３、ＣＤ９０、ＰＤＧＦｒ－αお
よびＨＬＡ－ＡＢＣの発現に対しては陽性であるが、ＣＤ３１、ＣＤ３４、ＣＤ４５、Ｃ
Ｄ１１７、ＣＤ１４１およびＨＬＡ－ＤＲＤＰＤＱの発現に対しては陰性である、方法。
【請求項３】
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　請求項２に記載の方法において、
　前記臍帯由来細胞が、ＡＴＣＣ番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ－６０６８の細胞で
ある、方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の方法において、
　前記回転速度は、０．７ｒｐｍであり、前記培養時間は、６～６．３日間である、方法
。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の方法において、
　前記回転速度は、０．８５ｒｐｍであり、前記培養時間は、６～６．３日間である、方
法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の方法において、
　集団倍加時間は、３９時間よりも短く、前記集団は、少なくとも３回倍加し、採取時の
前記細胞密度は、少なくとも１．８×１０４細胞／ｃｍ２である、方法。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔関連出願の相互参照〕
　本出願は、出願日２００５年１２月１９日の米国仮特許出願第60/751,550号に対する利
益を主張する。この米国仮特許出願明細書の内容は、参照されることによって、その全内
容が本明細書に組み入れられる。
【０００２】
〔発明の分野〕
　本発明は概して、哺乳動物細胞の成長および増殖に関する。本発明はとりわけ、ローラ
ーボトル(roller bottles)のような容器で分娩後取り出し細胞(postpartum-derived cell
s)の体外成長および体外増殖を行う方法に関する。
【０００３】
〔発明の背景〕
　市販の細胞治療用産物(cell therapy products)は、閉鎖されている無菌装置で産生さ
れることが好ましい。しかし、市販の細胞治療用産物を得るために使用される多くの細胞
系の成長は、足場依存性(anchorage-dependent)である。撹拌槽型反応器、振盪フラスコ
、スピナーフラスコ(spinner flasks)、アップリフト反応器(uplift reactors)等は全て
、懸濁液中で成長する細胞（例えば、モノクローナル抗体を産生するためのハイブリドー
マ(hybridomas)、組み換えＤＮＡ技術のために使用される多くの細胞、および、大部分の
昆虫細胞の培養株）にとっては有用であるが、足場依存性細胞または足場選択性細胞(anc
horage-preferred cells)を成長させかつ増殖させるためのオプション(options)は、より
制限されている。
【０００４】
　足場依存性細胞には、多くの正常二倍体細胞株だけでなく、大部分の初代細胞系(prima
ry cell lines)も包含される。そのような細胞を大量産生するためのオプションには、ロ
ーラーボトル、繊維床(fiber beds)および中空繊維装置(hollow fiber systems)、積層プ
レート式または多重プレート式の培養装置(multi-plate or stacked-plate culture syst
ems)、セルキューブ(cell cubes)、ならびに、マイクロキャリア(microcarriers)が包含
され、それぞれ、利点と不利な点とを有している。
【０００５】
　ローラーボトルをベースとする細胞培養の方法は恐らく、足場依存性細胞および足場選
択性細胞を成長させるための最も一般的に使用されている方法である。ローラーボトルは
、ガラスまたはプラスチックで作られた本質的に円筒形の容器であって、少なくとも部分
的に成長培地で充填されている容器である。最も新しいローラーボトルは、使い捨てプラ
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スチック材料で作られている。ローラーボトルは、回転する装置であって、典型的には約
５～２５０回転／時間の間の定速で当該ボトルを連続的に「転がす(roll)」かまたは回転
させる装置の上に配置される。その転動(rolling motion)によって、ローラーボトルの内
部表面に付着する細胞は、成長培地に浸ることが可能となり、同時に、当該ボトル中の雰
囲気との十分なガス交換が行われる。
【０００６】
　ローラーボトルは、様々なサイズであって、各々のサイズが一定量の面積と容量とを提
供するサイズで入手することができる。多くのボトルは、１～２リットルの容量範囲で入
手することができる。市販されている２種類の一般的サイズのローラーボトルは、それぞ
れ、８５０ｃｍ２および１０５０ｃｍ２を提供する。微生物学的安全性(microbiological
 safety)が決定的に重要である場合、大き過ぎるローラーボトルは取り扱いが困難である
ので、幾つかの用途に対して、大きいサイズには限界があることがある。ごく最近、拡大
された内部面積を有するローラーボトルが、市販されるようになり、その問題に取り組む
のに役立っている。ローラーボトル培養の取り扱い（例えば、継代培養を行うための操作
）は、可能であれば、最小限に抑えられるべきである。
【０００７】
　ローラーボトルベース培養装置は、多くの利点を提供する。それらの利点には、装置お
よび組立て(set-up)のための費用が比較的安いこと、組立てが比較的容易であること、な
らびに、必要に応じて規模拡大または規模縮小を行うことができることが包含される。ロ
ーラーボトルは、典型的には透明であり、細胞と成長との目視検査および顕微鏡検査を行
うことができる。汚染されたサンプルは、染みがつき易く、廃棄することができる。
【０００８】
　潜在的な欠点には、産生された細胞または生物製剤の採取、播種、移し換え(transfer)
を行うために、かつ、それらの細胞に対する他の継続的操作を行うために、比較的高いレ
ベルの技量が必要であることが包含される。必要とされる技量のレベルによって、継続的
操作に関連する費用は比較的高くなることがある。必要とされる操作の量によって、汚染
のリスクが比較的高くなる。それらの潜在的欠点があるにもかかわらず、ローラーボトル
は、依然として使用されており、幾種類かの生物製剤を商業的に産生するためにも依然と
して使用されている。
【０００９】
　細胞培養を行うためのローラーボトルを使用する場合に考慮されるべき諸因子には、付
着効率の他にも、集密状態(confluence)に到達する時間；単位表面積当りの達成可能な最
大密度を包含する、付着細胞の成長パラメータ；必要とされる分離技術(detachment tech
niques)および分離効率；培養条件のスケーラビリティ(scalability；拡大性)だけでなく
、規模拡大された条件(scaled-up conditions)の下での培養の均質性；ならびに、分離操
作をうまく規模拡大する能力；がある。これらの考慮すべき事柄の幾つかは、接種パラメ
ータ(inoculation parameters)（例えば、回転速度、培地容量）；培養条件（例えば、ロ
ーラーボトルの回転速度）の他にも、初期培養の播種密度；ローラーボトルの表面積およ
び／または形状に関連して使用される培地容量；ならびに、培養株が培養される時間の長
さ；によって影響を受けることがある。
【００１０】
　とりわけ、細胞の治療的用途では、規模拡大されたローラーボトル条件の下で成長した
細胞の特徴は、表面マーカー、遺伝子の発現、（７０～８０％を超える）生存率、等の点
で、所望の細胞タイプの特徴となることも重要である。
【００１１】
　制御可能な培養パラメータが最適化されるように試みて、成長速度と、達成される集団
倍加数と、採取のために利用可能な総細胞数とを同時に最大化するという点で、ローラー
ボトル培養装置を改良する必要性が存在する。
【００１２】
〔発明の概要〕
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　本発明は、その幾つかの態様の１つにおいて、ローラーボトル培養装置での分娩後取り
出し細胞の成長パラメータを最大化する諸方法を提供する。本発明によると、ローラーボ
トル培養装置での分娩後取り出し細胞の培養株の集団倍加数を最大化する諸方法が提供さ
れる。それらの方法は、少なくとも約０．８５ｒｐｍの回転速度を使用することと、８５
０ｃｍ２培養ボトルの中で少なくとも約１００ｍＬの培地容量を使用することと、約２５
００細胞／ｃｍ２未満の播種密度を使用することと、少なくとも約５．５日間培養するこ
とと、を含む。
【００１３】
　更に本発明によると、ローラーボトル培養装置での分娩後取り出し細胞の培養株の集団
倍加速度を最大化する諸方法が提供される。集団倍加速度を最大化する方法は、少なくと
も約０．８５ｒｐｍの回転速度を使用することと、８５０ｃｍ２培養ボトルの中で約３０
０ｍＬの成長培地を使用することと、約２５００細胞／ｃｍ２未満の播種密度を使用する
ことと、約６日間よりも短い間培養することと、を含むことが好ましい。
【００１４】
　本発明は、その態様の別の態様において、ローラーボトル培養装置で分娩後取り出し細
胞を採取する時の細胞密度を最大化する諸方法を提供する。これらの方法は、約０．５～
１ｒｐｍの回転速度を使用することと、８５０ｃｍ２培養ボトルの中で約３００ｍＬの成
長培地を使用することと、約１０,０００細胞／ｃｍ２未満の播種密度を使用することと
、約５．５～６．７日間にわたって培養することと、を含む。
【００１５】
　更に本発明の１つの態様によると、ローラーボトル培養装置での分娩後取り出し細胞の
集団倍加速度と採取密度と総集団倍加数(total number of population doublings)とを同
時に最大化する諸方法が提供される。これらの方法は、本出願書類では時々、上述の諸パ
ラメータを得るためにローラーボトル培養装置を最適化する方法とも呼ばれる。これらの
方法は、約０．６５～０．９ｒｐｍの回転速度を使用することと、８５０ｃｍ２培養ボト
ルの中で少なくとも約３００ｍＬの成長培地を使用することと、約２５００細胞／ｃｍ２

未満の播種密度を使用することと、約５．５～６．５日間にわたって培養することと、を
含むことが好ましい。
【００１６】
　前述の諸方法は、分娩後取り出し細胞が臍帯由来細胞である場合、とりわけ有用である
。現在好ましい分娩後取り出し細胞は、ＡＴＣＣ番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ－６
０６８に実質的に類似する細胞、または、ＡＴＣＣ番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ－
６０６８と全く同一である細胞である。
【００１７】
　本発明のこれらの態様および他の態様は、以下に記述される本発明の様々な態様に係る
諸実施例、諸図面および詳細な記述に関連して記述される。
【００１８】
〔説明に役立つ具体例の詳細な記述〕
　本発明は、その多くの態様の幾つかにおいて、ローラーボトル培養装置で成長した細胞
集団から採取するのに利用できる足場依存性細胞(anchorage-dependent cells)の量、そ
のような培養株の成長速度、または、そのような培養株の総集団倍加数(total number of
 doublings)を最大化する別々の方法を提供する。本発明は、前述の諸パラメータの３個
全てを同時に最大化する方法をも提供する。前述の諸方法によって産生される細胞および
細胞集団もまた、本発明において提供される。
【００１９】
　ローラーボトル培養装置は、細胞培養の技術分野で知られている。本発明で使用される
ローラーボトル培養装置は、関心ある少なくとも１種類の細胞系（cell line）と、成長
培地と、ローラーボトルと、当該ローラーボトルを回転させるための装置と、細胞を採取
するための手段とを備えている。成長培地は、基本培地、例えば、ダルベッコ変法イーグ
ル培地(Dulbecco's Modified Eagle's Medium)（ＤＭＥＭ）、アドバンストＤＭＥＭ(Adv
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anced DMEM)、ハムＦ１２(Ham's F12)、またはそれらの組合せ（例えば、ＤＭＥＭ：Ｆ１
２が１：１の培地）を含有することが好ましい。成長培地は、血清で補足することができ
る。例えば、幾つかの具体例において、成長培地は、ウシ胎仔血清（ＦＢＳ）または新生
仔ウシ血清（ＮＣＳ）で補足される。血清の含有率は、成長培地の全容量の０％（無血清
培地）から２０％までの濃度で変動することができる。成長培地を補足するためには、成
長因子、例えば、血小板由来成長因子ＢＢ（ＰＤＧＦ－ＢＢ）、塩基性線維芽細胞成長因
子（ｂＦＧＦ）等、またはそれらの組合せを使用することができる。血清含有培地または
無血清培地には、成長因子が補足されていても、補足されていなくてもよい。
【００２０】
　ローラーボトル培養装置は典型的には、培養時間の温度を制御するための手段だけでな
く、（例えば、ローラーボトルに細胞を最初に播種する間、または、後続の移し変えを行
う間に）培養株を無菌で操作するための手段をも更に備えている。細胞の採取は、酵素処
理、例えば、トリプシン(trypsin)、トリプシンーＥＤＴＡ、ディスパーゼ(dispase)およ
びコラゲナーゼ(collagenase)を使用する酵素処理、または、他の複数種類の酵素を使用
する酵素処理、または、複数種類の酵素と他の成分との組合せを使用する酵素処理、また
は、他の成分を用いない複数種類の酵素の組合せを使用する酵素処理によって達成するこ
とができる。他の市販の製品を利用してもよい。それらの製品は、トリプル（TrypLE）（
商標）・エクスプレス（ギブコ社(Gibco, Inc.)）を包含するが、それらに限定されない
。細胞は、手動操作（例えば、バッチ遠心分離(batch centrifugation)）によって採取さ
れることが可能であり、または、採取は自動化することができる。
【００２１】
　現在のところ、採取するのに利用できる細胞の量を最大化する方法は、分娩後取り出し
細胞（とりわけ、胎盤由来細胞または臍帯由来細胞）に適用することが好ましい。本発明
で好ましいタイプの細胞は、特許出願日２００４年６月２５日の米国特許出願第10/877,4
46号（胎盤由来細胞）および特許出願日２００４年６月２５日の同第10/877,012号（臍帯
由来細胞）の明細書に記述されている。これらの米国特許出願明細書は、参照されること
によって、その全てが本明細書に組み入れられる。ＡＴＣＣ受入番号ＰＴＡ－６０６７、
ＰＴＡ－６０６８、ＰＴＡ－６０７４、ＰＴＡ－６０７５またはＰＴＡ－６０７９として
、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション(the American Type Culture Collect
ion：米国微生物系統保存機関)から入手することのできるタイプの細胞も好ましい。それ
らの細胞の各々に関する特性表示および記述もまた、参照されることによって、本明細書
に組み入れられる。例えば臍帯由来細胞を培養するための最大化または最適化された方法
に向けられる本方法にとりわけ好ましいのは、ＡＴＣＣ受入番号ＰＴＡ－６０６７および
ＰＴＡ－６０６８である。
【００２２】
　本発明は、その幾つかの態様の１つにおいて、ローラーボトル培養装置で成長した細胞
集団を得るのに達成することのできる集団倍加数を最大化する方法を提供する。それらの
細胞は、分娩後取り出し細胞であることが好ましい。また、それらの細胞は、臍帯由来細
胞であることがよりいっそう好ましい。現在好ましい具体例において、それらの細胞は、
ＡＴＣＣ受入番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ－６０６８である。
【００２３】
　ローラーボトル培養装置で達成し得る集団倍加数を最大化するために使用した独立変数
は、回転速度、当該ボトルに入る細胞の播種密度、培養時間、および、当該ボトルに入れ
る培地の容量である。本明細書において、かつ、例示される諸具体例の全体にわたって、
これらの独立変数は、実用性の理由から、一定範囲内で試験された。同一の原理体系を用
いて、試験範囲外の他の諸値をごく普通に試験することができること；および、これらの
値によって、集団倍加数の増分利得(incremental gains)が与えられることが証明され得
ること；を当業者はよく理解するであろう。従属変数（ここでは、達成される集団倍加数
）の最大応答(maximal response)は、これらのパラメータの関数として測定される。また
、本明細書では具体的には例示されていない諸具体例も、本開示内容の一部であると意図



(6) JP 5179376 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

されている。
【００２４】
　前記従属変数を、前記の４個の独立変数の関数として最大化するのに役立つように、回
帰分析法を用いた。とりわけ応答曲面法（ＲＳＭ）は、現在のところ、培養成長パラメー
タ(culture growth parameters)を最適化するための好ましいアプローチである。最適化
手法に応答曲面法を適用することは、当該技術分野では知られている。応答曲面法を用い
れば、複数個の独立パラメータの最適化を行うことによって、期待される応答または最適
応答を達成することが可能となる。最大応答および最小応答を与えるパラメータの組(par
ameter sets)は、応答曲面法を用いて正確に決定することができる。
【００２５】
　本明細書に例示されるデータおよび以下の記述から分かるように、試験した前記の諸独
立変数は、再現可能なように最大集団倍加数に影響を及ぼすことがある。したがって、デ
ータの統計解析によって、当業者が前記４個の独立変数の各々の最適値を決定して集団倍
加数を最大化することが可能となる。
【００２６】
　したがって、図１から分かるように、１つの好ましい具体例において、ローラーボトル
には約１００～３００ｍＬの成長培地を充填し、他の具体例では約１００～２００ｍＬを
使用する。１つの具体例では、約１００～１２０ｍＬを、または、正確に１０５～１１５
ｍＬを、ローラーボトルに入れる。他の諸具体例において、ローラーボトルには、約１１
２ｍＬの成長培地を充填して、最大集団倍加数を達成する。それらのローラーボトルは、
約２５００～約１０,０００細胞／ｃｍ２で播種される。１つの好ましい具体例では、そ
の範囲の下端（lower end）を使用する。例えば、播種は、約３０００細胞／ｃｍ２未満
で行う。図１から分かるように、更に好ましいのは、試験範囲のちょうど下端における播
種の具体例であって、つまり、播種が約２５００細胞／ｃｍ２で行われる具体例である。
それらの播種ボトルを、付着および成長が行われる間回転させる。回転速度は、約０．５
～１ｒｐｍに設定する。回転は、約０．７５～１ｒｐｍの間であることが好ましい。それ
らの播種ボトルは、約０．８～１ｒｐｍで回転させることがより好ましい。図１から分か
るように、ほぼ１ｒｐｍまたは約１ｒｐｍの回転が好ましい。
【００２７】
　前記の充填し播種したローラーボトルを、約５～７日間回転させて培養し、最大集団倍
加数を達成させる。現在のところ、約５．５～約６．５日の培養時間が好ましい。図１に
示されるように、約６．２～約６．３日間の培養も好ましい。
【００２８】
　集団倍加数を最大化するための諸パラメータの組として独立変数を選ぶことができるこ
とは、図１からも分かる。充填容量が約１１２ｍＬの成長培地と、約２５００細胞／ｃｍ
２の播種密度とを有するローラーボトル培養装置であって、約１ｒｐｍの速度で約６．２
日の培養時間の間回転するローラーボトル培養装置は、そのような装置で達成し得る最大
集団倍加数を提供するであろう。
【００２９】
　使用するのに好ましいローラーボトルは、典型的には、細胞が当該ローラーボトルの内
面に付着するのを助ける作用物質、例えば、ゼラチン、細胞外マトリックスの分子（例え
ば、ゼラチン、ラミニン(laminin)、ビトロネクチン(vitronectin)、フィブロネクチン(f
ibronectin)、Ｉ型コラーゲン、IV型コラーゲンおよびVI型コラーゲン）等で被覆される
ということを強調することができる。例示される諸具体例の多くに対してはゼラチンのコ
ーティングを使用したが、他のコーティングは適切であるように思える。また、当業者は
、市販の被覆済みローラーボトル(coated bottles)が本出願書類に教示される方法に十分
に適合するということを、よく理解するであろう。そのような市販の被覆済みローラーボ
トルの一例は、（コーニング社(Corning)（登録商標）からカタログ番号３９０７として
入手可能な）セルバインド(CellBIND)（登録商標）で被覆されたローラーボトルである。
セルバインド（登録商標）被覆のローラーボトルの使用、および、ゼラチン被覆済みロー
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ラーボトルとの比較は、以下の実施例４に例示される。本出願書類において提供される諸
方法に従って細胞の付着および成長を行うために様々な被覆用作用物質が容認可能である
ことが見出だされるものと予見される。
【００３０】
　本発明は、その諸態様の別の態様において、時間／集団倍加の数を最小化する方法（図
２を参照されたい）、または、換言すれば、ローラーボトル培養装置で成長する細胞の集
団の集団倍加速度を最大化する方法を提供する。本出願書類で用いられる、集団倍加速度
(population doubling rate)とは、単位時間当りの集団倍加数であり、集団倍加当りの時
間の逆数である。最大集団倍加速度を達成することによって、治療用途のための必要細胞
数を産生するのに必要な時間の量は減少し、かつ、容量（capacity）が限定されている培
養装置の総産生量は増大する。前述のように、また、本開示内容の全体にわたって、細胞
は分娩後取り出し細胞であることが好ましく、また、それらの細胞は臍帯由来細胞である
ことがよりいっそう好ましい。現在好ましい具体例において、それらの細胞はＡＴＣＣ受
入番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ－６０６８である。
【００３１】
　ローラーボトル培養で達成することのできる集団倍加数を最大化するために使用した諸
独立変数は、最大集団倍加数を達成するための諸独立変数（即ち、回転速度、ローラーボ
トルに入れる細胞の播種密度、培養時間、および、ローラーボトルに入れる培地容量）と
同一である。従属変数（ここでは、集団倍加速度）の最大応答を測定し、次いで、これら
のパラメータの関数として計算した。
【００３２】
　前記の４個の独立変数の関数として従属変数を最大化するのに役立つように、回帰分析
法、および、とりわけ応答曲面法（ＲＳＭ）を再び使用した。
【００３３】
　例えば、現在好ましい具体例では、図２から分かるように、諸ローラーボトルを、約１
００～３００ｍＬの成長培地で充填し、好ましくは約３００ｍＬを使用する。それらのロ
ーラーボトルに、約２５００～約１０,０００細胞／ｃｍ２で播種する。現在好ましい具
体例では、その範囲の下端を使用する。例えば、播種は、約３０００細胞／ｃｍ２未満で
行う。更にいっそう好ましいのは、播種を約２５００細胞／ｃｍ２で行う具体例である。
付着および成長が行われる間、播種済みローラーボトルを回転させる。図２から分かるよ
うに、回転速度は約０．５～１ｒｐｍの間に設定する。回転は、約０．７５～１ｒｐｍの
間であることが好ましい。ローラーボトルは、約０．８～１ｒｐｍで回転させることがよ
り好ましい。図２に示されるように、ほぼ０．９～１ｒｐｍまたは約０．９～１ｒｐｍの
回転が現在好ましい。
【００３４】
　集団倍加速度を最大化するために、前記の充填し播種したローラーボトルを、回転させ
て、約５～７日間、好ましくは約５～約６日の培養時間で培養する。図２は、約５日間の
培養も好ましいことを示している。
【００３５】
　図２に示される結果に基づき、諸独立変数は、集団倍加速度を最大化するパラメータの
組として選択することができる。約３００ｍＬの充填容量の成長培地と、約２５００細胞
／ｃｍ２の播種密度とを有するローラーボトル培養装置であって、約５日間の培養のため
に約０．９ｒｐｍの速度で回転するローラーボトル培養装置は、そのような装置で達成し
得る最大集団倍加速度を提供するであろう。
【００３６】
　本発明は、その幾つかの態様の別の態様において、ローラーボトル培養装置で成長した
細胞の集団から採取するのに利用することのできる足場依存性細胞の密度を最大化する方
法を提供する。上述のように、それらの細胞は、分娩後取り出し細胞であることが好まし
い。また、それらの細胞は、臍帯由来細胞であることがよりいっそう好ましい。現在好ま
しい具体例において、それらの細胞は、ＡＴＣＣ受入番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ
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－６０６８である。
【００３７】
　本発明は、その態様の別の態様において、ローラーボトル培養装置で成長した細胞の集
団を採取するために細胞集団密度を最大化する方法を提供する。採取密度は、（ローラー
ボトル内の内部表面積の）１ｃｍ２当りの細胞数として表される。
【００３８】
　ローラーボトル培養の採取密度を最大化するために使用した諸独立変数は、本明細書で
解説される他の応答を最大化するための諸独立変数（即ち、回転速度、ローラーボトルに
入れる細胞の播種密度、培養時間、および、ローラーボトルに入れる培地の容量）と同一
である。採取密度の最大応答を測定し、次いで、これらのパラメータの関数として計算す
る。
【００３９】
　前記の４個の独立変数の関数として従属変数を最大化するのに役立つように、上述のと
おり、回帰分析法、および、とりわけ応答曲面法（ＲＳＭ）を使用した。
【００４０】
　従属変数（ここでは、採取に利用し得る細胞の密度）の最大応答を、これらのパラメー
タの関数として計算する。現在好ましい具体例では、図３から分かるように、諸ローラー
ボトルを、約１００～３００ｍＬの成長培地で充填し、好ましくは約３００ｍＬを使用す
る。それらのローラーボトルに、約２５００～約１０,０００細胞／ｃｍ２で播種する。
播種密度は、その範囲の下端（例えば、約３０００細胞／ｃｍ２未満の値）から選ぶこと
が好ましい。より好ましいのは、播種密度が約２５００細胞／ｃｍ２である具体例である
。図３に示されるように、付着および成長が行われる間中、播種済みローラーボトルを、
約０．５～１ｒｐｍの間の速度で回転させる。好ましい具体例において、回転は、約０．
７５～１ｒｐｍの間である。ローラーボトルは、約０．８～１ｒｐｍで回転させることが
より好ましい。図３に示されるように、ほぼ０．９～１ｒｐｍまたは約０．９～１ｒｐｍ
（例えば、０．９８ｒｐｍ）の回転が現在好ましい。
【００４１】
　培養された細胞の採取密度を最大化するために、前記の充填し播種したローラーボトル
を、回転させて、約５～７日間、好ましくは約６～約７日の培養時間で培養する。図３は
、約５．８日～約６日未満の間の培養、または、約６．５日～約６．７日の間の培養も好
ましいことを示している。
【００４２】
　本発明は、別の態様において、ローラーボトル培養装置で成長した細胞の集団の集団倍
加数と（細胞／ｃｍ２の単位での）採取密度とを最大化し、同時に時間／集団倍加の数を
最小化する方法を提供する。培養条件のそのような最適化によって、ローラーボトル培養
装置は、治療用途のために必要とされる細胞数を産生するのにいっそう有用となり、かつ
、容量が限定されている培養装置の総産生量は増大する。前述のように、細胞は分娩後取
り出し細胞であることが好ましく、また、それらの細胞は臍帯由来細胞であることがより
いっそう好ましい。現在好ましい具体例において、それらの細胞はＡＴＣＣ受入番号ＰＴ
Ａ－６０６７およびＰＴＡ－６０６８である。
【００４３】
　ローラーボトル培養で達成し得る集団倍加数と、ローラーボトル培養での集団倍加速度
と、ローラーボトル培養での最終採取細胞密度とを同時に最大化するのに役立つように調
整した諸独立変数は、前記の個々の側面を最大化するために上記に詳述した諸独立変数（
即ち、回転速度、ローラーボトルに入れる細胞の播種密度、培養時間、および、ローラー
ボトルに入れる培地の容量）と同一である。従属変数の最大応答を測定し、次いで、これ
らの独立パラメータの関数として計算した。
【００４４】
　前記４個の独立変数の関数として前記３個の従属変数を同時に最大化するのに役立つよ
うに、上述のとおり、回帰分析法、および、とりわけ応答曲面法（ＲＳＭ）を利用した。



(9) JP 5179376 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

【００４５】
　例えば、好ましい具体例では、図４を参照して分かるように、諸ローラーボトルを、約
１００～３００ｍＬの成長培地で充填し、好ましくは約３００ｍＬを使用する。それらの
ローラーボトルに、約２５００～約１０,０００細胞／ｃｍ２で播種する。現在好ましい
具体例では、その範囲の下端を使用する。例えば、播種は、約３０００細胞／ｃｍ２未満
で行う。更にいっそう好ましいのは、播種を約２５００細胞／ｃｍ２で行う具体例である
。他の具体例では、更に低い播種密度を使用する。付着および成長が行われる間、播種済
みローラーボトルを、約０．５～１ｒｐｍの間の速度で回転させる。図４を更に参照すれ
ば、回転は、約０．６～０．９ｒｐｍの間であることが好ましいことが分かる。それらの
ローラーボトルは、約０．６８～０．９３ｒｐｍで回転させることがより好ましい。図４
で分かるように、回転がほぼ０．８５～０．９ｒｐｍまたは約０．８５～０．９ｒｐｍで
ある培養装置もまた、好ましい。
【００４６】
　ローラーボトル培養をさらに最適化するために、前記の充填し播種したローラーボトル
を回転させて、約５～７日間、好ましくは約５．５～約６．５日の培養時間で培養する。
図４は、約６日、例えば、５．９日、６．０日、６．１日または６．２日の間の培養もま
た好ましいことを示している。
【００４７】
　現在好ましい培養装置において、図４に示される結果に基づき、諸独立変数は、集団倍
加速度を最大化するパラメータの組として選択することができる。約３００ｍＬの充填容
量の成長培地と、約２５００細胞／ｃｍ２の播種密度とを有するローラーボトル培養装置
であって、約６．１日間の培養のために約０．７ｒｐｍの速度で回転するローラーボトル
培養装置は、そのような装置で達成し得る細胞に対する最適な集団倍加速度と総集団倍加
数と採取密度とを提供するであろう。
【００４８】
　本発明は、別の態様において、本発明の諸方法（例えば、前記の最大化された諸方法ま
たは最適化された諸方法）のいずれかによって産生される分娩後取り出し細胞、好ましく
は臍帯由来細胞を提供する。様々な具体例において、それらの細胞は、細胞治療として使
用される集団(populations)の状態で産生されるか、または、有用な細胞産物(cellular p
roduct)もしくは副産物（例えば、有用な細胞性因子、もしくはタンパク質）を提供する
ために産生される。
【００４９】
　本出願書類に記載される諸方法によって培養された細胞を含有する細胞治療用組成物も
提供される。
【００５０】
　本発明の別の態様において、提供される前記の諸方法に従って培養される細胞は、出発
細胞(starting cells)と実質的に同一の細胞表面マーカープロフィールまたは遺伝子発現
プロフィールを有するものとして特徴付けられる。細胞に基づく治療法(cell-based ther
apies)の多くの用途のためには、培養条件を規模拡張して量を増大させるとき、細胞特性
が変化しないことが重要である。例えば、形態、細胞表面マーカー、および、ホールマー
ク遺伝子(hallmark genes)の発現であって、治療用細胞を識別するのに役立つか、または
治療用細胞を表示するのに役立つものは、全く同じではないにしても、実質的に変化しな
いままであることが望ましい。本発明によって提供される細胞、および本発明に教示され
る方法によって提供される細胞は、上記の諸特徴が、実質的に変化しないか、または、好
ましくは、実験室条件および実験室規模の下で成長した同一の細胞と同一である。好まし
い臍帯由来細胞は、当該細胞が成長する元となっている細胞の細胞表面マーカーのプロフ
ィールと実質的に同一のものを保持する。本出願書類に提供される諸方法に従って産生さ
れた細胞は、ＣＤ１０、ＣＤ１３、ＣＤ４４、ＣＤ７３、ＣＤ９０、ＰＤＧＦｒ－αおよ
びＨＬＡ－ＡＢＣの表面マーカーの２個以上を発現することが好ましい。それらの細胞は
、これらのマーカーの全てを発現することがより好ましい。また、細胞は、ＣＤ３１、Ｃ
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Ｄ３４、ＣＤ４５、ＣＤ１１７、ＣＤ１４１およびＨＬＡ－ＤＲＤＰＤＱの表面マーカー
の２個以上を発現しないことが好ましい。それらの細胞は、上記の表面マーカーのいずれ
も発現しないことがより好ましい。非常に好ましい具体例において、それらの細胞は、Ｃ
Ｄ１０、ＣＤ１３、ＣＤ４４、ＣＤ７３、ＣＤ９０、ＰＤＧＦｒ－α、ＨＬＡ－ＡＢＣ、
ＣＤ３１、ＣＤ３４、ＣＤ４５、ＣＤ１１７、ＣＤ１４１およびＨＬＡ－ＤＲＤＰＤＱの
各々に対して同一の細胞表面マーカーのプロフィールを発現する。更に、好ましい細胞は
、ＣＤ１０、ＣＤ１３、ＣＤ４４、ＣＤ７３、ＣＤ９０、ＰＤＧＦｒ－αおよびＨＬＡ－
ＡＢＣの発現に対しては陽性であるが、ＣＤ３１、ＣＤ３４、ＣＤ４５、ＣＤ１１７、Ｃ
Ｄ１４１およびＨＬＡ－ＤＲＤＰＤＱの発現に対しては陰性である。細胞系の細胞表面マ
ーカーのプロフィールを評価するための幾つかの方法が存在するということを、当業者は
認識するであろう。本明細書で使用されているように、蛍光標識された抗体を使用するこ
とによって、細胞表面マーカータンパク質を検出することができるならば、当該細胞は陽
性であると判断され、また、蛍光抗体によって細胞表面マーカーを検出することができな
いならば、当該細胞はそのマーカーに対して陰性であると判断される。表９は、本発明に
係る臍帯由来細胞に対する好ましい諸細胞表面マーカーの概要を提供する。
【００５１】
　同様に、本発明の方法に従って産生される細胞は、実質的に同一の、または全く同一の
遺伝子発現プロフィールを保持することが好ましく、とりわけ、遺伝子の発現が細胞を特
徴付けるのに役立つ当該遺伝子、またはその細胞系を示すホールマーク(hallmarks)とし
て役立つ当該遺伝子についてはそうである。本発明に係る臍帯由来細胞は、レティキュロ
ン(reticulon)、ＬＤＬ－Ｒ、ＩＬ－８およびＧＡＰＤＨの発現遺伝子で注目されている
。提供される細胞は、これらの遺伝子を当該細胞が発現することに関し、様々な具体例に
おいて実質的に類似しているか、または、全く同一である。
【００５２】
　本発明のこれらの態様または他の態様は、諸添付図面および以下に記載される諸実施例
を参照して更に記述される。当業者は、それらの実施例が本発明のほんの幾つかの態様を
例示するために提供されているのであって、本発明を限定するものではないということを
よく理解するであろう。
【００５３】
＜実施例１：培養条件の諸パラメータを決定するための最適化実験＞
　細胞：使用した細胞は、臍帯由来細胞系、ＡＴＣＣ受入番号ＰＴＡ－６０６７および／
またはＰＴＡ－６０６８、からのものである。
【００５４】
　培地：最適化実験の間に使用した成長培地は、低グルコース、ウシ胎仔血清１５％、ペ
ニシリン－ストレプトマイシン１％、および２－メルカプトエタノール１ｐｐｍを含有す
るダルベッコ変法イーグル培地（ＤＭＥＭ）であった。
【００５５】
　ボトル：複数個の８５０ｃｍ２ボトル（例えば、コーニング社(Corning)（登録商標）
カタログ番号４３０８５１）を使用した。
【００５６】
　ゼラチンコーティング：２％ゼラチン溶液２０ｍＬを、各々の８５０ｃｍ２ボトルに入
れた。それらのボトルを、１ｒｐｍのローラー装置(roller system)に２０分間置いた。
過剰のゼラチン溶液を吸引によって除去し、次いで、それらのボトルをＰＢＳ（リン酸緩
衝生理食塩水）２０ｍＬで洗浄した。
【００５７】
　細胞の播種：凍結保存細胞からのＰ１３臍帯022803細胞を極低温バイアル(cryogenic v
ial)から解凍し、次いで、洗浄してジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）を除去した。３０
０ｍＬ培地で予備充填された単一の８５０ｃｍ２ローラーボトルであって、ＣＯ２５％、
大気ガス９５％を含有する圧縮空気で１分間、事前ガス処理されたローラーボトルの中に
、細胞を播種した。
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　培養：細胞を、３７℃に設定された温度制御室の中で培養した。
【００５９】
　採取：培地を各々のローラーボトルから吸引によって除去し、次いで、付着細胞をＰＢ
Ｓ（リン酸緩衝生理食塩水）５０ｍＬで洗浄した。ＰＢＳを吸引によって除去し、次いで
、トリプシン－エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）１０ｍＬを添加して、当該ローラー
ボトルの表面から細胞が引き離されるのを助けた。ローラーボトルを、ローラー装置に戻
し、次いで、０．７５ｒｐｍで５分間培養した。培養の後、各々のボトルに培地４０ｍＬ
を加えた。細胞を含有する培地を、次いで、５０ｍＬ円錐管(conical tube)に移し換え、
次いで、３００ｘｇで５分間遠心分離した。遠心分離の後、当該培地を吸引によって除去
し、次いで、各々の細胞ペレットを、培地１０ｍＬの中に再懸濁（re-suspended）させた
。細胞を、ベックマン・コールター・セデックス(Beckman Coulter Cedex）（登録商標）
計器を用いて計数した。
【００６０】
　統計モデル：ボックス・ベーンケン応答表面モデル(Box-Behnken Response Surface mo
del)を用いた。
【００６１】
　実験計画および最適化は、ミニタブ(Minitab)１４．０を用いて計算した。表１に、試
験した諸パラメータを示す。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　実験計画：表１に記載の実験は、上記手順に従って計画した。
【００６４】
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【表２】

【００６５】
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【表３】

【００６６】
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【表４】

【００６７】
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【表５】

【００６８】
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【表６】

【００６９】
＜実施例２：最適化された培養条件の妥当性確認（validation）＞
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　細胞：使用した細胞は、CBAT050604B P6（継代６回目）として分類されている臍帯由来
細胞であった。
【００７０】
　培地：妥当性確認の実験のために、ダルベッコ変法イーグル培地（ＤＭＥＭ）－低グル
コース、ウシ胎仔血清１５％、ペニシリン－ストレプトマイシン、２－メルカプトエタノ
ールを使用した。
【００７１】
　ボトル：ボトルは、８５０ｃｍ２培養ボトル（例えば、コーニング社（登録商標）カタ
ログ番号430851）を使用した。
【００７２】
　ゼラチンコーティング：２％ゼラチン溶液２０ｍＬを、各々の８５０ｃｍ２ボトルに入
れた。それらのボトルを、ローラー装置に２０分間置いた。当該ゼラチン溶液を吸引によ
って除去し、次いで、各々のボトルをＰＢＳ（リン酸緩衝生理食塩水）２０ｍＬで洗浄し
た。
【００７３】
　細胞の播種：５．０×１０６個のＰ９臍帯由来細胞(番号050604B)を単一の極低温バイ
アルから解凍し、次いで、洗浄してジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）を除去した。３０
０ｍＬ培地で予備充填された単一の８５０ｃｍ２ローラーボトルであって、ＣＯ２５％、
大気ガス９５％を含有する圧縮空気で１分間、事前ガス処理されたローラーボトルの中に
、細胞（２．１２×１０６個）を播種した。
【００７４】
　培養：細胞を、３７℃に設定された温度制御室の中で培養した。
【００７５】
　速度：０．７ｒｐｍ
【００７６】
　継代：継代培地を、各々のローラーボトルから吸引によって除去し、次いで、付着細胞
を、ＰＢＳ（リン酸緩衝生理食塩水）５０ｍＬで洗浄した。ＰＢＳを吸引し、次いで、ト
リプシン－ＥＤＴＡ１０ｍＬを添加した。ボトルをローラー装置に戻し、次いで、０．７
５ｒｐｍで５分間培養した。培養の後、各々のボトルに培地４０ｍＬを加えた。細胞を含
有する培地を、次いで、５０ｍＬ円錐管に移し換え、次いで、３００ｘｇで５分間遠心分
離した。遠心分離の後、当該培地を吸引によって除去し、次いで、各々の細胞ペレットを
、培地１０ｍＬの中に再懸濁させた。細胞を、ベックマン・コールター・セデックス（登
録商標）計器を用いて計数した。細胞を、ガス処理済みローラーボトルの中に約２５００
細胞／ｃｍ２で播種した。
【００７７】
＜継代当りの細胞収量＞
【表７】

【００７８】
＜実施例３：最適化培養条件で増殖された細胞の特徴付け＞
　細胞：特徴付け実験のために使用した細胞は、継代６回目の臍帯由来細胞(050604B P6)
であった。
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　成長培地：成長培地として、ダルベッコ変法イーグル培地（ＤＭＥＭ）－低グルコース
、ウシ胎仔血清１５％、ペニシリン－ストレプトマイシン、２－メルカプトエタノールを
使用した。
【００８０】
　ボトル：８５０ｃｍ２培養ボトル（例えば、コーニング社（登録商標）カタログ番号43
0851）。
【００８１】
　ゼラチンコーティング：２％ゼラチン溶液２０ｍＬを、各々の８５０ｃｍ２ボトルに入
れた。それらのボトルを、ローラー装置に２０分間置いた。当該ゼラチン溶液を吸引によ
って除去し、次いで、各々のボトルをＰＢＳ（リン酸緩衝生理食塩水）２０ｍＬで洗浄し
た。
【００８２】
　細胞の播種：継代９回目の臍帯由来細胞（５．０×１０６個のＰ９）を単一の極低温バ
イアルから解凍し、次いで、洗浄してジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）を除去した。３
００ｍＬ培地で予備充填された複数個の８５０ｃｍ２ローラーボトルであって、ＣＯ２５
％、大気ガス９５％を含有する圧縮空気で１分間、事前ガス処理されたローラーボトルの
中に、細胞（２．１２×１０６個）を播種した。
【００８３】
　培養：細胞を、３７℃に設定された温度制御室で培養した。
【００８４】
　速度：０．７ｒｐｍ
【００８５】
　細胞の採取：培地を各々のボトルから吸引によって除去し、次いで、付着細胞をＰＢＳ
（リン酸緩衝生理食塩水）５０ｍＬで洗浄した。ＰＢＳを吸引によって除去し、次いで、
トリプシン－エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）１０ｍＬを添加した。それらのボトル
を、ローラー装置で０．７５ｒｐｍで５分間培養した。培養の後、それらボトルに培地４
０ｍＬを加えた。細胞を含有する培地を、次いで、５０ｍＬ円錐管に移し換え、次いで、
３００ｘｇで５分間遠心分離した。遠心分離の後、それらの培地を吸引によって除去し、
次いで、各々の細胞ペレットを培地１０ｍＬの中に再懸濁させた。細胞を、ベックマン・
コールター・セデックス（登録商標）計器を用いて計数した。
【００８６】
　フローサイトメトリー分析(Flow Cytometry Analysis)のための抗体染色：細胞を、Ｐ
ＢＳ（リン酸緩衝生理食塩水）に入れたウシ胎仔血清３％（ｖ／ｖ）の中に、１×１０７

個／ｍＬの細胞濃度に再懸濁させた。抗体を、製造者の仕様書のとおりに添加し、次いで
、細胞と一緒に暗所で４℃で３０分間、培養した。培養の後、細胞を、ＰＢＳで洗浄し、
次いで、遠心分離を行って非結合抗体を除去した。細胞を、ＰＢＳ５００μＬに再懸濁さ
せ、次いで、フローサイトメトリーによって分析した。
【００８７】
　フローサイトメトリー分析：フローサイトメトリー分析を、ファックスキャリバー(FAC
Scalibur)（商標）（ベクトン・ディキンソン・サンノゼ社(Becton Dickinson San Jose)
、カリフォルニア州）計器を用いて行った。
【００８８】
　抗体：次の諸抗体を使用した。
【００８９】



(19) JP 5179376 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

【表８】

【００９０】
　全ＲＮＡの分離：ＲＮＡを、製造者の仕様書（RNeasy（登録商標）・ミニ・キット；キ
アゲン社(Qiagen)、カリフォルニア州バレンシア(Valencia)）に従い、RNeasy（登録商標
）・ミニ・キットを用いて分離した。ＲＮＡを、ＤＥＰＣ処理済み水５０μＬで溶出し、
次いで、－８０℃で貯蔵した。
【００９１】
　逆転写：タクマン(TaqMan)（商標）逆転写試薬（アプライド・バイオシステムズ社(App
lied Biosystems)、カリフォルニア州フォスターシティー(Foster City)）と共にランダ
ム・ヘキサマー(random hexamers)を使用して、２５℃で１０分間、３７℃で６０分間、
および、９５℃で１０分間、ＲＮＡの逆転写を行った。諸試料を、－２０℃で貯蔵した。
リアルタイムＰＣＲを使用して、「シグネチャー遺伝子(signature genes)」と称される
遺伝子（酸化ＬＤＬ受容体、インターロイキン－８、レニンおよびレティキュロン(retic
ulon)）を更に詳細に調べた。
【００９２】
　リアルタイムＰＣＲ：ＰＣＲを、アッセイズ・オン・デマンド(Assays-on-Demand)（登
録商標）遺伝子発現産物を使用してｃＤＮＡ試料に対して行った。酸化ＬＤＬ受容体（Hs
00234028）、レニン（Hs00166915）、レティキュロン（Hs00382515）、ＣＸＣリガンド３
（Hs00171061）、ＧＣＰ－２（Hs00605742）、ＩＬ－８（Hs00174103）、およびＧＡＰＤ
Ｈ（アプライド・バイオシステムズ社、カリフォルニア州フォスターシティー）を、ＡＢ
Ｉプリズム(prism)７０００ＳＤＳソフトウェア（アプライド・バイオシステムズ社、カ
リフォルニア州フォスターシティー）を備えた７０００系列検出装置を使用し、製造者の
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取扱説明書（アプライド・バイオシステムズ社、カリフォルニア州フォスターシティー）
に従って、ｃＤＮＡおよびタクマン・ユニバーサル・ＰＣＲマスター混合物(TaqMan Univ
ersal PCR master mix)と混合した。熱サイクル条件は、初期に５０℃で２分間および９
５℃で１０分間、次いで、９５℃で１５秒間および６０℃で１分間を４０サイクルであっ
た。
【００９３】
　結果：
【表９】

【００９４】
　最適化ローラーボトル培養条件で増殖された細胞のリアルタイムＰＣＲ分析

【表１０】

【００９５】
＜実施例４：セルバインド・ローラーボトル(CELLBIND ROLLER BOTTLES)における最適化
培養条件の妥当性確認＞
　細胞：050604B P7
【００９６】
　培地：ダルベッコ変法イーグル培地（ＤＭＥＭ）－低グルコース、ウシ胎仔血清１５％
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、ペニシリン－ストレプトマイシン、２－メルカプトエタノール。
【００９７】
　ボトル：コーニング（登録商標）８５０ｃｍ２ボトル（カタログ番号430851）、セルバ
インド（登録商標）・コーニング（登録商標）８５０ｃｍ２ボトル（カタログ番号3907）
。
【００９８】
　ゼラチンコーティング：２％ゼラチン溶液２０ｍＬを、複数個のコーニング（登録商標
）８５０ｃｍ２ボトル（カタログ番号430851）に入れ、次いで、ローラー装置に２０分間
置いた。当該ゼラチン溶液を吸引によって除去し、次いで、ＰＢＳ（リン酸緩衝生理食塩
水）２０ｍＬで洗浄した。複数個のセルバインド（登録商標）・コーニング（登録商標）
８５０ｃｍ２ボトルは被覆されない。
【００９９】
　細胞の播種：５．０×１０６個の継代９回目の臍帯由来細胞050604Bを単一の極低温バ
イアルから解凍し、次いで、洗浄してジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）を除去した。３
００ｍＬ培地で予備充填された単一の８５０ｃｍ２ローラーボトルであって、ＣＯ２５％
、大気ガス９５％を含有する圧縮空気で１分間、事前ガス処理されたローラーボトルの中
に、２．１２×１０６個の細胞を播種した。
【０１００】
　培養：細胞を、３７℃に設定された温度制御室で培養した。
【０１０１】
　速度：０．７ｒｐｍ
【０１０２】
　継代：継代培地を、各々のローラーボトルから吸引によって除去し、次いで、付着細胞
を、ＰＢＳ（リン酸緩衝生理食塩水）５０ｍＬで洗浄した。ＰＢＳを吸引し、次いで、ト
リプシン－ＥＤＴＡ１０ｍＬを添加した。ボトルをローラー装置に戻し、次いで、０．７
５ｒｐｍで５分間培養した。培養の後、それらのボトルに培地４０ｍＬを加えた。細胞を
含有する培地を、次いで、５０ｍＬ円錐管に移し換え、次いで、３００ｘｇで５分間遠心
分離した。遠心分離の後、当該培地を吸引によって除去し、次いで、各々の細胞ペレット
を、培地１０ｍＬの中に再懸濁させた。細胞を、ベックマン・コールター・セデックス（
登録商標）計器を用いて計数した。細胞を、ガス処理済みローラーボトルの中に２５００
細胞／ｃｍ２で播種した。
【０１０３】
　結果：



(22) JP 5179376 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

【表１１】

【０１０４】
　本発明は、上記に記述され例示される諸具体例に限定されず、添付特許請求の範囲内で
変形および変更を行うことができる。
【０１０５】
〔実施の態様〕
（１）ローラーボトル培養装置での分娩後取り出し細胞の培養株の集団倍加数を最大化す
る方法において、
　少なくとも約０．８５ｒｐｍの回転速度を使用することと、
　８５０ｃｍ２培養ボトルの中で少なくとも約１００ｍＬの培地容量を使用することと、
　約２５００細胞／ｃｍ２未満の播種密度を使用することと、
　少なくとも約５．５日間培養することと、
　を含む、方法。
（２）実施態様１に記載の方法において、
　前記回転速度は、約１ｒｐｍであり、前記培地容量は、８５０ｃｍ２培養ボトルの中で
約１１２ｍＬであり、前記培養時間は、約６．２日である、方法。
（３）実施態様１に記載の方法において、
　結果的に約３回の集団倍加となる、方法。
（４）実施態様１に記載の方法において、
　前記分娩後取り出し細胞は、臍帯由来細胞である、方法。
（５）実施態様４に記載の方法において、
　前記分娩後取り出し細胞は、ＡＴＣＣ番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ－６０６８で
ある、方法。
（６）ローラーボトル培養装置での分娩後取り出し細胞の培養株の集団倍加速度を最大化
する方法において、
　少なくとも約０．８５ｒｐｍの回転速度を使用することと、
　８５０ｃｍ２培養ボトルの中で約３００ｍＬの成長培地を使用することと、
　約２５００細胞／ｃｍ２未満の播種密度を使用することと、
　約６日間よりも短い間培養することと、
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　を含む、方法。
（７）実施態様６に記載の方法において、
　前記回転速度は、約０．９３ｒｐｍであり、前記培養時間は、約５．５日間よりも短い
、方法。
（８）実施態様６に記載の方法において、
　前記集団倍加の時間は、約３０時間より短い、方法。
（９）実施態様６に記載の方法において、
　前記分娩後取り出し細胞は、臍帯由来細胞である、方法。
（１０）実施態様９に記載の方法において、
　前記分娩後取り出し細胞は、ＡＴＣＣ番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ－６０６８で
ある、方法。
【０１０６】
（１１）ローラーボトル培養装置で分娩後取り出し細胞を採取する時の細胞密度を最大化
する方法において、
　約０．５～１ｒｐｍの回転速度を使用することと、
　８５０ｃｍ２培養ボトルの中で約３００ｍＬの成長培地を使用することと、
　約１０,０００細胞／ｃｍ２の播種密度を使用することと、
　約５．５～６．７日間にわたって培養することと、
　を含む、方法。
（１２）実施態様１１に記載の方法において、
　前記回転速度は、約０．９８ｒｐｍであり、前記培養時間は、約６．７日間である、方
法。
（１３）実施態様１１に記載の方法において、
　前記細胞密度は、少なくとも約３×１０４細胞／ｃｍ２である、方法。
（１４）実施態様１１に記載の方法において、
　前記分娩後取り出し細胞は、臍帯由来細胞である、方法。
（１５）実施態様１４に記載の方法において、
　前記分娩後取り出し細胞は、ＡＴＣＣ番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ－６０６８で
ある、方法。
（１６）ローラーボトル培養装置での分娩後取り出し細胞の集団倍加速度と採取密度と総
集団倍加数とを同時に最大化する方法において、
　約０．６５～０．９ｒｐｍの回転速度を使用することと、
　８５０ｃｍ２培養ボトルの中で少なくとも約３００ｍＬの成長培地を使用することと、
　約２,５００細胞／ｃｍ２未満の播種密度を使用することと、
　約５．５～６．５日間にわたって培養することと、
　を含む、方法。
（１７）実施態様１６に記載の方法において、
　前記回転速度は、約０．７ｒｐｍであり、前記培養時間は、約６～６．３日間である、
方法。
（１８）実施態様１６に記載の方法において、
　前記回転速度は、約０．８５ｒｐｍであり、前記培養時間は、約６～６．３日間である
、方法。
（１９）実施態様１６に記載の方法において、
　集団倍加時間は、約３９時間よりも短く、前記集団は、少なくとも約３回倍加（about 
3 doublings）し、採取時の前記細胞密度は、少なくとも約１．８×１０４細胞／ｃｍ２

である、方法。
（２０）実施態様１６に記載の方法において、
　前記分娩後取り出し細胞は、臍帯由来細胞である、方法。
（２１）実施態様２０に記載の方法において、
　前記分娩後取り出し細胞は、ＡＴＣＣ番号ＰＴＡ－６０６７およびＰＴＡ－６０６８で
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【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】最大集団倍加数（３．０４）を達成するための、計算された最適な回転速度（１
．０ｒｐｍ）、培地容量（１１２ｍＬ）、播種密度（２,５００細胞／ｃｍ２）および培
養日数（６．２７日）である。各々のグラフの黒い線は、（ｘ軸に沿った下端（low）か
ら上端（high）までの）因子の水準に対する（ｙ軸に沿った最小から最大までの）集団倍
加数のプロット値を表している。青い線は、４つのグラフ全てについて、個々のｙ軸の最
大値を表している。赤い線は、ｘ軸上の点であって、因子の水準に対する集団倍加数のプ
ロット値（黒い線）が個々のｙ軸の最大値（青い線）と交差し、したがって、因子の最適
水準を明示する点を表している。
【図２】集団倍加当りの最短時間（２９．７１）を達成するための、計算された最適の回
転速度（０．９２ｒｐｍ）、培地容量（３００ｍＬ）、播種密度（２,５００細胞／ｃｍ
２）および培養日数（５日）である。各々のグラフの黒い線は、（ｘ軸に沿った下端から
上端までの）因子の水準に対する（ｙ軸に沿った最小から最大までの）集団倍加当りの時
間のプロット値を表している。青い線は、４つのグラフ全てについて、個々のｙ軸の最大
値を表している。赤い線は、ｘ軸上の点であって、因子の水準に対する集団倍加当りの時
間のプロット値（黒い線）が個々のｙ軸の最小値（青い線）と交差し、したがって、因子
の最適水準を明示する点を表している。
【図３】最大採取密度（細胞／ｃｍ２）（３．５９×１０４個）を達成するための、計算
された最適な回転速度（０．９８ｒｐｍ）、培地容量（３００ｍＬ）、播種密度（１０,
０００細胞／ｃｍ２）および培養日数（６．６７日）である。各々のグラフの黒い線は、
（ｘ軸に沿った下端から上端までの）因子の水準に対する（ｙ軸に沿った最小から最大ま
での）採取密度のプロット値を表している。青い線は、４つのグラフ全てについて、個々
のｙ軸の最大値を表している。赤い線は、ｘ軸上の点であって、因子の水準に対する最大
採取密度のプロット値（黒い線）が個々のｙ軸の最大値（青い線）と交差し、したがって
、因子の最適水準を明示する点を表している。
【図４】最小の時間／集団倍加（３８．０７時間）、最大集団倍加数（３．１７）および
最大採取密度（細胞／ｃｍ２）（１．８×１０４個）を達成するための、計算された最適
な回転速度（０．７０５ｒｐｍ）、培地容量（３００ｍＬ）、播種密度（２,５００細胞
／ｃｍ２）および培養日数（６．１日）である。各々のグラフの黒い線は、（ｘ軸に沿っ
た下端から上端までの）因子の水準に対する（ｙ軸に沿った最小から最大までの）応答値
のプロット値を表している。青い線は、４つのグラフ全てについて、個々のｙ軸の最大値
または最小値を表している。赤い線は、ｘ軸上の点であって、因子の水準に対する応答値
のプロット値（黒い線）が、集団倍加数および採取密度の個々のｙ軸の最大値（青い線）
、ならびに集団倍加当りの時間のｙ軸の最小値（青い線）と交差し、したがって、因子の
最適水準を明示する点を表している。
【図５】最適化ローラーボトル培養条件の下、継代６代目から継代９代目までに増殖した
臍帯細胞系050604Bの培養日数に対する集団倍加数。
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