JP 5135577 B2 2013.2.6

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
胚性幹細胞のインスリン分泌細胞への分化誘導方法であって、
（ａ）ＦＧＦ−２およびアクチビンの存在下に胚性幹細胞を培養することにより胚体内胚
葉へ分化させる工程、
（ｂ）得られた胚体内胚葉を、ＦＧＦ−２の存在下、馴化培地を用いて培養することによ
り原始膵へ分化させる工程であって、該馴化培地がヒト神経膠芽細胞腫由来細胞を細胞培
養培地中で培養したものである工程、
（ｃ）得られた原始膵を、馴化培地を用いて培養することによりニューロジェニン３発現
細胞数を増加させ、ニューロジェニン３発現細胞を得る工程であって、該馴化培地が、ヒ
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ト肝内皮細胞を低グルコース細胞培養培地中で培養したものである工程、および
（ｄ）得られたニューロジェニン３発現細胞を、高グルコース濃度の細胞培養用培地中で
刺激してインスリン分泌細胞へ分化させる工程
を含む方法。
【請求項２】
アクチビンがアクチビンＡである請求項１記載の方法。
【請求項３】
アクチビンの濃度が２〜２００ｎｇ／ｍＬである請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
ヒト神経膠芽細胞腫由来細胞が、ヒト神経膠芽細胞腫由来細胞株Ｔ９８Ｇである請求項１
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〜３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
ヒト肝内皮細胞株が、ヒト肝内皮細胞株ＴＭＮＫ−１（寄託機関：独立行政法人産業技術
総合研究所

特許生物寄託センター、あて名：日本国茨城県つくば市東１丁目１番地１

中央第６（郵便番号３０５−８５６６）、寄託日：平成１４年４月１６日、受託番号：Ｆ
ＥＲＭ

ＢＰ−８０１７）である請求項１〜４のいずれかに記載の方法。

【請求項６】
各工程における培養がそれぞれ、コラーゲンタイプＩＶ、マトリゲル、フィブロネクチン
、ジェラチン、ポリオルニチンおよびラミニンよりなる群から選ばれる生体適合性材料を
用いる三次元培養である請求項１〜５のいずれかに記載の方法。
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【請求項７】
工程（ａ）において用いられる生体適合性材料がコラーゲンタイプＩＶである請求項６記
載の方法。
【請求項８】
工程（ｃ）において用いられる生体適合性材料がラミニンである請求項６または７記載の
方法。
【請求項９】
工程（ａ）における細胞培養濃度が１×１０5〜４×１０5細胞／ｍＬである請求項１〜８
のいずれかに記載の方法。
20

【請求項１０】
5

5

工程（ｂ）における細胞培養濃度が１×１０ 〜８×１０ 細胞／ｍＬである請求項１〜９
のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
工程（ａ）および／または（ｂ）におけるＦＧＦ−２の濃度が２〜２０ｎｇ／ｍＬである
請求項１〜１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
工程（ａ）において用いられる培地が、細胞培養用培地中に、ウシ胎仔血清を０．２〜３
％含有し、ウシ血清アルブミンを２〜３％含有する請求項１〜１１のいずれかに記載の方
法。
【請求項１３】
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工程（ｂ）において用いられる培地が、馴化培地中にレチノイン酸を１〜５０μｍｏｌ／
Ｌ含有する請求項１〜１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
工程（ｃ）において用いられる培地が、馴化培地中にγ−セクレターゼ阻害剤ＸＶＩＩＩ
を０．２５〜２μｍｏｌ／Ｌ含有し、ＦＧＦ−２を５〜５０ｎｇ／ｍＬ含有し、上皮増殖
因子を５〜５０ｎｇ／ｍＬ含有する請求項１〜１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
工程（ｃ）において、ニューロジェニン３発現細胞がセルソーターを用いて選別される請
求項１〜１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
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工程（ｄ）において用いられる培地が、肝細胞増殖因子を２〜５０ｎｇ／ｍＬ含有し、ニ
コチンアミドを１〜１０ｍｍｏｌ／Ｌ含有し、エクセディン−４を５〜１００ｎｍｏｌ／
Ｌ含有し、トログリタゾン１〜１０μｍｏｌ／Ｌおよび硫酸亜鉛を１〜２０μｍｏｌ／Ｌ
含有する請求項１〜１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
工程（ｄ）が、ニューロジェニン３発現細胞を高グルコース濃度の細胞培養用培地、次い
で低グルコース濃度の細胞培養用培地中で繰り返し刺激培養する工程からなり、高グルコ
ース濃度の細胞培養用培地中で１回あたり２時間の刺激培養を、１日あたり１〜３回行う
ことを１〜１０日間繰り返す請求項１〜１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
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工程（ｄ）において用いられる培地が、高グルコース濃度の細胞培養培地中に脂質、アミ
ノ酸、ビタミンおよび／またはミネラルを含有する請求項１〜１７のいずれかに記載の方
法。
【請求項１９】
工程（ｄ）が、さらにニューロジェニン３発現細胞にＭａｆＡ遺伝子を導入し発現させる
ことにより、インスリン分泌細胞のＭａｆＡ遺伝子発現を増強させることを含む請求項１
〜１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
胚性幹細胞が哺乳類由来のものである請求項１〜１９のいずれかに記載の方法。
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【請求項２１】
哺乳類がマウス、ヒト、サルよりなる群から選ばれる請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
哺乳類がマウスである請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
請求項１〜２２のいずれかに記載の方法により誘導されるインスリン分泌細胞。
【請求項２４】
インスリン分泌細胞が、スフェロイドを形成しているインスリン分泌細胞を含有する請求
項２３記載のインスリン分泌細胞。
【請求項２５】
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請求項２３または２４記載のインスリン分泌細胞を含有する糖尿病治療剤。
【請求項２６】
請求項２３または２４記載のインスリン分泌細胞を含有するバイオ人工膵臓。
【請求項２７】
請求項２３または２４記載のインスリン分泌細胞を含有する研究試薬。
【請求項２８】
請求項２３または２４記載のインスリン分泌細胞を含有する創薬モデル非ヒト動物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、胚性幹細胞（以下、ＥＳ細胞とも言う）のインスリン分泌細胞への分化誘導
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方法および該方法により誘導されるインスリン分泌細胞、ならびに糖尿病治療薬、バイオ
人工膵臓、研究試薬および創薬モデル動物に関する。
【背景技術】
【０００２】
２０００年カナダ・エドモントンのアルバータ大学から臨床膵島移植７症例についての
報告がなされた（非特許文献１参照）。後に

エドモントン・プロトコール

と呼ばれる

免疫抑制剤の斬新な使用法によって膵島移植を受けた全ての１型糖尿病症例でインスリン
療法から離脱できたと言うものである。膵島移植はインスリン依存型糖尿病患者にとって
現在もっとも理想に近い治療法である。膵臓は外分泌腺と内分泌腺から構成されている。
膵臓全容積の９８％以上を外分泌腺が占め、内分泌腺は２％以下である。１８６９年ラン
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ゲルハンスによって見いだされた内分泌腺組織は、光学顕微鏡像において外分泌腺組織の
海の中に浮かぶように存在する島のように見えることから膵島（islet）と呼ばれる。膵
島は内分泌細胞の集団であり、α細胞、β細胞、ＰＰ細胞、δ細胞などからなっている。
体内のホルモンで唯一血糖を下げる作用をもつインスリンは膵島のβ細胞から分泌される
。この膵島を膵臓から単離し、インスリン依存型糖尿病の患者に移植して一旦廃絶した血
糖降下システムの置換再生を目指すのが膵島移植である。β細胞は膵島を構成する全細胞
の８０〜８５％を占めている。β細胞は単にインスリンを分泌するのみではない．さらに
重要なのは、血中の糖分を感知することができると言うことである。糖代謝におけるイン
スリン分泌調節の主体は複数の器官が関与した複雑な系に依存していない。すなわち膵島
単独で運動時や摂食時などの急激に変化する血糖に対して迅速に反応し、それにみあった
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適量のインスリンを分泌することによって血糖を非常に狭い範囲に調節することが可能で
ある。効果対象の感知と作用の調節が一種類の細胞単独でおこなわれ、その細胞が膵島の
大部分を占めていると言う事実が膵島移植の理論的根拠となっている。
【０００３】
膵島単離成功の是非は、単離に用いる膵臓自体の善し悪しにかかっている。良好な膵島
単離のためには外分泌腺組織の状態も良い必要がある。膵島単離を目的とした膵臓摘出に
は想像以上の繊細さが要求される。例えば、膵臓にさわって圧力をかけるだけでも、膵外
分泌細胞はその含有酵素である蛋白分解酵素が放出されるため自己融解がはじまる。また
、遠隔地で膵臓が摘出された場合、膵島単離施設までの輸送中の保存についても充分な配
慮が必要となる。
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【０００４】
インスリンの不足あるいは欠乏がその原因となっている糖尿病が膵島移植の適応となる
。活性の低下の原因に基づいて糖尿病は大きく二つに分類される。一つは何らかの原因に
よって膵β細胞が破壊、障害されてインスリンの分泌がなくなるもの、もう一つは血中に
インスリンが正常あるいは正常以上に存在するのだがインスリン抵抗性が末梢組織に存在
するためインスリンの作用が低下しているものである。前者が１型糖尿病あるいは若年型
糖尿病、後者が２型糖尿病と呼ばれる。膵島移植の適応は１型糖尿病である。２型糖尿病
においても病期が進むと糖毒性やβ細胞の疲弊によってインスリンの不足を来すが、２型
糖尿病は現在のところ膵島移植の適応とはなっていない。理由は、インスリンの分泌があ
る程度保たれている２型糖尿病に対してインスリンがほとんど分泌されていない１型糖尿
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病ではインスリン療法による血糖調節が非常に困難であること、２型糖尿病はその病態の
基盤にインスリン抵抗性をもつため膵島移植の効果が懸念されるためである。２型糖尿病
でも血糖の厳格な調節は予後に良好に働くが、移植膵島の不足と言う厳然たる事実があり
１型糖尿病のみが膵島移植の対象となっている。将来移植膵島の供給が豊富となるような
状況下では、インスリン抵抗性を契機としたインスリン非依存型糖尿病もその適応となる
可能性は充分にある。
【０００５】
統計によると欧米では年間人口比（１０万人中）１２人から３５人（日本では１．５人
）が１型糖尿病を発症している。欧米社会において糖尿病は解決すべき大きな社会問題で
ある。糖尿病の一次予防と、合併症の二次予防のための対策が急務であると言える。
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【０００６】
１９９３年に糖尿病コントロールと合併症に関する臨床試験（Diabetes Control and C
omplications Trial，ＤＣＣＴ）によるインスリン強化療法の合併症に対する効果が発表
されている（非特許文献２参照）。これは、可能な限り厳格なインスリン療法であるイン
スリン強化療法によって長期合併症の予防が可能かどうかとの疑問に対する臨床試験であ
る。インスリン強化療法は従来のインスリン療法に比べて長期合併症の発症あるいは進行
を３９％から７６％減少させ、同時に低血糖発症率を３倍に増やしたと言う結果であった
。この臨床試験によって、糖尿病の長期合併症を回避するためには血糖の厳格な調節が非
常に有用であり、インスリン強化療法によってある程度その目標は達成可能であることが
示された。だが、このことは同時にインスリン療法では完璧な血糖調節は不可能であり、
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長期合併症予防にも限界があることを意味した。１型糖尿病は自己免疫の異常によって、
インスリンを産生する膵β細胞が特異的に破壊されることで発症する（非特許文献３参照
）。その根本的治療には、膵β細胞の再生置換療法のひとつである移植が考えられる。こ
の方法として膵臓移植と膵島移植がある。これら二つの移植の目的は、非常に厳格な血糖
調節を可能とし、低血糖さらには長期合併症の発症を回避することである。単にインスリ
ン療法による日常の煩わしさから患者を開放し生活の質（ＱＯＬ）を向上させる事だけが
目的ではない。移植療法はインスリン依存性糖尿病を治癒と言う最終目標に向かわせる手
段として、インスリン療法よりは遙かに潜在能力を持った治療法である。しかしながら、
現行の膵島移植には大きな問題点がある。移植膵島の不足である。現在の膵島単離技術が
いかに向上しようがこれを解決することは不可能である。需要と供給のバランスが違いす
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ぎる。膵島移植が一般的移植医療とはなり得てもそのためのウエイティング・リストは膨
大なものとなり、１型糖尿病患者が実際に膵島移植の恩恵を得るには数年から十数年を要
すると言う事態になる。すなわち１型糖尿病患者が日常臨床で提示される治療法の選択肢
として膵島移植が挙げられることはありえない。
【０００７】
すでに臨床膵島移植で実証された膵島細胞の有効性と移植膵島の絶対的不足と言う２つ
の現実を前にして、膵島あるいは膵β細胞に匹敵する機能をもつ細胞を作製することは高
い社会的貢献と大きな医療経済的影響を有するものである。また、近年急速に進歩し注目
を集めている幹細胞研究でも膵内分泌細胞への分化誘導の可能性が示されており（非特許
文献４および５参照）、人為的膵β細胞産生に対する関心をさらに助長する要因となって
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いる。
【０００８】
糖尿病の患者数は１型および２型糖尿病ともに増加しており、糖尿病に伴う失明、腎不
全および心血管系病変などの重篤な合併症が多発していることからも、急増するであろう
当該医療費に対する対策は、高齢化社会をむかえるにあたって、医療上および社会的な緊
急課題である。現在臨床で用いられているインスリン投与療法では、たとえ厳格な監視下
でも１型糖尿病の血糖コントロール、２型糖尿病の合併症の発症防止は極めて困難である
。血糖を感知してそれに対する過不足ない量のインスリンを分泌する細胞を移入すること
で１型糖尿病を完治できると言う考えが今や世界中で一般的となった。しかしながら、膵
臓移植および膵島単離に要する脳死体からの摘出膵はそれを必要とする患者数に対して圧
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倒的に少なく、今後解消される見込みはない。
【０００９】
そこで、ブタ組織や細胞を利用した研究が進む一方、人畜共通感染症、生体組織適合性
や倫理的問題も浮上してきた。とくにウイルスの潜在的危険性が大きな問題となってきた
。ブタの臓器や細胞が保有するブタ由来のウイルス（とりわけ、内因性ブタ特異的レトロ
ウイルス（porcine endogenous retrovirus；ＰＥＲＶ）は、染色体に組み込まれている
ために排除は不可能である）がレシピエントに感染して病気を起こす危険性、それが家族
や医療スタッフに感染を広げ、さらに社会に新しいウイルス感染を広げる可能性である（
非特許文献６参照）。
【００１０】
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よって、ヒト成熟膵島β細胞にかわる細胞の供給源として、胚性幹細胞（ＥＳ細胞とも
言う）や組織幹細胞からのインスリン分泌細胞の分化誘導は魅力的である。よって、これ
まで多くの研究者によって、当該研究に関する報告がなされている（非特許文献４、７〜
１２参照）。
【００１１】
しかしながら、非特許文献４、７〜１１に記載された手法はインスリン分泌細胞への分
化誘導効率が低く（３％以下である）、かつ分泌されるインスリン量も正常膵島と比較す
るとｍｇ蛋白あたり１，０００分の一と少ない。これは、いずれの手法も未分化なＥＳ細
胞からインスリン分泌細胞を誘導するための初期分化のために、胚様体形成を最初の工程
で行っているためである。胚様体形成を行うことで、分化が誘導されるが、細胞が外胚葉
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、内胚葉、中胚葉と全ての方向への分化してしまうため、目的とするインスリン分泌細胞
は、内胚葉に属するために、他の外胚葉や中胚葉へと分化してくる細胞を淘汰することが
できないため、最終的な分化誘導率が低く成ってしまうと言う欠点を有する。
【００１２】
一方で、未分化なＥＳ細胞を胚様体を形成させることなく胚体内胚葉を形成させ、イン
スリン分泌細胞へ分化誘導させる手法が報告されている（「ダムール法」と言うこともあ
る）（非特許文献１２参照）。胚様体形成を行わないこの手法は、胚様体形成を行う手法
と比較して効率よくインスリン分泌細胞を得ることが可能である。しかしながら、非特許
文献１２に記載された従来技術によるインスリン分泌細胞への分化誘導効率は３−１２％
とかなり低い効率である。また、該従来技術により得られたインスリン分泌細胞のインス
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リン分泌量が正常膵島の１００分の１から５００分の１と低い効率である。これは、ダム
ール法では処置過程において、膵臓の発生過程でβ細胞への分化を抑制（非特許文献１３
参照）し、膵外分泌細胞を誘導する（非特許文献１４参照）と報告されている線維芽細胞
増殖因子−１０（ＦＧＦ−１０）を使用していることが要因のひとつである。
【００１３】
【非特許文献１】シャピロ（Ｓｈａｐｉｒｏ

ＡＭ）ら，Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．，

（２０００）３４３，ｐ．２３０−２３８．
【非特許文献２】Ｔｈｅ
ａｔｉｏｎｓ

Ｄｉａｂｅｔｅｓ

Ｔｒｉａｌ

Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

ａｎｄ

Ｃｏｍｐｌｉｃ

Ｇｒｏｕｐ．Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ
10

．，（１９９３）３２９，ｐ．９７７−９８６．
【非特許文献３】アトキンソン（Ａｔｋｉｎｓｏｎ

ＭＡ）ら，Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅ

ｄ．，（１９９４）３３１，ｐ．１４２８−１４３６．
【非特許文献４】ルメルスキー（Ｌｕｍｅｌｓｋｙ

Ｎ）ら，Ｓｃｉｅｎｃｅ，（２００

１），Ｍａｙ１８；２９２（５５２０），ｐ．１３８９−１３９４．
【非特許文献５】アッサディ（Ａｓｓａｄｙ

Ｓ）ら，Ｄｉａｂｅｔｅｓ，（２００１）

，５０，ｐ．１６９１−１６９７．
【非特許文献６】ペイシャンス（Ｐａｔｉｅｎｃｅ

Ｃ）ら，Ｎａｔ．Ｍｅｄ．，（１９

９７），３（３），ｐ．２８２−２８６．
【非特許文献７】ホリ（Ｈｏｒｉ

Ｙ）ら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ
20

ＳＡ．，（２００２）Ｄｅｃ１０；９９（２５），ｐ．１６１０５−１６１１０．
【非特許文献８】ラジャゴパル（Ｒａｊａｇｏｐａｌ

Ｊ）ら，Ｓｃｉｅｎｃｅ，（２０

０３）Ｊａｎ１７；２９９（５６０５），ｐ．３６３．
【非特許文献９】シピオネ（Ｓｉｐｉｏｎｅ

Ｓ）ら，Ｄｉａｂｅｔｏｌｏｇｉａ，（２

００４）４７（３），ｐ．４９９−５０８．
【非特許文献１０】ミヤザキ（Ｍｉｙａｚａｋｉ

Ｓ）ら，Ｄｉａｂｅｔｅｓ．（２００

４）５３（４），ｐ．１０３０−１０３７．
【非特許文献１１】ハンソン（Ｈａｎｓｓｏｎ

Ｍ）ら，Ｄｉａｂｅｔｅｓ，（２００４

）５３（１０），ｐ．２６０３−２６０９．
【非特許文献１２】ダムール（Ｄ
，ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ

Ａｍｏｕｒ

ｏｎｌｉｎｅ，１９

Ｋ

Ａ）ら，Ｎａｔ．Ｂｉｏｔｅｃｈ．

Ｏｃｔｏｂｅｒ

２００６，ｄｏｉ：

１
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０．１０３８／ｎｂｔ１２５９．
【非特許文献１３】ミラレス（Ｍｉｒａｌｌｅｓ
ｌ．

Ｆ）ら、Ｉｎｔ

Ｊ

Ｄｅｖ

Ｂｉｏ

２００６；５０（１）：１７−２６．

【非特許文献１４】ブシュシャン（Ｂｈｕｓｈａｎ

Ａ）ら、Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ．

２００１；１２８（２４）：５１０９−１７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
本発明の目的は、充分に機能的であり、大量供給が可能で安全なインスリン分泌細胞な
らびに該細胞を用いた糖尿病治療薬、バイオ人工膵臓、研究試薬および創薬モデル動物を
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提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
前記問題点に鑑み鋭意検討した結果、アクチビンを用いて未分化なＥＳ細胞から分化さ
せた胚体内胚葉を、馴化培地を用いてニューロジェニン３発現細胞へ分化させたのちに該
ニューロジェニン３発現細胞を高グルコース培地で刺激することにより、インスリン分泌
細胞へ効率的に分化誘導できることを見出し、本発明を完成した。
【００１６】
すなわち、本発明は、胚性幹細胞のインスリン分泌細胞への分化誘導方法であって、（
ａ）線維芽細胞増殖因子およびアクチビンの存在下に胚性幹細胞を培養することにより胚
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体内胚葉へ分化させる工程、（ｂ）得られた胚体内胚葉を、線維芽細胞増殖因子の存在下
、馴化培地を用いて培養することにより原始膵へ分化させる工程、（ｃ）得られた原始膵
を、馴化培地を用いて培養することによりニューロジェニン３（Ｎｇｎ３）発現細胞数を
増加させ、ニューロジェニン３発現細胞を得る工程、および（ｄ）得られたニューロジェ
ニン３発現細胞を、高グルコース濃度の細胞培養用培地中で刺激してインスリン分泌細胞
へ分化させる工程を含む方法に関する。
【００１７】
線維芽細胞増殖因子は線維芽細胞増殖因子−１０以外の線維芽細胞増殖因子であること
が好ましい。
【００１８】
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アクチビンはアクチビンＡであることが好ましい。
【００１９】
アクチビンの濃度が２〜２００ｎｇ／ｍＬであることが好ましい。
【００２０】
工程（ｂ）において用いられる馴化培地が、ヒト神経膠芽細胞腫由来細胞株Ｔ９８Ｇを
無血清細胞培養培地中で培養したものであることが好ましい。
【００２１】
工程（ｃ）において用いられる馴化培地が、ヒト肝内皮細胞株ＴＭＮＫ−１または血管
内皮細胞を低グルコース細胞培養培地中で培養したものであることが好ましい。
【００２２】

20

各工程における培養がそれぞれ、コラーゲンタイプＩＶ、マトリゲル、フィブロネクチ
ン、ジェラチン、ポリオルニチンおよびラミニンよりなる群から選ばれる生体適合性材料
を用いる三次元培養であることが好ましい。
【００２３】
工程（ａ）において用いられる生体適合性材料がコラーゲンタイプＩＶであることが好
ましく、工程（ｃ）において用いられる生体適合性材料がラミニンであることが好ましい
。
【００２４】
工程（ａ）における細胞培養濃度が１×１０5〜４×１０5細胞／ｍＬであることが好ま
しく、工程（ｂ）における細胞培養濃度が１×１０5〜８×１０5細胞／ｍＬであることが
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好ましい。
【００２５】
工程（ａ）および／または（ｂ）において、線維芽細胞増殖因子の濃度が２〜２０ｎｇ
／ｍＬであることが好ましい。
【００２６】
工程（ａ）において用いられる培地が、無血清細胞培養用培地中に、ウシ胎仔血清を０
．２〜３％含有し、ウシ血清アルブミンを２〜３％含有することが好ましい。
【００２７】
工程（ｂ）において用いられる培地が、馴化培地中にレチノイン酸を１〜５０μｍｏｌ
／Ｌ含有することが好ましい。
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【００２８】
工程（ｃ）において用いられる培地が、馴化培地中にγ−セクレターゼ阻害剤ＸＶＩＩ
Ｉを０．２５〜２μｍｏｌ／Ｌ含有し、線維芽細胞増殖因子を５〜５０ｎｇ／ｍＬ含有し
、上皮増殖因子を５〜５０ｎｇ／ｍＬ含有することが好ましい。
【００２９】
工程（ｃ）において、ニューロジェニン３発現細胞が、セルソーターを用いて選別され
ることが好ましい。
【００３０】
工程（ｄ）において用いられる培地が、肝細胞増殖因子を２〜５０ｎｇ／ｍＬ含有し、
ニコチンアミドを１〜１０ｍｍｏｌ／Ｌ含有し、エクセディン−４を５〜１００ｎｍｏｌ
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／Ｌ含有し、トログリタゾン１〜１０μｍｏｌ／Ｌおよび硫酸亜鉛を１〜２０μｍｏｌ／
Ｌ含有することが好ましい。
【００３１】
工程（ｄ）が、ニューロジェニン３発現細胞を高グルコース濃度の細胞培養用培地、次
いで低グルコース濃度の細胞培養用培地中で繰り返し刺激培養する工程からなり、高グル
コース濃度の細胞培養用培地中で１回あたり２時間の刺激培養を、１日あたり１〜３回行
うことを１〜１０日間繰り返すことが好ましい。
【００３２】
工程（ｄ）において用いられる培地が、高グルコース濃度の細胞培養培地中に脂質、ア
ミノ酸、ビタミンおよび／またはミネラルを含有することが好ましい。
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【００３３】
工程（ｄ）が、ニューロジェニン３発現細胞にＭａｆＡ遺伝子を導入し発現させること
により、インスリン分泌細胞のＭａｆＡ遺伝子発現を増強させることを含むことが好まし
い。
【００３４】
胚性幹細胞が哺乳類由来のものであることが好ましく、哺乳類がマウス、ヒト、サルよ
りなる群から選ばれることがさらに好ましく、哺乳類がマウスであることが最も好ましい
。
【００３５】
本発明はまた、前記分化誘導方法により誘導されるインスリン分泌細胞に関する。
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【００３６】
インスリン分泌細胞が、スフェロイドを形成しているインスリン分泌細胞を含有するこ
とが好ましい。
【００３７】
本発明はさらに、前記インスリン分泌細胞を含有する糖尿病治療剤に関する。
【００３８】
本発明はさらに、前記インスリン分泌細胞を含有するバイオ人工膵臓に関する。
【００３９】
本発明はさらに、前記インスリン分泌細胞を含有する研究試薬に関する。
【００４０】
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本発明はさらに、前記インスリン分泌細胞を含有する創薬モデル動物に関する。
【発明の効果】
【００４１】
本発明の分化誘導方法により、健常ヒト膵臓細胞を代替するのに充分機能的であり、大
量供給が可能で安全なインスリン分泌細胞を誘導することができる。また、本発明の糖尿
病治療剤、バイオ人工膵臓、研究試薬および創薬モデル動物は、糖尿病に対し安全性の高
い治療が実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
本発明は、アクチビンを用いて未分化なＥＳ細胞から分化させた胚体内胚葉を、馴化培
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地を用いてニューロジェニン３発現細胞へ分化させたのちに該細胞を高グルコース培地で
刺激することにより、インスリン分泌細胞へ効率的に分化誘導する方法に関する。
【００４３】
本発明のＥＳ細胞からインスリン分泌細胞を分化誘導する方法には、（ａ）線維芽細胞
増殖因子およびアクチビンの存在下に胚性幹細胞を培養することにより胚体内胚葉へ分化
させる工程、（ｂ）得られた胚体内胚葉を、線維芽細胞増殖因子の存在下、馴化培地を用
いて培養することにより原始膵へ分化させる工程、（ｃ）得られた原始膵を、馴化培地を
用いて培養することによりニューロジェニン３発現細胞数を増加させ、ニューロジェニン
３発現細胞を得る工程、および（ｄ）得られたニューロジェニン３発現細胞を、高グルコ
ース濃度の細胞培養用培地中で刺激してインスリン分泌細胞へ分化させる工程を含む方法
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が含まれる。
【００４４】
ＥＳ細胞としては、哺乳類由来のものが好ましく、哺乳類としては、マウス、ヒト、サ
ルなどが挙げられる。
【００４５】
ＥＳ細胞は、受精卵が成長を続ける初期の段階である胚から製造することができる。卵
子と精子が１つになった受精卵は、胎児へと成長していく途中で２つ、４つ、８つ・・・
と分裂を繰り返し、５、６日目には胚盤胞と呼ばれる状態になる。胚盤胞は直径０．１ｍ
ｍほどの球状のかたまりである内部細胞塊を抱く胞胚腔から構成される。内側の細胞塊は
、いずれ内胚葉、中胚葉、外胚葉へと成長し、体のあらゆる細胞を形作っていく部分で、
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栄養外胚葉はそれらの胎盤を形成し、また胚を外界から隔離する袋を形成する。この内部
細胞塊をほぐしたのち、細胞を取り出し、これらの細胞を増殖可能でかつ分化しない環境
で培養することによりＥＳ細胞を製造することができる。したがって、ＥＳ細胞は、前記
のとおり胚から製造することができる。
【００４６】
このようなＥＳ細胞は、マウスでは１９８１年にエバンスら（Ｅｖａｎｓ
．，

１９８１，

ｉｎ

ＧＲ．

７８：

Ｎａｔｕｒｅ

ｅｔ

ａｌ．，

２９２：
１９８１，

ｅｔ

ａｌ

１５４−６．）や、マーチンら（Ｍａｒｔ
Ｐｒｏｃ

Ｎａｔｌ

Ａｃａｄ

Ｓｃｉ

７６３４−８．）によって樹立され、商品としては大日本住友製薬株式会社（大
20

阪、日本）などから購入可能である。
【００４７】
このようなＥＳ細胞は、ヒトでは１９９８年にトムソンら（Ｔｈｏｍｓｏｎ

ｅｔ

ａ

ｌ．，Ｓｃｉｅｎｃｅ，１９９８，２８２：１１４５−７．）によって樹立され、ＷｉＣ
ｅｌｌ研究施設（ＷｉＣｅｌｌ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ、ウェブサイト

：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｉｃｅｌｌ．ｏｒｇ／、マジソン、ウイスコンシン州、米国
）から入手可能である。
【００４８】
我国においては、ヒトＥＳ細胞の研究はナショナルバイオリソースプロジェクトに指定
されており、京都大学再生医科学研究所附属幹細胞医学研究センターで樹立されたヒトＥ
Ｓ細胞が、「再生医科学研究所ヒトＥＳ細胞分配規定」（平成１５年１１月２６日施行）
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にしたがって、文部科学大臣の確認（承認）を得るなどの一定の条件下に入手が可能であ
るため、万人が実験を自由に行うことはできない状況がある。しかしながら、非特許文献
１２においてダムール（Ｋｅｖｉｎ

Ａ

Ｄ

Ａｍｏｕｒ）らがヒトＥＳ細胞からインス

リン分泌細胞が誘導できることを、また、成体の膵島から分離されたネスチン陽性の幹細
胞をアクチビンＡとＨＧＦないしはアクチビンＡとベータセルリンないしは、ニコチン酸
アミドとエクセンディン−４の存在下で培養することでラットおよびヒトで同程度に種を
問わずインスリン分泌細胞へ誘導できることを報告している事実を鑑みると、いずれの種
由来のＥＳ細胞、特にヒト由来のＥＳ細胞を使用しても、本発明にしたがってインスリン
分泌細胞へ分化誘導することができることは当業者に明らかである（Ｚｕｌｅｗｓｋｉ
Ｈ，

Ａｂｒａｈａｍ

ｒｉｔｚ

Ｗ，

ＥＪ，

Ｍｕｌｌｅｒ

Ｈａｂｅｎｅｒ

ＪＦ．

ｖｅ

ｃｅｌｌｓ

ｓｔｅｍ

ａｔｉｃ

ｉｓｌｅｔｓ

ａｎｃｒｅａｔｉｃ
ｉｃ

Ｇｅｒｌａｃｈ
Ｂ，

ＭＪ，

Ｖａｌｌｅｊｏ

Ｄａｎｉｅｌ
Ｍ，

Ｍｕｌｔｉｐｏｔｅｎｔｉａｌ
ｉｓｏｌａｔｅｄ

ｐｈｅｎｏｔｙｐｅｓ．

Ｔｈｏｍａｓ

ｅｘ

ａｄｕｌｔ
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ＭＫ，

ｐａｎｃｒｅ

ｖｉｖｏ

ｅｘｏｃｒｉｎｅ，

Ｄｉａｂｅｔｅｓ

Ｍｏ

ｎｅｓｔｉｎ−ｐｏｓｉｔｉ

ｆｒｏｍ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅ

ｅｎｄｏｃｒｉｎｅ，

ＰＢ，

ｉｎｔｏ

ａｎｄ

ｐ

ｈｅｐａｔ

２００１；５０（３）：５２１−３

３参照）。
【００４９】
本発明の細胞の培養方法において用いられる培地は、細胞を増殖させることができるも
のであればいかなる組成のものでもよく、無機質、糖、アミノ酸、ペプチド、ビタミン、
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有機酸、核酸、ｐＨ調整剤、酵素等の細胞の培養に必要な成分を含有するものであればよ
い。
【００５０】
本発明において、ＥＳ細胞の分化誘導培養に用いる容器としては、分化誘導能、機能発
現能、および生存能等の点から生体適合性材料を用いたスキャフォールドでコートされた
培養皿を使用するのが好ましい。該スキャフォールドとしては、ラミニン、フィブロネク
チン、コラーゲン（コラーゲンタイプＩＶやコラーゲンタイプＩなど）、ジェラチン、エ
ンタクチン、ポリオルニチン、自己組織化能を有するペプチドハイドロゲル、Ｐｏｌｙ（
ｐ−Ｎ−ｖｉｎｙｌｂｅｎｚｙｌ−Ｄ−ｌａｃｔｏｎａｍｉｄｅ）（ＰＶＬＡ）（ラクト
ースを側鎖にもつポリスチレン誘導体）などが挙げられる。市販品としてはマトリゲル（

10

Ｍａｔｒｉｇｅｌ、ラミニン５６％、コラーゲンタイプＩＶ３１％、エンタクチン８％か
らなる、ベクトン

ディッキンソン

ューストマトリゲル（ＧＦＲ

アンド

カンパニー製）、グロースファクターリデ

Ｍａｔｒｉｇｅｌ、ラミニン６１％、コラーゲンＩＶ３０

％、エンタクチン７％からなる、ベクトン

ディッキンソン

アンド

カンパニー製）、

ピュラマトリックス（ＰｕｒａＭａｔｒｉｘ、アミノ酸１６残基（Ａｃ−（ＲＡＤＡ）4
−ＣＯＮＨ2）で長さが約５ｎｍのオリゴペプチドであるペプチドハイドロゲル、株式会
社スリー・ディー・マトリックス・ジャパン製）、Ｐｏｌｙ（ｐ−Ｎ−ｖｉｎｙｌｂｅｎ
ｚｙｌ−Ｄ−ｌａｃｔｏｎａｍｉｄｅ）（ＰＶＬＡ）（有限会社セラジックス製）などが
挙げられる。ＥＳ細胞から胚体内胚葉への分化誘導培養する工程（工程（ａ））において
は、コラーゲンタイプＩＶもしくはマトリゲルで加工した培養皿が最も好ましく、次いで

20

フィブロネクチン、ジェラチン、ラミニン、非加工の順が好ましい。胚体内胚葉を原始膵
へ分化させる工程（工程（ｂ））においては、コラーゲンタイプＩＶもしくはマトリゲル
で加工した培養皿が最も好ましく、次いでフィブロネクチン、ジェラチン、ラミニン、非
加工の順が好ましい。原始膵からニューロジェニン３発現細胞を得る工程（工程（ｃ））
においては、ラミニンで加工した培養皿が最も好ましく、次いでマトリゲル、フィブロネ
クチン、コラーゲンタイプＩＶ、ジェラチン、非加工の順が好ましい。ニューロジェニン
３発現細胞からインスリン分泌細胞へ分化させる工程（工程（ｄ））においては、マトリ
ゲル加工培養皿が最も好ましく、ポリオルニチン（ｐｏｌｙｏｒｎｉｔｉｎｅ）、フィブ
ロネクチン、ラミニン、コラーゲンタイプＩＶ、ジェラチン、非加工の順が好ましい。
30

【００５１】
本発明のＥＳ細胞から胚体内胚葉への分化誘導培養する工程（工程（ａ））において用
いられる培地としては、たとえば、（１）ホルモン成長因子を添加した無血清細胞培養用
培地、（２）ＥＳ分化誘導培地（ＤＭＥＭ

Ｆ１２）〔ＤＭＥＭ（インビトロジェン社製

）と栄養素混合物ハムＦ−１２（インビトロジェン社製）が１：１容量比の割合で混合さ
れ、４．５ｍｇ／ｍＬ濃度のグルコース、２０％ＦＢＳ、２ｍｍｏｌ／Ｌ−グルタミン、
２５ｍｍｏｌ／Ｌ

ＨＥＰＥＳ（インビトロジェン社製）、１００ｍｇ／ｍＬペニシリン

、１００ｍｇ／ｍＬストレプトマイシン（シグマ−アルドリッチ

コーポレーション製）

を加え、ＬＩＦを加えないもの〕、（３）霊長類ＥＳ細胞用培地（（株）リプロセル製な
ど）、（４）マウス胚性線維芽細胞用馴化培地（Ｒ＆Ｄシステム製など）などが挙げられ
る。なかでもホルモン成長因子を添加した無血清細胞培養用培地が好ましく、無血清細胞

40

培養用培地としては、ＲＰＭＩ１６４０培地（シグマ社製）、ＤＭＥＭ培地（インビトロ
ジェン社製）、ハムＦ−１２培地（インビトロジェン社製）などが挙げられ、ＲＰＭＩ１
６４０培地、ＤＭＥＭ培地およびハムＦ−１２培地の混合成分から構成される混合培地が
好ましい。ホルモン成長因子としては、インスリン、トランスフェリン、亜セレン酸ナト
リウム、エタノールアミンなどが挙げられ、インスリン、トランスフェリン、亜セレン酸
ナトリウムおよびエタノールアミンを全て添加することが好ましい。市販されている好ま
しい培地としては、エス・クロン（Ｓ−Ｃｌｏｎｅ）培地（三光純薬株式会社製）が挙げ
られ、造血幹細胞研究用無血清基本培地エス・クロンＳＦ−０３培地（三光純薬株式会社
製）を用いることが好ましい。培養時の細胞濃度は１×１０5〜４×１０5細胞／ｍＬであ
ることが好ましく、１．７５×１０5細胞／ｍＬであることが最も好ましい。培養温度は
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２２〜３７℃の範囲が好ましく、ｐＨは７．２〜７．４の範囲が好ましい。工程（ａ）の
培養期間は１〜７日程度である。
【００５２】
前記工程（ａ）に用いる培地には、分化誘導因子、細胞増殖因子などを加えることが好
ましい。たとえば、アクチビンおよび／または線維芽細胞成長因子を加えることが好まし
く、アクチビンおよび線維芽細胞成長因子の両方を加えることがとくに好ましい。アクチ
ビンとしては、アクチビンＡ、アクチビンＢ、アクチビンＡＢ等が挙げられ、好ましいも
のとしてアクチビンＡが挙げられる、次いでアクチビンＡＢ、アクチビンＢである。培地
に加える濃度としては、アクチビンでは２〜２００ｎｇ／ｍＬ、線維芽細胞成長因子では
５〜２０ｎｇ／ｍＬであることが好ましく、アクチビンでは５〜１５０ｎｇ／ｍＬ、線維

10

芽細胞成長因子では１０〜２０ｎｇ／ｍＬであることがさらに好ましく、アクチビンでは
１０〜１００ｎｇ／ｍＬ、線維芽細胞成長因子では２０ｎｇ／ｍＬであることが最も好ま
しい。線維芽細胞増殖因子の濃度が前記範囲未満の場合、細胞が死滅する傾向があり、一
方前記範囲を超える場合、中胚葉に分化する傾向がある。さらに前記培地には、ウシ胎仔
血清、ヒト血清などの血清および血清アルブミンを添加することが好ましい。たとえば、
０．２〜３％のウシ胎仔血清および２〜３％ウシ血清アルブミンを添加することが好まし
く、０．２％のウシ胎仔血清および２．５％ウシ血清アルブミンを添加した培地で６〜２
４時間培養後、１％のウシ胎仔血清および２．５％ウシ血清アルブミンを添加した培地で
６〜４８時間培養し、次いで３％のウシ胎仔血清および２．５％ウシ血清アルブミンを添
加した培地で１２〜９６時間培養後することがより好ましく、０．２％のウシ胎仔血清お

20

よび２．５％ウシ血清アルブミンを添加した培地で１２〜２４時間培養後、１％のウシ胎
仔血清および２．５％ウシ血清アルブミンを添加した培地で２４〜４８時間培養し、次い
で３％のウシ胎仔血清および２．５％ウシ血清アルブミンを添加した培地で４８〜９６時
間培養することが最も好ましい。
【００５３】
本発明の胚体内胚葉を原始膵へ分化させる工程（工程（ｂ））において用いる培地とし
ては、たとえば、ヒト細胞株を無血清細胞培養用培地で培養した馴化培地（コンディショ
ンド

メディウム（ＣＭ）とも言う）が挙げられる。ヒト細胞株としては、ヒト神経膠芽

細胞腫由来細胞株Ｔ９８Ｇ（ＡＴＣＣ番号、ＣＲＬ−１６９０）、神経外胚葉性腫瘍細胞
株（ｈｕｍａｎ

ｎｅｕｒｏｅｃｔｏｄｅｒｍａｌ

ｔｕｍｏｒ

ｃｅｌｌ

ｌｉｎｅ

30

ＳＫ−ＰＮ−ＤＷ（ＡＴＣＣ番号、ＣＲＬ−２１３９）などが挙げられ、ヒトグリア芽種
由来細胞株としては、たとえば、以下のものが利用可能である（いずれも、ＡＴＣＣ（米
国）から入手可能である。ホームページは、ｗｗｗ．ａｔｃｃ．ｏｒｇ参照）。
【００５４】
ヒト神経芽細胞株（ｅｍｂｒｙｏｎａｌ

ｎｅｕｒｏｂｌａｓｔｏｍａ）ＳＫ−Ｎ−ＤＺ

、ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ−２１４９
ヒト神経芽細胞株ＳＫ−Ｎ−ＡＳ、ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ−２１３７
ヒト神経芽細胞株ＳＫ−Ｎ−ＦＩ、ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ−２１４２
ヒト脳由来；線維芽細胞種ＩＭＲ−３２、ＡＴＣＣ番号：ＣＣＬ−１２７
ヒト神経芽細胞株ＣＨＰ−２１２、ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ−２２７３

40

ヒト神経芽細胞株ＳＨ−ＳＹ５Ｙ、ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ−２２６６
ヒト神経芽細胞株ＢＥ（２）−Ｍ１７、ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ−２２６７
ヒト神経芽細胞株ＢＥ（２）−Ｃ、ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ−２２６８
ヒト神経芽細胞株ＳＫ−Ｎ−ＢＥ（２）、ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ−２２７１
ヒト神経芽細胞株ＳＫ−Ｎ−ＳＨ、ＡＴＣＣ番号：ＨＴＢ−１１
【００５５】
また、以下の細胞株も利用可能である（Ｃｈｅｍｉｃｏｎから入手可能である。ホーム
ページは、ｗｗｗ．ｃｈｅｍｉｃｏｎ．ｃｏｍ参照）。
不死化膵間葉細胞株ＬＴ２（ＬＴ２
Ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａｌ

Ｃｅｌｌ

Ｉｍｍｏｒｔａｌｉｚｅｄ

Ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ

Ｌｉｎｅ）、カタログ番号：ＳＣＲ０１３
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Ｐｒｉｍａｒｙ

Ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ

Ｍｅｓ

Ｌｉｎｅ）、カタログ番号：ＳＣＲ０１４

【００５６】
なかでも、ヒト神経膠芽細胞腫由来細胞株Ｔ９８Ｇ（ＡＴＣＣ番号、ＣＲＬ−１６９０
）をエス・クロンＳＦ−０３培地で培養した馴化培地を用いることが最も好ましい。馴化
培地作製時の細胞培養濃度は５×１０5〜１×１０6細胞／ｍＬであることが好ましく、８
×１０5細胞／ｍＬであることが最も好ましい。馴化培地作製時の培養温度は３５〜３７
℃の範囲が好ましく、ｐＨは７．２〜７．５の範囲が好ましい。培養期間は３〜５日程度
である。馴化培地を使用する前にはフィルターなどで細胞を除去することが好ましい。胚
体内胚葉の培養の細胞濃度は１×１０5〜８×１０5細胞／ｍＬであることが好ましく、１

10

．７５×１０5細胞／ｍＬであることが最も好ましい。培養温度は２２〜３７℃の範囲が
好ましく、ｐＨは７．２〜７．５の範囲が好ましい。培養期間は４〜１０日程度である。
【００５７】
前記工程（ｂ）に用いる培地には、たとえば、線維芽細胞成長因子および／またはレチ
ノイン酸を加えることが好ましく、レチノイン酸および線維芽細胞成長因子の両方を加え
ることがとくに好ましい。培地に加える濃度としては、レチノイン酸では１〜５０μｍｏ
ｌ／Ｌ、線維芽細胞成長因子では５〜２０ｎｇ／ｍＬであることが好ましく、レチノイン
酸では１０〜２０μｍｏｌ／Ｌ、線維芽細胞成長因子では１０〜２０ｎｇ／ｍＬであるこ
とがさらに好ましく、レチノイン酸では１０μｍｏｌ／Ｌ、線維芽細胞成長因子では２０
ｎｇ／ｍＬであることが最も好ましい。線維芽細胞増殖因子の濃度が前記範囲未満の場合

20

、細胞が死滅する傾向があり、一方前記範囲を超える場合、中胚葉に分化する傾向がある
。
【００５８】
本発明の原始膵からニューロジェニン３発現細胞を得る工程（工程（ｃ））において用
いる培地としては、ヒト細胞株を低グルコース培地で培養した馴化培地が挙げられる。ヒ
ト細胞株としては、ヒト肝内皮細胞株、ヒト血管内皮細胞株、が挙げられ、たとえば、以
下の細胞株が利用可能である（ＳｃｉｅｎＣｅｌｌ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ｌａｂｏｒａｔ

ｏｒｉｅｓから入手可能である（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｉｅｎｃｅｌｌｏｎｌｉｎ
ｅ．ｃｏｍ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ．ｈｔｍ参照））。
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【００５９】
カタログ番号１０００

ＨＢＭＥＣ（ヒト脳血管内皮細胞（Human Brain Microvascular

Endothelial Cells））
カタログ番号１３００

ＨＣＰＥＣ（ヒト脳脈絡叢血管内皮細胞（Human Choroid Plexus

Endothelial Cells））
カタログ番号２９００

ＨＩＭＥＣ（ヒト小腸血管内皮細胞（Human Intestinal Microva

scular Endothelial Cells））
カタログ番号６０００

ＨＣＭＥＣ（ヒト心臓血管内皮細胞（Human Cardiac Microvascu

lar Endothelial Cells）
カタログ番号６１００

ＨＡＥＣ（ヒト大動脈血管内皮細胞（Human Aortic Endothelial
40

Cells））
カタログ番号６５３０

ＨＲＥＣ（ヒト網膜血管内皮細胞（Human Retinal Endothelial

Cells））
カタログ番号８０００

ＨＵＶＥＣ（ヒト臍帯静脈血管内皮細胞（Human Umbilical Vein

Endothelial Cells））
カタログ番号８０１０

ＨＵＡＥＣ（ヒト臍帯動脈血管内皮細胞（Human Umbilical Arte

ry Endothelial Cells））
【００６０】
なかでもヒト肝内皮細胞株またはヒト血管内皮細胞株を用いることが好ましく、ヒト肝
内皮細胞株ＴＭＮＴ−１細胞（寄託機関：独立行政法人産業技術総合研究所
託センター、あて名：日本国茨城県つくば市東１丁目１番地１

特許生物寄

中央第６（郵便番号３０
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５−８５６６）、寄託日：平成１４年４月１６日、受託番号：ＦＥＲＭ

ＢＰ−８０１７
5

）を用いることが最も好ましい。馴化培地作製時の細胞濃度は５×１０ 〜１０×１０5細
胞／ｍＬであることが好ましく、８×１０5細胞／ｍＬであることが最も好ましい。馴化
培地作製時の培養温度は３５〜３７℃の範囲が好ましく、ｐＨは７．２〜７．５の範囲が
好ましい。培養期間は３〜５日程度である。馴化培地を使用する前にはフィルターなどで
細胞を除去することが好ましい。
【００６１】
ニューロジェニン３（Ｎｇｎ３）プロモーター下にｅＹＦＰ（enhanced yellow fluore
scence；増強黄色蛍光タンパク質）を一過性に発現するプラスミドベクターｎｇｎ３−Ｓ
ｐｅｌ−ｅＹＦＰ（以下の論文から当該プラスミドベクターは入手可能である。Ｍｅｌｌ
ｉｔｚｅｒ

Ｇ，

ｉｎ

Ｂａｒｔｈｓ

Ｃ，

Ｍａｒｔｉｎ
Ｊ，

Ｍ，

ａｄｗｏｈｌ

Ｇ．

ｌｌｓ

ｎｅｕｒｏｇｅｎｉｎ

ｉｎ

ｒｏｔｅｉｎ

Ｓｉｄｈｏｕｍ−Ｊｅｎｎｙ

Ｓｅｙｍｏｕｒ

Ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ

ＰＡ，

ｉｓｌｅｔ

３−ｙｅｌｌｏｗ

ｋｎｏｃｋ−ａｄｄ−ｏｎ

Ｍ，

Ｓａｎｄｅｒ

Ｏｒｖａ
Ｍ，

Ｇｒ

ｐｒｏｇｅｎｉｔｏｒ

ｃｅ

ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ

ｍｉｃｅ．Ｍｏｌ

10

ｐ

Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．

１８（１１）：２７６５−７６．２００４）を導入する時の細胞濃度は１００×１０5〜
５００×１０5細胞／ｍＬであることが好ましく、１００×１０5〜２００×１０5細胞／
ｍＬであることが最も好ましい。遺伝子導入時の培養温度は３５〜３７℃の範囲が好まし
く、ｐＨは７．２〜７．５の範囲が好ましい。導入期間は１〜５秒程度である。遺伝子導
入および選別後の培養における細胞濃度は１×１０4〜１×１０5細胞／ｍＬであることが
4

4

20

4

好ましく、３×１０ 〜８×１０ 細胞／ｍＬであることがさらに好ましく、５×１０ 細
胞／ｍＬであることが最も好ましい。培養温度は３５〜３７℃の範囲が好ましく、ｐＨは
７．２〜７．５の範囲が好ましい。培養期間は３〜１０日程度である。
【００６２】
前記工程（ｃ）に用いる馴化培地には、細胞増殖因子などを加えることが細胞の分化誘
導効率を考慮すると好ましい。たとえば、上皮細胞増殖因子および／または線維芽細胞成
長因子を加えることが好ましく、上皮細胞増殖因子および線維芽細胞成長因子の両方を加
えることがとくに好ましい。培地に加える濃度としては、上皮細胞増殖因子では５〜５０
ｎｇ／ｍＬ、線維芽細胞成長因子では５〜５０ｎｇ／ｍＬであることが好ましく、上皮細
胞増殖因子では１０〜５０ｎｇ／ｍＬ、線維芽細胞成長因子では１０〜５０ｎｇ／ｍＬで

30

あることがさらに好ましく、上皮細胞増殖因子では２０ｎｇ／ｍＬ、線維芽細胞成長因子
では２０ｎｇ／ｍＬであることが最も好ましい。線維芽細胞増殖因子の濃度が前記範囲未
満の場合、細胞の増殖が減弱する傾向がある。さらに前記馴化培地には、γ−セクレター
ゼインヒビターＸＶＩＩＩを０．２５〜２μｍｏｌ／Ｌ添加することが好ましく、０．５
〜１．５μｍｏｌ／Ｌ添加することがより好ましく、１μｍｏｌ／Ｌ添加することが最も
好ましい。γ−セクレターゼインヒビターＸＶＩＩＩを添加せずに培養を行うと、細胞の
生存率が低下する傾向がある。
【００６３】
本発明のニューロジェニン３発現細胞からインスリン分泌細胞へ分化させる工程（工程
（ｄ））において用いる培地としては、ヒト膵島を低グルコース培地で培養した馴化培地
、ＲＰＭＩ１６４０培地、Ｗｉｌｌｉａｍ

ｓ

40

Ｅ培地、ＣＭＲＬ１０６６培地（インビ

トロジェン社製）、低グルコースＤＭＥＭ培地（インビトロジェン社製）、などが挙げら
れ、インスリン分泌細胞の疲弊を防ぐ点から、低グルコース培地を用いることが好ましい
。インスリン分泌細胞のグルコース応答性を高める点から、低グルコース培地を用いた培
養中、血清無添加の高グルコース培養培地に毎日１〜３回、それぞれ約２時間（限定され
ないが、１時間〜３時間が好ましく、１時間半から２時間半が更に好ましい。）刺激培養
することがより好ましい。細胞培養濃度は１×１０5〜１０×１０5細胞／ｍＬであること
が好ましく、５×１０5〜７×１０5細胞／ｍＬであることが最も好ましい。培養温度は２
２〜３７℃の範囲が好ましく、ｐＨは７．２〜７．５の範囲が好ましい。培養期間は１〜
１０日である事が好ましく、５〜７日であることが最も好ましい。
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【００６４】
前記工程（ｄ）に用いる培地には、肝細胞増殖因子、ニコチンアミド、硫酸亜鉛、トロ
グリタゾン（troglitazone）、エクスディン−４（exendin‑4）の１種または２種以上加
えることが好ましく、全種類加えることがとくに好ましい。培地に加える濃度としては、
肝細胞増殖因子では２〜２０ｎｇ／ｍＬ、ニコチンアミドでは１〜１０ｍｍｏｌ／Ｌ、硫
酸亜鉛では１〜２０μｍｏｌ／Ｌ、トログリタゾンでは１〜１０μｍｏｌ／Ｌ、エクスデ
ィン４では５〜１００ｎｍｏｌ／Ｌであることが好ましく、肝細胞増殖因子では２〜１０
ｎｇ／ｍＬ、ニコチンアミドでは５〜１０ｍｍｏｌ／Ｌ、硫酸亜鉛では１０〜２０μｍｏ
ｌ／Ｌ、トログリタゾンでは５〜１０μｍｏｌ／Ｌ、エクスディン−４では１０〜１００
ｎｍｏｌ／Ｌであることがさらに好ましく、肝細胞増殖因子では１０ｎｇ／ｍＬ、ニコチ

10

ンアミドでは１０ｍｍｏｌ／Ｌ、硫酸亜鉛では１６．７μｍｏｌ／Ｌ、トログリタゾンで
は１０μｍｏｌ／Ｌ、エクスディン−４では１００ｎｍｏｌ／Ｌであることが最も好まし
い。さらに低グルコース培地には、ウシ胎仔血清、ヒト血清などの血清を添加することが
好ましく、３〜５％のウシ胎仔血清を添加することが好ましい。３％のウシ胎仔血清を添
加した培地で２〜４日間培養後５％のウシ胎仔血清を添加した培地で３〜５日間培養する
ことがより好ましく、３％のウシ胎仔血清を添加した培地で３日間培養後５％のウシ胎仔
血清を添加した培地で４日間培養することが最も好ましい。
【００６５】
工程（ｄ）において、細胞を刺激するときに用いる高グルコース培地には、高グルコー
スＤＭＥＭ培地などをそのまま用いることもできるが、高グルコースＤＭＥＭ培地などに

20

さらに脂質、アミノ酸、ビタミンおよび／またはミネラルを添加して用いることが好まし
く、高グルコースＤＭＥＭ培地に脂質、アミノ酸、ならびにビタミンおよびミネラルを添
加して用いることが最も好ましい。
【００６６】
工程（ｄ）において、馴化培地作製に使用するヒト膵島は、健常分離ヒト膵島を不死化
し増殖した後に不死化遺伝子を除去して得ることが好ましい。健常分離ヒト膵島は、公知
の方法に従ってヒト膵臓から分離することができる（Ｓｔａｕｄａｃｈｅｒ
ｃｏｒｄｉ

Ｃ，

Ｆｅｒｒａｒｉ

Ｓｔｅｌｌａ
Ｇ，

Ｓｏｃｃｉ

Ｄｉｃａｒｌｏ

１６６５−１６６８，
Ｌａｃｙ

Ｍ，

１９８５

ＰＥ．，

Ｖ．

または

Ｃ，

Ｍｉｎｅｒｖａ

Ｒｉｃｏｒｄｉ

Ｄｉａｂｅｔｅｓ

３５：

Ｃ，

Ｒｉ

Ｃａｍｍｅｌｌｉ
Ｃ，

Ｃｈｉｒ．

Ｌ，
３１：

Ｆｉｎｋｅ

６４９−６５３，

ＥＨ，
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１９８６参照）

。不死化ヒト膵島は、一対の部位特異的組換え配列に挟まれた不死化遺伝子をベクターに
より膵島に導入することにより作製することができる。部位特異的組換え配列としては、
ＬｏｘＰ配列やＦＲＴ配列などが挙げられ、不死化遺伝子としては、ＤＮＡ型腫瘍ウイル
スの腫瘍抗原（Ｔ抗原）遺伝子であるＳＶ４０Ｔ遺伝子およびヒトテロメラーゼ逆転写酵
素（ｈＴＥＲＴ）遺伝子などがあげられる。不死化遺伝子導入ベクターとしては、ＳＶ４
０Ｔ遺伝子を含有するｐＹＫ−１ベクターが挙げられ、当該ベクター、ベクター導入方法
、ＳＶ４０Ｔ遺伝子の切り出し方法は当業者であれば、本願発明者の一人である小林らの
手法：国際公開第２００５／１００５４６号パンフレットおよび／またはＭｉｋｉ
Ｎａｒｕｓｈｉｍａ
ｕｔｉｅｒｒｅｚ
ｌｖａｒｅｚ
Ｅ，

Ａ，

Ｎ，

ａｔｓｕｍｏｔｏ
ｆ

Ｍ，

ｕｎｃｔｉｏｎｓ
ｅｒｉｖｅｄ

Ｔ，

Ｔａｋｅｎｏ

Ｒｉｖａｓ−Ｃａｒｒｉｌｌｏ

Ｃｈｅｎ
Ｓ，

Ｙ，

Ｔａｎａｋａ

Ｋｏｈａｒａ

Ｔａｎａｋａ

ｍｏｕｓｅ，

Ｏｋｉｔｓｕ

Ｎ，

ｒａｔ，
ｂｙ

Ｍ，Ｌａｋｅｙ

Ｋｏｂａｙａｓｈｉ
ａｎｄ

ｐｉｇ

ｃｏｃｕｌｔｕｒｅ

ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔｓ．

ＪＤ，

Ｋ，
Ｎ．

Ｙ，

Ｓｏｔｏ−Ｇ
Ｈ，

Ｍ

Ｋｏｂａｙａｓｈｉ

Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ

ｏ

ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ

ｉｓｌｅｔ

ｗｉｔｈ

ｉｓｌｅｔ−ｄ

Ｃｅｌｌ

40

Ｎａｖａｒｒｏ−Ａ

Ｎｏｇｕｃｈｉ
ＪＲ，

Ａ，

ｈｕｍａｎ

Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔ．

ｆ

２００

６；１５（４）：３２５−３４．を参照し作製することができる。
【００６７】
高グルコース培地とは、ＲＰＭＩ１６４０培地、ＤＭＥＭ培地、ハムＦ−１２培地など
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の無血清細胞培養用培地中に含まれるグルコース濃度が３６００ｍｇ／Ｌ〜４５００ｍｇ
／Ｌである培地を示し、低グルコース培地とは、無血清細胞培養用培地中に含まれるグル
コース濃度が６００ｍｇ／Ｌ〜１０００ｍｇ／Ｌである培地を示す。好ましい高グルコー
ス培地および低グルコース培地としては、それぞれ高グルコースＤＭＥＭ培地（インビト
ロジェン社製）ならびにヒト膵島を低グルコース培地で培養した馴化培地および低グルコ
ースＤＭＥＭ培地（インビトロジェン社製）がそれぞれ挙げられる。
【００６８】
本発明の分化誘導工程それぞれで用いる線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）の好ましい例と
しては、ＦＧＦ−２、ＦＧＦ−５などが挙げられ、好ましくない例としては、ＦＧＦ−１
10

０が挙げられる。
【００６９】
用語「インスリン分泌細胞」とは、インスリンを合成し、細胞外へ分泌する能力を有す
る細胞を意味する。
【００７０】
用語「胚体内胚葉」とは英語ではｄｅｆｉｎｉｔｉｖｅ

ｅｎｄｏｄｅｒｍと言い、マ

ウスの３．５日胚は胚盤胞と呼ばれ、外側を包む栄養外胚葉と将来体をつくる内部細胞塊
に区別される。内部細胞塊はまだ未分化な状態だが、原腸形成によって内胚葉、中胚葉お
よび外胚葉へと最初の分化を遂げる。内胚葉の分化は少々複雑で、将来胚に取り込まれる
胚体内胚葉（Definitive Endoderm）と、胚体外内胚葉をつくる臓側内胚葉（Visceral En
doderm）に分けられる。興味深いことに、胚体内胚葉の一部は、中内胚葉（Mesendoderm

20

）と呼ばれる内胚葉と中胚葉の共通の前駆細胞に由来している（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｃｄｂ．ｒｉｋｅｎ．ｊｐ／ｊｐ／０４＿ｎｅｗｓ／ａｒｔｉｃｌｅｓ／ｐｄｆ／０５１
２０１＿ｎｉｓｈｉｋａｗａ＿ｍｅｓｅｎｄｏｄｅｒｍ．ｐｄｆ参照）。
を意味する。
【００７１】
用語「原始膵」とは英語ではｐｒｉｍｉｔｉｖｅ

ｐａｎｃｒｅａｓと言い、肝芽の少

し尾方の腹側から生じる前腸から発生する腹側膵臓芽ｖｅｎｔｒａｌ
ｉｃ
ｃ

ｂｕｄと、中腸の背側から発生する背側膵臓芽ｄｏｒｓａｌ

ｐａｎｃｒｅａｔ
ｐａｎｃｒｅａｔｉ

ｂｕｄを併せたもの（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｍｓ−ｊｕｓｅｉ．ｊｐ／０９／ａ

ｍｓｎｅｗｓ＿ｐｄｆ／２００５−１０−２１．ｐｄｆ参照）を意味する。
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【００７２】
本発明において、分化誘導を行なう培養工程には、平面培養と三次元培養のいずれも使
用できるが、近年、スキャフォールド（足場）上で細胞を三次元培養することでより生体
内環境に近い条件を作ることができ、細胞機能が向上することが知られてきており、イン
スリン分泌能の向上などの点から三次元培養が好ましい。
【００７３】
三次元培養に使用するスキャフォールドとしては、ラミニン、フィブロネクチン、コラ
ーゲンＩＶ、コラーゲンＩなどのコラーゲン、ジェラチン、エンタクチン、ペプチドハイ
ドロゲル、ｐｏｌｙ（p‑N‑vinylbenzyl‑D‑lactonamide）（ＰＶＬＡ）などが挙げられる
。市販品としては、前記マトリゲル（Matrigel）、グロースファクターリデューストマト

40

リゲル（GFR Matrigel）、ピュラマトリックス（PuraMatrix）などが挙げられる。さらに
、後述する不織布などが使用できる。
【００７４】
本発明の方法によりＥＳ細胞より分化誘導された胚体内胚葉、原始膵、ニューロジェニ
ン３発現細胞およびインスリン分泌細胞は、形態学的特徴の観察および／または逆転写ポ
リメラ−ゼ連鎖反応（ＲＴ−ＰＣＲ）で確認できる。
【００７５】
形態学的な確認方法としては、透過電子顕微鏡検査、インスリン染色などが挙げられ、
細胞に特異的な形態学的特徴を確認することが挙げられる。
【００７６】
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また、ＲＴ−ＰＣＲにより、分化誘導された細胞の形質を遺伝子の発現から評価するこ
ともできる。分化誘導の進行を表わす指標として、工程（ａ）において胚体内胚葉のマー
カーであるＦｏｘａ２（肝細胞核因子３β、ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅ

ｎｕｃｌｅａｒ

ａｃｔｏｒ

ｄｅｔｅｒｍｉｎｉ

ｎｇ

３，ｂｅｔａ）、Ｓｏｘ１７（性決定領域Ｙ、Ｓｅｘ

ｒｅｇｉｏｎ

ｆ

Ｙ）の遺伝子発現が認められる。工程（ｂ）において原始膵のマー

カーであるＦｏｘａ２、Ｓｏｘ１７、Ｐｄｘ−１（膵転写因子、ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ
ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ

ｆａｃｔｏｒ）の遺伝子発現が認められる。Ｓｈｈ（ソニ

ックヘッジホッグ）の遺伝子発現が認められない。
【００７７】
本発明に係るＥＳ細胞のインスリン分泌細胞への分化誘導方法によれば、アクチビンを

10

用いて未分化なＥＳ細胞から分化させた胚体内胚葉を、馴化培地を用いてニューロジェニ
ン３発現細胞へ分化させたのちに該ニューロジェニン３発現細胞を高グルコース培地で刺
激することにより、高い分化誘導効率でインスリン分泌細胞を誘導でき、さらにはインス
リンを効率よく分泌する細胞の製造が可能となる。本発明の分化誘導方法においては、分
化誘導効率および得られる細胞のインスリン分泌能は、従来の手法である胚様体を形成す
る分化誘導方法と比較してそれぞれ３〜５倍以上および３〜５倍以上となることが好まし
く、それぞれ約５〜１０倍以上および約５〜１０倍以上となることがさらに好ましい。
【００７８】
インスリン分泌能は、培地中に分泌された総タンパク質量（ｍｇ）に対するインスリン
分泌量（ｎｇ）で算出することができ、グルコース刺激後に測定を行いインスリン分泌能

20

を算出することによりインスリン分泌細胞の機能を評価することができる。
【００７９】
インスリン分泌細胞への分化誘導効率は、分化誘導方法における最終工程に用いるイン
スリンを分泌しない細胞数（本願発明では、分化誘導方法の工程（ｃ）で得られ、工程（
ｄ）に用いるニューロジェニン３発現細胞数が該当する）に対するインスリン分泌細胞数
で評価することができる。
【００８０】
本願発明の分化誘導方法によれば、４０〜６０％の分化誘導効率でインスリン分泌細胞
を得ることが可能である。この効率は、非特許文献１２に記載された分化誘導効率（３−
１２％、平均７．３％）と比較するとかなり高い。また、本願発明の分化誘導方法により
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得られたインスリン分泌細胞は、正常膵島の２０分の１から５０分の１のインスリン分泌
能を有する。この分泌能は、該従来技術により得られたインスリン分泌細胞のインスリン
分泌能（正常膵島の１００分の１から５００分の１）と比較するとかなり高い。
【００８１】
また、インスリン分泌細胞は、ＭａｆＡ遺伝子を発現することが好ましい。ＭａｆＡは
インスリンプロモーター上に結合する膵臓のβ細胞におけるインスリンの分泌に必須であ
る転写因子である。ＭａｆＡＫＯノックアウトマウスを作製した研究では、このマウスは
ランゲルハンス島の構築異常や、インスリン分泌異常を示すことから、ＭａｆＡは糖代謝
に非常に重要な因子であることが明らかとなった（ホームページｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｍｄ．ｔｓｕｋｕｂａ．ａｃ．ｊｐ／ｂａｓｉｃ−ｍｅｄ／ａｎａｔｏｍｙ／ｅｍｂｒｙ
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ｏｌｏｇｙ／Ｍａｆ．ｈｔｍｌ参照）。本発明の分化誘導方法により得られたインスリン
分泌細胞は、ＭａｆＡ遺伝子を発現する能力を有する。これに対し従来技術であるダムー
ル法で分化誘導されたインスリン分泌細胞はＭａｆＡ遺伝子を発現していないことが報告
されている（非特許文献１２参照）。ＭａｆＡ遺伝子を発現する能力を有する細胞である
ことは、その細胞がグルコース応答性を有していること、インスリン分泌細胞として成熟
していることの指標となる。
【００８２】
ＭａｆＡはインスリン分泌細胞がみずから発現していることが好ましいが、当該細胞の
成熟度を高め、グルコース応答性を高めるために、ＭａｆＡ遺伝子を含有するベクターを
工程（ｄ）において細胞に導入し発現させることで、ＭａｆＡ遺伝子発現を増強させるこ
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とが好ましい態様として挙げられる。
【００８３】
また、本発明の分化誘導方法によれば、インスリン分泌細胞のスフェロイド形成（球形
で、直径が１００〜３００μｍである）が可能となる。
【００８４】
用語「スフェロイド」とは、三次元的球状細胞塊を意味する。スフェロイドを形成およ
び／または維持することは、孤立細胞またはいびつなスフェロイドと比較して、前記スフ
ェロイドの生理機能が生体組織により近いことを示す。
【００８５】
培養インスリン分泌細胞の生理機能を検査する方法としては、形態学的検査項目として

10

下記４項目を５段階（１〜５点）評価する方法が挙げられる（文献：Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ
Ｓら、Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ、２００２；７４：１４１４．参照）
１．形状（shape）：
「扁平（flat）：１点」、「ほぼ扁平：２点」、「いびつな球状：３点」、「ほぼ球状
：４点」、および「球状（spherical）：５点」の５段階評価する。この中では、「球状
：５点」が最も好ましい。
２．辺縁の形状（border）：
「不ぞろいの（irregular）：１点」、「ほぼ不ぞろいの：２点」、「やや均整のとれた
：３点」、「ほぼ均整のとれた：４点」、および「均整のとれた（well‑rounded）：５点
」の５段階評価する。この中では、「均整のとれた：５点」が最も好ましい。
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３．統合性（integrity）：
「断片化した（fragmented）：１点」、「ほぼ断片化した：２点」、「ややソリッド／
コンパクト：３点」、「ほぼソリッド／コンパクト：４点」、および「ソリッド／コンパ
クト（solid/compact）：５点」の５段階評価する。この中では、「ソリッド／コンパク
ト：５点」が最も好ましい。
４．直径（diameter）：
「スフェロイドの個々が１００μｍ未満（ａｌｌ＜１００μｍ）：１点」、「スフェロ
イドの個々が１００〜１５０μｍ：２点」、「スフェロイドの個々が１２５〜１７５μｍ
：３点」、「スフェロイドの個々が１５０〜２００μｍ：４点」、および「スフェロイド
の個々中１０％以上が２００μｍより大きい（＞１０％＞２００μｍ）：５点」の５段階
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評価する。その中では、「スフェロイドの個々中１０％以上が２００μｍより大きい：５
点」が最も好ましい。
５．染色の均一性（uniformity staining）：
「均一ではない（not uniform）：１点」、「ほぼ均一でない：２点」、「やや均一：
３点」、「ほぼ均一：４点」および「完全に均一（perfectly uniform）：５点」の５段
階評価する。その中では、「完全に均一：５点」が最も好ましい。
【００８６】
本発明の分化誘導方法で得られるインスリン分泌細胞からなるスフェロイドは、形態学
的には、形状が３点以上、辺縁の形状が３点以上、統合性が３点以上、直径が３点以上、
染色の均一性が３点以上、評価値の合計が１５点以上であることが好ましく、形状が４点
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以上、辺縁の形状が４点以上、統合性が４点以上、直径が４点以上、染色の均一性が４点
以上、評価値の合計が２０点以上であることがより好ましく、形状が５点、辺縁の形状が
５点、統合性が５点、直径が５点、染色の均一性が５点、評価値の合計が２５点であるこ
とが最も好ましい。また、本発明の培養方法で得られるインスリン分泌細胞の機能は、グ
ルコース刺激に対してインスリン分泌が低グルコース時と比べ、高グルコース時に１．５
倍以上になることが好ましく、２倍以上になることがより好ましく、５倍以上になること
が最も好ましい。
【００８７】
上記検査項目において、形状が「扁平」とは細胞を楕円状の球体とみなした際に、長軸
／短軸比が１０以上であることを示し、「ほぼ扁平」とは前記長軸／短軸比が５以上１０
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未満であることを示し、「いびつな球状」とは前記長軸／短軸比が２以上５未満であるこ
とを示し、「ほぼ球状」とは前記長軸／短軸比が１．２以上２未満であることを示し、「
球状」とは前記長軸／短軸比が１．２未満であることを示す。
【００８８】
辺縁の形状が「不ぞろいの」とはスフェロイドの辺縁の９割以上がでこぼこしており滑
らかさを欠いた辺縁であることを示し、「ほぼ不ぞろいの」とはスフェロイドの辺縁の５
割以上〜９割未満が不ぞろいであることを示し、「やや均整のとれた」とはスフェロイド
の辺縁の２割以上〜５割未満が不ぞろいであることを示し、「ほぼ均整のとれた」とはス
フェロイドの辺縁の１割以上〜２割未満が不ぞろいであることを示し、「均整がとれた」
10

とはスフェロイドの辺縁の１割未満が不ぞろいであることを示す。
【００８９】
統合性が「断片化した」とはスフェロイドの中にくびれがあるものが全体の８割以上で
あることを示し、「ほぼ断片化した」とはスフェロイドの中にくびれがあるものが全体の
６〜８割であることを示し、「ややソリッド／コンパクト」とはスフェロイドの中にくび
れがあるものが全体の４〜６割であることを示し、「ほぼソリッド／コンパクト」とはス
フェロイドの中にくびれがあるものが全体の２〜４割であることを示し、「ソリッド／コ
ンパクト」とはスフェロイドの中にくびれがあるものが全体の２割以下であることを示す
。
【００９０】
直径について、「スフェロイドの個々が１００μ未満」とはスフェロイド個々の直径が
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全て１００μｍ未満であることを示し、「スフェロイドの個々が１００〜１５０μｍ」と
はスフェロイド個々の直径が１００〜１５０μｍの範囲であることを示し、「スフェロイ
ドの個々が１２５〜１７５μｍ」とはスフェロイド個々の直径が１２５〜１７５μｍの範
囲であることを示し、「スフェロイドの個々が１５０〜２００μｍ」とはスフェロイド個
々の直径が１５０〜２００μｍの範囲であることを示し、「スフェロイドの個々中１０％
以上が２００μｍより大きい」とはスフェロイド個々中１０％以上が２００μｍより大き
いことを示す。
【００９１】
グルコース刺激に対するインスリン分泌（グルコース応答性インスリン分泌とも言う）
とは、インスリン分泌細胞が、例えば培地中において低グルコース濃度から高グルコース
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濃度への変化（グルコース刺激）を感知してインスリン分泌を促進させることを言う。イ
ンスリンは、血糖を下げる方向に作用する唯一のホルモンであり、血中のグルコース濃度
に応答して膵臓のランゲルハンス島（膵島）のβ細胞から分泌される。インスリン分泌細
胞の機能が良好であれば、グルコース濃度の変動に応じて、適切にインスリンが分泌され
るが、インスリン分泌細胞の機能が不良であれば、こうしたグルコース応答性が不良とな
る。インスリン分泌細胞では、細胞の機能を評価するために、高グルコース濃度時に分泌
されるインスリン分泌量に対する低グルコース濃度時に分泌されるインスリン分泌量の比
率（高グルコース濃度時のインスリン分泌量／低グルコース濃度時のインスリン分泌量）
（stimulation index；ＳＩ）として表し比較検討されており（Ｂｅｒｇｅｒｔ
Ｋｎｏｃｈ
ｉｊｋ
，．

Ｊ，

ＫＰ，

Ｋｅｒｓｔｉｎｇ

Ｅｆｆｅｃｔ

ｏｎ

Ｍｅｉｓｔｅｒｆｅｌｄ
ｏｆ

ｉｓｏｌａｔｅｄ

ｔｕｒｅ．Ｃｅｌｌ

Ｓ，

Ｒ，

Ｓａｅｇｅｒ

ｏｘｙｇｅｎａｔｅｄ
ｒａｔ

Ｊａｇｅｒ
ＨＤ，

Ｏｕｗｅｎｄ

Ｓｏｌｉｍｅｎａ
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Ｍ

ｐｅｒｆｌｕｏｒｏｃａｒｂｏｎｓ

ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ

Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔ．

Ｍ，

Ｈ，

ｉｓｌｅｔｓ

ｉｎｃｕｌ

２００５；１４（７）：４４１−８

参

照）、ＳＩ値が１．５以上であることが好ましく、２以上であることがより好ましく、５
以上であることが最も好ましい。
【００９２】
高グルコース培養とは、培地中のグルコース濃度が３６００ｍｇ／Ｌ〜４５００ｍｇ／
Ｌであり、低グルコース培養とは、培地中のグルコース濃度が６００ｍｇ／Ｌ〜１０００
ｍｇ／Ｌである培養条件を示す。
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【００９３】
本発明においては、アクチビンを用いて未分化なＥＳ細胞から分化させた胚体内胚葉を
、馴化培地を用いてニューロジェニン３発現細胞へ分化させたのちに該細胞を高グルコー
ス培地で刺激することにより、インスリン分泌細胞へ効率的に分化誘導を行なうことで、
分化誘導効率が高く、高いインスリン分泌能を有するインスリン分泌細胞が大量に供給で
きる。これを糖尿病治療剤、バイオ人工膵臓、研究試薬または創薬モデル動物の細胞源と
することで万人が恩恵を受けることができる糖尿病治療剤、バイオ人工膵臓、研究試薬ま
たは創薬モデル動物の開発が大いに期待できる。
【００９４】
よって、本発明のもう１つの態様は、ＥＳ細胞から分化誘導させたインスリン分泌細胞

10

を含有する糖尿病治療剤、バイオ人工膵臓、研究試薬および創薬モデル動物である。
【００９５】
本明細書において糖尿病治療剤とは、インスリン分泌細胞をそのまま、もしくはフィル
ター濾過などにより濃縮したペレットなどの細胞塊などがあげられる。さらに、前記糖尿
病治療剤は、ＤＭＳＯなどの保護剤を加え、凍結保存することもできる。糖尿病治療剤と
して、より安全に利用するために、加熱処理、放射線処理、あるいはマイトマイシンＣ処
理など、糖尿病治療剤としての機能を残しつつ、病原体のタンパク質が変性する程度の条
件下で処理をすることができる。
【００９６】
前記インスリン分泌細胞を用いた糖尿病治療剤のヒトへの投与形態（移植方法）として
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は、例えば、ヒト患者の右下腹部に小切開を置き、腸間膜の細い血管を露出して直視下に
カテーテルを挿入して細胞を移植する方法、エコーにて肝臓の門脈を同定して、カテーテ
ルを穿刺して細胞を移植する方法、または腹部エコーガイド下に脾臓を直接穿刺すること
により脾臓に移植する方法（Ｎａｇａｔａ
Ｅｄｇｅ

Ａ，

ＭｃＣｏｗａｎ

ｐａｔｏｃｙｔｅ

ｄｅｌｉｖｅｒｙ

ｒａｆｔｍｅｎｔ

ｉｎ

ｔｈｅ

７６（４）：７３２−４，

Ｈ，

ＴＣ，

Ｉｔｏ

Ｆｏｘ

ａｆｆｅｃｔｓ

ｓｐｌｅｅｎ．

Ｍ，

ＩＪ：

Ｓｈｉｒｏｔａ
Ｒｏｕｔｅ

Ｃ，

ｏｆ

ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅ

ｈｅ
ｅｎｇ

Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，

２００３．参照）が挙げられる。なかでも、エコーにて細

胞移植を行なう方法の方が、侵襲が少ないため好ましく、腹部エコーガイド下に脾臓を直
接穿刺することにより脾臓や肝臓に移植する方法があり、肝臓が最も好ましい。細胞製剤
8

10

の投与量（移植量）は、１×１０ 〜１×１０
10

１０

30

8

細胞／個体が好ましく、５×１０ 〜１×

8

細胞／個体がさらに好ましく、１×１０ 〜１×１０10細胞／個体が最も好ましい

。また、投与量（移植量）は、投与される患者の年齢、体重、症状などによって適宜変更
することができる。
【００９７】
前記インスリン分泌細胞を用いた糖尿病治療剤のマウスへの投与形態（移植方法）とし
ては、例えば、マウスを切開して腎皮膜下に移植する方法が挙げられる。細胞製剤の投与
量（移植量）は、３×１０6〜１×１０7細胞／個体が好ましく、４×１０6〜８×１０6細
胞／個体がさらに好ましく、５×１０6細胞／個体が最も好ましい。
【００９８】
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本発明のバイオ人工膵臓を製造する場合、不織布などのスキャフォールドを使用するこ
とで細胞を三次元培養することが好ましい。近年、スキャフォールド上で細胞を三次元培
養することでより生体内環境に近い条件を作ることができ細胞機能が向上することが知ら
れてきており、不織布などのスキャフォールド上で細胞を培養することが機能の向上に有
効である。また、インスリン分泌細胞を高分子素材で作製したデバイス中に封入して免疫
系から隔離した状態で生着させることが可能なため、バイオ人工膵臓を使用する患者の身
体的負担が軽減される。したがって、本発明のバイオ人工膵臓は２１世紀の糖尿病治療に
おける中心的役割を果たすものとして期待される。
【００９９】
バイオ人工膵臓としては、中空糸型のリアクター（デバイス）と分離・培養細胞を組み
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合わせたハイブリッド型の人工膵臓などが挙げられる。バイオ人工膵臓は、体外に装着し
て血管に接続するもの、体内に留置して血管に接続するもの、または血管に接続せずに腹
腔内に留置するものの、血管に接続せず皮下に留置する４つの形態がある。本発明のイン
スリン分泌細胞は、いずれの形態のバイオ人工膵臓にも使用可能であるが、ＥＳ細胞は、
分化誘導すると増殖能力を失うが、分化が不充分であったＥＳ細胞が遺残した場合、細胞
を生体内に移植すると奇形種を発症する可能性があるため、細胞移入などに伴う危険性を
回避し、任意にリアクターを取り出せると言う点から皮下埋め込み体内型であることが好
ましい。
【０１００】
バイオ人工膵臓の開発においては、リアクターの設計・開発も重要な要素である。バイ
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オリアクターとしては、体内に留置して使用するバッグ型人工膵臓（たとえば、Ａｌｅｊ
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ｃ

ｂｉｏｔｅｃｈｎｏ

１４１９（Ｐｕｂｌｉｓ
｜

ｄｏｉ：１０．１０

３８／ｎｂｔ１２５７）参照。以下「ＳＧ文献」と言うこともある。当業者であれば、Ｓ
Ｇ文献を参照することで、バッグ型人工膵臓を製造することが可能である。）、サーシ
バイオメディカル社（Circe Biomedical Inc.）（レキシントン、マサチューセッツ州、
米国）の支援下でシダーズサイナイ医療センター（Cedars‑Sinai Medical Center）（ロ
サンジェルス、カリフォルニア州、米国）のディメトリュー（Demetriou）らを中心とし
たブタ肝細胞を用いたバイオ人工肝臓治療用のヘパトアシスト（HepatAssist）（Ｈｕｉ
Ｔ，
ｒｙ

Ｒｏｚｇａ

Ｊ，

Ｐａｎｃｒｅａｔ

Ｄｅｍｅｔｒｉｏｕ
Ｓｕｒｇ

２００１；

ＡＡ．
８：

Ｊ
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Ｈｅｐａｔｏｂｉｌｉａ

１−１５．）や、ブタ肝細胞を

使用したドイツのゲルラック（Ｇｅｒｌａｃｈ）らのＭＥＬＳ（モジュラー体外肝臓シス
テム（Modular Extracorporeal Liver System））など、様々なタイプが知られている。
これらのリアクターは、もちろん本発明において使用することができるが、インスリン分
泌細胞が付着するための足場が無いため、細胞はただ単に、中空糸内スペースか、中空糸
外スペースに充填されるのみで浮遊した状態となる傾向がある。インスリン分泌細胞は、
浮遊状態では、分化機能が充分に発現されない傾向があり、さらに周りの細胞と衝突し、
ストレス刺激を受けやすい。
【０１０１】

40

したがって、本発明においては、インスリン分泌細胞に足場が提供できるよう、中空糸
と不織布などのスキャフォールドからなるリアクターが好ましい。
【０１０２】
中空糸膜としては、膜表面に細胞が付着して物質交換が妨げられることがなければどの
ようなものでも使用することができ、具体的には、従来医療用に用いられている市販の物
、たとえば、ポリスルフォン膜、エチレン−酢酸ビニルランダム共重合体けん化物膜（た
とえば、商品名：エバール、クラレメディカル株式会社製など）などが好ましい。市販の
中空糸膜のポアサイズは、その用途から透析膜（〜５ｎｍ）、血漿成分分離膜（２０〜３
０ｎｍ）、血漿分離膜（３０〜２００ｎｍ）などがある。物質の透過性の点からは、血漿
分離膜（３０〜２００ｎｍ）が好ましい。拒絶反応の危険性を回避するため、中空糸内を
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流れる血液中の免疫担当細胞や免疫グロブリンが中空糸外の不織布などのスキャフォール
ド上に充填した細胞と直接接触することがないよう、３０ｎｍ〜１００ｎｍのポアサイズ
が最も好ましい。
【０１０３】
不織布としては、細胞が接着することが出来るように加工・修飾されているものが好ま
しい。不織布の線維としては、ポリ四フッ化エチレン（ＰＴＦＥ）などが挙げられる。な
かでも、その加工のしやすさの点から、ポリ四フッ化エチレンにポリアミノ酸ウレタン（
ＰＡＵ）加工を施したものが好ましい。
【０１０４】
本発明のバイオ人工膵臓の一実施態様を図８に示す。バイオ人工膵臓は、免疫担当細胞
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の透過を阻止するためのポリエチレン−ビニルアルコール膜（ポアサイズは３０ｎｍ）（
例えば、エバール膜）５、細胞接着のためのＰＡＵ加工したＰＴＦＥ不織布６、およびイ
ンスリン分泌細胞７を注入する細胞注入口３および蓋４からなる。ＰＴＦＥ不織布６はポ
リエチレン−ビニルアルコール膜５に覆われた２層構造となっている。球状（スフェロイ
ド）を呈しているインスリン分泌細胞７はＰＴＦＥ不織布に付着して存在し、バイオ人工
膵臓内部に留まることが可能である。このバイオ人工膵臓を体内に埋め込むと、ポリエチ
レン−ビニルアルコール膜の周囲に血管が伸びてきて、バイオ人工膵臓内の細胞の栄養供
給が可能となる。ＰＥメッシュを有しないポリエチレン−ビニルアルコール膜の外側にさ
らにＰＥメッシュ（ポアサイズは約１００ｎｍ）で覆われた３層構造から構成されるリア
クターも可能である。３層構造の場合、ＰＥメッシュ内に血管が伸びてきて、バイオ人工

20

膵臓内の細胞の栄養供給が可能となる。好ましい態様としては、図８に示す２層構造のバ
イオリアクターが挙げられる。２層のバイオリアクターは、ＰＥメッシュがない分、注入
されたインスリン分泌細胞とポリエチレン−ビニルアルコール膜の周囲に誘導された血管
がより近くに位置するため、血糖値のコントロールが容易となるため好ましい。なお、当
該人工膵臓は、「ＳＧ文献」を参照することにより当業者であれば作製することが可能で
ある。
【０１０５】
バイオリアクターに細胞または細胞培養物を充填させる方法としては、例えば、バイオ
リアクターをあらかじめ体内に埋め込んでおき、その後インスリン分泌細胞を充填させる
方法、試験管内で細胞を分化誘導しＥＳ細胞をインスリン分泌細胞としたのちに、必要な
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細胞数をバイオリアクターに充填させる方法と、バイオリアクター内部をマトリゲルなど
のスキャフォールドであらかじめ加工しておき、そのなかでインスリン分泌細胞を分化誘
導する方法とがある。バイオリアクターが、バック型である場合、バック型バイオリアク
ターをあらかじめ体内に埋め込んでおき、バイオリアクターの周辺に血管が伸長してから
、インスリン分泌細胞をバイオリアクターに充填させる方法が好ましい。いずれの場合も
、細胞の充填には、細胞懸濁液を１０〜５０ｍＬの注射器を使用して、リアクターに装着
されている細胞注入口より注入することが好ましい。
【０１０６】
また、このようなバイオリアクターを使用するバイオ人工臓器による治療は、体外で使
用する場合は、安全かつ科学的に施行するために、１）人工臓器リアクターの流入圧と流
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出圧のリアルタイムでのモニタリング、２）気泡が発生した際のアラームの作動、３）リ
アクターの温暖化（３７℃）などができる機能を一体化した装置で実施されることが好ま
しい。
【０１０７】
本発明のバイオリアクターはまた、有用物質生産、組織や器官・臓器の機能の調査・探
索、新薬のスクリーニングや内分泌撹乱物質等の影響を評価するための動物実験代替法等
にも好適に適用できる。
【０１０８】
本発明のバイオ人工膵臓は、例えば、膵島に本来備わっている産生成分であるインスリ
ンの製造に使用することができる。インスリンの製造は、得られた培地をアフィニティー
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カラムなど、通常タンパク質の精製に使用される方法によって精製することにより行なう
ことができる。
【０１０９】
本発明のバイオ人工膵臓は、例えば、国内のみならず国際的にも年々増加の一途をたど
っている糖尿病患者に移植が可能である。ヒト糖尿病の予防と制圧が、２１世紀における
人類の大きな課題であるといっても過言ではない。そこで、多くの製薬メーカーが糖尿病
薬の開発に取り組んでいる。
【０１１０】
本発明の分化誘導方法により得られたインスリン分泌細胞を含有する研究試薬は、例え
ば、新薬のスクリーニングに用いる研究試薬を意味する。当該研究試薬は、どのような態
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様で用いてもよいが、インスリン分泌細胞を培養している培養容器にそのまま新薬などを
添加し評価する方法、バイオリアクター内に当該細胞を封じ込めて評価する方法などが挙
げられる。本明細書では、新薬のかわりに血糖降下薬として市販されているトルブタミド
を用いて薬効評価を行うことで本願発明の分化誘導方法により得られたインスリン分泌細
胞が研究試薬としても有用であることを示す。
【０１１１】
トルブタミドとは、スルフォニル尿素系の血糖降下薬である。トルブタミドは、膵臓に
働きかけインスリンの分泌を増やすことで、血糖値を低下させる作用を有する。おもに、
２型糖尿病（インスリン非依存型糖尿病）に用いられる。薬理作用は、膵臓にあるランゲ
ルハンス島のβ細胞を刺激してインスリン分泌を促進する（膵作用）。ただし、インスリ
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ンの代わりにはならないので、インスリンがまったく分泌されない１型糖尿病（インスリ
ン依存型糖尿病）には無効である（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｑ．ｏｒ．ｊｐ／
ｏｘ／ｄｗｍ／ｓｅ／ｓｅ３９／ｓｅ３９６１００６．ｈｔｍｌ参照）。
【０１１２】
近年、トラスジェニック（Ｔｇ）動物の作成が容易になり、種々のユニークな特性を持
つ糖尿病Ｔｇ動物が誕生している。これらのＴｇ動物の場合、系統の確立、維持、繁殖、
供給は大変な作業である。モデル動物の確立には多年月と多大な労力・忍耐がかかり、近
年のように時の流れが速くなる中、なかなかじっくりと取り組める課題ではなくなってき
ている。さらに、系統の繁殖・維持にはマンパワーと設備が必要であり、役割が終了した
モデル動物の場合、消滅してしまう危険もある。また、ヒト糖尿病と糖尿病モデル動物と
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の相違点から、開発医薬品の臨床試験段階でのドロップアウトが多いのが問題となってい
る。本発明のバイオ人工膵臓は、こうした問題点を解決できるため好ましい。
【０１１３】
本明細書において創薬モデル動物とは、本発明の分化誘導方法により得られたインスリ
ン分泌細胞を含有する動物を言う。例えば、ヒト由来のインスリン分泌細胞を有するキメ
ラマウスが挙げられ、ヒト膵島に対する創薬および薬理試験等に用いることができる。
【０１１４】
以下、本発明をヒト由来のＥＳ細胞を用いた実施例をあげて説明するが、本発明はこれ
らに限定されるものではない。
40

【実施例】
【０１１５】
製造例１
ＥＳ細胞の調製
１２９ｖマウス由来のＥＳ細胞（大日本住友製薬株式会社より購入）を、ネオマイシン
耐性遺伝子が導入されているフィーダー細胞（マウス由来の胚性線維芽細胞、大日本住友
製薬株式会社より購入）を用いて、０．１％ゼラチン水（カタログ番号：Ｒ−ＥＳ−００
６Ｂ、大日本住友製薬株式会社より購入）でコートした培養フラスコＴ−７５（ファルコ
ン社製、ベクトン

デッキンソン

アンド

カンパニー（Becton, Dickinson and Compan

y）販売）を使用して培養した。細胞培養用培地には、ＥＳ培養液（Ｒ−ＥＳ−１０１：
大日本住友製薬株式会社より購入）：ダルベッコ改変イーグル（ＤＭＥＭ）培養液の混合
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液（１：１容量比）に１５％ウシ胎仔血清（ＦＢＳ）、１％非必須アミノ酸、１％ヌクレ
オシド、１１０μｍｏｌ／Ｌ

２−メルカプトエタノール（大日本住友製薬株式会社より

購入）、１％ペニシリンおよびストレプトマイシン、１％グルタミン酸、ならびに５００
Ｕ／ｍＬマウス由来白血病抑制因子（ＬＩＦ）（大日本住友製薬株式会社より購入）を添
加したものを使用した。培養液は毎日交換し、ＥＳ細胞は、３日毎に継代した。培養プレ
ート中にＥＳ細胞が占める割合が８０〜９０％の状態になったところで、２段階式処置に
て、すなわち、まず、０．２５％濃度のトリプシン−ＥＤＴＡ（インビトロジェン社製）
を添加し、４５秒間経過後、トリプシン−ＥＤＴＡ液を取り除くことでフィーダー細胞を
一緒に除去し（ＥＳ細胞はまだこの段階では培養プレートに残っている）、ついでその２
分後にＥＳ培養液を加え剥離することによって、培養プレートに残っているＥＳ細胞を回
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収した。
【０１１６】
実施例１
工程（ａ）：未分化ＥＳ細胞の胚体内胚葉への分化
製造例１で得られた未分化ＥＳ細胞は、細胞培養濃度を少なくし（細胞培養濃度：１７
５，０００細胞／ｍＬ）、コラーゲンタイプＩＶ、マトリゲル、ラミニンタイプ１、ジェ
ラチンのいずれかで加工した培養皿を用いてアクチビンＡ（Activin A、カタログ番号：
３３８−ＡＣ、Ｒ＆Ｄ社製）（０ｎｇ／ｍＬ、２ｎｇ／ｍＬ、１０ｎｇ／ｍＬ、１００ｎ
ｇ／ｍＬ、または２００ｎｇ／ｍＬ）、線維芽細胞成長因子（ＦＧＦ−２、カタログ番号
：２３３−ＦＢ／ＣＦ、Ｒ＆Ｄ社製）（２０ｎｇ／ｍＬ）、ウシ胎仔血清（ＦＢＳ）、お
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よびウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）を加えたエス・クロンＳＦ−０３培地（製品番号ＳＳ
−１３０３、三光純薬株式会社製）で計２日間培養（培養温度：３７℃、ｐＨ：７．４）
を行った。２日間の培養におけるウシ胎仔血清およびウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）の濃
度は次のように変化させた。すなわち０．２％ＦＢＳおよび２．５％ＢＳＡで１２時間培
養、１％ＦＢＳおよび２．５％ＢＳＡで１２時間培養後３％ＦＢＳおよび２．５％ＢＳＡ
で２４時間ＥＳ細胞を培養した。当該胚体内胚葉への分化判定には、Ｆｏｘａ２とＳｏｘ
１７の遺伝子発現をＲＴ−ＰＣＲ法にて判定した。
【０１１７】
試験例１
30

誘導された胚体内胚葉における遺伝子発現
実施例１に記載の分化誘導された胚体内胚葉において、ＲＴ−ＰＣＲ法により、胚体内
胚葉特異的な遺伝子であるＦｏｘａ２およびＳｏｘ１７遺伝子の発現を調べた。内因性コ
ントロールとしてＧＡＰＤＨ遺伝子の発現も調べた。ＲＴ−ＰＣＲ法では、細胞を０．２
５％トリプシン−ＥＤＴＡ（インビトロジェン社製）で処理したのちに回収し、ＲＮＡト
リゾール（インビトロジェン社製）を用いて製品の取扱説明書にしたがってＲＮＡを抽出
した。抽出したＲＮＡ２μｇを用いてＲＮＡ逆転写酵素による逆転写反応（２２℃で１０
分、さらに４２℃２０分、９９℃５分、その後４℃で５分以上静置）を行った。
【０１１８】
得られた２μｇの逆転写産物を、各プライマー２０ｐｍｏｌ／ｍＬで、ＡｍｐｌｉＴａ
ｇ

Ｇｏｌｄキット（パーキン−エルマー／シータス社、ノーウォーク、コネチカット州

40

、米国）を用い、そのプロトコールにしたがってＰＣＲ増幅に用いた。ＰＣＲ反応は、９
５℃１０分、それから各サイクルで９５℃３０秒、６０℃３０秒、７２℃３０秒をサイク
ル数だけ繰り返した。その後、４℃で５分以上静置した。各遺伝子に対するプライマーお
よびＰＣＲ条件を以下に記載する。
【０１１９】
Ｆｏｘａ２遺伝子（２８８ｂｐ、６０℃、３０サイクル）
５′プライマー：５′−ＴＧＧＴＣＡＣＴＧＧＧＧＡＣＡＡＧＧＧＡＡ（配列番号１）
３′プライマー：５′−ＧＣＡＡＣＡＡＣＡＧＣＡＡＴＡＧＡＧＡＡＣ

（配列番号２

）
Ｓｏｘ１７遺伝子（２１０ｂｐ、６０℃、３５サイクル）
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５′プライマー：５′−ＧＣＣＡＡＡＧＡＣＧＡＡＣＧＣＡＡＧＣＧＧＴ（配列番号３
）
３′プライマー：５′−ＴＣＡＴＧＣＧＣＴＴＣＡＣＣＴＧＣＴＴＧ（配列番号４）
【０１２０】
当該胚体内胚葉への分化判定には、Ｆｏｘａ２とＳｏｘ１７の遺伝子発現をＲＴ−ＰＣ
Ｒ法にて判定した。レーン１から４は、それぞれ、コラーゲンタイプＩＶ、マトリゲル、
ラミニンタイプ１、ジェラチンを示す。コラーゲンタイプＩＶにて、胚体内胚葉特異的な
マーカー遺伝子であるＦｏｘａ２およびＳｏｘ１７遺伝子の発現が最も強く確認される。
この結果は、本手法により胚体内胚葉の分化誘導が効率よく誘導できることを強く支持し
ている。図２にコラーゲンタイプＩＶにて同様に未分化マウスＥＳ細胞を培養した際のＦ

10

ｏｘａ２とＳｏｘ１７の遺伝子発現を示す。この場合は、アクチビンＡを各種濃度で添加
した。レーン１から４は、それぞれ、アクチビンＡの濃度が２ｎｇ／ｍｌ、１０ｎｇ／ｍ
ｌ、１００ｎｇ／ｍｌ、２００ｎｇ／ｍｌである。アクチビンＡの濃度が１０ｎｇ／ｍｌ
が最も好ましく、１００ｎｇ／ｍｌが次いで好ましく、２００ｎｇ／ｍｌが次いで好まし
い。図１、２の結果は未分化マウスＥＳ細胞をコラーゲンタイプＩＶにて、線維芽細胞成
長因子（ＦＧＦ−２）（２０ｎｇ／ｍＬ）、ウシ胎仔血清（ＦＢＳ）、およびウシ血清ア
ルブミン（ＢＳＡ）を加えたエス・クロンＳＦ−０３培地（製品番号ＳＳ−１３０３、三
光純薬株式会社製）で計２日間、アクチビンＡの濃度が１０ｎｇ／ｍｌで培養することで
、胚体内胚葉の分化誘導が効率よく誘導できることを強く支持している。従来技術である
ダムール法では、工程（ａ）の分化誘導は１００ｎｇ／ｍＬのアクチビンＡが必要である

20

こと、低濃度（３０ｎｇ／ｍＬ）のアクチビンＡでは分化誘導効率が低いことが記載され
ている（非特許文献１２参照）。本願発明の分化誘導方法の工程（ａ）では、従来技術で
あるダムール法と比較して低濃度のアクチビンＡでもＥＳ細胞を分化誘導しうることが明
らかとなった。
【０１２１】
実施例２
工程（ｂ）：原始膵の形成
実施例１に記載の分化誘導を２日間行った後に、工程（ａ）で得た胚体胚様体を用いて
原始膵の形成を行った。ヒト神経膠芽細胞腫由来細胞株Ｔ９８Ｇ（ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ
−１６９０、ＡＴＣＣ（米国）から入手可能）をＳＦ−０３培地で１日間培養（細胞培養

30

5

濃度：８×１０ 細胞／ｍＬ、培養温度：３７℃、ｐＨ：７．４）して得られた馴化培地
を使用して、工程（ａ）で得られた胚体内胚葉を５日間培養（培養温度：３７℃、ｐＨ：
７．４）した。上記馴化培地には、レチノイン酸（１μｍｏｌ／Ｌ、１０μｍｏｌ／Ｌ、
１００μｍｏｌ／Ｌまたは１０００μｍｏｌ／Ｌ）およびＦＧＦ−２（２０ｎｇ／ｍＬ）
を添加し、コラーゲンタイプＩＶ加工培養皿Ｔ−２５フラスコ（細胞培養濃度１７５，０
００細胞／ｍＬ、計７００，０００細胞）を使用した。工程（ｂ）で得た細胞には、Ｆｏ
ｘａ２（＋）、Ｓｏｘ１７（＋）、Ｐｄｘ−１（＋）、Ｓｈｈ（−）の遺伝子発現を示し
ており、ＥＳ細胞が原始膵への形成を開始していることが確認された。
【０１２２】
試験例２

40

誘導された原始膵における遺伝子発現
実施例２に記載の誘導された原始膵において、ＲＴ−ＰＣＲ法により、原始膵特異的な
遺伝子であるＰｄｘ−１遺伝子とＳｈｈ遺伝子の発現を調べた。内因性コントロールとし
てＧＡＰＤＨ遺伝子の発現も調べた。また、胚発生の時期に特異的に発現する遺伝子であ
るＳｈｈ遺伝子の発現も調べた。ＲＴ−ＰＣＲ法では、細胞を０．２５％トリプシン−Ｅ
ＤＴＡ（インビトロジェン社製）で処理したのちに回収し、ＲＮＡトリゾール（インビト
ロジェン社製）を用いて製品の取扱説明書にしたがってＲＮＡを抽出した。抽出したＲＮ
Ａ２μｇを用いてＲＮＡ逆転写酵素による逆転写反応（２２℃で１０分、さらに４２℃２
０分、９９℃５分、その後４℃で５分以上静置）を行った。
【０１２３】
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得られた２μｇの逆転写産物を、各プライマー２０ｐｍｏｌ／ｍＬで、ＡｍｐｌｉＴａ
ｇ

Ｇｏｌｄキット（パーキン−エルマー／シータス社、ノーウォーク、コネチカット州

、米国）を用い、そのプロトコールにしたがってＰＣＲ増幅に用いた。ＰＣＲ反応は、９
５℃１０分、それから各サイクルで９５℃３０秒、６０℃３０秒、７２℃３０秒をサイク
ル数だけ繰り返した。その後、４℃で５分以上静置した。各遺伝子に対するプライマーお
よびＰＣＲ条件を以下に記載する。
【０１２４】
Ｐｄｘ−１遺伝子（４５１ｂｐ、６０℃、４０サイクル）
５′プライマー：５′−ＡＣＣＡＴＧＡＡＣＡＧＴＧＡＧＧＡＧＣＡ（配列番号５）
３′プライマー：５′−ＴＣＣＴＣＴＴＧＴＴＴＴＣＣＴＣＧＧＧＴ（配列番号６）
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Ｓｈｈ遺伝子（２４８ｂｐ、６０℃、３５サイクル）
５′プライマー：５′−ＣＣＴＣＴＣＣＴＧＣＴＡＴＧＣＴＣＣＴＧ（配列番号７）
３′プライマー：５′−ＧＴＧＧＣＧＧＴＴＡＣＡＡＡＧＣＡＡＡＴ（配列番号８）
ＧＡＰＤＨ遺伝子（１７１ｂｐ、６０℃、３５サイクル）
５′プライマー：５′−ＡＣＣＣＡＧＡＡＧＡＣＴＧＴＧＧＡＴＧＧ（配列番号９）
３′プライマー：５′−ＣＡＣＡＴＴＧＧＧＧＧＴＡＧＧＡＡＣＡＣ（配列番号１０）
【０１２５】
結果を図３に示す。レーン

１〜４は、それぞれレチノイン酸濃度が１μＭ

、１０μ

Ｍ、１００μＭ、１０００μＭを示す。１０μＭのレチノイン酸では、原始膵においては
、原始膵特異的なマーカー遺伝子であるＰｄｘ−１遺伝子の発現が強く確認されるが、Ｓ

20

ｈｈは発現していなかった。この結果は、本手法により原始膵の分化誘導が効率よく誘導
できることを強く支持している。
【０１２６】
実施例３
工程（ｃ）ニューロジェニン３発現細胞の選別
工程（ｂ）で得られた原始膵を馴化培地を用いて培養することによりニューロジェニン
３発現細胞を増加させた。ヒト肝内皮細胞株ＴＭＮＴ−１細胞（寄託機関：独立行政法人
産業技術総合研究所
番地１

特許生物寄託センター、あて名：日本国茨城県つくば市東１丁目１

中央第６（郵便番号３０５−８５６６）、寄託日：平成１４年４月１６日、受託

番号：ＦＥＲＭ

ＢＰ−８０１７、万人が使用できる）を低グルコースＤＭＥＭ培地（グ

30

ルコース濃度：１０００ｍｇ／Ｌ、カタログ番号３１６００−０８３、インビトロジェン
社製）で１日間培養（細胞培養濃度：８×１０5細胞／ｍＬ、培養温度：３７℃、ｐＨ：
７．４）して得られた馴化培地にγ−セクレターゼインヒビターＸＶＩＩＩ（Ｃａｌｂｉ
ｏｃｈｅｍ社（カタログ番号５６５７７９）、またはＡｌｅｘｉｓ

Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃ

ａｌｓ社（カタログ番号：ＡＬＸ−２７０−４１５−Ｃ２５０、またはＡＬＸ−２７０−
４１５−Ｍ００１）から購入可能）、ＦＧＦ−２（２０ｎｇ／ｍＬ）、ＥＧＦ（２０ｎｇ
／ｍＬ）を添加したものを使用して、ラミニン−１（濃度は５μｇ／ｃｍ2）（ＢＤ

Ｂ

ｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社、カタログ番号：３５４２３２）で加工した培養皿Ｔ−２５フラ
スコ（細胞培養濃度５０，０００細胞／ｍＬ、計２００，０００細胞）でニューロジェニ
ン３発現細胞を４日間培養（培養温度：３７℃、ｐＨ：７．４）して誘導した。ニューロ

40

ジェニン３発現細胞の選別には、ニューロジェニン３遺伝子のプロモーターの下流に増強
黄色蛍光タンパク質（ｅＹＦＰ）をコードしている遺伝子を導入しｅＹＦＰ発現細胞を指
標としてセルソーター（ＭｏＦｌｏ）を用いて選別した。ｅＹＦＰ遺伝子の導入には、Ｎ
ｇｎ３プロモーター下にｅＹＦＰ（enhanced yellow fluorescence；増強黄色蛍光タンパ
ク質）を発現するプラスミドベクター：ｎｇｎ３−Ｓｐｅｌ−ｅＹＦＰ（以下の論文から
当該プラスミドベクターは入手可能である。Ｍｅｌｌｉｔｚｅｒ

Ｇ，

Ｍ，

Ｂａｒｔｈｓ

Ｓｉｄｈｏｕｍ−Ｊｅｎｎｙ

Ｓｅｙｍｏｕｒ
ａｔｉｃ
ｎ

ＰＡ，

ｉｓｌｅｔ

３−ｙｅｌｌｏｗ

Ｍ，

Ｓａｎｄｅｒ

Ｏｒｖａｉｎ
Ｍ，

Ｃ，

Ｍａｒｔｉｎ
Ｊ，

Ｇ．

ｃｅｌｌｓ

ｉｎ

ｎｅｕｒｏｇｅｎｉ

ｐｒｏｔｅｉｎ

ｋｎｏｃｋ−ａｄｄ

ｐｒｏｇｅｎｉｔｏｒ

Ｇｒａｄｗｏｈｌ

ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ

Ｐａｎｃｒｅ
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Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．１８（１１）：２７６５−７６．２

００４）を用いた。その後、一過性にｎｇｎ３−Ｓｐｅｌ−ｅＹＦＰをＮｕｃｅｌｏｆｅ
ｃｔｏｒ（Ａｍａｘａ社、取り扱い規約に則れば万人が使用可能である）を使用して導入
した。ベクター：ｎｇｎ３−Ｓｐｅｌ−ｅＹＦＰ（Ｍｅｌｌｉｔｚｅｒ

Ｇら、Ｍｏｌ．

Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．（２００４）Ｎｏｖ；１８（１１）：２７６５−７６参照。Ｍｅ
ｌｌｉｔｚｅｒからベクターを万人が提供を受けることができる。）をヌクレオフェクタ
ー（Ａｍａｘａ社製、操作方法は以下のホームページを参照

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗ

ａｋｏ−ｃｈｅｍ．ｃｏ．ｊｐ／ｓｉｙａｋｕ／ｉｎｆｏ／ｇｅｎｅ／ａｒｔｉｃｌｅ／
ａｍａｘａ／ｐｄｆ／Ｍａｎｕａｌ．ｐｄｆ）を用いて遺伝子導入（細胞培養濃度：５×
１０5細胞／ｍＬ、培養温度：３７℃、ｐＨ：７．４）した。４８時間後に、当該細胞を
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、セルソーターＭｏＦｌｏを使用してｅＹＦＰの発現を検討したところ、原始膵の３分の
１がｅＹＦＰを発現していた。ｅＹＦＰ発現細胞（ニューロジェニン発現細胞）をＭｏＦ
ｌｏを使用して回収した。そして、Ｎｇｎ３発現細胞をＭｏＦｌｏ（Ｄａｋｏ−Ｃｙｔｏ
ｍａｔｉｏｎ社、取り扱い規約に則れば万人が使用可能である）を使用して回収した。
【０１２７】
製造例２
ＲＣＮＫ−１細胞株の樹立
カナダのアルバータ大学から提供された健常分離ヒト膵島（カナダ、アルバータ大学、
ヒト膵島移植プログラム、ジョナサン

レイキー（Jonathan RT. Lakey）博士より、万人

が入手可能である）から、球形のきれいな形態を呈しているものを実体顕微鏡（ＳＴＥＭ
Ｉ、Ｃａｒｌ

Ｚｅｉｓｓ社、ドイツ）下にｈａｎｄ

20

ｐｉｃｋｕｐ法にて１０個選別し

、これをＴ２５培養フラスコに播いた。培養液は、ＣＭＲＬ１０６６、インビトロジェン
社製）に１０％ウシ胎仔血清（ＦＣＳ、シグマ社）、１０‑7ｍｏｌ／ｌインスリン（シグ
マ社）、１０‑6ｍｏｌ／ｌデキサメタゾン（シグマ社）、２５μｇ／ｍｌ上皮成長因子（
ＥＧＦ、シグマ社）、１０ｍＭニコチンアミド（シグマ社）、抗生物質のペニシリンＧ／
ストレプトマイシン（シグマ社）の組成のものを基本培養液として用いた。当該膵島を、
ヌクレオフェクターシステム用緩衝液（NucleofectorTM Solution、和光純薬工業株式会
社製）１ｍｌで希釈し、そこにｐＹＫ−１のプラスミドＤＮＡ（国際公開第２００５／１
００５４６号パンフレットを参照）のＴＥ緩衝液（TE buffer、シグマ社製）の懸濁液（
１μｇ／μｌ）２μｌを添加して、ヌクレオフェクターシステム（NucleofectorTM syste
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m、和光純薬工業株式会社製）により、該システムのプロトコールにしたがって遺伝子導
入した。得られた細胞をＴ−２５フラスコに播種し、ＣＳ−Ｃ無血清培地（ＣＳ−ＳＦ−
４Ｚ０−５００、大日本製薬株式会社販売）にて培養を継続した。遺伝導入して４８時間
後に、１００μｇ／ｍｌのハイグロマイシン含有ＣＳ−Ｃ無血清培地にて、耐性クローン
の選択を行なった。選択開始から２週間後に耐性クローンの出現を認め、４週間後にクロ
ーニングリングを使用し、ＲＣＮＫ−１細胞株を樹立した。
【０１２８】
実施例４
工程（ｄ）インスリン分泌細胞への分化
40

（ＤＭＥＭ培地を用いる方法）
工程（ｃ）で得られたニューロジェニン３発現細胞を、３％または５％のウシ胎仔血清
（３％ウシ胎仔血清にて３日間、ついで５％ウシ胎仔血清にて４日間培養）、肝細胞増殖
因子１０ｎｇ／ｍＬ、ニコチンアミド１０ｍｍｏｌ／Ｌ、エクスディン−４

１００ｎｍ

ｏｌ／Ｌ、トログリタゾン１０μｍｏｌ／Ｌ、硫酸亜鉛１６．７μｍｏｌ／Ｌを加えた低
グルコースＤＭＥＭ培地を用いて７日間培養（培養温度：３７℃、ｐＨ：７．４）した。
培養皿としては、マトリゲルで加工した６−ｗｅｌｌ−ｐｌａｔｅを使用した。工程（ｄ
）においては、毎日、血清非添加の高グルコースＤＭＥＭ培地（グルコース濃度：４５０
０ｍｇ／Ｌ、カタログ番号：１２８００−０８２、インビトロジェン社製）にて２時間培
養（培養温度：３７℃、ｐＨ：７．４）した後、前記低グルコースＤＭＥＭ培地で２２時
間の培養を７日間継続した。なお、高グルコース培地にも肝細胞増殖因子１０ｎｇ／ｍＬ
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、ニコチンアミド１０ｍｍｏｌ／Ｌ、エクスディン−４

１００ｎｍｏｌ／Ｌ、トログリ

タゾン１０μｍｏｌ／Ｌ、硫酸亜鉛１６．７μｍｏｌ／Ｌを加えた。
【０１２９】
（ＲＣＮＫ−１馴化培地を用いる方法）
工程（ｃ）で得られたニューロジェニン３発現細胞を、低グルコースＲＣＮＫ−１馴化
培地を用いてインスリン分泌細胞へ分化誘導を行った。ＲＣＮＫ−１細胞を低グルコース
ＤＭＥＭ＋１０％ＦＢＳで培養し、フラスコに一杯になった時点で核内限局信号（ＮＬＳ
）標識されたＣｒｅ組換え酵素を産生する複製不可能な組換えアデノベクターＡｘＣＡＮ
Ｃｒｅ（３×１０8ｐｆｕ／ｍｌ）（理研ジーンバンクより入手可能、ＲＤＢ

Ｎｏ．１

７４８）をＭＯＩ（感染多重度）＝１０〜５０（１５が好ましい）で２〜４時間（３時間

10

が好ましい）感染させ、ＲＣＮＫ−１細胞をＣｒｅ／ｌｏｘＰシステムで不死化遺伝子の
ＳＶ４０Ｔを取り除いた（培養温度：３５〜３７度）。感染後は、ＲＣＮＫ−１細胞を低
グルコースＤＭＥＭ＋５％ＦＢＳで２日間（４８時間）培養して、その後、低グルコース
ＤＭＥＭのみで培養した。２４時間培養した後に、当該低グルコースＲＣＮＫ−１馴化培
地を回収した。なお当該操作は、無血清であるため細胞が弱るまで４回から５回可能であ
る。当該低グルコースＲＣＮＫ−１馴化培地に３％または５％のウシ胎仔血清（３％ウシ
胎仔血清にて３日間、ついで５％ウシ胎仔血清にて４日間培養）、肝細胞増殖因子１０ｎ
ｇ／ｍＬ、ニコチンアミド１０ｍｍｏｌ／Ｌ、エクスディン−４

１００ｎｍｏｌ／Ｌ、

トログリタゾン１０μｍｏｌ／Ｌ、硫酸亜鉛１６．７μｍｏｌ／Ｌを加えた培地を用いて
７日間培養（培養温度：３７℃、ｐＨ：７．４）した。低グルコースＲＣＮＫ−１馴化培

20

地は、培養皿としては、マトリゲルで加工した６−ｗｅｌｌ−ｐｌａｔｅを使用した。工
程（ｄ）においては、毎日、血清非添加の高グルコース濃度に調製したＫＲＢＢ培地（Kr
ebs Ringer Balanced Buffered（ＫＲＢＢ）（１４３ｍＭ
２．５ｍＭ

Ｃａ，

Ｏ−４，
０．２％
，

Ｍｇ２，

ＳＯ−４，

１２４．１ｍＭ

２５ｍＭ

５．８ｍＭ

Ｃｌ，

ＨＣＯ−３，

Ｋ，

１．２ｍＭ

１０ｍＭ

ｂｙ

ＨＪ．Ｉｎｓｕｌｉｎ

ｂｅｔａ−ｃｅｌｌｓ

ｅ−ｓｔｉｍｕｌａｔｅｄ
２００３

ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｖｅｌｙ

ｉｓ

ｉｎｓｕｌｉｎ

ｎｅｃｅｓｓａｒｙ

ｆｏｒ

Ｐ

ＨＥＰＥＳ，

ＢＳＡを含む、以下の論文に詳細に書いてある。Ｓｒｉｖａｓｔａｖａ

Ｇｏｒｅｎ

ｅｄ

１．２ｍＭ

１．２ｍＭ

Ｎａ，

Ｓ

ｓｅｃｒｅｔ
ｇｌｕｃｏｓ

ｓｅｃｒｅｔｉｏｎ．Ｄｉａｂｅｔｅｓ．

；５２（８）：２０４９−５６．参照））に肝細胞増殖因子１０ｎｇ／ｍＬ

、ニコチンアミド１０ｍｍｏｌ／Ｌ、エクスディン−４
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１００ｎｍｏｌ／Ｌ、トログリ

タゾン１０μｍｏｌ／Ｌ、硫酸亜鉛１６．７μｍｏｌ／Ｌを加えた培地で２時間培養（培
養温度：３７℃、ｐＨ：７．４）した後、前記ＲＣＮＫ−１馴化培地で２２時間の培養を
７日間継続した。
【０１３０】
実施例５
インスリン分泌細胞のＭａｆＡ遺伝子発現
本発明の分化誘導方法により得られたインスリン分泌細胞（工程（ｄ）の培養７日目）
を位相差顕微鏡下にて観察した（図４（ａ）参照）。核１はドット状に赤く染まっており
、直径が約２００μｍの球状を呈しているインスリン分泌細胞群全体２は緑に染まってい

40

ることからＭａｆＡ遺伝子の発現が確認できた。ＭａｆＡ遺伝子の発現は、ＭａｆＡ抗体
を用いて行った（ＭａｆＡ抗体（ＢＬ１０６９、カタログ番号：Ａ３００−６１１Ａ、Ｂ
ＥＴＨＹＬ

ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＩＥＳ，ＩＮＣ．社製。使用方法に関しては、製品に添

付の取扱説明書を参照）。なお、添付の写真は白黒２階調に変換したものであるので、染
色された色は表現されていない。本発明の分化誘導方法により得られたインスリン分泌細
胞は、ＭａｆＡ遺伝子を発現する能力を有するのに対し、従来技術であるダムール法で分
化誘導されたインスリン分泌細胞はＭａｆＡ遺伝子を発現していないことが報告されてい
る（非特許文献１２参照）。この結果からも、本願発明の分化誘導方法は従来技術と比較
して優れていることが明らかとなった。本願発明が優れている要因としては、ダムール法
ではＦＧＦ−１０を使用しているのに対し、本願発明では工程（ｃ）においてＥＧＦおよ
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びＦＧＦ−２を使用した点が考えられる。ＦＧＦ−１０は、膵臓の発生過程でβ細胞への
分化を抑制（非特許文献１３参照）し、膵外分泌細胞を誘導する（非特許文献１４参照）
ことが報告されている。一方、ＥＧＦとＦＧＦ−２が膵臓の発生過程でβ細胞への分化を
促進する（Ｃｒａｓ−Ｍｅｎｅｕｒ
ｗ

Ｐ，

ｏｒ

Ｓｃｈａｒｆｍａｎｎ

ｉｎｃｒｅａｓｅｓ

ｅｍｂｒｙｏｎｉｃ
ｗｅｅｎ

Ｃ，
Ｒ．

Ｌ，

Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ

Ｃｚｅｒｎｉｃｈｏ

ｇｒｏｗｔｈ

ｕｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ

ｃｅｌｌｓ

ｉｎ

ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｏｎ

Ｄｉａｂｅｔｅｓ．

Ｅｌｇｈａｚｉ

２００１

ｖｉｔｒｏ：
ａｎｄ

ａ

ｆａｃｔ

ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ
ｂａｌａｎｃｅ

ｂｅｔ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ．

Ｊｕｌ；５０（７）：１５７１−９）ことが報告されて
10

いる。
【０１３１】
実施例６
インスリン分泌細胞のインスリン分泌能の確認および形態学的検討
本願発明の分化誘導方法により得られたインスリン分泌細胞の形態を位相差顕微鏡下に
て観察した（図４（ｂ）参照）。なお、核１は赤く染まっており、分化誘導４、７日目に
おいては直径が約２００μｍの球状を呈しているインスリン分泌細胞群全体２はインスリ
ン分泌を示す緑に染まっている。インスリンの検出は抗インスリン抗体を用いて行った（
Ｓｔａ．

Ｃｒｕｚ

ｓｃ−９１６８，使用方法は製品に添付させている取り扱い説明書

を参照）。インスリン分泌細胞は培養日数の増加に伴い緑色を呈していることが確認され
た。なお、添付の写真は白黒２階調に変換したものであるので、染色された色は表現され

20

ていない。図４の写真右下のスケールバーは共に２００μｍを示す。インスリン分泌細胞
は培養日数と共に球状の形態を形成してきている。
【０１３２】
分化誘導２日目の細胞の形態学検討
１．形状が「いびつな球状：３点」、２．辺縁の形状が「やや均整のとれた：３点」、３
．統合性が「断片化した（ｆｒａｇｍｅｎｔｅｄ）：１点」、４．直径が「培養膵島の個
々が１２５〜１７５μｍ：３点」、５．染色の均一性が「やや均一：３点」評価値の合計
が１３点であった（図４参照）。
【０１３３】
分化誘導４日目の細胞の形態学検討

30

１．形状が「球状：５点」、２．辺縁の形状が「やや均整のとれた：３点」、３．統合性
が「ややソリッド／コンパクト：３点」、４．直径が「培養膵島の個々中１０％以上が２
００μｍより大きい：５点」、５．染色の均一性が「やや均一：３点」評価値の合計が１
９点であった（図４参照）。
【０１３４】
分化誘導７日目の細胞の形態学検討
１．形状が「球状：５点」、２．辺縁の形状が「均整のとれた：５点」、３．統合性が「
ソリッド／コンパクト：５点」、４．直径が「培養膵島の個々中１０％以上が２００μｍ
より大きい：５点」、５．染色の均一性が「完全に均一：５点」評価値の合計が２５点で
あった（図４参照）。一方、ダムール法により得られたインスリン分泌細胞は球状にはな

40

っていなかった。
【０１３５】
ダムール法による細胞の形態学的検討
１．形状が「扁平：１点」、２．辺縁の形状が「不ぞろいの：１点」、３．統合性が「断
片化した：１点」、４．直径が「培養膵島の全体が１００μｍ未満：１点」、５．染色の
均一性が「やや均一：３点」評価値の合計が７点であった（非特許文献１２参照）。
形態学的検討結果より、本発明の分化誘導方法により得られたインスリン分泌細胞は従来
技術（ダムール法）より優れていることが明らかとなった。
【０１３６】
実施例７
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本発明の手法により得られたインスリン分泌細胞の機能評価
１）インスリン分泌
実施例４のＤＭＥＭ培地を用いた培養により得られたインスリン分泌細胞または実施例
４のＲＣＮＫ−１馴化培地を用いた培養により得られたインスリン分泌細胞を、それぞれ
ＤＭＥＭ（図５（ａ）および表１（ａ）参照）またはＫＲＢＢ（図５（ｂ）および表１（
ｂ）参照）に、３．３ｍＭ濃度（低グルコース）ないしは２５ｍＭ濃度（高グルコース）
のグルコースを添加して、各２時間培養（培養温度：３７℃、ｐＨ：７．４）して、培地
中のインスリン分泌量を測定し（Ｕｌｔｒａｓｅｎｓｉｔｉｖｅ
ｔ、Ｍｅｒｃｏｄｉａ

Ｕｌｔｒａｓｅｎｓｉｔｉｖｅ

ｉｎｓｕｌｉｎ

Ｍｏｕｓｅ

ｋｉ

Ｉｎｓｕｌｉｎ

ＥＬＩＳＡ、製品番号：１０−１１５０−０１、Ｍｅｒｃｏｄｉａ社製）従来技術（ダム
ール法、およびシュローダー法（シュローダーら、ｎａｔｕｒｅ
ｖｏｌ．１，

ｎｏ．２，

ｐ．４９５−５０７，

10

ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ

２００６））との比較を行った（図

５、表１（ａ）および表１（ｂ）参照）。すなわち、低グルコースにて２時間刺激後高グ
ルコースにて２時間刺激（「グルコース刺激：低→高」と略す）した後の培地中のインス
リン分泌量を測定、または低グルコースにて２時間刺激後高グルコースにて２時間刺激後
再度低グルコースにて２時間刺激（「グルコース刺激：低→高→低」と略す）した後の培
地中のインスリン分泌量を測定した。その結果、本願発明の分化誘導方法により得られた
インスリン分泌細胞は、低グルコースＤＭＥＭで２日、４日、７日、と培養日数が増加す
るごとに、「グルコース刺激：低→高」した際のインスリン分泌量が増加しており（それ
ぞれ、図５の横軸の１、３、５を参照。）、一方で「グルコース刺激：低→高→低」した

20

際のインスリン分泌量は減少しており（それぞれ、図５の横軸の２、４、６を参照）、イ
ンスリン分泌細胞がグルコース応答性を有することが明らかとなった。なお比較として、
従来技術であるシュローダー法によるインスリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→高」
した後の培地中のインスリン分泌量（図５の横軸の７を参照）、ダムール法によるインス
リン分泌細胞を「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌量（図
５の横軸の８を参照）、ダムール法によるインスリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→
高」した後の培地中のインスリン分泌量（図５の横軸の９を参照）、ダムール法によるイ
ンスリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌量
（図５の横軸の１０を参照）を測定した。その結果、本発明の分化誘導方法により得られ
たインスリン分泌細胞は、従来技術によるインスリン分泌細胞と比較して優れたインスリ
ン分泌能を有し、グルコース応答性も優れていることが明らかとなった。
【０１３７】
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【表１（ａ）】
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【０１３８】
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【表１（ｂ）】
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【０１３９】
実施例８
本発明の手法により得られたインスリン分泌細胞の機能評価
２）トルブタミドによる刺激
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実施例４により得られたインスリン分泌細胞を、低グルコース濃度のＫＲＢＢを培地と
して用いてインスリン分泌量を測定（図６（ａ）および表２参照）後、培地を低グルコー
ス濃度のＫＲＢＢに１０ｍｉｃｒｏｍｏｌ／Ｌトルブタミド（シグマ社製）で１時間刺激
した際の培地中のインスリン分泌量を測定（図６（ｂ）および表２参照）した。その結果
、本願発明の分化誘導方法により得られたインスリン分泌細胞は従来技術と比較して高い
インスリン分泌能を示した。
【０１４０】
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【表２】
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【０１４１】
実施例９
本発明の手法により得られたインスリン分泌細胞の機能評価
３）糖尿病マウスへの移植実験
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重症免疫不全（ＳＣＩＤ（severe combined immunodeficiency））マウス（体重２０ｇ
、日本クレア株式会社）にストレプトゾトシン（２２０ｍｇ／ｋｇ）を腹腔内に投与し、
一週後に血糖値が３６０ｍｇ／ｄＬ以上に２日続けてなった際に、糖尿病と判断した。当
該糖尿病マウスを移植実験に使用した。本願発明の分化誘導方法にて得られたインスリン
分泌細胞（５×１０6細胞）、未分化なマウスＥＳ細胞（５×１０6細胞）、および正常マ
ウス膵島４５０個を移植細胞として用いた。それぞれ５匹の糖尿病マウスに細胞移植を行
った。なお、正常な健常マウス（３匹）および移植しない糖尿病マウスをコントロールと
して使用した。マウスの左腎皮膜下に移植した後の血糖値の平均を図７および表３に示す
。移植後の最初の５日間は中間型ヒトインスリンＮＰＨ（Ｎｏｖｏ

Ｎｏｒｄｉｓｋ社製

）を２単位皮下注射し、その後の５日間は中間型ヒトインスリンＮＰＨ（Ｎｏｖｏ

Ｎｏ

10

ｒｄｉｓｋ社製）を１単位皮下注射した場合の移植後の血糖値の平均を図７に示す。その
後、３日おきに血糖値を測定し、移植後３週目以降は一週間に一回の割合で血糖値をＰｏ
ｒｔａｂｌｅ

ｇｌｕｃｏｓｅ

ｍｅｔｅｒ

ＦｒｅｅＳｔｌｙｌｅ

ＴＭ（Ｔｈｅｒａ

Ｓｅｎｃｅ社製）を使用して測定した。マウスＥＳ細胞を移植したマウスでは、ＮＰＨ投
与を終えた後に血糖値が再度３６０ｍｇ／ｄＬ以上になり、治療効果がないことが明らか
となった。これとは対照的に、本願発明の分化誘導方法により得られたインスリン分泌細
胞を移植したマウスは、健常マウス膵島を移植したマウスと同様にグルコース濃度が１０
０ｍｇ／ｄＬ程度を維持することができた。これは、当該インスリン分泌細胞の機能が健
常マウス膵島と同程度であり、治療効果があることを示す。なお、治療を行わない糖尿病
マウス全て（非治療群）およびＥＳ細胞を移植したマウス全ては１０週間以内に高血糖に
より死亡した。
【０１４２】
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【表３】
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【０１４３】
実施例１０
本発明の手法により得られたインスリン分泌細胞の機能評価
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４）バイオ人工膵臓を用いた糖尿病マウスの治療実験
バイオ人工膵臓を移植する糖尿病マウス（実施例９記載の方法で作製）を切開し、マウ
ス皮下にバッグ型のバイオリアクター（図８参照。ＳＧ文献に作製方法が記載されている
）を埋め込み３日間かけてバイオリアクター周囲への血管伸長を行った。バイオリアクタ
ーを埋め込んでから３日後および１０日後に本願発明の分化誘導方法にて得られたインス
リン分泌細胞（５×１０6細胞）、未分化なマウスＥＳ細胞（５×１０6細胞）、および正
常マウス膵島４５０個をそれぞれ５匹の糖尿病マウスに埋め込んだバイオリアクターに細
胞充填を行った。なお、正常な健常マウス（３匹）および移植しない糖尿病マウスをコン
トロールとして使用した。細胞を充填した後のマウス血糖値の平均を図９および表４に示
す。充填後の最初の１０日間（細胞を充填してから、細胞のインスリン分泌能が回復する
までの間に相当する）は、中間型ヒトインスリンＮＰＨ（Ｎｏｖｏ

10

Ｎｏｒｄｉｓｋ社製

）を２単位皮下注射した。ＮＰＨ注射終了後、３日おきに血糖値を測定し、移植後３週目
以降は１週間に１回の割合で血糖値をＰｏｒｔａｂｌｅ
ＦｒｅｅＳｔｌｙｌｅ

ｇｌｕｃｏｓｅ

ｍｅｔｅｒ

ＴＭ（ＴｈｅｒａＳｅｎｃｅ社製）を使用して測定した。マウス

ＥＳ細胞を充填したバイオ人工膵臓を埋め込んだマウスでは、ＮＰＨ投与を終えた後に血
糖値が再度３６０ｍｇ／ｄＬ以上になり、治療効果がないことが明らかとなった。これと
は対照的に、本願発明の分化誘導方法により得られたインスリン分泌細胞を埋め込んだバ
イオ人工膵臓を装着したマウスは、健常マウス膵島を充填したバイオ人工膵臓を装着した
マウスと同様にグルコース濃度が１００ｍｇ／ｄＬ程度を維持することができた。これは
、当該インスリン分泌細胞の機能が健常マウス膵島と同程度であり、治療効果があること
を示す。なお、治療を行わない糖尿病マウス全て（非治療群）およびＥＳ細胞を充填した
バイオ人工膵臓を埋め込んだマウス全ては１０週間以内に高血糖により死亡した。
【０１４４】
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【表４】
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【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の方法によりマウスＥＳ細胞から分化誘導されたマウス胚体内胚葉におけ
る胚体内胚葉特異的遺伝子Ｆｏｘａ２およびＳｏｘ１７の遺伝子発現をＲＴ−ＰＣＲ法に
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て判定した写真である。レーン１〜４は、それぞれコラーゲンタイプＩＶ、マトリゲル、
ラミニンタイプ１、ジェラチンで培養したマウス胚体内胚葉の遺伝子発現を示す。
【図２】本発明の方法によりコラーゲンタイプＩＶで加工した培養皿を用いてマウスＥＳ
細胞から分化誘導されたマウス胚体内胚葉における胚体内胚葉特異的遺伝子Ｆｏｘａ２お
よびＳｏｘ１７の遺伝子発現をＲＴ−ＰＣＲ法にて判定した写真である。レーン１〜４は
、それぞれアクチビンＡの濃度が２ｎｇ／ｍｌ、１０ｎｇ／ｍｌ、１００ｎｇ／ｍｌ、２
００ｎｇ／ｍｌで添加し培養したマウス胚体内胚葉の遺伝子発現を示す。
【図３】本発明の方法によりマウス胚体内胚葉から分化誘導されたマウス原始膵における
原始膵特異的遺伝子Ｐｄｘ−１の遺伝子発現、ネガティブコントロールであるＳｈｈ遺伝
子発現、および内因性標準であるＧＡＰＤＨ遺伝子発現をＲＴ−ＰＣＲ法にて判定した写
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真である。レーン１〜４は、それぞれレチノイン酸濃度が１μＭ、１０μＭ、１００μＭ
、１０００μＭで添加し培養したマウス原始膵の遺伝子発現を示す。
【図４（ａ）】本発明の分化誘導方法によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分
泌細胞のＭａｆＡ遺伝子発現を示す顕微鏡像である。１は核を示し、２は球状を呈すイン
スリン分泌細胞全体を示す。
【図４（ｂ）】本発明の分化誘導方法によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分
泌細胞の形態を示す顕微鏡像である。１は核を示し、２は球状を示すインスリン分泌細胞
を示す。
【図５（ａ）】本発明の分化誘導方法により工程（ｄ）において低グルコースＤＭＥＭを
用いてマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分泌細胞および従来技術の分化誘導方法
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によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分泌細胞のインスリン分泌能を示すグラ
フである。横軸の１〜１０は、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グ
ルコースＤＭＥＭで２日間培養後「グルコース刺激：低→高」した後の培地中のインスリ
ン分泌量（横軸の１）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコー
スＤＭＥＭで２日間培養後「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン
分泌量（横軸の２）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコース
ＤＭＥＭで４日間培養後「グルコース刺激：低→高」した後の培地中のインスリン分泌量
（横軸の３）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＤＭＥ
Ｍで４日間培養後「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌量（
横軸の４）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＤＭＥＭ
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で７日間培養後「グルコース刺激：低→高」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の
５）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＤＭＥＭで７日
間培養後「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の６
）、従来技術であるシュローダー法のインスリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→高」
した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の７）、従来技術であるシュローダー法のイン
スリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌量（
横軸の８）、従来技術であるダムール法のインスリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→
高」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の９）、従来技術であるダムール法のイン
スリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌量（
横軸の１０）をそれぞれ示す。
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【図５（ｂ）】本発明の分化誘導方法により工程（ｄ）において低グルコースＲＣＮＫ−
１馴化培地を用いてマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分泌細胞および従来技術の
分化誘導方法によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分泌細胞のインスリン分泌
能を示すグラフである。横軸の１〜１０は、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）
において低グルコースＲＣＮＫ−１馴化培地で２日間培養後「グルコース刺激：低→高」
した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の１）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程
（ｄ）において低グルコースＲＣＮＫ−１馴化培地で２日間培養後「グルコース刺激：低
→高→低」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の２）、本願発明のインスリン分泌
細胞を工程（ｄ）において低グルコースＲＣＮＫ−１馴化培地で４日間培養後「グルコー
ス刺激：低→高」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の３）、本願発明のインスリ
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ン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＲＣＮＫ−１馴化培地で４日間培養後「グ
ルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の４）、本願発明
のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＲＣＮＫ−１馴化培地で７日間
培養後「グルコース刺激：低→高」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の５）、本
願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＲＣＮＫ−１馴化培地で
７日間培養後「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸
の６）、従来技術であるシュローダー法のインスリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→
高」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の７）、従来技術であるシュローダー法の
インスリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌
量（横軸の８）、従来技術であるダムール法のインスリン分泌細胞を「グルコース刺激：

10

低→高」した後の培地中のインスリン分泌量（横軸の９）、従来技術であるダムール法の
インスリン分泌細胞を「グルコース刺激：低→高→低」した後の培地中のインスリン分泌
量（横軸の１０）をそれぞれ示す。
【図６（ａ）】本発明の分化誘導方法によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分
泌細胞および従来技術の分化誘導方法によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分
泌細胞のトルブタミド刺激前のインスリン分泌能を示すグラフである。横軸の１〜５は、
本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＤＭＥＭで２日間培養
（横軸の１）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＤＭＥ
Ｍで４日間培養（横軸の２）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グ
ルコースＤＭＥＭで７日間培養（横軸の３）、従来技術であるシュローダー法によるイン
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スリン分泌細胞（横軸の４）、および従来技術であるダムール法によるインスリン分泌細
胞（横軸の５）を示す。
【図６（ｂ）】本発明の分化誘導方法によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分
泌細胞および従来技術の分化誘導方法によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分
泌細胞のトルブタミド刺激後のインスリン分泌能を示すグラフである。横軸の１〜５は、
本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＤＭＥＭで２日間培養
（横軸の１）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グルコースＤＭＥ
Ｍで４日間培養（横軸の２）、本願発明のインスリン分泌細胞を工程（ｄ）において低グ
ルコースＤＭＥＭで７日間培養（横軸の３）、従来技術であるシュローダー法によるイン
スリン分泌細胞（横軸の４）、および従来技術であるダムール法によるインスリン分泌細
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胞（横軸の５）を示す。
【図７】本発明の分化誘導方法によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分泌細胞
、未分化マウスＥＳ細胞、またはマウス膵島を糖尿病マウスへ移植し、移植後の血糖値を
測定したグラフである。コントロールとして、健常マウスおよび移植を行っていない糖尿
病マウスを用いている。移植後の最初の５日間は健常マウスおよび移植を行っていない糖
尿病マウス共に中間型ヒトインスリンＮＰＨを２単位（ＩＵ）皮下注射し、その後の５日
間は中間型ヒトインスリンＮＰＨを１単位皮下注射している。
【図８】本発明のバイオ人工膵臓の一実施態様を示す図である。バイオ人工膵臓は球状を
呈しているインスリン分泌細胞７を注入する細胞注入口３、蓋４、免疫担当細胞の透過を
阻止するためのポリエチレン−ビニルアルコール膜（ポアサイズは３０ｎｍ）５、細胞接
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着のためのＰＡＵ加工したＰＴＦＥ不織布６からなる。
【図９】本発明の分化誘導方法によりマウスＥＳ細胞から誘導されたインスリン分泌細胞
、未分化マウスＥＳ細胞、またはマウス膵島を充填した本発明のバイオ人工膵臓を糖尿病
マウスへ埋め込み、埋め込み後の血糖値を測定したグラフである。コントロールとして、
健常マウスおよび移植を行っていない糖尿病マウスを用いている。移植後の最初の１０日
間は健常マウスおよび移植を行っていない糖尿病マウス共に中間型ヒトインスリンＮＰＨ
を２単位（ＩＵ）皮下注射している。
【符号の説明】
【０１４６】
１

核
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２

インスリン分泌細胞群全体

３

細胞注入口

４

蓋

５

ポリエチレン−ビニルアルコール膜

６

ＰＴＦＥ不織布

７

インスリン分泌細胞
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【配列表フリーテキスト】
【０１４７】
配列番号１：Ｆｏｘａ２遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用５′プライマー
配列番号２：Ｆｏｘａ２遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用３′プライマー
配列番号３：Ｓｏｘ１７遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用５′プライマー
配列番号４：Ｓｏｘ１７遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用３′プライマー
配列番号５：Ｐｄｘ−１遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用５′プライマー
配列番号６：Ｐｄｘ−１遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用３′プライマー
配列番号７：Ｓｈｈ遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用５′プライマー
配列番号８：Ｓｈｈ遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用３′プライマー
配列番号９：ＧＡＰＤＨ遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用５′プライマー
配列番号１０：ＧＡＰＤＨ遺伝子を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応用３′プライマ
ー

【図５（ａ）】

【図６（ａ）】

【図５（ｂ）】

【図６（ｂ）】
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【図７】

【図９】

【図８】
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【図１】

【図２】
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【図３】

【図４（ａ）】
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