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(57)【要約】
ｉｎ ｖｉｔｒｏにおいて、生物学的組織に血管系を
付与する方法であって、生物学的組織を血管細胞及び間
葉系細胞と共培養することを含む、前記方法。前記方法
により、血管系が付与された生物学的組織。前記生物学
的組織を非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組織
又は臓器に分化させることを含む、組織又は臓器の作製
方法。前記生物学的組織をヒト又は非ヒト動物に移植し
、血管網が構築された組織又は臓器に分化させることを
含む、組織又は臓器の再生又は機能回復方法。前記生物
学的組織を非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組
織又は臓器に分化させることを含む、非ヒトキメラ動物
の作製方法。前記生物学的組織、前記方法で作製された
組織及び臓器、並びに前記方法で作製された非ヒトキメ
ラ動物からなる群より選択される少なくとも１つを用い
て、薬剤を評価する方法。前記方法により、血管系を付
与された生物学的組織を含む、再生医療用組成物。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ｉｎ

ｖｉｔｒｏにおいて、生物学的組織に血管系を付与する方法であって、生物学的組

織を血管細胞及び間葉系細胞と共培養することを含む、前記方法。
【請求項２】
足場材料を用いることなく、生物学的組織を血管細胞及び間葉系細胞と共培養する請求項
１記載の方法。
【請求項３】
生物学的組織を血管細胞及び間葉系細胞と共培養することで、生物学的組織に血管系が付
与され、生物学的組織の機能が維持及び／又は向上する請求項１又は２に記載の方法。
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【請求項４】
請求項１〜３のいずれかに記載の方法により、血管系が付与された生物学的組織。
【請求項５】
請求項４記載の生物学的組織を非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組織又は臓器に
分化させることを含む、組織又は臓器の作製方法。
【請求項６】
請求項４記載の生物学的組織をヒト又は非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組織又
は臓器に分化させることを含む、組織又は臓器の再生又は機能回復方法。
【請求項７】
請求項４記載の生物学的組織を非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組織又は臓器に
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分化させることを含む、非ヒトキメラ動物の作製方法。
【請求項８】
請求項４記載の生物学的組織、請求項５記載の方法で作製された組織及び臓器、並びに請
求項７記載の方法で作製された非ヒトキメラ動物からなる群より選択される少なくとも１
つを用いて、薬剤を評価する方法。
【請求項９】
請求項４記載の生物学的組織を含む、再生医療用組成物。
【請求項１０】
組織又は臓器を作製するために用いられる請求項９記載の組成物。
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【請求項１１】
組織又は臓器の再生又は機能回復を行うために用いられる請求項９記載の組成物。
【請求項１２】
生体に移植した後、生物学的組織が血管網を有する組織又は臓器に分化する請求項９〜１
１のいずれかに記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、生物学的組織へ血管系を付与する方法に関し、より詳細には、多能性幹細胞
等より誘導した組織や、個体より分離した正常組織や癌組織などの組織から、血管網を有
する三次元組織を作製する方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
近年、個体より分離した正常／癌組織や、多能性幹細胞より誘導した組織を利用して、
新たな医薬品を開発するための創薬スクリーニングや、失われた臓器の機能を補う再生医
療を実現化することが注目されている。
多能性幹細胞などから三次元組織を誘導する試みとしては、肝臓、膵臓や神経などの領
域において、スフェロイド状の小型組織を形成し、細胞の分化誘導を行う研究が報告され
ている（非特許文献１：Ｔａｋａｙａｍａ
ｓ．
，

２０１３
ｅｔ

Ｋ，

ｅｔ

ａｌ．

Ｆｅｂ；３４（７）：１７８１‑９．
ＰＬｏＳ

ＯＮＥ．

ａｌ．Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌ
非特許文献２：Ｓａｉｔｏ

Ｈ

２０１１；６（１２）：ｅ２８２０９、非特許
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(3)
文献３：Ｅｉｒａｋｕ

Ｍ，

ｅｔ

ａｌ．
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Ｎａｔｕｒｅ

２０１１、４７２，

５１

‑５６）。しかし、いずれの方法で誘導された組織も、血管構造が存在しない。血管構造
は、移植した後に、組織が生存するために必要な酸素及び栄養素などを組織内部に送達す
る役割を有しているのみならず、（内部に血液が流入する以前にも、）血管を伴う三次元
的な組織構造や細胞極性を再現することが細胞の分化・増殖・維持に重要であると考えら
れている。したがって、血管を有さない組織は、単に、移植後に定着せずに内部が壊死す
ることのみならず、血管化に伴う組織の成熟化が達成されず、充分な機能を発揮すること
が困難であった。
【０００３】
そこで、三次元的な組織に血管構造を付加することを目的として、個体より分離した膵
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島などの組織を、担体（足場材料）へ播種し、血管内皮細胞や線維芽細胞などと共培養を
行う方法などが考案されている
，

ｅｔ

ａｌ．

ＰＬｏＳ

（非特許文献４：Ｋａｕｆｍａｎ‑Ｆｒａｎｃｉｓ
ＯＮＥ

２０１２、７（７）：

Ｋ

ｅ４０７４１）。

【０００４】
しかし、足場材料による空間的配置の制約が存在し細胞挙動が大きく影響を受けること
から、生体組織のような精密な構造を構築することが困難であり、適正な細胞間の相互作
用が再現されない。したがって、組織中の細胞の成熟や増殖が阻害されたり、機能的な血
管網の再構成が遅延するために移植後の定着が悪いなどの問題が生じてしまう。さらに、
移植などに用いる際に、足場材料が異物反応を生じ、炎症などを来すことも大きな問題点
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と考えられる。
以上のように、産業応用や再生医療応用を想定した際には、血管網を備えた三次元組織
の再構築が望まれているにも関わらず、足場材料に頼ること無く、ｉｎ

ｖｉｔｒｏにお

いて組織を用いて血管を備えた組織体を構築する方法は、未だに確立されていないのが現
状である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｔａｋａｙａｍａ
２０１３

Ｋ，

ｅｔ

ａｌ．Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ．

Ｆｅｂ；３４（７）：１７８１‑９．

【非特許文献２】Ｓａｉｔｏ

Ｈ，

ｅｔ

ａｌ．

ＰＬｏＳ

ＯＮＥ．

２０１１；６
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（１２）：ｅ２８２０９
【非特許文献３】Ｅｉｒａｋｕ
，

Ｍ，

ｅｔ

ａｌ．

Ｎａｔｕｒｅ

２０１１、４７２

５１‑５６

【非特許文献４】Ｋａｕｆｍａｎ‑Ｆｒａｎｃｉｓ
ＮＥ

２０１２、７（７）：

Ｋ，

ｅｔ

ａｌ．

ＰＬｏＳ

Ｏ

ｅ４０７４１

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
肝臓・膵臓・腎臓・腸管・肺臓などの疾患に対する医薬品開発や再生医療の実現を目指
すためには、血管化を伴う三次元的な組織構造や細胞極性を再現することが必須である。

40

すなわち、多能性幹細胞より誘導された組織や個体より分離した組織の機能を最大化する
ためには、血管網の再構築を可能とする三次元組織体の形成が必要である。
【０００７】
一方、本発明者らは、異なった細胞系譜の時空間的な相互作用を活用することにより、
「臓器の再構成に基づく臓器細胞の分化誘導」を実現化した革新的な三次元培養技術を確
立している（Ｎａｔｕｒｅ，

４９９：

４８１‑４８４，

２０１３、ＷＯ２０１３／

０４７６３９：組織及び臓器の作製方法）。すなわち、臓器発生の初期プロセスに必須で
ある臓器細胞と血管細胞と間葉系細胞との細胞間相互作用を再現化することにより立体的
な臓器の原基（臓器の種）を誘導し、血管網を有する機能的な臓器の創出を可能とする基
盤技術を確立している。しかし、本法においては、臓器細胞を対象としており、小型組織
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（組織）を用いることによって、血管網を有する三次元組織原基の創出が可能であるかは
未解明であった。
【０００８】
本発明では、組織を対象として、足場材料に頼ること無く、ｉｎ

ｖｉｔｒｏにおいて

血管を備えた組織体を構築する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、臓器の元となる臓器細胞と、血管内皮細胞および間葉系細胞と密な細胞
間相互作用を持つことで、自律的な組織構造の構築と細胞分化を伴う立体組織形成が進行
することを見いだした（Ｎａｔｕｒｅ，

４９９：

４８１‑４８４，

２０１３、ＷＯ
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２０１３／０４７６３９：組織及び臓器の作製方法）。しかし、組織を対象として、血管
網の付加が可能であるかは明らかとなっていない。
【００１０】
本発明は、この様な器官発生の早期プロセスを人為的に再現することで、組織を対象と
して、試験管内で血管網を伴う立体組織を人為的に作製しようと試みるものである。さら
に、培養系で誘導された立体組織を生体内へ移植することで血流を開始させ、組織機能の
成熟・維持を実現化することの可能な血管系が付加された立体組織の作成を行うものであ
る。
【００１１】
本発明者らは、個体より分離した組織（１０〜３，０００μｍ程度まで）や、多能性幹
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細胞より誘導した組織（１０〜３，０００μｍ程度まで）を、適切な混合比率で血管細胞
および間葉系細胞と共培養した。立体組織の誘導には、下記の方法を採用した。
１．マトリゲルなどの支持体上で、組織と血管・間葉系細胞とを共培養することにより、
三次元組織を形成する。
２．底面に細胞が集まるような形状のプレート上で組織と血管・間葉系細胞とを共培養す
ることにより、三次元組織を形成する。
上記に記載の方法により、短期間培養を行うことで、微小血管構造を付加した立体的な
組織を試験管内で誘導することができた。
さらに、培養系で誘導された立体組織を生体内へ移植することにより、機能的な血管網
の再構成を誘導することにより血液灌流を開始させる、成体組織と同等な高度に秩序だっ
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た組織構造を有する組織・臓器を作製することに成功した。
【００１２】
このように組織より、細胞間相互作用による自律的な組織化を誘導し、組織・臓器の三
次元的な再構築を試みる手法は過去には存在せず、新規性の極めて高い方法であると考え
られる。
【００１３】
本発明の要旨は以下の通りである。
（１）ｉｎ

ｖｉｔｒｏにおいて、生物学的組織に血管系を付与する方法であって、生物

学的組織を血管細胞及び間葉系細胞と共培養することを含む、前記方法。
（２）足場材料を用いることなく、生物学的組織を血管細胞及び間葉系細胞と共培養する
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（１）記載の方法。
（３）生物学的組織を血管細胞及び間葉系細胞と共培養することで、生物学的組織に血管
系が付与され、生物学的組織の機能が維持及び／又は向上する（１）又は（２）に記載の
方法。
（４）（１）〜（３）のいずれかに記載の方法により、血管系が付与された生物学的組織
。
（５）（４）記載の生物学的組織を非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組織又は臓
器に分化させることを含む、組織又は臓器の作製方法。
（６）（４）記載の生物学的組織をヒト又は非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組
織又は臓器に分化させることを含む、組織又は臓器の再生又は機能回復方法。
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（７）（４）記載の生物学的組織を非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組織又は臓
器に分化させることを含む、非ヒトキメラ動物の作製方法。
（８）（４）記載の生物学的組織、（５）記載の方法で作製された組織及び臓器、並びに
（７）記載の方法で作製された非ヒトキメラ動物からなる群より選択される少なくとも１
つを用いて、薬剤を評価する方法。
（９）（４）記載の生物学的組織を含む、再生医療用組成物。
（１０）組織又は臓器を作製するために用いられる（９）記載の組成物。
（１１）組織又は臓器の再生又は機能回復を行うために用いられる（９）記載の組成物。
（１２）生体に移植した後、生物学的組織が血管網を有する組織又は臓器に分化する（９
10

）〜（１１）のいずれかに記載の組成物。
【００１４】
本発明により、個体より分離した正常組織や癌組織、多能性幹細胞等から誘導した組織
などに対し、適切な環境下で血管細胞と間葉系細胞との共培養を行うことで、試験管内で
血管網を付与した立体的な組織体を構築することが可能となった。組織の成熟・維持・修
復などに必須である血管網が付与されることにより、高機能性の組織が再構築され、創薬
スクリーニングや再生医療に有益な組織体を製造するための基盤技術となることが期待さ
れる。
【００１５】
従来、多能性幹細胞から分化誘導により得られた組織体は、成体組織を構成している機
能細胞と比較して未成熟な分化段階に止まっていた。これは、従来の分化誘導法において

20

は機能細胞の終末分化が誘導されていないことが原因である。
本発明により、血管網が付加された組織が再構築可能となり、ヒト機能細胞の終末分化
の誘導法の確立が期待されることから（例えば、血管構造に対する細胞極性の再構成など
）、ヒト機能細胞の創出技術として価値が高い。
【００１６】
一方、個体より抽出した臓器に由来する組織は、分離直後に機能が著しく低下し、それ
らを維持することが困難であった。本発明により、組織に血管網を付与することにより、
機能の向上・維持が達成されれば、血管系が存在しないために、従来の組織移植医療によ
って効果が不十分で有った患者に対し（例えば、膵島移植治療など）、飛躍的な治療効果
を有する移植手法を提供出来る可能性がある。また、様々な臓器の機能を試験管内、ない
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し、生体内において最大化することが可能となり、創薬スクリーニングを行う上で、有益
な基盤技術となることが期待される。
【００１７】
さらに、本発明により血管系を有する立体的なヒト組織構造体を再構築することが可能
である。したがって、これまでの技術では全く達成されていなかった、血管系が適切に配
置された血流を有する組織・臓器を作製することが可能となる。これにより、薬剤の効果
発現と血管との関連性など、現存する評価系では解析が困難であった、医薬品の効果を評
価する全く新たな解析系を提供出来るものと期待される。
また、臓器細胞と、血管内皮細胞および間葉系細胞との密な細胞間相互作用を持つこと
で、自律的な組織構造の構築と細胞分化を伴う立体組織形成を進行させる方法（Ｎａｔｕ
ｒｅ，

４９９：

４８１‑４８４，
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２０１３，ＷＯ２０１３／０４７６３９）に対す

る優位性としては、以下のことが挙げられる。
１．増幅が困難な細胞（例えば、膵β細胞、腎糸球体上皮・尿細管上皮細胞、肝細胞、腸
管上皮細胞、肺胞上皮細胞、腫瘍細胞、栄養外胚葉細胞、ｉＰＳ細胞由来内胚葉細胞、ｉ
ＰＳ細胞由来中胚葉細胞、ｉＰＳ細胞由来外胚葉細胞、ｉＰＳ細胞由来組織幹・前駆細胞
など）から構成される組織（例えば、膵島、腎糸球体、肝組織、腸管陰窩、肺胞、腫瘍組
織、栄養外胚葉組織、ｉＰＳ細胞由来内胚葉細胞由来スフェロイド、ｉＰＳ細胞由来中胚
葉細胞由来スフェロイド、ｉＰＳ細胞由来外胚葉細胞由来スフェロイド、ｉＰＳ細胞由来
組織幹・前駆細胞由来スフェロイドなど））にも血管系を付与できる。
２．より大きな組織に血管系を付与できる。Ｎａｔｕｒｅ，

４９９：

４８１‑４８４
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ＷＯ２０１３／０４７６３９の方法で作製できる組織は、単離された細

胞を用いた場合のみであるが、本願発明の方法では、細胞ではなく、１０〜３，０００μ
ｍ程度の大きさの組織に血管系を付与できることが確認されている。
３．ｉＰＳ細胞等の幹細胞に由来する小型の組織に血管系を付与することにより、生体組
織の発生過程と類似の環境を再現することができ、効率良く目的とする組織を構成する機
能細胞への分化誘導を達成することができる。
【発明の効果】
【００１８】
本発明により、個体より分離した正常組織や癌組織、多能性幹細胞等から誘導した組織
を血管細胞と間葉系細胞と共培養することで、試験管内で血管網を付与した立体的な組織

10

体を構築することが可能となった。この技術は、ヒト機能細胞の創出、臓器移植、創薬ス
クリーニング、薬剤の効果発現と血管との関連性などを評価する新たな解析系などへの応
用が可能である。
本明細書は、本願の優先権の基礎である日本国特許出願、特願2013‐153056の明細書お
よび／または図面に記載される内容を包含する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１Ａ】膵島組織への血管網の付与を示す。Ａ）ＬＩＶＥ／ＤＥＡＤ（登録商標）
ｅｌｌ

Ｉｍａｇｉｎｇ

Ｃ

Ｋｉｔを用いたマウス膵島用培地の検証（緑：生細胞、赤：死
20

細胞）。
【図１Ｂ】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｂ）Ａ）の定量データ。
【図１Ｃ】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｃ）マウス膵島（色なし）、血管内皮細胞
（緑）、間葉系幹細胞（赤）を用いた３次元組織構築過程のタイムラプスイメージング。
【図１ＤＥ】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｄ）培養２４時間後のマウス膵島。Ｅ）
共培養２４時間後のマウス膵島、血管内皮細胞、間葉系幹細胞。Ｅ

）Ｅ）で創出した３

次元組織の免疫組織学的解析（緑：インスリン、赤：ヒトＣＤ３１）。
【図１Ｆ】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｆ）ＬＩＶＥ／ＤＥＡＤ（登録商標）
ｅｌｌ

Ｉｍａｇｉｎｇ

Ｃ

Ｋｉｔを用いたマウス膵島細胞の生死判定（緑：生細胞、赤：

死細胞）。
【図１Ｇ】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｇ）Ｆ）の定量データ。
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【図１Ｈ】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｈ）共培養を行ったマウス膵島からのイン
スリン放出濃度の増強。
【図１Ｉ】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｉ）試験管内における糖負荷試験。
【図１Ｊ−１】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｊ−１）血管内皮細胞および間葉系幹
細胞との共培養により発現が著しく増強する遺伝子群。
【図１Ｊ−２】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｊ−２）Ｊ−１）の続き。
【図１Ｊ−３】膵島組織への血管網の付与を示す。Ｊ−３）Ｊ−２）の続き。
【図２Ａ】小型血管化膵島の作製を示す。Ａ）底面に組織が集まるような培養基材を用い
た小型血管化膵島の自律的形成（マウス膵島数を変更した場合でも血管化組織が形成され
る）。
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【図２Ｂ】小型血管化膵島の作製を示す。Ｂ）血管内皮細胞数、間葉系幹細胞数の条件検
討。
【図２Ｃ】小型血管化膵島の作製を示す。Ｃ）小型血管化膵島形成過程のタイムラプスイ
メージング（共培養による細胞の形態変化、マウス膵島（青）、血管内皮細胞（緑）、間
葉系幹細胞（赤））。
【図２Ｄ】小型血管化膵島の作製を示す。Ｄ）作製された小型血管化膵島、マウス膵島（
赤）、血管内皮細胞（緑）、間葉系幹細胞（色なし）。
【図２Ｅ】小型血管化膵島の作製を示す。Ｅ）小型血管化膵島の組織学的解析、マウス膵
島（赤）、血管内皮細胞（緑）、間葉系幹細胞（色なし）、マウスＣＤ３１（青）。
【図３ＡＢ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ａ）血管化膵島移植部位のマク
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ロイメージング（黄色の矢印が血液の流入を示す）。Ｂ）膵島単体移植部位（対照群）の
マクロイメージング。
【図３ＣＤ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ｃ）血管化膵島内部への血液還
流、マウス膵島（緑）、血管内皮細胞（色なし）、間葉系幹細胞（色なし）、デキストラ
ン（赤）。Ｄ）移植膵島周囲への血液還流、マウス膵島（緑）、血管内皮細胞（色なし）
、間葉系幹細胞（色なし）、デキストラン（赤）。
【図３Ｅ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ｅ）糖尿病モデルマウスを用いた
腎被膜下への血管化膵島移植、血糖推移。
【図３Ｆ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ｆ）糖尿病モデルマウスの血糖推
10

移。
【図３Ｇ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ｇ）糖尿病モデルマウスの体重推
移。
【図３Ｈ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ｈ）糖尿病モデルマウスの生存率
。
【図３Ｉ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ｉ）生体内における糖負荷試験。
【図３ＪＫ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ｊ）ＣＷへ移植した血管化膵島
の組織学的解析。Ｋ）ＣＷへ移植した膵島の組織学的解析。
【図３Ｌ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ｌ）腎被膜下へ移植した血管化膵
島の組織学的解析、インスリン（緑）、ラミニン（赤）、ＤＡＰＩ（青）。
【図３Ｍ】血管化組織の移植による機能の検証を示す。Ｍ）腎被膜下へ移植した膵島の組
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織学的解析、インスリン（緑）、ラミニン（赤）、ＤＡＰＩ（青）。
【図４】腎糸球体への血管網の付与を示す。Ａ）２４ウェルディッシュを用いたマウス腎
糸球体、血管内皮細胞、間葉系幹細胞由来３次元組織の自律的形成。Ｂ）底面に細胞が集
まるような培養基材を用いたマウス腎糸球体、血管内皮細胞、間葉系幹細胞由来３次元組
織の自律的形成（マウス腎糸球体（緑）、血管内皮細胞（赤）、間葉系幹細胞（青）を用
いた３次元組織のタイムラプスイメージング）。Ｃ）２４ウェルディッシュを用いた培養
２４時間後の血管化された三次元マウス腎糸球体組織の肉眼像。Ｄ）９６ウェルディッシ
ュを用いた培養２４時間後の血管化された三次元マウス腎糸球体組織の肉眼像。Ｅ）血管
化腎糸球体移植部位の血管化および生着の確認。Ｆ）血管化腎糸球体移植部位のライブイ
メージング（マウス腎糸球体（赤）、ヒト血管内皮細胞（緑）、マウス血管内皮細胞（青
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））。
【図５】腫瘍組織への血管網の付与を示す。Ａ）２４ウェルディッシュを用いたヒト膵臓
腫瘍組織（赤）、血管内皮細胞（緑）、間葉系幹細胞（色なし）由来３次元組織の自律的
形成。Ｂ）２４ウェルディッシュを用いた培養２４時間後のマウス膵臓癌組織、血管内皮
細胞、間葉系幹細胞より自律的に形成された３次元組織のラプスイメージング。Ｃ）血管
化組織の形成によるがん幹細胞マーカー（ＣＤ４４）の発現増強。
【図６】肝組織への血管網の付与を示す。Ａ）マウス肝組織（緑）、血管内皮細胞（赤）
、間葉系幹細胞（色なし）由来３次元組織形成過程のタイムラプスイメージング。Ｂ）底
面に細胞が集まるような培養基材を用いたマウス肝組織（緑）、血管内皮細胞（赤）、間
葉系幹細胞（色なし）由来３次元組織の自律的形成。Ｃ）血管化肝組織移植部位のマクロ
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イメージング。Ｄ）血管化肝組織内部での血管系の再構成。
【図７】腸組織への血管網の付与を示す。Ａ）マウス腸組織（赤）、血管内皮細胞（緑）
、間葉系幹細胞（色なし）を用いた３次元組織形成過程のタイムラプスイメージング。Ｂ
）底面に細胞が集まるような培養基材を用いた腸組織（赤）、血管内皮細胞（緑）、間葉
系幹細胞（色なし）由来３次元組織の自律的形成。Ｃ）血管化腸組織移植部位のマクロイ
メージング。Ｄ）血管化腸組織移植部位のｉｎ

ｖｉｖｏライブイメージング（マウス腸

組織（赤）、血管内皮細胞（緑）、間葉系幹細胞（色なし））。
【図８】肺組織への血管網の付与を示す。Ａ）マウス肺組織（赤）、血管内皮細胞（緑）
、間葉系幹細胞（色なし）を用いた３次元組織の自律的形成。Ｂ）血管化肺組織移植部位
のマクロイメージング。Ｃ）血管化肺組織移植部位のｉｎ

ｖｉｖｏライブイメージング
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（マウス肺組織（赤）、血管内皮細胞（緑）、間葉系幹細胞（色なし）、マウスＣＤ３１
（青））。
【図９】ｉＰＳ細胞由来内胚葉組織への血管網の付与を示す。Ａ）ヒトｉＰＳ細胞由来内
胚葉細胞スフェロイドへの応用方法概略。Ｂ）ヒトｉＰＳ細胞由来小型内胚葉組織、血管
内皮細胞、間葉系幹細胞を用いた３次元組織の自律的形成。Ｃ）ヒトｉＰＳ細胞由来小型
内胚葉組織（色なし）、血管内皮細胞（赤）、間葉系幹細胞（色なし）より構築された３
次元組織の蛍光画像観察。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
10

以下、本発明を詳細に説明する。
【００２１】
本発明は、ｉｎ

ｖｉｔｒｏにおいて、生物学的組織に血管系を付与する方法であって

、生物学的組織を血管細胞及び間葉系細胞と共培養することを含む、前記方法を提供する
。
【００２２】
本明細書において、「生物学的組織」とは、複数の細胞によって構築される構造体をい
い、個体より分離した正常・異常組織や癌組織、多能性幹細胞（人工多能性幹細胞（ｉＰ
Ｓ細胞）、胚性幹細胞（ＥＳ細胞）など）、組織幹・前駆細胞、分化細胞等から誘導した
組織）などを例示することができる。生物学的組織は、主としてヒト由来のものを用いる
とよいが、ヒト以外の動物（例えば、実験動物、愛玩動物、使役動物、競走馬、闘犬など

20

に利用される動物、具体的には、マウス、ラット、ウサギ、ブタ、イヌ、サル、ウシ、ウ
マ、ヒツジ、ニワトリ、サメ、エイ、ギンザメ、サケ、エビ、カニなど）由来の生物学的
組織を用いてもよい。
【００２３】
本明細書において、「血管系」とは、血管内皮細胞およびその支持細胞よりなる構造を
いい、血管系は、組織を維持するのみならず、その成熟化過程においても重要な役割を担
っている。血管構造は、移植した後に、組織が生存するために必要な酸素及び栄養素など
を組織内部に送達する役割を有しているのみならず、（内部に血液が流入する以前にも、
）血管を伴う三次元的な組織構造や細胞極性を再現することが細胞の分化・増殖・維持に
重要であると考えられている。したがって、血管を有さない組織は、単に、移植後に定着

30

せずに内部が壊死することのみならず、血管化に伴う組織の成熟化が達成されず、充分な
機能を発揮することが困難であった。
本明細書において、「血管系を付与する」及び「血管化」とは、血管内皮細胞および支
持細胞からなる血管系が、対象とする組織と直接統合することをいい、血管系を付与され
た生物学的組織を生体に移植すると、血管の成熟化が観察され、ホスト血管と接続して、
血管灌流が開始し、血管網を有する機能的な組織・臓器への誘導が可能となる。
【００２４】
血管細胞は、血管組織から分離することができるが、血管組織から分離された細胞に限
定されることはなく、ｉＰＳ細胞やＥＳ細胞などの全能性あるいは多能性を有する細胞か
ら分化誘導されたものであってもよい。血管細胞としては、血管内皮細胞が好ましく、本
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明細書において、「血管内皮細胞」とは、血管内皮を構成する細胞、又はそのような細胞
に分化することのできる細胞（例えば、血管内皮前駆細胞、血管内皮幹細胞など）をいう
。ある細胞が血管内皮細胞であるかどうかは、マーカータンパク質、例えば、ＴＩＥ２、
ＶＥＧＦＲ‑１、ＶＥＧＦＲ‑２、ＶＥＧＦＲ‑３、ＣＤ３１が発現しているかどうかを調
べることにより確認できる（前記マーカータンパク質のいずれか一つあるいは複数が発現
していれば血管内皮細胞であると判断できる）。また、血管内皮前駆細胞のマーカーとし
ては、ｃ‑ｋｉｔ、Ｓｃａ‑１などが報告されており、これらのマーカーの発現により、血
管内皮前駆細胞であることを確認しうる（Ｓ
ｏｌｏｇｙ．

Ｆａｎｇ，ｅｔ

ａｌ．

ＰＬＯＳ

Ｂｉ

２０１２；１０（１０）：ｅ１００１４０７．）。当業者間で使用されて

いる用語のうち、ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｃｅｌｌｓ、ｕｍｂｉｌｉｃａｌ

ｖｅｉｎ
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ｒ

ｃｅｌｌｓ、ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｃｅｌｌｓ、ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｕｌｏｇｅｎｉｃ
ｏｏ，
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ｐｒｅｃｕｒｓｏｒ

ｐｒｏｇｅｎｉｔｏ
ｃｅｌｌｓ、ｖａｓｃ

ｐｒｏｇｅｎｉｔｏｒｓ、ｈｅｍａｎｇｉｏｂｌａｓｔ（ＨＪ．

ａｌ．

Ｂｌｏｏｄ．

Ｊ

２５；１１８（８）：２０９４‑１０４．（２０

１１））などは本発明における血管内皮細胞に含まれる。血管細胞は、主としてヒト由来
のものを用いるが、ヒト以外の動物（例えば、実験動物、愛玩動物、使役動物、競走馬、
闘犬などに利用される動物、具体的には、マウス、ラット、ウサギ、ブタ、イヌ、サル、
ウシ、ウマ、ヒツジ、ニワトリ、サメ、エイ、ギンザメ、サケ、エビ、カニなど）などの
動物由来の血管細胞を用いてもよい。血管細胞は、臍帯血、臍帯血管、新生児組織、肝臓
10

、大動脈、脳、骨髄、脂肪組織などから得られる。
【００２５】
本明細書において、「間葉系細胞」とは、主として中胚葉に由来する結合織に存在し、
組織で機能する細胞の支持構造を形成する結合織細胞であるが、間葉系細胞への分化運命
が決定しているが、まだ間葉系細胞へ分化していない細胞も含む概念である。本発明にお
いて用いる間葉系細胞は、分化したものであっても、未分化なものであってもよいが、未
分化間葉系細胞を用いることが好ましい。ある細胞が未分化間葉系細胞であるかどうかは
、マーカータンパク質、例えば、Ｓｔｒｏ‑１、ＣＤ２９、ＣＤ４４、ＣＤ７３、ＣＤ９
０、ＣＤ１０５、ＣＤ１３３、ＣＤ２７１、Ｎｅｓｔｉｎが発現しているかどうかを調べ
ることにより確認できる（前記マーカータンパク質のいずれか一つあるいは複数が発現し
ていれば未分化間葉系細胞であると判断できる。）。また、前項のマーカーのいずれも発

20

現していない間葉系細胞は分化間葉系細胞と判断できる。当業者間で使用されている用語
のうち、ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａｌ
ｒｏｇｅｎｉｔｏｒ
ｅｒｓ，

ｅｔ

ｓｔｅｍ

ｃｅｌｌｓ、ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａｌ

ｃｅｌｌｓ、ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａｌ

ａｌ．

ＰＬｏＳ

Ｏｎｅ．

ｃｅｌｌｓ（Ｒ．

ｐ

Ｐｅｔ

３０；５（１２）：ｅ１５６８９．（２

０１０））などは間葉系細胞に含まれる。間葉系細胞は、主としてヒト由来のものを用い
るが、ヒト以外の動物（例えば、実験動物、愛玩動物、使役動物、競走馬、闘犬などに利
用される動物、具体的には、マウス、ラット、ウサギ、ブタ、イヌ、サル、ウシ、ウマ、
ヒツジ、ニワトリ、サメ、エイ、ギンザメ、サケ、エビ、カニなど）由来の間葉系細胞を
用いてもよい。
30

【００２６】
血管細胞及び間葉系細胞と共培養する生物学的組織の大きさは、１０〜５００μｍ程度
の大きさであるとよいが、これに限定されるわけではない。好ましくは、１００〜３００
μｍ程度の大きさであり、より好ましくは、１００〜１５０μｍ程度の大きさである。
共培養に用いる血管細胞と間葉系細胞は、それぞれ、１５０μｍ程度の大きさの生物学
的組織１個あたり、２ｘ１０２〜１ｘ１０５個程度であるとよく、好ましくは、２ｘ１０
２

〜５ｘ１０４個程度であり、より好ましくは、１ｘ１０４個程度である。
共培養における血管細胞と間葉系細胞の培養比は、生物学的組織に血管系が付与される

範囲内であれば特に限定されないが、好適な細胞の数比は、血管細胞：間葉系細胞＝１０
〜３：３〜１である。
共培養における生物学的組織の数は、生物学的組織に血管系が付与される範囲内であれ

40

４

ば特に限定されないが、好適な組織数としては、１ｘ１０

個の血管細胞および間葉系細

胞の混合物に対して、直径１００〜１５０μｍ程度の大きさの生物学的組織が１〜１００
個である。
【００２７】
また、血管細胞と間葉系細胞のいずれか一方又は両方は、血管細胞から分泌される因子
、間葉系細胞から分泌される因子、血管細胞と間葉系細胞の両方が存在することによって
分泌される因子などの物質で代替することもできる。
【００２８】
血管細胞から分泌される因子、間葉系細胞から分泌される因子、及び血管細胞と間葉系
細胞の両方が存在することによって分泌される因子などの物質の例としては、ＦＧＦ２、
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ＦＧＦ５、ＢＭＦ４、ＢＭＰ６、ＣＴＧＦ、ａｎｇｉｏｐｏｉｅｔｉｎ
ｋｉｎｅ
ｄ

（Ｃ‑Ｃ

ｍｏｔｉｆ）

ｌｉｇａｎｄ

１４、ｖｏｎ

２、ｃｈｅｍｏ

Ｗｉｌｌｅｂｒａｎ

ｆａｃｔｏｒなどを例示することができるが、これらに限定されることはない。

【００２９】
これらの物質の添加量としては、ＦＧＦ２については、細胞１ｘ１０６個当たり、１０
〜１００ｎｇ／ｍｌが適当であり、２０ｎｇ／ｍｌ程度が好ましく、ＢＭＦ４については
、細胞１ｘ１０６個当たり、１０〜１００ｎｇ／ｍｌが適当であり、２０ｎｇ／ｍｌ程度
が好ましい。
【００３０】
培養の際に使用する培地は、生物学的組織に血管系が付与されるものであればどのよう

10

なものでもよいが、血管細胞（特に、血管内皮細胞）培養用の培地、生物学的組織培養用
の培地、前記２つの培地を混合したものなどを使用することが好ましい。血管細胞（特に
、血管内皮細胞）培養用の培地はどのようなものを使用してもよいが、ｈＥＧＦ（組換え
ヒト上皮細胞成長因子）、ＶＥＧＦ（血管内皮細胞成長因子）、ヒドロコルチゾン、ｂＦ
ＧＦ、アスコルビン酸、ＩＧＦ１、ＦＢＳ、Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ（例えば、ゲンタマ
イシン、アンフォテリシンＢなど）、Ｈｅｐａｒｉｎ、Ｌ‑Ｇｌｕｔａｍｉｎｅ、Ｐｈｅ
ｎｏｌｒｅｄ、ＢＢＥの少なくとも１種を含むものを使用するのが好ましい。血管内皮細
胞培養用の培地としては、ＥＧＭ‑２

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（Ｌｏｎｚａ社製）、ＥＧＭ

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（Ｌｏｎｚａ社製）、ＶａｓｃｕＬｉｆｅ
Ｋｉｔ（ＬＣＴ社製）、Ｈｕｍａｎ
ｒｏｗｔｈ

ＥｎＧＳ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ‑ＳＦＭ

Ｃｏｍｐ

Ｂａｓａｌ

Ｇ

20

Ｍｅｄｉｕｍ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社製）、ヒト微小血管内皮細胞増殖培

地（ＴＯＹＯＢＯ社製）などを用いることができる。生物学的組織培養用の培地はどのよ
うなものを使用してもよいが、膵島組織用培地としては、ＲＰＭＩ１６４０
）またはＥＧＭ（登録商標）
‑４１３３）中に、１０％
Ｓ‑１５６０）、２０
ｇ／ｍｌ

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登録商標））

ｆｅｔａｌ

ｍｍｏｌ／Ｌ

ｂｏｖｉｎｅ

（Ｗａｋｏ

（Ｌｏｎｚａ

ｓｅｒｕｍ（ＢＷＴ

ＣＣ

Ｌｏｔ．

Ｌ‑ｇｌｕｔａｍｉｎｅ（Ｇｉｂｃｏ）、１００μ

ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ／ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ（Ｇｉｂｃｏ）を加えたも

のが好ましく、腎組織（例えば、腎糸球体）用培地としては、ＲＰＭＩ１６４０
ｋｏ）中に、２０％

ｆｅｔａｌ

５６０）、１００μｇ／ｍｌ

ｂｏｖｉｎｅ

ｓｅｒｕｍ（ＢＷＴ

（Ｗａ

Ｌｏｔ．Ｓ‑１

ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ／ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ（Ｇｉ
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ｂｃｏ）、Ｉｎｓｕｌｉｎ‑Ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎ‑ＳｅｌｅｎｉｕｍＸ（ＧＩＢＣＯ）
を加えたものを加えたものが好ましく、腸組織（例えば、ｃｒｙｐｔ

ｆｒａｇｍｅｎｔ

ｓ）用培地としては、ＲＰＭＩ１６４０

ｆｅｔａｌ

ｖｉｎｅ

ｓｅｒｕｍ（ＢＷＴ

（Ｗａｋｏ）中に、２０％

Ｌｏｔ．Ｓ‑１５６０）、１００μｇ／ｍｌ

ｂｏ

ｐｅｎｉ

ｃｉｌｌｉｎ／ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ（Ｇｉｂｃｏ）、Ｉｎｓｕｌｉｎ‑Ｔｒａｎｓ
ｆｅｒｒｉｎ‑ＳｅｌｅｎｉｕｍＸ（ＧＩＢＣＯ）を加えたものが好ましく、肝組織用培
地としては、ＤＭＥＭ／Ｆ１２（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）中に、１０％
ｏｖｉｎｅ

ｓｅｒｕｍ（ＩＣＮ

Ｌｏｔ．７２１９Ｆ）、２

ｕｔａｍｉｎｅ（ＧＩＢＣＯ）、

１００

ｐｔｏｍｙｃｉｎ（Ｇｉｂｃｏ）、１０
ＩＧＭＡ）、５０μｍｏｌ／Ｌ
ｍｏｌ／Ｌ
４

Ｍ

６．５％

ｎｅｓｉｕｍ

ｓａｌｔ

ｍｍｏｌ／Ｌ

ｂ

Ｌ‑ｇｌ

μｇ／ｍＬｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ／ｓｔｒｅ
ｍｍｏｌ／Ｌ

ｎｉｃｏｔｉｎａｍｉｄｅ（Ｓ

ａｃｉｄ

（ＳＩＧＭＡ）、２．６ｘ１０＾

２‑ｐｈｏｓｐｈａｔｅ

ｈｙｄｒａｔｅ（ＳＩＧＭＡ）、

ｍｍｏｌ／Ｌ

ＨＥＰ

Ｈｕｍａｎ

ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ｉｎｓ

ｕｌｉｎ，

ｙｅａｓｔ

（Ｗａｋｏ）、５０

Ｈｕｍａｎ

ｅｘｐｒｅｓｓｅｄ

ｉｎ

ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ｉｎｓｅｃｔ

ＨＧＦ，

ｅｘｐｒｅｓｓｅｄ

ｃｅｌｌｓ（ＳＩＧＭＡ）、２０

ｍａｘｉｌｌａｒｙ

Ｇｌａｎｄｓ

５

ｓｅｓｑｕｉｍａｇ

ＥＳ（ＤＯＪＩＮＤＯ）、１μｇ／ｍＬ

１
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２‑Ｍｅｒｃａｐｔｏｅｔｈａｎｏｌ、１ｘ１０＾７

ｄｅｘａｍｅｔｈａｓｏｎｅ

Ｌ‑Ａｓｃｏｒｂｉｃ

ｆｅｔａｌ

ｎｇ／ｍＬ

ｎｇ／ｍＬ
ｉｎ

Ｓｆ２

Ｍｏｕｓｅ

Ｓｕｂ

ＥＧＦ（ＳＩＧＭＡ）が好ましく、ｉＰＳ細胞由来

内胚葉組織用培地としては、ＲＰＭＩ１６４０

（ＷＡＫＯ）中に、１％

Ｂ２７

ＳＵ

50

(11)
ＰＰＬＹＭＥＮＴ

Ｘ５０

／ＭＬ

ＲＥＣＯＭＢＩＮＡＮＴ

ＢＦＧＦ

４３）、２０ｎＧ／ＭＬ
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（ＩＮＶＩＴＲＯＧＥＮ
ＢＭＰ４

１７５０４‑０４４）、１０ｎＧ

ＨＵＭＡＮ

（ＷＡＫＯ

ＲＥＣＯＭＢＩＮＡＮＴ

０６０‑０４５

ＨＵＭＡＮ

（Ｒ＆Ｄ

３１４‑ＢＰ）を加えたものが好ましく、ｉＰＳ細胞由来肝内胚葉組織用培地としては、
肝細胞専用培地キット（ＨＣＭＴＭ
８）中からｈＥＧＦ（

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔＴＭ

ｌｏｎｚａ

ＣＣ３１９

組換えヒト上皮細胞成長因子）を除いたものに、０．１μＭ

ｅｘａｍｅｔｈａｓｏｎｅ（Ｓｉｇｍａ‑Ａｌｄｒｉｃｈ）、１０ｎｇ／ｍｌ
ｓｔａｔｉｎ

Ｄ

Ｏｎｃｏ

Ｍ（Ｒ＆Ｄ）、１０ｎｇ／ｍｌＨＧＦ（ＰｒｏｍｏＫｉｎｅ）を加えたも

のが好ましく、癌組織や肺組織用培地としては、血管用培地と同じものが好ましい。
10

【００３１】
生物学的組織は、ゲルなどの支持体上に播種して、血管細胞及び間葉系細胞との共培養
を行うことが好ましい。支持体は、０．５〜２５

ｋＰａの硬度を有する基材であるとよ

く、そのような基材としては、ゲル（例えば、原液〜４倍希釈マトリゲル（登録商標）、
アガロースゲル、アクリルアミドゲル、ハイドロゲル、コラーゲンゲル、ウレタンゲルな
ど）を例示することができるが、それに限定されることはない。
また、底面に細胞が集まるような形状のプレート上で生物学的組織と血管細胞及び間葉
系細胞とを共培養してもよい。使用するプレートは、底面に細胞が集まるような形状であ
れば特に限定されないが、ＰｒｉｍｅＳｕｒｆａｃｅ（登録商標）９６ウェルＵプレート
（住友ベークライト社製）などを使用することができる。
20

【００３２】
培養時の温度は特に限定されないが、３０〜４０℃とするのが好ましく、３７℃とする
のが更に好ましい。
【００３３】
培養期間は特に限定されないが、１２〜１４４時間とするのが好ましく、膵島などの成
体組織への血管化は１２〜２４時間程度とするのが更に好ましく、ｉＰＳ細胞などに由来
する組織への血管化は４８〜７２時間程度、癌組織への血管化は１２〜７２時間程度とす
るのが更に好ましい。
本発明の方法により血管系を付与された生物学的組織は、複合組織の形成がすべて細胞
・組織自律的に生じることを特徴とする構造体でありうる。また、本発明の方法により血
管系を付与された生物学的組織は、組織に血管系が直接統合（すなわち、付着、連結、あ

30

るいは連続）する複合組織でありうる。
本発明の方法において、生物学的組織を血管細胞及び間葉系細胞と共培養することによ
り、足場材料を用いることなく、生物学的組織に血管系を付与することができる。
生物学的組織を血管細胞及び間葉系細胞と共培養することで、生物学的組織に血管系が
付与されると、生物学的組織の機能が維持及び／又は向上しうる。生物学的組織の機能の
維持・向上に加え、移植効率が改善され、飛躍的な治療効果を有する治療法を提供できる
。
また、本発明により、血管系が再構築可能となるため、ｉＰＳ細胞、ＥＳ細胞等の多能
性幹細胞に由来する組織から終末分化細胞を効率よく誘導する方法の確立につながる。
40

【００３４】
本発明の方法により、血管系を付与された生物学的組織は、生体内において血管系が速
やかに機能することが可能な複合組織でありうる。すなわち、本発明の方法により血管系
を付与された生物学的組織を生体（ホスト）に移植すると、足場材料を用いた場合と比較
して、ホスト血管との吻合〜血液の流入までの時間が大幅に短縮されうる（例：足場材料
を用いた場合＝１２日（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ
ｒｋｓ

ｃｏｎｎｅｃｔ

ｔｏ

ｐｉｎｇ‑ａｎｄ‑ｔａｐｐｉｎｇ

ｈｏｓｔ

Ｏｃｔ

ｂｌｏｏｄ

ｖｅｓｓｅｌ

ｖａｓｃｕｌａｔｕｒｅ

ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ．

ｎｅｔｗｏ

ｖｉａ

ｗｒａｐ

Ｂｌｏｏｄ．

２０１１

２７；１１８（１７）：４７４０‑９．）、本発明の方法＝１−２日（後述の

実施例参照））。
本発明の方法により血管系を付与された生物学的組織を非ヒト動物に移植することによ
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り、移植された組織に血管網が構築され、血管灌流が開始し、高度に秩序だった組織構造
を有する組織や臓器が創出されうる。従って、本発明は、血管細胞及び間葉系細胞との共
培養により血管系を付与された生物学的組織をヒト又は非ヒト動物に移植し、血管網が構
築された組織又は臓器に分化させることを含む、組織又は臓器の作製方法を提供する。使
用する非ヒト動物としては、実験動物、愛玩動物、使役動物、競走馬、闘犬などに利用さ
れる動物、具体的には、マウス、ラット、ウサギ、ブタ、イヌ、サル、ウシ、ウマ、ヒツ
ジ、ニワトリ、サメ、エイ、ギンザメ、サケ、エビ、カニなどを挙げることができる。ま
た、使用する非ヒト動物は、免疫拒絶反応を回避するために、免疫不全動物であることが
好ましい。
10

【００３５】
血管系を付与された生物学的組織の移植部位は、移植可能であればどの部位であっても
よいが、頭蓋内、腸間膜、肝臓、脾臓、腎臓、腎被膜下、門脈上などを例示することがで
きる。頭蓋内に移植する場合には、ｉｎ

ｖｉｔｒｏで作製した１〜１２個程度の５００

μｍ大の生物学的組織を移植するとよく、腸間膜に移植する場合には、ｉｎ

ｖｉｔｒｏ

で作製した１〜１２個程度の３‑８ｍｍ大の生物学的組織を移植するとよく、門脈上に移
植する場合には、ｉｎ

ｖｉｔｒｏで作製した１〜１２個程度の３‑８ｍｍ大の生物学的

組織を移植するとよい。腎皮膜に移植する場合には、ｉｎ

ｖｉｔｒｏで作製した１〜６

個程度の３‑８ｍｍ大の生物学的組織を移植するとよく、肝臓・脾臓・腎臓・リンパ節・
血管内に移植する場合には、ｉｎ

ｖｉｔｒｏで作製した１００〜２０００個程度の１０

０〜２００μｍ大の生物学的組織を移植するとよい。

20

【００３６】
以上のようにして作製した組織及び臓器は、創薬スクリーニングや再生医療などに使用
することができる。
【００３７】
従って、本発明は、血管細胞及び間葉系細胞との共培養によって血管系を付与された生
物学的組織をヒト又は非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組織又は臓器に分化させ
ることを含む、組織又は臓器の再生又は機能回復方法を提供する。非ヒト動物としては、
実験動物、愛玩動物、使役動物、競走馬、闘犬などに利用される動物、具体的には、マウ
ス、ラット、ウサギ、ブタ、イヌ、サル、ウシ、ウマ、ヒツジ、ニワトリ、サメ、エイ、
ギンザメ、サケ、エビ、カニなどを挙げることができる。
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また、本発明は、血管細胞及び間葉系細胞と共培養することによって血管系を付与され
た生物学的組織を含む、再生医療用組成物を提供する。
本発明の組成物を生体内に移植し、組織又は臓器を作製することができる。また、本発
明の組成物を生体内に移植し、組織又は臓器の再生又は機能回復を行うことができる。生
体としては、ヒトの他、実験動物、愛玩動物、使役動物、競走馬、闘犬などに利用される
動物、具体的には、マウス、ラット、ウサギ、ブタ、イヌ、サル、ウシ、ウマ、ヒツジ、
ニワトリ、サメ、エイ、ギンザメ、サケ、エビ、カニなどを挙げることができる。
本発明の組成物が生体に移植された後、生物学的組織は血管網を有する組織又は臓器に
分化しうる。その血管網には血管灌流が生じうる。血管網に血管灌流が生じることにより
、成体組織と同等若しくはそれに近い高度に秩序だった組織構造を有する組織・臓器を創

40

出することが可能となると考えられる。
本発明の組成物には、ＦＧＦ２、ＨＧＦ、ＶＥＧＦなどの組織血管化促進剤、移植に伴
う止血用ゼラチンスポンジ（商品名：スポンゼル、アステラス株式会社）、および、移植
組織の固定に用いるボルヒール（帝人ファーマ株式会社）・ベリプラスト（ＣＳＬベーリ
ング株式会社）・タココンブ（ＣＳＬベーリング株式会社）などの組織接着剤などを添加
してもよい。
【００３８】
また、本発明は、血管細胞及び間葉系細胞との共培養によって血管系を付与された生物
学的組織を非ヒト動物に移植し、血管網が構築された組織又は臓器に分化させることを含
む、非ヒトキメラ動物の作製方法も提供する。血管系を付与された生物学的組織を移植し
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た非ヒト動物（例えば、マウス）は、血管系を付与された生物学的組織の由来生物種（例
えば、ヒト）の生理機能を模倣しうる。非ヒト動物としては、実験動物、愛玩動物、使役
動物、競走馬、闘犬などに利用される動物、具体的には、マウス、ラット、ウサギ、ブタ
、イヌ、サル、ウシ、ウマ、ヒツジ、ニワトリ、サメ、エイ、ギンザメ、サケ、エビ、カ
ニなどを挙げることができる。非ヒト動物は、免疫拒絶反応を回避するために、免疫不全
動物であることが好ましい。
【００３９】
さらに、本発明は、上記の方法によって血管系を付与された生物学的組織、血管系を付
与された生物学的組織から作製された組織及び臓器、及び血管系を付与された生物学的組
織を移植された非ヒトキメラ動物からなる群より選択される少なくとも一つを用いて、薬
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剤を評価する方法も提供する。薬剤の評価としては、例えば、薬物代謝の評価（例えば、
薬物代謝プロファイルの予測）、薬効評価（例えば、医薬品として有効な薬剤をスクリー
ニングすること、薬剤の効果と血管との関連性などの医薬品の効果を確認することなど）
、毒性評価、薬物相互作用評価などを挙げることができる。
薬物代謝の評価は、血管系を付与された生物学的ヒト組織、血管系を付与された生物学
的組織から作製されたヒト組織及び臓器、及び血管系を付与された生物学的ヒト組織を移
植された非ヒトキメラ動物において、医薬品の候補化合物を投与したのちの生物試料を採
取・解析することにより、ヒト型の薬物代謝プロファイルを取得することができる。これ
により従来の技術では達成が極めて難しかったヒトでの医薬品の分布・代謝・排泄過程を
予測することが可能となり、安全で効果のある医薬品の開発を飛躍的に加速できるものと

20

期待される。
医薬品として有効な薬剤のスクリーニングは、疾病患者より樹立した細胞・組織より誘
導された組織を対象として、血管系を付与された生物学的組織、血管系を付与された生物
学的組織から作製された組織及び臓器、及び血管系を付与された生物学的組織を移植され
た非ヒトキメラ動物を用いて、新規の医薬品候補化合物を投与することにより解析するこ
とが可能となる。これにより、従来のｉｎ

ｖｉｔｒｏ試験で不十分であった、実際ヒト

に投与した際の薬効の予測精度を大幅に改善できる可能性が期待される。
薬剤の効果と血管との関連性の確認は、血管系を付与された生物学的組織、血管系を付
与された生物学的組織から作製された組織及び臓器、及び血管系を付与された生物学的組
織を移植された非ヒトキメラ動物を対象として、任意の薬剤を投与後、血管近傍の組織中
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の薬剤の濃度分布や、細胞への目的とする効果を測定することにより取得することができ
る。
例えば、腫瘍組織においては、臨床上再発や転移の原因となるとされるがん幹細胞など
を標的とすることが重要な治療戦略と考えられている。一方、がん幹細胞は血管近傍に存
在している場合は血管透過性が低下するために抗癌剤が浸潤しづらいことや、血管から離
れている場合は抗癌剤の拡散が不十分であることなどが知られており、それらを標的とす
る薬剤の開発には、血管を起点とした３次元的な腫瘍組織を再構成し、評価に用いること
が重要であった。本法を用いることで、従来全く達成できなかった血管との細胞・組織極
性に基づく薬効評価が可能となり、より治療効果の高い薬剤の開発を実施することが可能
となる
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毒性評価は、血管系を付与された生物学的組織、血管系を付与された生物学的組織から
作製された組織及び臓器、及び血管系を付与された生物学的組織を移植された非ヒトキメ
ラ動物を用いて、被験物質を投与したのちに、組織障害マーカーなどを測定することによ
り、障害予測の精度向上が可能となる。
抗がん剤をはじめとした毒性の問題となるような医薬品の開発は、薬物毒性を評価する
ために莫大なコストと長期の開発期間を要することが問題となっていた。そこで、血管化
組織を用いて生体内を模倣した微小環境を作り出すことにより、これまでの評価が困難で
あった組織を対象とした毒性試験が利用可能となる。すなわち、血管と、疾患細胞や、正
常細胞への毒性評価を行うことにより、新たな医薬品の研究開発が飛躍的に迅速化される
ことが期待される。
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薬物相互作用評価は、血管系を付与された生物学的組織、血管系を付与された生物学的
組織から作製された組織及び臓器、及び血管系を付与された生物学的組織を移植された非
ヒトキメラ動物を用いて、複数の薬剤を投与したのちに、その後の各薬剤の分布・代謝・
排泄過程などの薬物動態や毒性評価、薬効評価を行うことにより行うことができる。
【００４０】
従来の多能性幹細胞の分化誘導法では、得られる細胞の機能レベルは成体組織の機能細
胞と比して未熟な段階に止まっていた。本発明により、多能性幹細胞などより誘導した組
織から終末分化した機能細胞を得ることができれば、革新的な分化誘導技術として、ヒト
機能細胞の工業的製造に向けた重要な基盤技術となる。例えば、本発明により人為的に作
製されたヒト肝臓組織からヒト肝細胞やヒト肝幹細胞を分離することで、創薬開発におい

10

て必要なヒト成熟肝細胞を大量に製造することが可能となる。
また、癌組織や正常組織などに立体的な血管網を付与することにより、創薬開発におけ
る課題であった薬剤の効果発現と血管との空間的配置の相関など、全く新たな視点から薬
効を評価する革新的なスクリーニング技術となることが期待される。
従来、糖尿病などを対象とした移植医療は、脳死ドナーなどに由来する個体より抽出し
た膵島組織などを移植する組織移植療法が主体であった。しかし、組織移植療法は、血管
系を有さないために移植後の生着が著しく低く、治療効果が限定的であることが課題とさ
れていた。本発明により、この様な問題を解決可能な、血管系を付与した移植材を提供す
ることが可能となる。血管網を付与した治療用のヒト組織・臓器を工業的に製造すること
が可能となれば、高い治療効果を期待することのできる新たな移植用組織・臓器を提供で
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き、革新的な医療技術となることが期待される。
【実施例】
【００４１】
以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。
〔実施例１〕膵島組織への血管網の付与
【００４２】
〔方法〕
１．マウス膵島の単離法
マウス膵島の単離は主にＤｏｎｇらの方法に従い行った（文献名：Ａ
ｌ

ｆｏｒ

ｉｓｌｅｔ

ｉｓｏｌａｔｉｏｎ

ｆｒｏｍ

ｍｏｕｓｅ

ｐｒｏｔｏｃｏ
ｐａｎｃｒｅａ

30

ｓ）。ジエチルエーテル（Ｗａｋｏ）を用いて麻酔したＣ５７ＢＬ／６Ｊマウス（日本Ｓ
ＬＣ）の腹部を７０％エタノールで消毒した後、開腹し、総胆管と十二指腸の結合部であ
るファーター膨大部を結紮した。その後、胆嚢管と肝管の合流部に２７Ｇ注射針を挿入し
、ハンクス緩衝液（ＨＢＳＳ，

ＧＩＢＣＯ）で調製したコラゲナーゼＸＩ液（１，００

０

ｃａｔ．

Ｕ／ｍｌ）（Ｓｉｇｍａ，

Ｎｏ．Ｃ７６５７）を３

ｍｌ

注入し、膵

臓全体にコラゲナーゼＸＩ液を充填した。膵臓を切り出し、コラゲナーゼＸＩ液の入った
５０

ｍｌチューブに入れ、３７．５℃で１５分間震盪した。膵臓を消化後、氷冷してお

いたＨＢＳＳ（ＣａＣｌ２
ｇ，

３０秒間，

Ｓを１５

４

１

ｍＭを含む）を２５

ｍｌ添加し、７０μｍメッシュのセルストレーナーを用いて濾過し、残存物を

独自に調製した培地（ＥＧＭ（登録商標）
ｚａ

ｍｌ添加し洗浄、遠心（２９０

℃）後、上清を除去した。再度、洗浄、遠心を行った後、ＨＢＳ
ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登録商標）
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（Ｌｏｎ

ＣＣ‑４１３３）を基礎に膵島の培養用に独自改変したもの）を用いてペトリディ

ッシュに全量を移した。
２．

マウス膵島の選別法

１で単離したマウス膵島を実体顕微鏡下で観察すると、橙色で球状のマウス膵島（直径
：１５０〜２５０μｍ）が確認できる。これをピペットマンで膵島用培地へと採取してい
った。
３．

マウス膵島の初代培養法

独自に調製した培地（ＥＧＭ（登録商標）
ｏｎｚａ

ＣＣ‑４１３３）中に、１０％

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登録商標））

ｆｅｔａｌ

ｂｏｖｉｎｅ

（Ｌ

ｓｅｒｕｍ（Ｂ
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ｍｍｏｌ／Ｌ

Ｌ‑ｇｌｕｔａｍｉｎｅ（Ｇｉｂｃ

ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ／ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ（Ｇｉｂｃ

ｏ）を加えたものを用いて３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で培養した。
４．

細胞培養

正常ヒト臍帯静脈内皮細胞（Ｎｏｒｍａｌ
ｎ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｈｕｍａｎ

Ｃｅｌｌｓ：

１７）は、ＨＵＶＥＣ培養用に調製された専用の培地
ｅｔＫｉｔ（登録商標））

（Ｌｏｎｚａ

Ｕｍｂｉｌｉｃａｌ

ＨＵＶＥＣ）

（Ｌｏｎｚａ

（ＥＧＭ（登録商標）

Ｓｔｅｍ

Ｃｅｌｌ：

ｈＭＳＣ）

（Ｌｏｎｚａ

Ｃ培養に調製された専用の培地（ＭＳＣＧＭＴＭ
Ｌｏｎｚａ

Ｂｕｌｌ

ＣＣ‑４１３３）を用いて、保証継代回数（

５回）以内の継代回数で培養した。ヒト間葉系幹細胞（ｈｕｍａｎ
ａｌ

Ｖｅｉ

ＣＣ‑２５

Ｍｅｓｅｎｃｈｙｍ

ＰＴ‑２５０１）は、ｈＭＳ
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ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登録商標））（

ＰＴ‑３００１）を用いて、保証継代数（５回）以内の継代回数で培養した

。それぞれの細胞は３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で培養した。
５．

レトロウイルスベクターによる蛍光標識

全ての遺伝子組み換え実験は、横浜市立大学ＤＮＡ組み換え委員会の了承を得たうえで
、Ｐ２レベル安全キャビネット内にて施行した。
ウイルスベクターｐＧＣＤΔＮｓａｍＥＧＦＰおよびｐＧＣＤΔＮｓａｍＫＯの産出は
以下の方法で行った。２９３ＧＰＧ／ｐＧＣＤΔＮｓａｍＥＧＦＰ細胞（Ｍａｓａｆｕｍ
ｉ

Ｏｎｏｄｅｒａ氏に提供）および２９３ＧＰＧ／ｐＧＣＤΔＮｓａｍＫＯ細胞（Ｍａ

ｓａｆｕｍｉ

Ｏｎｏｄｅｒａ氏に提供）を、ｐｏｌｙ‑Ｌ‑ｌｙｓｉｎｅでコーティング

したディッシュへ播種し、専用に調製した培地（２９３ＧＰＧ
用いて培養した。すなわち、ＤＭＥＭ
ｉｎｅ

ｍｅｄｉｕｍと示す）を

（ＳＩＧＭＡ）中へ１０％

ｓｅｒｕｍ（Ｇｉｂｃｏ）、２ｍｍｏｌ／Ｌ
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ｆｅｔａｌ

ｂｏｖ

Ｌ‑ｇｌｕｔａｍｉｎｅ

（Ｇｉ

ｂｃｏ）、１ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ／ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ（Ｇｉｂｃｏ）、１μｇ
／ｍＬ

Ｔｅｔｒａｃｙｃｌｉｎｅ

６６０）、２μｇ／ｍＬ
ｇ／ｍＬ

ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ（ＳＩＧＭＡ

ｐｕｒｏｍｙｃｉｎ（ＳＩＧＭＡ

Ｇ４１８（ＳＩＧＭＡ

Ｔ‑７

Ｐ‑７２５５）、０．３ｍ

Ａ‑１７２０）を含むものを用いた。培養は３７℃、

１０％ＣＯ２のインキュベーター内で培養した。約８０％コンフルエント状態まで培養し
た後、培地を２９３ＧＰＧ

ｍｅｄｉｕｍからＴｅｔｒａｃｙｃｌｉｎｅ

ｈｙｄｒｏｃ

ｈｌｏｒｉｄｅ、ｐｕｒｏｍｙｃｉｎ、Ｇ４１８を抜いた培地（２９３ＧＰ
ｍと示す）へ置換した（Ｄａｙ

０とする）。Ｄａｙ

からウイルスを培地ごと回収し、再び２９３ＧＰ

ｍｅｄｉｕ

30

３で培地を交換した後、Ｄａｙ４

ｍｅｄｉｕｍで満たした。回収した培

地を０．４５μｍフィルターで濾過し一時的に４℃で保管した。上記の手順でＤａｙ７ま
で回収したものを６０００Ｇ、４℃、１６時間遠心し、ペレットへ４００μＬ
ｍｐｒｏ

のＳｔｅ

（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を添加し、４℃、７２時間振盪後、この‑８０℃で

回収・保存した。（１００倍濃縮ウイルス溶液と示す）。
ＨＵＶＥＣを３０〜５０％コンフルエント状態になるまで培養し、培地にＰｒｏｔａｍ
ｉｎｅ

（Ｓｉｇｍａ）を終濃度０．４μｍ／ｍＬになるように加え、ＨＵＶＥＣへはｐ

ＧＣＤΔＮｓａｍＥＧＦＰを添加した。３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で４時
間感染させ、ＰＢＳで２回洗浄後、培地を新鮮なものに交換し、再び３７℃、５％ＣＯ２

40

インキュベーター内で培養した。この操作を４回繰り返し、細胞を蛍光標識した。
６．

マウス膵島用培地の検討

ＲＰＭＩ１６４０

（Ｗａｋｏ）と内皮細胞用培地（ＥＧＭ（登録商標）

ｔＫｉｔ（登録商標））

（Ｌｏｎｚａ

Ｂｕｌｌｅ

ＣＣ‑４１３３）それぞれを用いて膵島用培地

を調製した。各培地で充填しておいたＰｒｉｍｅＳｕｒｆａｃｅ（登録商標）９６ウェル
Ｕプレート（住友ベークライト）の１ウェルにマウス膵島を１個静置し、３７℃のインキ
ュベーター内で培養した。その後、ＬＩＶＥ／ＤＥＡＤ（登録商標）
ｇｉｎｇ

Ｋｉｔ（ライフテクノロジーズ・ジャパン）を２０

Ｃｅｌｌ

％ＣＯ２のインキュベーター内で１５分間培養し、共焦点顕微鏡（ＬＥＩＣＡ
ＳＰ５）を用いて観察した。

Ｉｍａ

μｌ添加し、３７℃、５
ＴＣＳ‑
50
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２４ウェル平底プレートを用いたヒト血管構造を有する３次元組織の作製

経時観察用として、ＥＧＦＰ‑ＨＵＶＥＣを２．０×１０６
４．０×１０５

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣを

ｃｅｌｌｓの細胞数で混合し、９５０ｒｐｍで５分間遠心を行った。そ

の後、上清を除去し２０μｌの膵島用培地で懸濁し、ゲルを固定し（マトリゲル（ＢＤ）
と膵島用培地を１：１の割合で混合した溶液を１ウェル毎に３００μｌずつ入れ、３７℃
、５％ＣＯ２のインキュベーター内に１０分以上静置し固めた）、マウス膵島３００個を
静置しておいた２４ウェル平底プレート（ＢＤ）の１ウェルに細胞を播種した。播種後、
３７℃のインキュベーター内に１０分間静置した。１０分後、膵島用培地を１

ｍｌウェ

ルの壁伝いに静かに加え、３７℃のインキュベーターで１日間培養した。
８．

10

９６ウェルＵプレートを用いたヒト血管構造を有する３次元組織の作製

膵島用培地を充填しておいたＰｒｉｍｅＳｕｒｆａｃｅ（登録商標）９６ウェルＵプレ
ート（住友ベークライト）の１ウェルにマウス膵島を静置し、そこへＨＵＶＥＣ、ｈＭＳ
Ｃを播種した。その後、３７℃のインキュベーターで１日間培養した。
９．

実体顕微鏡を用いた細胞共培養の経時観察

実体顕微鏡での経時変化を追跡するために共培養を行った。ＰｒｉｍｅＳｕｒｆａｃｅ
（登録商標）９６ウェルＵプレートの１ウェルにマウス膵島１０個を静置し、そこへＨＵ
ＶＥＣを１．０×１０４

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣを１．０×１０３

ｃｅｌｌｓの細胞数

で播種した。播種後、実体顕微鏡（ＬｅｉｃａＤＦＣ３００ＦＸ）にプレートを設置し、
細胞共培養による、形態変化を観察した。
１０．

20

トランスウェルプレートを用いた膵島細胞生存率の検証

２４ウェルトランスウェルプレートの底面部に、マウス膵島を３０個静置した。インサ
内に入れ、ＨＵＶＥＣを１ｘ１０５ｃｅｌｌｓ播種した

ートを別の２４ウェルプレート
４

もの、ｈＭＳＣを２ｘ１０

を１ｘ１０５ｃｅｌ

ｃｅｌｌｓ播種したもの、ＨＵＶＥＣ

ｌｓ、ＭＳＣを２ｘ１０４ｃｅｌｌｓ混合し播種したものを、マウス膵島を静置した２４
ウェルプレートに入れ、これらを、３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で一晩培養
した。培養後、マウス膵島を静置した２４ウェルプレートにＬＩＶＥ／ＤＥＡＤ（登録商
標）

Ｃｅｌｌ

Ｉｍａｇｉｎｇ

Ｋｉｔ（ライフテクノロジーズ・ジャパン）を２００

μｌ添加し、３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で１５分間培養し、その後、共
焦点顕微鏡（ＬＥＩＣＡ
１１．

ＴＣＳ‑ＳＰ５）を用いて観察した。
30

９６ウェルＵプレートを用いた膵島細胞生存率の検証

８で作製した３次元組織の培地中に、ＬＩＶＥ／ＤＥＡＤ（登録商標）
ｍａｇｉｎｇ

Ｋｉｔ（ライフテクノロジーズ・ジャパン）を２０

Ｃｅｌｌ

Ｉ

μｌ添加し、３７℃

、５％ＣＯ２のインキュベーター内で１５分間培養し、その後、共焦点顕微鏡を用いて観
察した。
１２．

トランスウェルプレートを用いたインスリン分泌量の測定

２４ウェルトランスウェルプレートの底面部に、マウス膵島を１００個静置した。イン
サートを別の２４ウェルプレート

内に入れ、ＨＵＶＥＣ

を１ｘ１０５ｃｅｌｌｓ、ｈ

ＭＳＣを２ｘ１０４ｃｅｌｌｓ混合し播種したものと、細胞を播種しないものとを、マウ
ス膵島を静置した２４ウェルプレートに入れ、これらを、３７℃、５％ＣＯ２のインキュ
ベーター内で一晩培養した。培養後、マウス膵島を静置した２４ウェルプレート中の上清
を採取し、これをインスリン測定キット（シバヤギ，

ｃａｔ．

40

Ｎｏ．ＡＫＲＩＮ‑０

１１Ｈ）にて測定した。
１３．

試験管内における糖負荷試験

グルコース不含ＲＰＭＩ１６４０（Ｗａｋｏ）を膵島用培地に調製し、グルコースを添
加することでグルコース低濃度培地（６０
６０

ｍｇ

／

１００

ｍｇ

／

１００

ｍｌ）と高濃度培地（３

ｍｌ）を作製した。マウス膵島１００個が静置してある２４ウ

ェルトランスウェルプレートのインサートにグルコース低濃度培地を充填し、ＨＵＶＥＣ
が１×１０５

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣが２×１０４

ｃｅｌｌｓ混合播種してあるウェル

へインサートを移し、３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で１時間培養した。その
後、インサート内の培地をグルコース高濃度培地に置換し、別のウェルへインサートを移
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し、インキュベーター内で１時間培養した。培養後、インサートとウェル中の上清を採取
し、これをインスリン測定キット（シバヤギ）にて測定した。
１４．

実験動物

移植動物として用いたＮＯＤ／ＳＣＩＤマウス（Ｓａｎｋｙｏ
ｃｅ

Ｃｏ．

，

Ｔｏｋｙｏ，

Ｌａｂｏ

Ｓｅｒｖｉ

Ｊａｐａｎ）は、ＳＰＦ環境下で昼間１０時間・夜間

１４時間の明暗周期で飼育した。実験動物の飼育は横浜市立大学医学部動物実験センター
に委託し、また本学の定める倫理規定を遵守し実験を行った。
１５．

継続観察用Ｃｒａｎｉａｌ

Ｗｉｎｄｏｗ

（ＣＷ）マウスの作製

ＣＷマウスの作製は主にＹｕａｎらの方法に従い行った（文献名：Ｖａｓｃｕｌａｒ
ｐｅｒｍｅａｂｉｌｉｔｙ
ｏｍａｓ

ａｎｄ

ｉｎ

ａｎｄ

ｍａｍｍａｒｙ

ｒａｔ

ａｎｄ

ｃｒａｎｉａｌ

Ｙｅｌｌ

ｍｇ／ｋｇ，

ｔ．Ｌｏｕｉｓ，

ｃａｒｃｉｎｏｍａｓ

ｍｏｕｓｅ

タラール（Ｓａｎｋｙｏ
ａｎ）９０

ｍｉｃｒｏｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ

Ｙａｋｕｈｉｎ

キシラジン（Ｓｉｇｍａ

ＭＯ，ＵＳＡ）９

ｏｆ

ｇｌｉ

10

ｔｒａｎｓｐｌａｎｔｅｄ

ｗｉｎｄｏｗｓ．）。麻酔はケ
Ｃｏ．，

Ｔｏｋｙｏ，

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｊａｐ

ＣＯ．，

Ｓ

ｍｇ／ｋｇを滅菌処理したＰＢＳで１個体２００

μｌの投与量になるように調整し、腹腔注射により実施した（ケタラール・キシラジン混
合麻酔）。ケタラールは麻薬管理法に従い使用した。麻酔後、電動バリカンで頭部の毛を
除去し、７０％エタノールでＮＯＤ／ＳＣＩＤマウス頭部を消毒し、頭部皮膚を切開し、
頭蓋骨表面の骨膜を綿棒により除去した後、歯科用マイクロドリル（Ｆｉｎｅ
ｎｃｄ

Ｔｏｏｌｓ，

Ｓｃｉｅ

ＵＳＡ）を用いて頭蓋骨を円形に削り、慎重に取り除いた。続い

20

てピンセットを用いて硬膜を剥離した。出血した際には、スポンゼル（Ａｓｔｅｌｌａｓ
Ｃｏ．，

Ｔｏｋｙｏ，

Ｊａｐａｎ）を用いて止血を行った。出血が見られないこと

を確認した後、生理食塩水（Ｏｔｕｋａ
ｏｋｙｏ，

Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ

Ｊａｐａｎ）で脳表面を満たし、直径７

ＭＡＴＳＵＮＡＭＩ，

Ｏｓａｋａ，

ックパウダー（Ｙｏｓｈｉｄａ，
ａｇｏｓｅｉ

ＣＯ．，

Ｃｏ．，

Ｔ

ｍｍの特注円形スライドガラス（

Ｊａｐａｎ）を表面に乗せ、コートレープラスチ

Ｔｏｋｙｏ，

Ｔｏｋｙｏ，

Ｊａｐａｎ）とアロンアルファ（Ｔｏ

Ｊａｐａｎ）をセメント状になるように混合し

た接着剤により強固に封入した。ＣＷ作製から１週間経過後、手術部に出血や炎症が見ら
れないマウスを使用した。
１６．

30

糖尿病モデルマウスの作製

ＳＣＩＤ

Ｉｎｓ‑ＴＲＥＣＫ‑Ｔｇマウス（東京都臨床医学総合研究所より提供）に、

ジフテリアトキシン（ＤＴ）を投与することで、糖尿病モデルマウスを作製した。ＤＴ
１μｇ／ｋｇを生理食塩水で、１個体２００μｌの投与量になるよう調製し、腹腔注射に
よって投与した。投与後、毎日１７時に平常血糖と体重の計測を行い、３日以上連続で平
常血糖値が３００

ｍｇ／ｄｌを記録したものを、糖尿病モデルマウスとして使用した。

血糖値計測は、尾静脈から血液を採取し、グルテストｎｅｏセンサー（登録商標）（パナ
ソニック
１７．

東京）で計測を行った。
ＣＷマウスへの移植

１５で作製したＣＷマウスの、頭部観察窓のガラスを除去することで、脳表面を露出さ
せ移植を行った。使用するＣＷマウスは、脳表面の出血、炎症や感染などが見られないマ

40

ウスを使用した。麻酔後、頭部観察窓周辺を、７０％エタノールで消毒し、特注円形スラ
イドガラスとアロンアルファの境目から、１８Ｇの針先を侵入させ、脳表面を傷つけずに
特注円形スライドガラスを剥離し、脳表面を露出させた。その後、生理食塩水で洗浄を行
い、脳表面の中心付近に移植組織を静置し、特注円形スライドガラスを乗せた。この時、
隙間が残らないよう、ガラスと脳表面の間を、生理食塩水で満たした後に、作製時と同様
に、コートレープラスチックパウダーとアロンアルファによる接着剤で封入を行った。
１８．

腎被膜下への移植

１６で作製した糖尿病モデルマウスに対し、実験動物用麻酔装置（シナノ製作所）を用
いて、イソフルランで麻酔を行った。麻酔後、マウス背側の左半身を電動バリカンで毛を
除去し、７０％エタノールで消毒した後、１．５〜２

ｃｍ切開により腎臓を露出させた
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。腎臓露出後、固定し腎臓腹側の被膜を一部切開し、開口部から被膜下へ７で作製した３
次元組織を移植した。移植後、腎臓を体内に戻し、筋膜と皮膚の縫合を行った。
１９．

共焦点顕微鏡による

ＣＷ移植マウスへ移植した組織の追尾定点観察

１７で、ＣＷへ移植した３次元組織の観察を行った。
移植したＣＷマウスに、１１で使用したのと同様に、ケタラール・キシラジン混合麻酔で
麻酔を行い、ＣＷマウスを２５×６０

ｍｍマイクロカバーガラス（ＭＡＴＳＵＮＡＭＩ

）の上に、頭部観察窓と水平になるように仰臥位固定し、共焦点顕微鏡（ＬＥＩＣＡ

Ｔ

ＣＳ‑ＳＰ５）を用いて移植した血管網を有した３次元組織の形態変化を観察した。
１９‑１

マウス血流の可視化

移植した宿主マウス側からの血流の可視化を行うため、１５と同様の麻酔を行い、Ｆｌ
ｏｕｒｅｓｃｅｎ

ｉｓｏｔｈｉｏ‑ｃｙｎａｔｅ‑ｄｅｘｔｒａｎ（ＳＩＧＭＡ

）を生理食塩水により調製した蛍光色素をマウス体重２０

10

ＵＳＡ

ｇに対し１００μｌ、マウス

尾静脈から２９Ｇのマイジェクターを用いて、投与した。その後１９と同様の方法で観察
を行った。
１９‑２

宿主側血管内皮細胞の可視化

移植した細胞に作られる血管網のうち、宿主由来血管を可視化するため、１５と同様の
麻酔を行い、マウス尾静脈から２９Ｇの注射器で、Ａｌｅｘａ‑Ｆｌｏｕｒ６４７ａｎｔ
ｉ‑ｍｏｕｓｅＣＤ３１（Ｂｉｏｌｅｇｅｎｄ）抗体を、マウス体重２０

ｇに対して１

００μｌ投与した。その後１９と同様の方法で観察を行った。
２０．

20

正常膵島組織の可視化

Ｐｄｘ‑ＤｓＲｅｄマウス（Ｄｏｕｇｌｏｕｓ

Ｍｅｌｔｏｎ氏より提供）、ＣＡＧ‑Ｇ

ＦＰマウス（日本エスエルシー）を用いることで、正常膵島組織内の構造を可視化した。
実験動物用麻酔装置を用いて、イソフルランで麻酔をかけた。マウス背側を電動バリカン
によって毛を除去したのち、０．５〜１

ｃｍ切開を行い、脾臓を外部に露出させること

で、脾臓付近に接着している膵臓の露出を行った。露出後１０

ｃｍディッシュ底面部に

膵臓が張り付くように、マウスを保持した。保持した状態で、３７℃まで冷却した１．５
％アガロースゲル溶液をディッシュに注入することで、膵臓を露出した状態のマウスを固
定した。固定したマウスを共焦点顕微鏡により、正常膵島組織を観察した。
２１．

生体内における糖負荷試験

グルコース溶液３

ｇ

／

ｋｇを生理食塩水で、１個体２００μｌの投与量になるよ
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う調製し、腹腔注射によって投与した。投与後、１５分毎に尾静脈から血液を採取し、グ
ルテストｎｅｏセンサー（登録商標）（パナソニック
２２．

東京）で血糖値を計測した。

凍結切片の作製

移植後サンプルの摘出を行った後、ＰＢＳで洗浄し４％パラホルムアルデヒド（ＰＦＡ
）で１日固定した。その後、１０、２０％の各濃度のスクロース溶液でサンプルが沈降す
るまでスクロース置換を行い、２０％スクロース溶液中のサンプルが沈降後、３０％スク
ロース溶液で１日スクロース置換を行った。置換後のサンプルをＯ．Ｃ．Ｔ．
ｏｕｎｄ（Ｆｕｎａｋｏｓｈｉ

Ｃｏｍｐ

Ｃｏ）に包埋し、４℃で１０分間浸透させた後に、液体

窒素の上に浮かべたアルミホイル製の台に乗せ、凍結した。
クライオスタット（Ｌｅｉｃａ

ＣＭ１９５０）により５μｍで薄切し、スライドガラ

40

ス（ＭＡＴＳＵＮＡＭＩ）に接着させた。凍結切片を風乾させ凍結切片として使用した。
２３．

パラフィン切片の作製

移植後サンプルの摘出を行った後、ＰＢＳで洗浄を行い４％ＰＦＡで１日固定した。固
定後ＰＢＳで３回洗浄し５０、７０、８０、９０、９５、１００％の各濃度のエタノール
で１時間ずつ脱水を行い、１００％エタノールで１時間脱水後、新しい１００％エタノー
ルで１日脱水を行った。脱水後、キシレンで１時間ずつ３回置換を行い、６５℃に設定し
たパラフィン包埋用恒温槽内にて、パラフィン：キシレン＝１：１混合溶液に１時間浸透
させ、パラフィンに２時間３回ずつ浸透させた。浸透後パラフィンに包埋しパラフィンブ
ロックを作製した。
作製したパラフィンブロックをミクロトームにより５μｍに薄切し、パラフィン切片と
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して用いた。
２４．

ＨＥ（Ｈａｅｍａｔｏｘｙｌｉｎ／Ｅｏｓｉｎ）染色

水道水で２分凍結切片を洗浄し、脱ＯＣＴを行った。イオン交換水で洗浄後、Ｈａｅｍ
ａｔｏｘｙｌｉｎ（Ｗａｋｏ）で９分間核染色を行った。イオン交換水で染色液を落とし
、水道水に１０分間つけ、水だしを行った。その後、イオン交換水で洗浄後、Ｅｏｓｉｎ
（武藤化学）で１０分間細胞質染色を行った。余分なＥｏｓｉｎをイオン交換水で落と
した後、上昇エタノール系列にて脱水し、キシレンで透徹処理し、封入した。
パラフィン切片を、１００％キシレンで、５分間３回ずつ浸透させ、１００、９０、８
０、７０、６０、５０％

エタノールに３分ずつ浸し、脱パラフィンを行い親水させた。

その後、上記の凍結切片と同様に、イオン交換水で洗浄後、ＨＥ染色を行った。
２５．

10

免疫組織化学染色

各切片の脱ＯＣＴ・脱パラフィン後、切片をＰＢＳで５分間３回洗浄し、４％ＰＦＡで
１０分間、４℃で固定を行った。その後、ＰＢＳで５分間３回洗浄し、二次抗体作成動物
（ｇｏａｔ）の正常血清を１０％含むブロッキング溶液を用いて、組織を４℃で１晩ブロ
ッキングした。次に、ＰＢＳで２００倍希釈した一次抗体を添加し４ｏＣで１晩反応させ
た後、ＰＢＳで５分間、３回洗浄を行った。一次モノクローナル抗体として、抗マウス／
モルモットＩｎｓｕｌｉｎ抗体、抗ヒト／マウスＣＤ３１、抗マウス／ラットＣＤ３１、
抗ヒト／マウスＣｏｌｌａｇｅｎ４、抗ヒト／ラビットＬａｍｉｎｉｎ抗体、抗マウス／
ラビットｃａｓｐａｓｅ‑３抗体を組み合わせて用いた。

更に、ＰＢＳで５００倍希釈

した二次抗体を添加し、室温の遮光条件下で１時間反応させた後、ＰＢＳで５分間３回洗
浄し、４

，６‑ｄｉａｍｉｄｉｎｏ‑２‑ｐｈｅｎｙｌｉｎｄｏｌｅ

ｈｌｏｒｉｄｅ

（ＤＡＰＩ，

ｄｉｈｙｄｒｏｃ

ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）が添加されている封入剤で封入

し、蛍光顕微鏡で観察と撮影を行った。２次抗体（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
して、Ａｌｅｘａ
ｘａ

４８８、５５５標識ヤギ抗ラビットＩｇＧ（Ｈ＋Ｌ）

４８８、５５５，６４７標識ヤギ抗ラットＩｇＧ（Ｈ＋Ｌ）

５，６４７標識ヤギ抗マウスＩｇＧ（Ｈ＋Ｌ）
Ｗｈｏｌｅ

ｐｒｏｂｅ）と
抗体、Ａｌｅ

抗体、Ａｌｅｘａ

４８８、５５５標識ヤギ抗モルモットＩｇＧ（Ｈ＋Ｌ）抗体、Ａｌｅｘａ
２６．
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４８８、５５

抗体を組み合わせて用いた。

ｍｏｕｎｔ法による免疫組織学的な解析

創出された血管化膵島を回収し、４％ＰＦＡ溶液に入れ１日固定を行い、ＰＢＳで１０
分間の洗浄を３回行った。固定後、３％ＢＳＡ入りの０．１％Ｔｒｉｔｏｎ‑ＰＢＳ溶液
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に入れ、室温環境で１時間ブロッキングを行った。ブロッキング後０．１％Ｔｒｉｔｏｎ
‑ＰＢＳ溶液で１０分間の洗浄を３回行い、０．１％Ｔｒｉｔｏｎ‑ＰＢＳ溶液で希釈した
１次抗体液に移植片を入れ、４℃で１日反応させた。反応後、０．１％Ｔｒｉｔｏｎ‑Ｐ
ＢＳ溶液で１０分間の洗浄を３回行い、０．１％Ｔｒｉｔｏｎ‑ＰＢＳ溶液で希釈した２
次抗体液に移植片を入れ、室温環境で４時間反応させた。反応後、０．１％Ｔｒｉｔｏｎ
‑ＰＢＳ溶液で１０分間の洗浄を３回行い、ＤＡＰＩ入りの封入材を添加し、共焦点顕微
鏡を用いて観察した。
〔結果〕
１．

マウス膵島、血管内皮細胞、間葉系幹細胞の共培養による３次元組織の創出

膵島細胞の生存率を指標に培地の検証を行った（図１Ａ）。培養７２時間後、各条件の
膵島面積当たりの死細胞数は、ＲＰＭＩ１６４０培地を用いた膵島では１４
ｍｍ２、ＲＰＭＩ１６４０と内皮細胞用培地の混合培地では１．８

／

ｍｍ２、内皮細胞用培地では０．８

／

ｃｅｌｌｓ

／

40

ｃｅｌｌｓ

ｃｅｌｌｓ

ｍｍ２存在していた（図１Ｂ

）。
方法７のように培養を行った。培養開始直後の状態では、膵島周辺に細胞が散在してお
り、目視可能な３次元組織は確認できなかった。しかし、培養開始４時間後には、細胞同
士の相互作用が開始し、散在していた細胞が密集を開始し、培養が進んだ８時間後には、
細胞が膵島を覆うように凝集し、徐々に３次元的な構造を構築していった。そして、培養
２４時間後には、自律的な組織化が更に進行し、血管化された３次元組織を構築した（図
１Ｃ上段、１Ｅ）。一方、共培養を行わずに膵島のみを培養した際には、血管化はもちろ
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ん、３次元組織の形成も認めなかった（図１Ｄ）。
また、方法８のように培養を行うことで、底面に細胞・組織が集まるような培養基材の
中で血管化された３次元組織の小型化を図った（図２）。マウス膵島組織１、５、１０、
２０個をそれぞれＨＵＶＥＣ、ＭＳＣと共培養を行ったところ、培養開始２４時間後には
３次元組織を構築し、４８時間後も形態が維持されていた（図２Ａ）。さらに、血管化さ
れた３次元組織の構築に最小限必要なＨＵＶＥＣ、ＭＳＣの細胞数を検討した（図２Ｂ）
。マウス膵島が１０個の際は、ＨＵＶＥＣが１．０ｘ１０４ｃｅｌｌｓ、ＭＳＣが１ｘ１
０３ｃｅｌｌｓで共培養を行うと、培養開始２時間後には、細胞間接着により、散在して
いた細胞が凝集を開始した。培養が進んだ９時間後には、細胞が膵島を覆うように凝集し
、３次元組織を構築した（図２Ｃ左）。細胞の形態変化を追跡するため、蛍光標識したマ

10

ウス膵島と、各種細胞を用いて共培養実験を行った（図１Ａ下段、２Ｃ右、２Ｄ）。Ｐｄ
ｘ‑ＤｓＲｅｄマウスから単離した膵島（図１Ａ，２Ｄ：赤、２Ｃ：青）、ｇｒｅｅｎ
ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ

ｐｒｏｔｅｉｎ

（ＧＦＰ）を導入したＨＵＶＥＣ（図１Ａ，

２Ｃ，２Ｄ：緑）、ＭＳＣ（図２Ｃ：赤）を共培養し、共焦点顕微鏡で細胞形態を観察し
たところ、培養開始直後では、ＨＵＶＥＣは偏りなく膵島周辺に散在していることが確認
された。さらに、ＨＵＶＥＣは膵島組織に直接付着しているのみならず、一部には膵島内
部における血管内皮細胞と連結していることが示された（図２Ｅ）。
以上より、マウス膵島、ＨＵＶＥＣ、ＭＳＣの３種類の細胞を適切な条件下で共培養す
ることで、血管化された３次元組織が自律的に創出されることが判明した。
２．

20

血管内皮細胞、間葉系幹細胞との共培養によるマウス膵島機能の向上

方法１０のように培養を行い、各条件でのマウス膵島細胞の生存率を比較した（図１Ｆ
生細胞：緑、死細胞：赤）。培養２４時間後、各条件の膵島面積当たりの死細胞数は、
膵島単独培養では５３

ｃｅｌｌｓ／ｍｍ２、ＨＵＶＥＣとの共培養では１４

２

ｓ／ｍｍ

、ＭＳＣとの共培養では２

培養では０．１

ｃｅｌｌ

ｃｅｌｌｓ／ｍｍ

２

、ＨＵＶＥＣとＭＳＣとの共

ｃｅｌｌｓ／ｍｍ２存在していた（図１Ｇ）。以上のことから、ＨＵＶ

ＥＣとＭＳＣと共培養を行うことで、マウス膵島細胞の生存率が向上することが示された
。
また、方法１２のように培養を行い、マウス膵島から分泌されたインスリン量を測定し
た（図１Ｈ）。培養開始２４時間後、膵島単独で培養した場合と比較し、ＨＵＶＥＣ、Ｍ
ＳＣと共培養したマウス膵島では、インスリン分泌量が増加した。試験管内において糖負
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荷試験を行ったところ、膵島単独培養群では１．３７倍、共培養群では１．９７倍にイン
スリン分泌量が増加した（図１Ｉ）。このような膵島の機能向上に寄与する分子群を特定
する目的で、マイクロアレイ解析によりＨＵＶＥＣおよびＭＳＣの共培養前後における網
羅的に遺伝子発現の変化を解析した。その結果、共培養することにより発現が２倍以上増
強する遺伝子として、２１４の候補遺伝子が抽出された（図１Ｊ）。以上より、ＨＵＶＥ
Ｃ・ＭＳＣと共培養を行うことにより様々な遺伝子の発現変動が惹起され、マウス膵島機
能が向上することが示唆された。
３．

血管化膵島移植による追尾定点観察

結果１で創出された血管化膵島を、マウスへ移植し、組織の形態変化を追跡した（図３
）。また、組織創出における、血管化の必要性を検討するために、マウス膵島単独をマウ

40

スへ移植し、比較した。１７の方法を用いて、頭部観察窓（ＣＷ）マウスに移植を行い、
１９の方法を用いて形態変化を追跡した。
マウス膵島単独を移植後、マウス頭部では、移植後２日目まで、肉眼的な変化は見受け
られず、移植膵島への血液灌流などは見られなかったが、移植後日数が経つにつれて、生
存している膵島が減少していった（図３Ｂ）。また、蛍光標識を用いて、細胞形態変化を
観察したところ、こちらも同様に変化は見られなかったが、徐々に移植膵島が減少してい
った。さらに、血流の可視化を行ったところ、移植後７日目において、膵島内部への血液
灌流は存在しなかった（図３Ｄ

膵島：緑、血流：赤）。しかし、血管化膵島を移植した

マウス頭部では、移植後２日目に、移植箇所全体に対して血液灌流が行われていた（図３
Ａ）。また、共焦点顕微鏡を用いて観察したところ、移植後７日目において、移植膵島内
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部への血液灌流が確認された（図３Ｃ
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膵島：緑、血流：赤）。

これらの結果から、血管化膵島を移植することで、移植膵島内部への早期血流再開を誘
発し、移植後の膵島生存率が向上したことが示された。
４．

血管化膵島移植による糖尿病治療効果の検証

膵島５個の条件で共培養した血管化膵島４０個を、糖尿病モデルマウスの腎被膜下へ移
植し、治療効果を測定した（図３Ｅ）。移植後１日で血糖降下がみられ、移植２週間以降
は正常血糖値が安定して保たれていた（図３Ｆ）。さらに、大幅な体重増加がみられ（図
３Ｇ）、生存率は向上した（図３Ｈ）。生体内における糖負荷試験を行ったところ、正常
マウスとほぼ変わらないインスリン分泌応答を示した（図３Ｉ）。
10

以上のことから、血管化膵島を移植することで、糖尿病治療効果が示された。
５．

血管化膵島の組織学的解析

共培養１日後の血管化膵島を組織学的、免疫組織学的に解析した。ＨＥ染色を行ったと
ころ、中心壊死が無く、ＨＵＶＥＣ、ＭＳＣと隣接している膵島組織が観察された（図２
Ｅ上）。さらに、免疫染色を行い、インスリン抗体を用いて膵島（１Ｅ
）を、ヒト血管内皮細胞抗体を用いてＨＵＶＥＣ（１Ｅ

：緑、２Ｅ：赤

：赤、２Ｅ：緑）を、マウス血

管内皮細胞抗体を用いてマウス血管（２Ｅ：青）を、それぞれ染色した（図１Ｅ

、２Ｅ

下）。インスリン陽性の膵島内部にＨＵＶＥＣの存在を確認し、さらに、ＨＵＶＥＣとマ
ウス血管とが接合していた。
また、頭部観察窓へ移植後３０日目の血管化膵島（図３Ｊ）、膵島（図３Ｋ）をそれぞ
れ組織学的、免疫組織学的に解析した。ＨＥ染色を行ったところ、脳組織上に生着してい

20

る膵島が確認された。また、免疫染色を行った結果、血管化膵島ではインスリン陽性箇所
において、ヒト血管内皮細胞が存在し、さらに、細胞外基質であるラミニン、コラーゲン
IVを分泌する安定したヒト血管であることを見出した。しかし、膵島単独移植をした膵島
内部では、血管内皮細胞の存在は見られなかった。
さらに、腎被膜下へ移植後２８日目の血管化膵島（図３Ｌ）、膵島（図３Ｍ）をそれぞ
れ組織学的、免疫組織学的に解析した。ＨＥ染色を行ったところ、腎臓実質と被膜間に存
在している膵島が確認された（図３Ｌ左下、３Ｍ左下）。さらに、免疫染色を行い、イン
スリン抗体を用いて膵島（緑）を、ラミニン抗体を用いて血管内皮細胞（赤）をそれぞれ
染色した（図３Ｌ右下、３Ｍ右下）。血管化膵島では、インスリン陽性の膵島内部におい
て、ラミニン陽性の血管内皮細胞の発現を確認した。しかし、膵島単独移植をした膵島内
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部では、血管内皮細胞の存在は見られなかった。
以上のことから、血管化膵島は、組織学的、免疫組織学的な視点から、ヒト血管を伴っ
た膵島組織であることを示した。
【００４３】
〔実施例２〕腎糸球体への血管網の付与
〔方法〕
１

マウス糸球体の単離法
ジエチルエーテル（Ｗａｋｏ）を用いて麻酔したＣ５７ＢＬ／６‑Ｔｇマウス（日本Ｓ

ＬＣ）の腹部を７０％エタノールで消毒した後、開腹し、腎臓を摘出した。摘出した腎臓
から腎皮膜を取り除き、生理食塩水で洗った後、メスで腎臓を輪切りにした。腎盂と髄質
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をハサミで取り除き、皮質を回収した。氷上で回収した皮質をミンスし、１００μｍメッ
シュのセルストレーナーを用いて０．１％Ａｌｂｕｍｉｎ，
ｓｅｒｕｍ（ＢＳＡ，

ｆｒｏｍ

ＳＩＧＭＡ）入りハンクス緩衝液（ＨＢＳＳ，

ｂｏｖｉｎｅ
ＧＩＢＣＯ）を

少しずつ添加しながら濾過した。フロースルーを７０μｍメッシュのセルストレーナーを
用いて濾過し、最後にフロースルーを４０μｍメッシュのセルストレーナーを用いて濾過
した。４０μｍメッシュのセルストレーナーに残った細胞塊を０．１％ＢＳＡ入りハンク
ス緩衝液を用いて回収した。さらに、回収したものを１００μｍメッシュのセルストレー
ナーで濾過した。
２

マウス糸球体の選別法
１で単離したマウス糸球体を実体顕微鏡下で観察すると、球状のマウス糸球体（直径：
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５０〜１００μｍ）が確認できる。これをピペットマンで糸球体用培地へ回収した。
３

マウス糸球体の初代培養法

ＲＰＭＩ１６４０
（ＢＷＴ

（Ｗａｋｏ）中に、２０％

ｆｅｔａｌ

Ｌｏｔ．Ｓ‑１５６０）、１００μｇ／ｍｌ

ｂｏｖｉｎｅ

ｓｅｒｕｍ

ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ／ｓｔｒ

ｅｐｔｏｍｙｃｉｎ（Ｇｉｂｃｏ）、Ｉｎｓｕｌｉｎ‑Ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎ‑Ｓｅｌｅ
ｎｉｕｍＸ（ＧＩＢＣＯ）を加えたものを用いて３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター
内で培養した。
４

細胞培養

正常ヒト臍帯静脈内皮細胞（Ｎｏｒｍａｌ
Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｈｕｍａｎ

Ｃｅｌｌｓ：

ＨＵＶＥＣ）

７）は、ＨＵＶＥＣ培養用に調製された専用の培地
ｔＫｉｔ（登録商標））

Ｕｍｂｉｌｉｃａｌ

（Ｌｏｎｚａ

（Ｌｏｎｚａ

（ＥＧＭ（登録商標）

Ｓｔｅｍ

Ｃｅｌｌ：

ｈＭＳＣ）

（Ｌｏｎｚａ

培養に調製された専用の培地（ＭＳＣＧＭＴＭ
ｏｎｚａ

ＣＣ‑２５１

10

Ｂｕｌｌｅ

ＣＣ‑４１３３）を用いて、保証継代回数（５

回）以内の継代回数で培養した。ヒト間葉系幹細胞（ｈｕｍａｎ
ｌ

Ｖｅｉｎ

Ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａ

ＰＴ‑２５０１）は、ｈＭＳＣ

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登録商標））（Ｌ

ＰＴ‑３００１）を用いて、保証継代数（５回）以内の継代回数で培養した。

それぞれの細胞は３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で培養した。
５

血管系を有する３次元組織の作製
経時観察用として、糸球体用培地を充填しておいたＰｒｉｍｅＳｕｒｆａｃｅ（登録商

標）９６ウェルＵプレート（住友ベークライト）の１ウェルにマウス糸球体１，５，１０
４

個を静置し、そこへＨＵＶＥＣを５×１０

３

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣを５×１０
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ｃｅ

ｌｌｓの細胞数で播種した。その後、３７℃のインキュベーターで１日間培養した。また
、２４ウェルプレートの１ウェルにマウス糸球体１００個を静置し、そこへＨＵＶＥＣを
２×１０６
６

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣを２×１０５

ｃｅｌｌｓの細胞数で播種した。

実体顕微鏡を用いた経時観察
実体顕微鏡での経時変化を追跡するために共培養を行った。２４ウェルプレートの１ウ

ェルにマウス糸球体２０個を静置し、そこへＨＵＶＥＣを２×１０６
ＳＣを２×１０５

ｃｅｌｌｓ、ｈＭ

ｃｅｌｌｓの細胞数で播種した。播種後、実体顕微鏡（ＬｅｉｃａＤ

ＦＣ３００ＦＸ）にプレートを設置し、細胞共培養による、形態変化を観察した。
７
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実験動物
移植動物として用いたＮＯＤ／ＳＣＩＤマウス（Ｓａｎｋｙｏ

ｃｅ

Ｃｏ．

，

Ｔｏｋｙｏ，

Ｌａｂｏ

Ｓｅｒｖｉ

Ｊａｐａｎ）は、ＳＰＦ環境下で昼間１０時間・夜間

１４時間の明暗周期で飼育した。実験動物の飼育は横浜市立大学医学部動物実験センター
に委託し、また本学の定める倫理規定を遵守し実験を行った。
８

ＣＷマウスへの移植
作製したＣＷマウスの、頭部観察窓のガラスを除去することで、脳表面を露出させ移植

を行った。使用するＣＷマウスは、脳表面の出血、炎症や感染などが見られないマウスを
使用した。麻酔後、頭部観察窓周辺を、７０％エタノールで消毒し、特注円形スライドガ
ラスとアロンアルファの境目から、１８Ｇの針先を侵入させ、脳表面を傷つけずに特注円
形スライドガラスを剥離し、脳表面を露出させた。その後、生理食塩水で洗浄を行い、脳
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表面の中心付近に移植組織を静置し、特注円形スライドガラスを乗せた。この時、隙間が
残らないよう、ガラスと脳表面の間を、生理食塩水で満たした後に、作製時と同様に、コ
ートレープラスチックパウダーとアロンアルファによる接着剤で封入を行った。
９

共焦点顕微鏡による

８

で、ＣＷへ移植した３次元組織の観察を行った。

ＣＷ移植マウスへ移植した組織の追尾定点観察

移植したＣＷマウスに、１１で使用したのと同様に、ケタラール・キシラジン混合麻酔で
麻酔を行い、ＣＷマウスを２５×６０

ｍｍマイクロカバーガラス（ＭＡＴＳＵＮＡＭＩ

）の上に、頭部観察窓と水平になるように仰臥位固定し、共焦点顕微鏡（ＬＥＩＣＡ

Ｔ

ＣＳ‑ＳＰ５）を用いて移植した血管網を有した３次元組織の形態変化を観察した。
〔結果〕
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マウス糸球体、血管内皮細胞、間葉系幹細胞の共培養による血管化３次元組織の創

出
方法６のように培養を行った。培養開始直後の状態では、糸球体周辺に細胞が散在して
おり、目視可能な３次元組織は確認できなかった。しかし、培養開始４時間後には、細胞
同士の相互作用が開始し、散在していた細胞が密集を開始し、培養が進んだ８時間後には
、細胞が糸球体を覆うように凝集し、徐々に３次元的な構造を構築していった。そして、
培養２４時間後には、自律的な組織化が更に進行し、血管化された３次元組織を構築した
（図４Ａ、４Ｂ）。一方、共培養を行わずに糸球体のみを培養した際には、血管化はもち
ろん、３次元組織の形成も認めなかった（図４Ｃ）。
また、方法５のように培養を行うことで、底面に細胞・組織が集まるような培養基材の

10

中で血管化された３次元組織の小型化を図った（図４Ｃ）。マウス糸球体５、１０、１５
個をそれぞれＨＵＶＥＣ、ＭＳＣと共培養を行ったところ、培養開始２４時間後には３次
元組織を構築した。細胞の形態変化を追跡するため、蛍光標識したマウス糸球体と、各種
細胞を用いて共培養実験を行った（図４Ｂ、４Ｃ、４Ｄ）。マウスから単離した糸球体（
緑）、Ｋｕｓａｂｉｒａ
Ｃ，

４Ｄ，

Ｏｒａｎｇｅ

（ＫＯ）を導入したＨＵＶＥＣ（図４Ｂ，

：赤）、ＭＳＣ（図４Ｂ，

４Ｄ，

４

：青）を共培養し、共焦点顕微鏡で

細胞形態を観察したところ、培養開始直後では、ＨＵＶＥＣは偏りなく糸球体周辺に散在
していることが確認された
以上より、マウス糸球体、ＨＵＶＥＣ、ＭＳＣの３種類の細胞を適切な条件下で共培養
することで、血管化された３次元組織が自律的に創出されることが判明した。
２．

20

血管化糸球体移植による追尾定点観察

結果１で創出された血管化糸球体を、マウスへ移植し、組織の形態変化を追跡した（図
４Ｅ，）。８の方法を用いて、頭部観察窓（ＣＷ）マウスに移植を行い、９の方法を用い
て形態変化を追跡した。
血管化糸球体を移植したマウス頭部では、移植後３日目に、移植箇所全体に対して血液灌
流が行われていた（図４Ｅ）。さらに、共焦点顕微鏡を用いた移植後１０日目におけるラ
イブ観察の結果から、移植後も糸球体構造が維持されていたのみならず、糸球体内部にお
けるマウス血管がその周囲においてヒト血管（ＨＵＶＥＣ）と直接吻合し、内部を血液が
交通していることが明らかとなった（図４Ｆ）。これらの結果から、血管化糸球体を移植
することで、移植糸球体内部への早期血流再開を認め、効率的に生着することが示された
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。
【００４４】
〔実施例３〕腫瘍組織への血管網の付与
〔方法〕
１．

ヒト膵臓腫瘍組織の回収

びまん性ラ氏島細胞増殖症患者から切除されたヒト膵臓腫瘍組織をクリーンベンチ環境下
でＰＢＳによる洗浄を行い、ＨＢＳＳ培地を入れた６ｃｍディッシュに移し１ｍｍ画に細
切後、以降の実験に使用した。
２．

ヒト膵臓腫瘍組織への血管網付与

１ｍｍ画に切断したヒト膵臓腫瘍組織をピペットマンで２０個回収し、ＥＧＦＰ‑ＨＵＶ
６

ＥＣを２ｘ１０
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、ＭＳＣを２ｘ１０

５

の細胞数で混合し９５０ｒｐｍで遠心後、上清を

除去しＥＧＭ培地１ｍｌで懸濁しあらかじめマトリゲルを入れた２４ウェルプレートに播
種し共焦点顕微鏡による形態変化の追跡を行った。
３．

マウス膵臓癌組織の回収

膵臓癌の多段階発癌を再現することが可能とされている膵臓癌モデルマウス（Ｐｄｘ１‑
ｃｒｅ；ＬＳＬ‑ＫｒａｓＧ１２Ｄ；ＣＤＫＮ２Ａ‑／‑：ＮＣＩより購入）から膵臓癌組
織を回収し、ＰＢＳにより洗浄を行いクリーンベンチ環境下でＨＢＳＳ培地を入れた６ｃ
ｍディッシュに移した。回収した癌組織を１ｍｍ画に細切後、以降の実験に使用した。
４．

マウス膵臓癌組織への血管網付与

１ｍｍ画に細切した膵臓癌組織を２０個回収し、ＥＧＦＰ‑ＨＵＶＥＣを２ｘ１０６ｃｅ
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ｌｌｓ、ＭＳＣを２ｘ１０５ｃｅｌｌｓの細胞数で混合し９５０ｒｐｍの速度で５分間遠
心を行った。遠心後上清を除去しＥＧＭ（登録商標）ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登録商標）（
ＬｏｎｚａＣＣ‑４１３３）培地を１ｍｌ加えあらかじめマトリゲルを入れた２４ウェル
プレートに播種し、３７℃のインキュベーターに入れ毎日培地交換を行い、４日間培養し
た。
ＭａｔｒｉｇｅｌＴＭ基底膜マトリックス（日

２４ウェルプレートはＥＧＭ培地とＢＤ
本ＢＤ

３５６２３４）を１：１で混合し作製した溶液３００μｌを２４

ウェルプレー

トの１ウェルに加え１０分間、３７℃のインキュベーター内に入れ固定した。
〔結果〕
10

１．ヒト膵臓腫瘍組織の血管化
共焦点顕微鏡による観察の結果、共培養により１ｍｍ画に細切したヒト膵臓組織周辺に血
管網を構築しつつ、２４‑４８時間程度で、自律的に血管化された３次元組織を創出する
ことを確認した（図５A）。
２．マウス膵臓癌組織の血管化
１ｍｍ画に切断した膵臓癌組織をＨＵＶＥＣ、ＭＳＣと２４ウェルプレートに固相化し
たマトリゲル上で共培養することにより、血管化された３次元組織を創出することに成功
した（図５B、上段）。対照実験として、１ｍｍ画の膵臓癌組織のみを固相化したマトリ
ゲル上で培養を行っても、３次元組織の形成や血管化は確認されず、特筆する変化は見ら
れなかった（図５B、下段）。
４日間培養後、形成された血管化３次元組織の遺伝子発現を定量ＰＣＲにより解析を行

20

った。その結果、重要な癌幹細胞マーカーとして知られるＣＤ４４の遺伝子発現が単独培
養群と比べて、１．６倍程度の発現レベルの向上することが判明した（図５C）。
これにより、従来ｉｎ

ｖｉｔｒｏにおいて維持することが困難であった癌幹細胞が増

幅されていることが示唆された。従来の平面培養では、生体内に投与した際の反応性と大
きく異なる環境のため、抗癌剤の有効性を事前に評価する系としての利用は困難であった
。本法を用いることで、血管系も含め生体内における癌組織における反応性を良好に再現
できることが期待され、新たな抗癌剤を開発する際の薬剤スクリーニング系としての利用
が大いに期待される培養技術である。
【００４５】
30

〔実施例４〕肝組織への血管網の付与
〔方法〕
１

マウス肝組織の分離法
ジエチルエーテル（Ｗａｋｏ）を用いて麻酔したＣ５７ＢＬ／６‑Ｔｇマウス（日本Ｓ

ＬＣ）の腹部を７０％エタノールで消毒した後、開腹し、経心腔的灌流を行った。肝臓を
摘出し、生理食塩水で洗った後、ハサミで肝臓をミンスした。ミンスした肝臓を１００μ
ｍメッシュのセルストレーナーを用いて０．１％Ａｌｂｕｍｉｎ，
ｎｅ

ｆｒｏｍ

ｂｏｖｉ

ＳＩＧＭＡ）入りハンクス緩衝液（ＨＢＳＳ，

ＧＩＢＣ

ｓｅｒｕｍ（ＢＳＡ，

Ｏ）を少しずつ添加しながら濾過した。フロースルーを７０μｍメッシュのセルストレー
ナーを用いて濾過した。７０μｍメッシュのセルストレーナーに残った細胞塊を０．１％
40

ＢＳＡ入りハンクス緩衝液を用いて回収した。
２

マウス肝組織の初代培養法

ＤＭＥＭ／Ｆ１２（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）中に、１０％
ｓｅｒｕｍ（ＩＣＮ

Ｌｏｔ．７２１９Ｆ）、２

ｅ（ＧＩＢＣＯ）、

１００

６．５％
ｍ

ｍｍｏｌ／Ｌ

ｓａｌｔ

Ｌ‑ｇｌｕｔａｍｉｎ

ｎｉｃｏｔｉｎａｍｉｄｅ（ＳＩＧＭＡ）、

２‑Ｍｅｒｃａｐｔｏｅｔｈａｎｏｌ、１ｘ１０＾７

ｄｅｘａｍｅｔｈａｓｏｎｅ

Ａｓｃｏｒｂｉｃ

ｍｍｏｌ／Ｌ

ｂｏｖｉｎｅ

μｇ／ｍＬｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ／ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃ

ｉｎ（Ｇｉｂｃｏ）、１０
５０μｍｏｌ／Ｌ

ｆｅｔａｌ

ａｃｉｄ

（ＳＩＧＭＡ）、２．６ｘ１０＾４

２‑ｐｈｏｓｐｈａｔｅ

ｈｙｄｒａｔｅ（ＳＩＧＭＡ）、

ＪＩＮＤＯ）、１μｇ／ｍＬ

ｍｏｌ／Ｌ

Ｈｕｍａｎ

５

Ｍ

Ｌ‑

ｓｅｓｑｕｉｍａｇｎｅｓｉｕ
ｍｍｏｌ／Ｌ

ＨＥＰＥＳ（ＤＯ

ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ｉｎｓｕｌｉｎ，
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ｅｘｐｒｅｓｓｅｄ
ｎ

ｉｎ

ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ｙｅａｓｔ

ｅｃｔ

ＨＧＦ，

（Ｗａｋｏ）、５０

Ｇｌａｎｄｓ

ｎｇ／ｍＬ

ｅｘｐｒｅｓｓｅｄ

ｃｅｌｌｓ（ＳＩＧＭＡ）、２０

ｌａｒｙ
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ｎｇ／ｍＬ

ｉｎ

Ｍｏｕｓｅ

Ｈｕｍａ

Ｓｆ２１

ｉｎｓ

Ｓｕｂｍａｘｉｌ

ＥＧＦ（ＳＩＧＭＡ）を加えたものを用いて３７℃、５％ＣＯ

２のインキュベーター内で培養した。

３

細胞培養

正常ヒト臍帯静脈内皮細胞（Ｎｏｒｍａｌ
Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｃｅｌｌｓ：

Ｈｕｍａｎ
ＨＵＶＥＣ）

７）は、ＨＵＶＥＣ培養用に調製された専用の培地
ｔＫｉｔ（登録商標））

（Ｌｏｎｚａ

Ｕｍｂｉｌｉｃａｌ
（Ｌｏｎｚａ

Ｓｔｅｍ

Ｃｅｌｌ：

Ｂｕｌｌｅ

ＣＣ‑４１３３）を用いて、保証継代回数（５

ｈＭＳＣ）

（Ｌｏｎｚａ

培養に調製された専用の培地（ＭＳＣＧＭＴＭ
ｏｎｚａ

ＣＣ‑２５１

（ＥＧＭ（登録商標）

回）以内の継代回数で培養した。ヒト間葉系幹細胞（ｈｕｍａｎ
ｌ

Ｖｅｉｎ

10

Ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａ

ＰＴ‑２５０１）は、ｈＭＳＣ

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登録商標））（Ｌ

ＰＴ‑３００１）を用いて、保証継代数（５回）以内の継代回数で培養した。

それぞれの細胞は３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で培養した。
４

血管網を有する３次元組織の作製
経時観察用として、肝組織用培地を充填しておいたＰｒｉｍｅＳｕｒｆａｃｅ（登録商

標）９６ウェルＵプレート（住友ベークライト）の１ウェルにマウス肝組織２個を静置し
、そこへＨＵＶＥＣを５×１０４

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣを５×１０３

ｃｅｌｌｓの細
20

胞数で播種した。その後、３７℃のインキュベーターで１日間培養した。
５

実験動物
移植動物として用いたＮＯＤ／ＳＣＩＤマウス（Ｓａｎｋｙｏ

ｃｅ

Ｃｏ．

，

Ｔｏｋｙｏ，

Ｌａｂｏ

Ｓｅｒｖｉ

Ｊａｐａｎ）は、ＳＰＦ環境下で昼間１０時間・夜間

１４時間の明暗周期で飼育した。実験動物の飼育は横浜市立大学医学部動物実験センター
に委託し、また本学の定める倫理規定を遵守し実験を行った。
６

ＣＷマウスへの移植
８で作製したＣＷマウスの、頭部観察窓のガラスを除去することで、脳表面を露出させ

移植を行った。使用するＣＷマウスは、脳表面の出血、炎症や感染などが見られないマウ
スを使用した。麻酔後、頭部観察窓周辺を、７０％エタノールで消毒し、特注円形スライ
ドガラスとアロンアルファの境目から、１８Ｇの針先を侵入させ、脳表面を傷つけずに特

30

注円形スライドガラスを剥離し、脳表面を露出させた。その後、生理食塩水で洗浄を行い
、脳表面の中心付近に移植組織を静置し、特注円形スライドガラスを乗せた。この時、隙
間が残らないよう、ガラスと脳表面の間を、生理食塩水で満たした後に、作製時と同様に
、コートレープラスチックパウダーとアロンアルファによる接着剤で封入を行った。
７

共焦点顕微鏡による

ＣＷ移植マウスへ移植した組織の追尾定点観察

６

で、ＣＷへ移植した３次元組織の観察を行った。

移植したＣＷマウスに、１１で使用したのと同様に、ケタラール・キシラジン混合麻酔で
麻酔を行い、ＣＷマウスを２５×６０

ｍｍマイクロカバーガラス（ＭＡＴＳＵＮＡＭＩ

）の上に、頭部観察窓と水平になるように仰臥位固定し、共焦点顕微鏡（ＬＥＩＣＡ

Ｔ

ＣＳ‑ＳＰ５）を用いて移植した血管網を有した３次元組織の形態変化を観察した。

40

〔結果〕
１．

マウス肝組織、血管内皮細胞、間葉系幹細胞の共培養による３次元組織の創出

方法４のように培養を行った。培養開始直後の状態では、肝組織周辺に細胞が散在して
おり、目視可能な３次元組織は確認できなかった。しかし、培養開始４時間後には、細胞
同士の相互作用が開始し、散在していた細胞が密集を開始し、培養が進んだ８時間後には
、細胞が肝組織を覆うように凝集し、徐々に３次元的な構造を構築していった。そして、
培養２４時間後には、自律的な組織化が更に進行し、血管化された３次元組織を構築した
（図６Ａ、６Ｂ）。一方、共培養を行わずに肝組織のみを培養した際には、血管化はもち
ろん、３次元組織の形成も認めなかった（図６Ｂ）。
また、方法４のように培養を行うことで、底面に細胞・組織が集まるような培養基材の
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中で血管化された３次元組織の小型化を図った（図６Ａ）。マウス肝組織をそれぞれＨＵ
ＶＥＣ、ＭＳＣと共培養を行ったところ、培養開始２４時間後には３次元組織を構築した
。細胞の形態変化を追跡するため、蛍光標識したマウス肝組織と、各種細胞を用いて共培
養実験を行った（図６Ａ）。マウスから単離した肝組織（図６Ａ，：赤、６Ｂ、６Ｄ：緑
）、ｇｒｅｅｎ

ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ

ｐｒｏｔｅｉｎ

（ＧＦＰ）を導入したＨＵ

ＶＥＣ（図６Ｂ）、ＭＳＣを共培養し、共焦点顕微鏡で細胞形態を観察したところ、培養
開始直後では、ＨＵＶＥＣは偏りなく肝組織周辺に散在していることが確認された。
以上より、マウス肝組織、ＨＵＶＥＣ、ＭＳＣの３種類の細胞を適切な条件下で共培養
することで、血管化された３次元組織が自律的に創出されることが判明した。
２．

10

血管化肝組織移植による追尾定点観察

結果１で創出された血管化肝組織を、マウスへ移植し、組織の形態変化を追跡した（図
６Ｃ）。６の方法を用いて、頭部観察窓（ＣＷ）マウスに移植を行い、７の方法を用いて
形態変化を追跡した。
血管化肝組織を移植したマウス頭部では、移植後３日目に、移植箇所全体に対して血液灌
流が行われていた（図６Ｃ）。また、共焦点顕微鏡を用いて観察したところ、移植肝組織
内部への血液灌流が確認された（図６Ｄ）。
これらの結果から、血管化肝組織を移植することで、移植肝組織内部への早期血流再開
を誘発したことが示された。
【００４６】
20

〔実施例５〕腸組織への血管網の付与
〔方法〕
１

マウス腸組織の単離法
ジエチルエーテル（Ｗａｋｏ）を用いて麻酔したＣ５７ＢＬ／６‑Ｔｇマウス（日本Ｓ

ＬＣ）の腹部を７０％エタノールで消毒した後、開腹し、小腸口側約２０ｃｍを切離した
．切離された小腸内腔を生理食塩水５０ｍｌにて洗浄後、縦切開を加えて粘膜を露出

し

約５ｃｍの細片とした。つづいて２ｍＭＥｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅｔｅｔｒａａｃ
ｅｔｉｃａｃｉｄ
ｒｅｉｔｏｌ

（ＥＤＴＡ，同仁化学研究所）と０．５ｍＭ

（ＤＴＴ，

ＳＩＧＭＡ

Ｄｉｔｈｉｏｔｈ

ＣＨＥＭＩＣＡＬＣＯＭＰＡＮＹ）を含むＰＢ

Ｓの中で，３７°Ｃ・２０分処理した。その上清を１００μｍメッシュのセルストレーナ
ーを通過させ、ＰＢＳで３回洗浄した。最後にフロースルーを４０μｍメッシュのセルス

30

トレーナーを用いて濾過した。４０μｍメッシュのセルストレーナーに残った細胞塊を０
．１％ＢＳＡ入りハンクス緩衝液を用いて回収した。
３

マウス腸組織の初代培養法

ＲＰＭＩ１６４０
（ＢＷＴ

（Ｗａｋｏ）中に、２０％

ｆｅｔａｌ

Ｌｏｔ．Ｓ‑１５６０）、１００μｇ／ｍｌ

ｂｏｖｉｎｅ

ｓｅｒｕｍ

ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ／ｓｔｒ

ｅｐｔｏｍｙｃｉｎ（Ｇｉｂｃｏ）、Ｉｎｓｕｌｉｎ‑Ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎ‑Ｓｅｌｅ
ｎｉｕｍＸ（ＧＩＢＣＯ）を加えたものを用いて３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター
内で培養した。
４

細胞培養

正常ヒト臍帯静脈内皮細胞（Ｎｏｒｍａｌ
Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｃｅｌｌｓ：

Ｈｕｍａｎ
ＨＵＶＥＣ）

７）は、ＨＵＶＥＣ培養用に調製された専用の培地
ｔＫｉｔ（登録商標））

（Ｌｏｎｚａ

Ｕｍｂｉｌｉｃａｌ
（Ｌｏｎｚａ

Ｓｔｅｍ

Ｃｅｌｌ：

ｈＭＳＣ）

Ｂｕｌｌｅ

ＣＣ‑４１３３）を用いて、保証継代回数（５
（Ｌｏｎｚａ

培養に調製された専用の培地（ＭＳＣＧＭＴＭ
ｏｎｚａ

40

ＣＣ‑２５１

（ＥＧＭ（登録商標）

回）以内の継代回数で培養した。ヒト間葉系幹細胞（ｈｕｍａｎ
ｌ

Ｖｅｉｎ

Ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａ

ＰＴ‑２５０１）は、ｈＭＳＣ

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登録商標））（Ｌ

ＰＴ‑３００１）を用いて、保証継代数（５回）以内の継代回数で培養した。

それぞれの細胞は３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で培養した。
５

血管網を有する３次元組織の作製
経時観察用として、腸組織用培地を充填しておいたＰｒｉｍｅＳｕｒｆａｃｅ（登録商
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標）９６ウェルＵプレート（住友ベークライト）の１ウェルにマウス腸組織２０個を静置
し、そこへＨＵＶＥＣを５×１０４

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣを５×１０３

ｃｅｌｌｓの

細胞数で播種した。その後、３７℃のインキュベーターで１日間培養した。
６

実体顕微鏡を用いた細胞共培養の経時観察
実体顕微鏡での経時変化を追跡するために共培養を行った。２４ウェルプレートの１ウ

ェルにマウス腸組織を静置し、そこへＨＵＶＥＣを２×１０６
５

２×１０

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣを

ｃｅｌｌｓの細胞数で播種した。播種後、実体顕微鏡（ＬｅｉｃａＤＦＣ３

００ＦＸ）にプレートを設置し、細胞共培養による、形態変化を観察した。
７

実験動物
移植動物として用いたＮＯＤ／ＳＣＩＤマウス（Ｓａｎｋｙｏ

ｃｅ

Ｃｏ．

，

Ｔｏｋｙｏ，

Ｌａｂｏ

Ｓｅｒｖｉ

10

Ｊａｐａｎ）は、ＳＰＦ環境下で昼間１０時間・夜間

１４時間の明暗周期で飼育した。実験動物の飼育は横浜市立大学医学部動物実験センター
に委託し、また本学の定める倫理規定を遵守し実験を行った。
８

ＣＷマウスへの移植
作製したＣＷマウスの、頭部観察窓のガラスを除去することで、脳表面を露出させ移植

を行った。使用するＣＷマウスは、脳表面の出血、炎症や感染などが見られないマウスを
使用した。麻酔後、頭部観察窓周辺を、７０％エタノールで消毒し、特注円形スライドガ
ラスとアロンアルファの境目から、１８Ｇの針先を侵入させ、脳表面を傷つけずに特注円
形スライドガラスを剥離し、脳表面を露出させた。その後、生理食塩水で洗浄を行い、脳
表面の中心付近に移植組織を静置し、特注円形スライドガラスを乗せた。この時、隙間が

20

残らないよう、ガラスと脳表面の間を、生理食塩水で満たした後に、作製時と同様に、コ
ートレープラスチックパウダーとアロンアルファによる接着剤で封入を行った。
９

共焦点顕微鏡による

ＣＷ移植マウスへ移植した組織の追尾定点観察

８

で、ＣＷへ移植した３次元組織の観察を行った。

移植したＣＷマウスに、１１で使用したのと同様に、ケタラール・キシラジン混合麻酔で
麻酔を行い、ＣＷマウスを２５×６０

ｍｍマイクロカバーガラス（ＭＡＴＳＵＮＡＭＩ

）の上に、頭部観察窓と水平になるように仰臥位固定し、共焦点顕微鏡（ＬＥＩＣＡ

Ｔ

ＣＳ‑ＳＰ５）を用いて移植した血管網を有した３次元組織の形態変化を観察した。
〔結果〕
１．

30

マウス腸組織、血管内皮細胞、間葉系幹細胞の共培養による３次元組織の創出

方法４のように培養を行った。培養開始直後の状態では、腸組織周辺に細胞が散在して
おり、目視可能な３次元組織は確認できなかった。しかし、培養開始４時間後には、細胞
同士の相互作用が開始し、散在していた細胞が密集を開始し、培養が進んだ８時間後には
、細胞が腸組織を覆うように凝集し、徐々に３次元的な構造を構築していった。そして、
培養２４時間後には、自律的な組織化が更に進行し、血管化された３次元組織を構築した
（図７Ａ、７Ｂ）。一方、共培養を行わずに腸組織のみを培養した際には、血管化はもち
ろん、３次元組織の形成も認めなかった（図７Ｂ）。
また、方法４のように培養を行うことで、底面に細胞・組織が集まるような培養基材の
中で血管化された３次元組織の小型化を図った（図７Ｂ）。マウス腸組織をそれぞれＨＵ
ＶＥＣ、ＭＳＣと共培養を行ったところ、培養開始２４時間後には３次元組織を構築した

40

。細胞の形態変化を追跡するため、蛍光標識したマウス腸組織と、各種細胞を用いて共培
養実験を行った（図７Ｂ）。マウスから単離した腸組織（図７Ｂ：赤）、ｇｒｅｅｎ
ｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ

ｐｒｏｔｅｉｎ

ｆ

（ＧＦＰ）を導入したＨＵＶＥＣ（図７Ｂ）、

ＭＳＣを共培養し、共焦点顕微鏡で細胞形態を観察したところ、培養開始直後では、ＨＵ
ＶＥＣは偏りなく腸組織周辺に散在していることが確認された。
以上より、マウス腸組織、ＨＵＶＥＣ、ＭＳＣの３種類の細胞を適切な条件下で共培養
することで、血管化された３次元組織が自律的に創出されることが判明した。
２．

血管化腸組織移植による追尾定点観察

結果１で創出された血管化腸組織を、マウスへ移植し、組織の形態変化を追跡した（図
７Ｃ）。６の方法を用いて、頭部観察窓（ＣＷ）マウスに移植を行い、７の方法を用いて
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形態変化を追跡した。
血管化腸組織を移植したマウス頭部では、移植後３日目に、移植箇所全体に対して血液灌
流が行われていた（図７Ｃ）。また、共焦点顕微鏡を用いて観察したところ、移植後３日
目において、移植腸組織内部への血液灌流が確認された（図７Ｄ）。
これらの結果から、血管化腸組織を移植することで、移植腸組織内部への早期血流再開
を誘発したことが示された。
【００４７】
〔実施例６〕肺組織への血管網の付与
〔方法〕
１

10

マウス肺組織の分離法
ジエチルエーテル（Ｗａｋｏ）を用いて麻酔したＣ５７ＢＬ／６‑Ｔｇマウス（日本Ｓ

ＬＣ）の腹部を７０％エタノールで消毒した後、開腹し、肺を摘出した。生理食塩水で洗
った後、ハサミで肺をミンスした。ミンスした肺を１００μｍメッシュのセルストレーナ
ーを用いて０．１％Ａｌｂｕｍｉｎ，

ｆｒｏｍ

ＳＩＧＭＡ）入りハンクス緩衝液（ＨＢＳＳ，

ｂｏｖｉｎｅ

ｓｅｒｕｍ（ＢＳＡ，

ＧＩＢＣＯ）を少しずつ添加しながら

濾過した。フロースルーを４０μｍメッシュのセルストレーナーを用いて濾過した。４０
μｍメッシュのセルストレーナーに残った細胞塊を０．１％ＢＳＡ入りハンクス緩衝液を
用いて回収した。
２

細胞培養

正常ヒト臍帯静脈内皮細胞（Ｎｏｒｍａｌ
Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｃｅｌｌｓ：

Ｈｕｍａｎ
ＨＵＶＥＣ）

７）は、ＨＵＶＥＣ培養用に調製された専用の培地
ｔＫｉｔ（登録商標））

（Ｌｏｎｚａ

Ｕｍｂｉｌｉｃａｌ
（Ｌｏｎｚａ

Ｓｔｅｍ

Ｃｅｌｌ：

ｈＭＳＣ）

ＣＣ‑２５１

（ＥＧＭ（登録商標）

（Ｌｏｎｚａ

培養に調製された専用の培地（ＭＳＣＧＭＴＭ
ｏｎｚａ

20

Ｂｕｌｌｅ

ＣＣ‑４１３３）を用いて、保証継代回数（５

回）以内の継代回数で培養した。ヒト間葉系幹細胞（ｈｕｍａｎ
ｌ

Ｖｅｉｎ

Ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａ

ＰＴ‑２５０１）は、ｈＭＳＣ

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登録商標））（Ｌ

ＰＴ‑３００１）を用いて、保証継代数（５回）以内の継代回数で培養した。

それぞれの細胞は３７℃、５％ＣＯ２のインキュベーター内で培養した。
３

血管網を有する３次元組織の作製
経時観察用として、肺組織用培地を充填しておいたＰｒｉｍｅＳｕｒｆａｃｅ（登録商

30

標）９６ウェルＵプレート（住友ベークライト）の１ウェルにマウス肺組織２０個を静置
し、そこへＨＵＶＥＣを５×１０４

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣを５×１０３

ｃｅｌｌｓの

細胞数で播種した。その後、３７℃のインキュベーターで１日間培養した。また、２４ウ
ェルプレートの１ウェルにマウス肺組織を静置し、そこへＨＵＶＥＣを２×１０６
５

ｌｌｓ、ｈＭＳＣを２×１０
４

ｃｅ

ｃｅｌｌｓの細胞数で播種した。

実体顕微鏡を用いた細胞共培養の経時観察
実体顕微鏡での経時変化を追跡するために共培養を行った。２４ウェルプレートの１ウ

ェルにマウス肺組織２０個を静置し、そこへＨＵＶＥＣを２×１０６
ＳＣを２×１０５

ｃｅｌｌｓ、ｈＭ

ｃｅｌｌｓの細胞数で播種した。播種後、実体顕微鏡（ＬｅｉｃａＤ

ＦＣ３００ＦＸ）にプレートを設置し、細胞共培養による、形態変化を観察した。
５

40

実験動物
移植動物として用いたＮＯＤ／ＳＣＩＤマウス（Ｓａｎｋｙｏ

ｃｅ

Ｃｏ．

，

Ｔｏｋｙｏ，

Ｌａｂｏ

Ｓｅｒｖｉ

Ｊａｐａｎ）は、ＳＰＦ環境下で昼間１０時間・夜間

１４時間の明暗周期で飼育した。実験動物の飼育は横浜市立大学医学部動物実験センター
に委託し、また本学の定める倫理規定を遵守し実験を行った。
６

ＣＷマウスへの移植
８で作製したＣＷマウスの、頭部観察窓のガラスを除去することで、脳表面を露出させ

移植を行った。使用するＣＷマウスは、脳表面の出血、炎症や感染などが見られないマウ
スを使用した。麻酔後、頭部観察窓周辺を、７０％エタノールで消毒し、特注円形スライ
ドガラスとアロンアルファの境目から、１８Ｇの針先を侵入させ、脳表面を傷つけずに特
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注円形スライドガラスを剥離し、脳表面を露出させた。その後、生理食塩水で洗浄を行い
、脳表面の中心付近に移植組織を静置し、特注円形スライドガラスを乗せた。この時、隙
間が残らないよう、ガラスと脳表面の間を、生理食塩水で満たした後に、作製時と同様に
、コートレープラスチックパウダーとアロンアルファによる接着剤で封入を行った。
７

共焦点顕微鏡による

９

で、ＣＷへ移植した３次元組織の観察を行った。

ＣＷ移植マウスへ移植した組織の追尾定点観察

移植したＣＷマウスに、１１で使用したのと同様に、ケタラール・キシラジン混合麻酔で
麻酔を行い、ＣＷマウスを２５×６０

ｍｍマイクロカバーガラス（ＭＡＴＳＵＮＡＭＩ

）の上に、頭部観察窓と水平になるように仰臥位固定し、共焦点顕微鏡（ＬＥＩＣＡ

Ｔ

ＣＳ‑ＳＰ５）を用いて移植した血管網を有した３次元組織の形態変化を観察した。

10

〔結果〕
１．

マウス肺組織、血管内皮細胞、間葉系幹細胞の共培養による３次元組織の創出

方法６のように培養を行った。培養開始直後の状態では、肺組織周辺に細胞が散在して
おり、目視可能な３次元組織は確認できなかった。しかし、培養開始４時間後には、細胞
同士の相互作用が開始し、散在していた細胞が密集を開始し、培養が進んだ８時間後には
、細胞が肺組織を覆うように凝集し、徐々に３次元的な構造を構築していった。そして、
培養２４時間後には、自律的な組織化が更に進行し、血管化された３次元組織を構築した
（図８Ａ）。一方、共培養を行わずに肺組織のみを培養した際には、血管化はもちろん、
３次元組織の形成も認めなかった（図８Ａ）。
また、方法４のように培養を行うことで、底面に細胞・組織が集まるような培養基材の

20

中で血管化された３次元組織の小型化を図った（図２）。マウス肺組織、ＨＵＶＥＣ、Ｍ
ＳＣと共培養を行ったところ、培養開始２４時間後には３次元組織を構築した。細胞の形
態変化を追跡するため、蛍光標識したマウス肺組織と、各種細胞を用いて共培養実験を行
った（図８Ａ）。マウスから単離した肺組織（図８Ａ：赤、）、ｇｒｅｅｎ
ｅｓｃｅｎｔ

ｐｒｏｔｅｉｎ

ｆｌｕｏｒ

（ＧＦＰ）を導入したＨＵＶＥＣ（図８Ａ：緑）、ＭＳ

Ｃ共培養し、共焦点顕微鏡で細胞形態を観察したところ、培養開始直後では、ＨＵＶＥＣ
は偏りなく肺組織周辺に散在していることが確認された。
以上より、マウス肺組織、ＨＵＶＥＣ、ＭＳＣの３種類の細胞を適切な条件下で共培養
することで、血管化された３次元組織が自律的に創出されることが判明した。
30
２．

血管化肺組織移植による追尾定点観察

結果１で創出された血管化肺組織を、マウスへ移植し、組織の形態変化を追跡した（図
８Ｂ）。１６の方法を用いて、頭部観察窓（ＣＷ）マウスに移植を行い、７の方法を用い
て形態変化を追跡した。
血管化肺組織を移植したマウス頭部では、移植後３日目に、移植箇所全体に対して血液灌
流が行われていた（図８Ｂ）。また、共焦点顕微鏡を用いて観察したところ、移植後７日
目において、移植肺組織内部への血液灌流が確認された（図８Ｃ）。
これらの結果から、血管化肺組織を移植することで、移植肺組織内部への早期血流再開
を誘発したことが示された。
40

【００４８】
〔実施例７〕ｉＰＳ細胞由来内胚葉組織への血管網の付与
〔方法と結果〕
１．ｉＰＳの分化誘導
未分化状態を保ったまま増殖したｉＰＳ細胞（東京大学、中内博士より供与。ＴｋＤＡ３
クローン。皮膚線維芽細胞より樹立。）を洗浄培地（ＤＭＥＭ／Ｆ１２
ジーズ

ライフテクノロ

１１３２０）で１度洗浄し、１００ｍｍディッシュ１枚に対して１ｍｌの培養細

胞分離液（フナコシＡＴ１０４）を加え、細胞を５０ｍｌ遠心管に回収し、９００ｒｐｍ
５ｍｉｎ遠心操作を行った。細胞数をカウントした後、マトリゲルコートを施した６０
ｍｍディッシュ１枚に１．５Ｘ１０６ｃｅｌｌの細胞数で播種した。マトリゲルコーティ
ングは、ＢＤ

ＭａｔｒｉｇｅｌＴＭ

基底膜マトリックス（日本ＢＤ

３５６２３４）
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１１９６５１１８）で３０倍に希釈し、６０ｍｍデ

ィッシュに２ｍｌを加えて２時間室温で静置した。この時の培養液はｉＰＳ培養培地にＲ
ＯＣＫ阻害剤Ｙ‑２７６３２（ｃａｌｂｉｏｃｈｅｍ

６８８０００）を添加した培養液

を用いた。３７℃のインキュベーターで２４時間培養し、細胞を接着させた後、培養液を
分化誘導培地へと交換した。分化誘導培地は、ＲＰＭＩ−１６４０（和光純薬
０２０２５）にＢ‑２７（登録商標）

Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ

Ｍｉｎｕｓ

１８９‑

Ｉｎｓｕｌ

ｉｎ

（ライフテクノロジーズ００５０１２９ＳＡ）を１／１００希釈、Ａｃｔｉｖｉｎ

Ａ

（味の素）を１００ｎｇ／ｕｌで添加したものを用いた。培地交換を２日に１度行

いながら、６日間培養を行い、胚体内胚葉（Ｄｅｆｉｎｉｔｉｖｅ

Ｅｎｄｏｄｅｒｍ）

へと分化誘導を行った。内胚葉系列への分化度は定量ＰＣＲと免疫染色によって確認を行

10

った。
２．ｉＰＳ細胞由来内胚葉組織の作製
胚体内胚葉へ分化誘導を施したヒトｉＰＳ細胞をＥＺＳＰＨＥＲＥＴＭ（旭硝子
０‑９００

６ｗｅｌｌ‑Ｆｌａｔ

ｌｓの細胞数で播種した。培養液は肝細胞専用培地キット（ＨＣＭＴＭ
ＴＭ

ｉｔ

Ｌｏｎｚａ

録商標）

（Ｌｏｎｚａ

４８１

ｂｏｔｔｏｍ）の１ｗｅｌｌに１．０Ｘ１０６ｃｅｌ

ＣＣ３１９８）とＥＧＭ（登録商標）

ＢｕｌｌｅｔＫ

ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（登

ＣＣ‑４１３３）を１：１で混合したものを用いた。３７℃の

インキュベーターで２日に１度、半量の培地交換を行いながら８日間培養し、５０〜5
００μｍの直径を有する立体的な内胚葉組織を作成した。
３．９６ウェルＵプレートを用いたヒト血管構造を有する３次元組織の作製

20

２のｉＰＳ細胞由来内胚葉組織用培地を充填しておいたＰｒｉｍｅＳｕｒｆａｃｅ（登
録商標）９６ウェルＵプレート（住友ベークライト）の１ウェルにｉＰＳ細胞由来内胚葉
組織１〜２０個を静置し、そこへＨＵＶＥＣを１．０×１０４
３

１．０×１０

ｃｅｌｌｓ、ｈＭＳＣを

ｃｅｌｌｓの細胞数で播種した。その後、３７℃のインキュベーターで

４日間培養した。
その結果、内胚葉組織はヒト血管内皮細胞、間葉系幹細胞と共培養することにより、自
律的に三次元的な組織を誘導することが明らかとなった（図９Ｂ）。誘導された組織中に
は、ヒト血管内皮細胞が管腔様の構造を形成し、血管化された組織が形成されることが判
明した（図９Ｃ）。このような三次元組織形成はｉＰＳ細胞由来内胚葉組織単独培養群で
は、全く確認されなかったことから、本法を用いることが血管化組織の作製に必須である
ことが示された（図９Ｂ）。
本明細書で引用した全ての刊行物、特許および特許出願をそのまま参考として本明細書
にとり入れるものとする。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
本発明によって血管系を付与された生物学的組織は、ヒト機能細胞の創出、臓器移植、
創薬スクリーニング、薬剤の効果発現と血管との関連性などを評価する新たな解析系など
への応用が可能である。
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