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(57)【要約】
本発明は、難治性皮膚潰瘍を治療する上で有効な細胞
シート及び該細胞シートを製造する方法を提供する。特
に、血液循環が十分ではない虚血性の潰瘍に対し、該細
胞シートを移植することにより、人工真皮等にて誘発さ
れる様な免疫拒絶反応を生じることなく、該潰瘍部位の
十分な治癒改善を実現する細胞シート及びその製造方法
を提供する。
本発明は末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート
及びトランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖
因子による刺激を受けた線維芽細胞を含む細胞シートで
ある。該シートでは、血管新生に重要な働きを果たす血
管成長因子の産生量が大幅に増加しており、該細胞シー
トを、糖尿病マウス背部に作製した皮膚潰瘍部位に移植
したところ、線維芽細胞単独での細胞シートの移植に比
して、有意な創傷部位の治癒率改善を実現した。更に、
該発明に係る末梢血単核球及び線維芽細胞に、患者自身
から取得した細胞を用いることにより、移植における免
疫拒絶反応を抑制することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子による刺激を受けた線維芽細胞
を含む細胞シート。
【請求項２】
前記線維芽細胞が、治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体から取得したも
のであることを特徴とする請求項２に記載の細胞シート。
【請求項３】
前記線維芽細胞の播種と同時に前記トランスフォーミング増殖因子又は前記血小板由来
増殖因子による刺激開始することを特徴とする請求項１又は２に記載の細胞シート。
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【請求項４】
請求項１乃至３のいずれかに記載の細胞シートを含有する難治性皮膚潰瘍治療用移植材
料。
【請求項５】
以下の（ａ）〜（ｃ）の工程を含む細胞シートを製造する方法。
（ａ）培養基材上で線維芽細胞を播種し、該細胞を含む細胞シートを形成させる工程、
（ｂ）該細胞シートを、トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子により刺
激する工程、
（ｃ）該細胞シートを培養基材から剥離する工程
【請求項６】
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前記（ａ）の工程と（ｂ）の工程を同時に行うことを特徴とする請求項５に記載の細胞
シートを製造する方法。
【請求項７】
前記工程（ａ）の前に、
（ａ０）治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体より、線維芽細胞を取得す
る工程、
を含む、請求項５又は６に記載の細胞シートを製造する方法。
【請求項８】
末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート。
【請求項９】
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前記末梢血単核球及び／又は前記線維芽細胞が、治療を施す対象である、難治性皮膚潰
瘍を患う個体から取得したものであることを特徴とする請求項８に記載の細胞シート。
【請求項１０】
末梢血単核球及び線維芽細胞を共培養することで製造される請求項８又は９に記載の細胞
シート。
【請求項１１】
末梢血単核球を５．０ｘ１０４個／ｃｍ２〜１．５ｘ１０６個／ｃｍ２で播種し、線維芽
細胞を１．０ｘ１０４個／ｃｍ２〜１．５ｘ１０５個／ｃｍ２で播種することで、前記共
培養を実施することを特徴とする請求項１０に記載の細胞シート。
【請求項１２】
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前記共培養を、末梢血単核球と線維芽細胞とを同時に播種することで開始することを特徴
とする請求項１０又は１１に記載の細胞シート。
【請求項１３】
前記細胞シートを、低温及び低酸素条件にて、所定の期間培養することを特徴とする、請
求項８乃至１２のいずれかに記載の細胞シート。
【請求項１４】
請求項８乃至１３のいずれかに記載の細胞シートを含有する難治性皮膚潰瘍治療用移植
材料。
【請求項１５】
以下の（ｄ）〜（ｅ）の工程を含む細胞シートを製造する方法。
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（ｄ）培養基材上で末梢血単核球と線維芽細胞を共培養し、該細胞を含むからなる細胞シ
ートを形成させる工程、
（ｅ）該細胞シートを培養基材から剥離する工程
【請求項１６】
前記工程（ｄ）の前に、
（ｄ０）治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体より、末梢血単核球及び／
又は線維芽細胞を取得する工程、
を含む、請求項１５に記載の細胞シートを製造する方法。
【請求項１７】
前記工程（ｄ）と（ｅ）の間に、
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（ｄ２）工程（ａ）の細胞シートを、低温及び低酸素条件にて、所定の期間培養する工程
、
を含む、請求項１５又は１６に記載の細胞シートを製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、末梢血単核球又は末梢血単核球より分泌される因子を伴う線維芽細胞を含む
細胞シートおよび該細胞シートの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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難治性皮膚潰瘍とは、皮膚にできた創（きず）において、正常であるなら治癒すべきも
のが、感染、血管障害、知覚障害といった異常な要因により、治り難い潰瘍状態になった
もののことであり、例として、褥瘡、閉塞性動脈硬化症、糖尿病、静脈不全、膠原病、血
管炎等が挙げられる。わが国には、多くの難治性皮膚潰瘍で苦しむ患者が存在し、年間の
難治性皮膚潰瘍患者は130万人に上る。現在、該潰瘍に対する治療法としては、主にフィ
ブラストスプレーや人工真皮が用いられている。
【０００３】
フィブラストスプレーは、創傷治癒に関連する一群の成長因子の一種であるＦＧＦ−２
を精製して作られた薬剤であり、患部にスプレーするだけで治療することが出来る。しか
しながら、該薬剤を使用する場合、病変部に最低限の血流があることが治療効果を得るた
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めに必要であるため、虚血性の潰瘍に対する治療効果は、必ずしも十分ではない、という
問題点がある。
【０００４】
一方、人工真皮は、豚または牛由来のコラーゲンを原材料とするコラーゲンスポンジと
シリコーンシートの二層構造からなる人工の真皮様構造体であり，皮膚欠損部分に使用す
ることで，真皮再生の足場として機能することが知られている。しかしながら、該構造体
は、患者によっては免疫拒絶反応が起こる可能性がある点、虚血性潰瘍では多くの場合、
感染を伴っており、こうした病変部の血流が悪い状態では生着が悪く、感染部位での使用
には適していない点、更に、価格が高価である点等により、実際に使用される頻度は極め
て低い。
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【０００５】
斯様に、既存の治療法では、虚血性潰瘍に対しては十分な改善が得られない症例や潰瘍
治癒までに長期間を要する症例などが多く見受けられ、特に、人工真皮による治療法にお
いては、免疫拒絶反応が生じるといった弊害もあり、これらの課題をクリアした効果的な
治療法の確立が望まれている。
【０００６】
細胞移植療法は様々な疾患や組織損傷に対する有効な治療手段として注目されている。
発明者らは、循環器疾患に対する骨髄細胞を用いた細胞移植療法を長年に渡り研究してき
ており、１９９９年には重症下肢虚血に対する自己骨髄細胞移植治療を世界に先駆けて実
施している（非特許文献１）。その後、骨髄細胞では侵襲性が高すぎるため、該治療の低
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侵襲化の目的の為に、移植に用いる細胞種を骨髄細胞から、採血等により容易に入手可能
な末梢血単核球に変更することに成功し、基礎実験においてその有効性を確認している。
【０００７】
しかし、単なる移植細胞の移植では、組織に対して生着率が必ずしも高くない、といっ
た問題点が指摘されており、より高い移植による効果を得るために、近年、移植用の生物
材料として、所望の細胞をシート状に培養した細胞シートの開発が進められている。細胞
シートは、所望の細胞を大量に、損傷部位に定着させることができ、更には、レシピエン
ト組織の特性に合わせて、適度に組織化させた細胞集団を移植することも可能とする、大
変有用な治療用材料である。
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【０００８】
該細胞シートは、様々な外科領域において、標的部位での細胞生着率を向上させる技術
として研究され、例えば、心臓分野では梗塞心における高い生着性とそれに伴う心筋再生
誘導の促進が報告されており（非特許文献２、３）、表皮や粘膜組織の再生への応用とし
て、例えば「角膜再生上皮シート」や食道癌除去後の組織再生を目指す「食道再生上皮シ
ート」などへの応用が考えられている（特許文献１）。
【０００９】
しかしながら、通常の培養細胞にかわり、細胞シートを難治性皮膚潰瘍の治療に用いる
ことは従来、何ら報告されておらず、該疾患の治療法としての効果はこれまで不明である
。特に血流の悪い状態にある虚血性潰瘍などの疾患治療に用いた場合、該潰瘍の十分な改
善・治癒を実現するためには、移植細胞シートにより何らかの形で、該潰瘍部位での血流
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改善の誘導が必要であり、又、人工真皮による治療法において認められるような免疫拒絶
反応の発生を回避することも重要な課題である。このように、細胞シートの移植について
は、これまで様々な報告はあるものの、該細胞シートの機能において、その移植用生物材
料としての難治性皮膚潰瘍の治療に適した構成並びにその製造条件については、未だ十分
に解明されるに至っていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第４７１６４７９号
30

【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Ｅｓａｔｏ
ｔ．

Ｖｏｌ．１１，

ｅｔ

ｐｐ．

Ｖｏｌ．１２，

ｅｔ

Ｖｏｌ．４３

Ｔｒａｎｓｐｌａｎ

ａｌ．

２００６、Ｎａｔｕｒｅ

Ｍｅｄｉ

ｐｐ．４５９−４６５

【非特許文献３】Ａｌｓｈａｍｍａｒｙ
ｄａｙ．

２００２、Ｃｅｌｌ

７４７−７５２

【非特許文献２】Ｍｉｙａｈａｒａ
ｃｉｎｅ

ａｌ．

ｅｔ

ａｌ．

２０１３，

Ｓｕｒｇ．

Ｔｏ

ｐｐ．９７０−９７６

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
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本発明は、難治性皮膚潰瘍を治療する上で有効な細胞シート及び該細胞シートを製造す
る方法を提供する。特に、血液循環が十分ではない虚血性の潰瘍に対して、該細胞シート
を移植することにより、人工真皮等にて誘発される様な免疫拒絶反応を生じることなく、
該潰瘍部位の十分な治癒改善を実現する細胞シート及びその製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
発明者らは、細胞シート及びその製造方法につき鋭意研究を行った結果、末梢血単核球
と線維芽細胞を含む細胞シートにおいて、末梢血単核球及び線維芽細胞それぞれ単独での
培養細胞に比べ、血管新生に重要な働きを果たす血管成長因子の産生量が大幅に増加して
いることを見出した。更に、発明者らは、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを
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、糖尿病マウス又は糖尿病ウサギの背部に作製した皮膚潰瘍部位に移植したところ、皮膚
欠損用創傷被覆材のみ（対照群）及び線維芽細胞単独での細胞シートによる移植のいずれ
に対しても（末梢血単核球単独では、細胞シートを形成できず）、有意な創傷部位の治癒
率の改善を見出すことにより、本発明を完成させた。
【００１４】
本発明では、該発明に係る末梢血単核球及び線維芽細胞に、移植を行う難治性皮膚潰瘍
患者自身から取得した両細胞を用いることにより、移植における免疫拒絶反応を抑制する
ことができる。
特に、採血等という容易且つ高額な設備の不要な方法により入手可能な末梢血単核球を
用いる為、自己の細胞を用いる再生医療でありながら、低侵襲かつ安全な治療を、安価に
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行うことが可能となった。
【００１５】
更に、発明者らは、末梢血単核球及び線維芽細胞を培養基材上で共培養し、細胞シート
を形成させた後、該シートを、低温及び低酸素条件にて、所定の期間培養し（低酸素プレ
コンディショニング）、その後、該シートを培養基材から剥離することで得られる細胞シ
ートは、該プレコンディショニング処理を行わないものに比べ、血管新生に重要な働きを
果たす血管成長因子の産生量が大幅に増加していることを、マウスでのみならず、ヒト由
来の細胞においても見出した。
【００１６】
発明者らは、末梢血単核球を線維芽細胞に加えた細胞シートにおいて、線維芽細胞単独
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での培養シートに比べ、該細胞シートより産生される血管成長因子量が増加する原因につ
いて、更に研究を進め、共存する末梢血単核球より産生されるトランスフォーミング増殖
因子（Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｇ

Ｇｒｏｗｔｈ

来増殖因子（Ｐｌａｔｅｌｅｔ−Ｄｅｒｉｖｅｄ

Ｆａｃｔｏｒ；ＴＧＦ）又は血小板由
Ｇｒｏｗｔｈ

Ｆａｃｔｏｒ；ＰＤＧ

Ｆ）が、該血管成長因子産生量の増加を誘導していることを新たに見出した。
【００１７】
本現象を応用して、発明者らは、線維芽細胞に末梢血単核球を加える代わりに、末梢血
単核球を含まない線維芽細胞を含む細胞シートにトランスフォーミング増殖因子又は血小
板由来増殖因子による刺激を与えることで、同様の効果（血管成長因子の産生量増加）を
再現できることを見出し、更に本発明を完成させた。
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【００１８】
本発明により、患者由来ではない他家の線維芽細胞による細胞シートと、トランスフォ
ーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子のリコンビナントタンパクを用意することで、
治療ツールとしての産業化の可能性が期待される。
【００１９】
従って、本発明は以下の（１）〜（１７）である。
（１）トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子による刺激を受けた線維芽
細胞を含む細胞シート。
（２）前記線維芽細胞が、治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体から取得し
たものであることを特徴とする（１）に記載の細胞シート。
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（３）前記線維芽細胞の播種と同時に前記トランスフォーミング増殖因子又は前記血小板
由来増殖因子による刺激開始することを特徴とする（１）又は（２）に記載の細胞シート
。
（４）（１）乃至（３）のいずれかに記載の細胞シートを含有する難治性皮膚潰瘍治療用
移植材料。
（５）以下の（ａ）〜（ｃ）の工程を含む細胞シートを製造する方法。
（ａ）培養基材上で線維芽細胞を播種し、該細胞を含む細胞シートを形成させる工程、
（ｂ）該細胞シートを、トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子により
刺激する工程、
（ｃ）該細胞シートを培養基材から剥離する工程
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（６）前記（ａ）の工程と（ｂ）の工程を同時に行うことを特徴とする（５）に記載の細
胞シートを製造する方法。
（７）前記工程（ａ）の前に、
（ａ０）治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体より、線維芽細胞を取得す
る工程、
を含む、（５）又は（６）に記載の細胞シートを製造する方法。
（８）末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート。
（９）前記末梢血単核球及び／又は前記線維芽細胞が、治療を施す対象である、難治性皮
膚潰瘍を患う個体から取得したものであることを特徴とする（８）に記載の細胞シート。
（１０）末梢血単核球及び線維芽細胞を共培養することで製造される（８）又は（９）に
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記載の細胞シート。
（１１）末梢血単核球を５．０ｘ１０４個／ｃｍ２〜１．５ｘ１０６個／ｃｍ２で播種し
、線維芽細胞を１．０ｘ１０４個／ｃｍ２〜１．５ｘ１０５個／ｃｍ２で播種することで
、前記共培養を実施することを特徴とする（１０）に記載の細胞シート。
（１２）前記共培養を、末梢血単核球と線維芽細胞とを同時に播種することで開始するこ
とを特徴とする（１０）又は（１１）に記載の細胞シート。
（１３）前記細胞シートを、低温及び低酸素条件にて、所定の期間培養することを特徴と
する、（８）乃至（１２）のいずれかに記載の細胞シート。
（１４）（８）乃至（１３）のいずれかに記載の細胞シートを含有する難治性皮膚潰瘍治
療用移植材料。
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（１５）以下の（ｄ）〜（ｅ）の工程を含む細胞シートを製造する方法。
（ｄ）培養基材上で末梢血単核球と線維芽細胞を共培養し、該細胞を含むからなる細胞
シートを形成させる工程、
（ｅ）該細胞シートを培養基材から剥離する工程
（１６）前記工程（ｄ）の前に、
（ｄ０）治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体より、末梢血単核球及び／
又は線維芽細胞を取得する工程、
を含む、（１５）に記載の細胞シートを製造する方法。
（１７）前記工程（ｄ）と（ｅ）の間に、
（ｄ２）工程（ｄ）の細胞シートを、低温及び低酸素条件にて、所定の期間培養する工
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程、
を含む、（１５）又は（１６）に記載の細胞シートを製造する方法。
【発明の効果】
【００２０】
本発明によって、血管新生に重要な働きを果たす血管成長因子の産生量を大幅に増加し
、糖尿病マウスの皮膚潰瘍部位に移植することで、当創傷部位の有意な治癒率上昇を誘導
する細胞シートを提供することができる。
従って、本発明により、難治性皮膚潰瘍、特に虚血性潰瘍の治療に用いることのできる
移植用生物材料として、血管新生による血流改善を実現し、尚且つ、患者自身の細胞を使
うことで免疫拒絶反応の生じないという利点を有する細胞シート及び／又は他家由来の線
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維芽細胞シート及びトランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子のリコンビナ
ントタンパクを大量に製造し、治療ツールを提供することで、従来ない画期的な難治性皮
膚潰瘍の治療法を確立することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート画像。
【図２】末梢血単核球培養、線維芽細胞を含む細胞シート及び末梢血単核球と線維芽細胞
を含む細胞シート作製の流れ（Ｎｏｒｍｏ＆Ｈｙｐｏ条件）及びそれぞれの血管成長因子
産生能。
【図３】陰性対照、陽性対照（フィブラストスプレー処方群）、線維芽細胞を含む細胞シ
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ート及び末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートの移植による創傷面積治癒率の変動
（Ａ）と陰性対照、陽性対照及び末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート移植群の創
傷治癒状態（Ｂ）。
【図４】末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート移植群とフィブラストスプレー処方
群の病理像解析。
【図５】マウスにおけるアロ移植実験；Ｃ５７ＢＬ／６マウスから作製した、末梢血単核
球と線維芽細胞を含む細胞シートのＣ３Ｈマウスの背部への移植。Ａ；末梢血単核球と線
維芽細胞を含む細胞シート移植群（Ｎｏ．１、Ｎｏ．２）及びフィブラストスプレー処方
群の創傷治癒状態（０、７、１４日目）。Ｂ；コントロール群、末梢血単核球と線維芽細
胞を含む細胞シート移植群及びフィブラストスプレー処方群の創傷面積治癒率。
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【図６】細胞シート残存試験；背部皮膚全層欠損した糖尿病メスＣ５７ＢＬ／６マウスへ
、オスＣ５７ＢＬ／６マウス由来の末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを移植し
（Ｎｏ．１−４）、３週間後の移植周辺部位でのオス由来遺伝子（ＳＲＹ、ＺＦＹ１、Ｚ
ＦＹ２）の検出を行った。
【図７】ウサギ由来の末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートにおける血管成長因子
産生能（Ａ）及び治療効果（Ｂ）。Ａ；末梢血単核球培養、線維芽細胞を含む細胞シート
及び末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートの培養上清における血管成長因子濃度。
Ｂ；コントロール群及び末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート移植群の0日及び２
１日目の創傷治癒状態。
【図８】末梢血単核球培養上清（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ

ｍｅｄｉｕｍ）による培養線
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維芽細胞からの血管成長因子産生誘導（Ａ）及び培養末梢血単核球又は培養線維芽細胞か
ら分泌されるトランスフォーミング増殖因子（Ｂ）又は血小板由来増殖因子（Ｃ）の定量
。
【図９】トランスフォーミング増殖因子及び血小板由来増殖因子の血管成長因子産生誘導
（Ａ）及び抗トランスフォーミング増殖因子抗体及び抗血小板由来増殖因子抗体による末
梢血単核球培養上清における血管成長因子産生の減弱（Ｂ）。
【図１０】トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子による刺激を受けた線
維芽細胞を含む細胞シートによる治療効果。移植後１４日目の創傷面積治癒率を示す。
【図１１】ヒト由来末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートの作製（Ａ）及び血管成
長因子産生能の確認（Ｂ）。
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【図１２】ヒト由来線維芽細胞を含む細胞シートにおける、活性化因子候補刺激による血
管成長因子産生能の検討。各因子の投与濃度及び投与後の培養上清中の血管成長因子濃度
を示す。
【図１３】ヒト由来線維芽細胞を含む細胞シートを用いた、トランスフォーミング増殖因
子、血小板由来増殖因子及び塩基性線維芽細胞増殖因子刺激による血管成長因子産生能（
Ａ）及び細胞増殖能（Ｂ）の用量依存性検討。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
本発明の第１の態様は、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートである。
本発明において、「細胞シート」とは、細胞同士がシート状に結合した細胞の培養物の
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総称であり、該細胞シートは、１つの細胞層からなるものでも、２以上の細胞層からなる
ものであってもよい。
【００２３】
ここで「末梢血単核球（ＰＢＭＮＣ）」とは、末梢血管より採取される血液中に含まれ
るリンパ球及び単球等からなる白血球の総称名であり、円形に近い核を有する細胞を多く
有する為、該総称にて呼ばれる。代表的な構成細胞及び構成比としては、全細胞中、およ
そ７０−８０％がリンパ球であり、残り２０−３０％は単球やマクロファージ、樹状細胞
等により構成され、数％程度、骨髄由来の幹細胞が存在していてもよいが、該構成細胞及
び構成比に限定されるものではなく、当該技術分野において末梢血単核球画分として通常
調製される条件により取得した細胞群であればよく、該調製条件や採血される個体に応じ
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て適宜変動することもある。具体的な調製方法については実施例〔００６７〕に記すが、
これに限定されるものではない。
【００２４】
本発明に係る「線維芽細胞」とは、結合組織を構成する該組織固有の細胞である。正常
組織においては特に顕著な機能を有しないが，揖傷が加わると揖傷部に遊走し，コラーゲ
ン・エラスチン・ヒアルロン酸などを分泌することで、細胞外マトリックスの産生を開始
し，細胞外マトリックスを更新する機能を有する。これ以外にも創の収縮を誘起する等，
創傷治癒過程の中で重要な働きを果たしている。該細胞の調製方法については、例えば、
実施例〔００６８〕に記すが、これに限定されるものではなく、当該技術分野において線
維芽細胞画分として通常調製される条件により取得した細胞群であればよい。
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【００２５】
本発明の細胞シートの形成に用いられる末梢血単核球及び線維芽細胞は、該細胞を採取
することの可能ないかなる動物種由来であってもよく、好ましくは哺乳類であり、特に好
ましくは、ヒトの他、イヌ、ネコ、ウサギなどのペット動物、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウマ
などの家畜動物等であり、更に好ましくはヒトである。
また、本発明に係る末梢血単核球及び線維芽細胞は、いかなる動物個体から取得しても
よいが、好ましくは、治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体から取得しても
よい。この様に治療対象の個体自身の細胞を用いることにより、移植時に発生する免疫拒
絶反応を抑制することが可能となる。
【００２６】
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本発明に係る細胞シートは、前記末梢血単核球及び前記線維芽細胞を含む細胞シートで
ある。「末梢血単核球及び線維芽細胞を含む」とは、両種の細胞群を、主要な構成細胞と
して、同一の細胞シートに含有していればよく、その製造方法については、特に限定はし
ないが、例えば、該末梢血単核球及び該線維芽細胞それぞれを末梢血単核球画分及び線維
芽細胞画分として、ある程度の純度で調製し、これを共培養することで製造してもよい。
ここで共培養とは、２種類以上の異なる細胞を一緒に培養することであり、本発明におい
ては、少なくとも末梢血単核球と線維芽細胞とを一緒に培養することを指す。
該共培養において、末梢血単核球及び線維芽細胞をどの様に播種するかについては、特
に限定はしないが、好ましくは、両細胞を同時に播種することで開始してもよい。
【００２７】
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本発明に係る末梢血単核球及び線維芽細胞それぞれの、培養基材上への播種密度につい
ては、特に限定はしないが、発明者らにより検討された播種条件（実施例［００６９］及
び〔００７１〕参照のこと）によると、好ましくは、末梢血単核球を５．０ｘ１０４個／
ｃｍ２〜１．５ｘ１０６個／ｃｍ２で、線維芽細胞を１．０ｘ１０４個／ｃｍ２〜１．５
ｘ１０５個／ｃｍ２で播種してもよく、より好ましくは、末梢血単核球を５．５ｘ１０４
個／ｃｍ２〜１．０ｘ１０６個／ｃｍ２で、線維芽細胞を１．５ｘ１０４個／ｃｍ２〜１
．０ｘ１０５個／ｃｍ２で播種してもよく、更に好ましくは、末梢血単核球を５．０ｘ１
０５個／ｃｍ２〜１．０ｘ１０６個／ｃｍ２で、線維芽細胞を６．０ｘ１０４個／ｃｍ２
〜１．０ｘ１０５個／ｃｍ２で播種してもよい。
【００２８】
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本発明の第２の態様は、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを製造する方法で
ある。該発明は、上記した末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを製造する方法で
あればどの様な方法でもよく、特に限定はしないが、例えば、
（ｄ）〜（ｅ）の工程を含む細胞シートを製造する方法であり、該工程（ｄ）及び（ｅ）
とは；
（ｄ）培養基材上で末梢血単核球と線維芽細胞を共培養し、該細胞からなる細胞シートを
形成させる工程、
（ｅ）該細胞シートを培養基材から剥離する工程
である細胞シートの製造方法であってもよい。
【００２９】

50

(9)

JP WO2016/068217 A1 2016.5.6

ここで（ｄ）の工程は、培養基材上で末梢血単核球と線維芽細胞の共培養を行うことで
、該細胞からなる細胞シートの形成が可能であれば、いかなる方法を用いてもよく、用い
られる末梢血単核球及び線維芽細胞に適した、当該技術分野において通常実施される条件
等で行うことができる。例えば、培養温度は３０〜４０℃、好ましくは３６〜３８℃、Ｃ
Ｏ２濃度は０〜１０％、好ましくは４〜６％、Ｏ２濃度は大気中酸素濃度（およそ２０％
）の条件を挙げることができるが、この条件は限定されるものではなく、適宜、培養温度
、ＣＯ２濃度、Ｏ２濃度を選択することができる。例えば、マウス血液から調製した末梢
血単核球及びマウス尾から調製した線維芽細胞を用いて形成した細胞シートにおける培養
温度は３７℃、ＣＯ２濃度は５％、Ｏ２濃度は大気中酸素濃度（およそ２０％）であって
もよい。培養時間は、所望の細胞シートが形成されるために必要な時間であれば、特に限
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定されるものではなく、例えば、１０時間〜２４０時間程度であってもよく、好ましくは
、１２時間〜１６８時間程度の培養時間であり、更に好ましくは、４８時間〜９６時間に
て良好な成果を得ている。
また、細胞シートを形成すべく、最初に播種する細胞密度は、細胞培養において通常実
施される条件であればよく、特に限定はしないが、状態の良好な細胞シートを製造する為
には、細胞播種時にほぼコンフルエントな状態であることが好ましい。具体的には、前述
した様に、好ましくは、末梢血単核球を５．０ｘ１０４個／ｃｍ２〜１．５ｘ１０６個／
ｃｍ２で、線維芽細胞を１．０ｘ１０４個／ｃｍ２〜１．５ｘ１０５個／ｃｍ２で播種し
てもよく、より好ましくは、末梢血単核球を５．５ｘ１０４個／ｃｍ２〜１．０ｘ１０６
個／ｃｍ２で、線維芽細胞を１．５ｘ１０４個／ｃｍ２〜１．０ｘ１０５個／ｃｍ２で播
５

種してもよく、更に好ましくは、末梢血単核球を５．０ｘ１０
６

０

２

個／ｃｍ

で、線維芽細胞を６．０ｘ１０

４

個／ｃｍ

２

個／ｃｍ
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２

〜１．０ｘ１

〜１．０ｘ１０

５

個／ｃｍ２

で播種してもよい。また、細胞シート形成後の細胞の状態は、健康な状態であれば特に限
定はしないが、好ましくは、コンフルエントな状態となっていてもよい。
【００３０】
ここで、「培養基材」とは細胞がその表面上で細胞シートを形成し得るものであればい
かなるものであってもよく、少なくとも、細胞が接着し得るような平坦な部分を具備し、
典型的には、細胞培養皿、細胞培養ボトル（又はフラスコ）であり、市販される培養用デ
ィッシュなどが使用可能であり、材質も特に限定されない。培養基材の材料としては、例
えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどが挙げられる。

30

また、「培養基材」の培養表面は、温度変化等によってその物性が変化する材料（温度
応答性材料）で作製されているか、あるいは、該温度応答性材料によって培養基材の培養
表面が層状に被覆されていてもよい。
更に、本培養基材の培養表面上には、細胞接着性成分および／または細胞接着阻害性成
分が存在していてもよい。細胞接着性成分としては、細胞培養技術において、培養表面に
細胞を接着させるために通常使用される成分であればいかなるものでもよく、例えば、コ
ラーゲン、フィブロネクチン、ラミニン、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、カドヘリン、
ゼラチン、フィブリノゲン、フィブリン、ポリＬリジン、ヒアルロン酸、多血小板血漿、
ポリビニルアルコールなどが挙げられる。細胞接着阻害性成分も、細胞培養技術において
、培養表面への細胞の接着を阻害させるために通常使用される成分であればいかなるもの

40

でもよく、例えば、アルブミンやグロブリンなどが挙げられる。これらの成分で細胞培養
基材の培養表面上を被覆する場合、各成分によって、培養表面を被覆するために使用する
溶液の濃度が異なるため、予備的な実験等、当業者であれば容易に検討できる方法によっ
て、各成分の被覆のために適当な溶液濃度を決定することができる。
【００３１】
本発明に係る細胞シートの製造方法において使用される培地は、培養する末梢血単核球
及び線維芽細胞の由来や培養条件に適した培地を適宜選択して使用することができる。例
えば、一般的に使用可能な培地として、ＭＥＭ、ＤＭＥＭ、Ｆ１２、ＩＭＥＭ、ＩＭＤＭ
、ＲＰＭＩ−１６４０、Ｎｅｕｒｏｂａｓａｌなどを挙げることができる。これらの培地
は市販のものを購入して使用してもよい。また、これらの培地は単独で用いても、また、
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２種類以上を組み合わせて用いてもよい。好ましくは、末梢血単核球についてはＲＰＭＩ
−１６４０を、線維芽細胞についてはＤＭＥＭを用いてもよいが、これらに限定はされな
い。
【００３２】
特にヒト由来の末梢血単核球及び線維芽細胞を培養する場合においては、限定はしない
Ｖ（登録商標）培地ＣＴＳＴＭを用いてもよい。

が、ＡＩＭ
【００３３】

さらに、培地に対し、必要に応じて適当な添加物を加えて使用してもよい。添加物とし
ては、例えば、Ｌ型アミノ酸類（例としては、Ｌ−アルギニン、Ｌ−シスチン、Ｌ−グル
タミン、グリシン、Ｌ−ヒスチジン、Ｌ−ロイシン、Ｌ−リジン、Ｌ−メチオニン、Ｌ−

10

フェニルアラニン、Ｌ−セリン、Ｌ−トリオニン、Ｌ−トリプトファン、Ｌ−チロシンな
ど）、ビタミン類（例えば、葉酸、リボフラビン、チアミンなど）、Ｄ−グルコース、そ
の他、ウシ胎児血清（ＦＢＳ）、ウマ血清などの動物血清などを含んでもよい。また、緩
衝剤（例えば、ＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＥＳ、ＨＡＮＫ

Ｓなど）を適宜培地に加えても

よい。さらに、培養する細胞の由来や目的等に応じて、適宜、細胞成長因子などを添加し
てもよい。
【００３４】
特にヒト由来の末梢血単核球及び線維芽細胞を培養する場合においては、限定はしない
が、該細胞を採取した被験者より血液を採血し、該血液から血清を調製し、これを用いて
20

もよい。
【００３５】
例として、末梢血単核球及び線維芽細胞からなる細胞シートに用いる培地としては、末
梢血単核球の培養用培地である、ＲＰＭＩ−１６４０にＦＢＳを１０％になるように加え
、ペニシリン１００ユニット／ｍｌ、ストレプトマイシン１００μｇ／ｍｌ及び１ｍＭ
Ｌ−グルタミンを添加したものと、線維芽細胞用培地である、ＤＭＥＭにＦＢＳを２０％
になるように加え、ペニシリン１００ユニット／ｍｌ、ストレプトマイシン１００μｇ／
ｍｌ及び１ｍＭ

Ｌ−グルタミンを添加したもの、を適宜混合したものでであってもよい

。
【００３６】
（ｅ）の工程は、前記条件にて培養後、細胞シートを培養基材から剥離する工程である
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。細胞シートの培養基材部からの剥離は、シート状の構造が破損されないような方法で実
施することができ、例えば、シート状細胞培養物を直接ピンセットなどによって摘み、培
養表面から剥離させる、あるいは、ピペッティングにより細胞を培養表面との間を剥離す
る等、物理的な手法を用いてもよい。あるいは、シート状構造に破損が生じない限り、ト
リプシン、コラゲナーゼなどの酵素処理等を行ってもよく、細胞の性質に応じて適切な方
法を選択することができる。あるいは、細胞シート上面に、ＰＶＤＦ膜、ニトロセルロー
ス膜のような、細胞に親和性を有する基材を被せて、細胞を膜に写し取ることによって細
胞を剥離、回収することもできる。
温度応答性材料で表面を被覆した細胞培養基材を使用した場合には、容器の温度を、例
えば、０〜３０℃程度に下げたのちに、上記、細胞の剥離、回収を実施してもよい。

40

【００３７】
なお、前述した、（ｄ）〜（ｅ）の工程を含む細胞シートを製造する方法の工程（ｄ）
の前に、
（ｄ０）治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体より、末梢血単核球及び／
又は線維芽細胞を取得する工程、
を含ませてもよい。該工程を加えることによって、該製造方法によって製造された、末梢
血単核球及び線維芽細胞を含む細胞シートにより、移植時の免疫拒絶反応を抑制すること
が可能となる。
【００３８】
本発明の第３の態様は、前記第１の態様に係る細胞シートを、低温及び低酸素条件にて
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、所定の期間培養することを特徴とする細胞シート及び該細胞シートの製造方法である。
【００３９】
これまで発明者らは、難治性皮膚潰瘍のみならず、虚血性心疾患等のその他の疾患に対
する治療に有用な細胞シートの製造方法についても、長年研究を行ってきており、一旦、
培養基材上で細胞を培養し、細胞シートを形成させた後、該シートを、低温及び低酸素条
件にて、所定の期間培養し（低酸素プレコンディショニング）、その後、該シートを培養
基材から剥離することで得られる細胞シートは、該プレコンディショニング処理を行わな
いものに比べ、血管新生に重要な働きを果たす血管成長因子の産生量が大幅に増加し、更
に、該処理を施した細胞シートを陳旧性心筋梗塞モデルマウスの不全心に移植したところ
、未処理の細胞シートによる移植に比べ、有意な心機能（左室駆出率及び左室内径短縮率

10

）の改善が生じることを見出している（特願２０１４−１８８３２２として既に出願済）
。
本発明の第１の態様に係る、末梢血単核球及び線維芽細胞からなる細胞シートにおいて
も、低酸素プレコンディショニングを施すことで、末梢血単核球と線維芽細胞とを共培養
する効果に加え、更に大幅な血管成長因子の産生量増大を確認しており（実施例〔００７
５〕）、予想を大きく上回る効果を見出している。
【００４０】
斯様な低酸素プレコンディショニングを施した、末梢血単核球及び線維芽細胞からなる
細胞シートの製造方法は、特に限定はしないが、例としては、
前述した、本発明の第２の態様に係る、（ｄ）〜（ｅ）の工程を含む細胞シートを製造す

20

る方法の工程（ｄ）と（ｅ）の間に、
（ｄ２）工程（ｄ）の細胞シートを、低温及び低酸素条件にて、所定の期間培養する工程
、
を含む、末梢血単核球及び線維芽細胞からなる細胞シートを製造する方法
であってもよい。
【００４１】
（ｄ２）の工程は、工程（ｄ）にて調製した細胞シートを、低温及び低酸素条件にて、
所定の期間培養する工程である。ここで低温及び低酸素条件及び処理期間とは、細胞シー
トを構成する末梢血単核球及び線維芽細胞の由来や培養条件等によって異なり、予備的な
実験等、当業者であれば容易に検討できる方法によって、細胞シートごとに適当な条件を

30

決定することができるが、例えば、低酸素条件は、Ｏ２濃度が０％〜８％、好ましくは０
．１％〜５％、更に好ましくは２％であり、低温条件は培養温度が３０℃〜３６℃、好ま
しくは３２℃〜３４℃、更に好ましくは３３℃であり、そして処理期間は１２時間〜７２
時間であり、好ましくは２４時間でもよい。
また、前記処理期間経過後、細胞シートは、すぐに（ｅ）の工程に移行してもよく、一
定期間通常の培養条件に戻してから（ｅ）の工程に移行してもよい。該条件は、細胞シー
トごとに設定することが出来、一定期間通常の培養条件に戻す場合の一定期間についても
、特に限定はしないが、例えば、０時間〜１２時間であってもよく、好ましくは０時間〜
６時間であり、更に好ましくは０時間（通常の培養条件に戻さない）であってもよい。
【００４２】

40

本発明に係る末梢血単核球及び線維芽細胞を含む細胞シートは、様々な動物の組織、器
官、臓器等の機能不調を改善する目的で、移植を行う為の生物材料として使用することが
出来る。ここで「動物」とは、特に限定はしないが、移植により機能改善がなされること
が期待される動物が望ましく、具体的には、ヒトの他、イヌ、ネコ、ウサギなどのペット
動物、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウマなどの家畜動物などのことであり、好ましくはヒトであ
る。
【００４３】
更に、本発明により製造された細胞シートを移植する組織、器官、臓器等については、
特に限定はしないが、皮膚、骨格筋、血管などが挙げられ、好ましくは、皮膚である。
皮膚を対象とする場合の疾患としては、特に限定はしないが、褥瘡、閉塞性動脈硬化症
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、糖尿病、静脈不全、膠原病、血管炎などに代表される難治性皮膚潰瘍が挙げられる。
【００４４】
本発明の第４の態様は、トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子による
刺激を受けた線維芽細胞を含む細胞シートである。
【００４５】
トランスフォーミング増殖因子（Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｇ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔ

ｏｒ、ＴＧＦ）は増殖因子の1つであり、組織発生、細胞分化、胚発育等において重要な
役割を果たすことが知られている。タイプはアルファ型とベータ型の２つに大別され、前
者はいくつかのガンでの過剰発現や、マクロファージ、脳細胞、ケラチノサイト等での上
皮の発生誘導への関与が報告されている。これに対し後者は、腎臓、骨髄、血小板等多様

10

な細胞で産生されており、主に５種類のサブタイプ（ベータ１〜ベータ５）が存在してい
る。
【００４６】
発明者らは、末梢血単核球を伴った線維芽細胞を含む細胞シート（本発明の第１の態様
）において、血管成長因子の産生量が増加することの原因を解明するべく、鋭意検討を行
ったところ、該血管成長因子の産生量増加は、末梢血単核球より分泌されるトランスフォ
ーミング増殖因子（特にＴＧＦ−ベータ１）が、細胞シートを構成する線維芽細胞を活性
化することで誘導されることを明らかにした（図８、９、１２、１３）。
【００４７】
ここでのトランスフォーミング増殖因子は、好ましくはベータタイプであり、特に好ま

20

しくはベータ１サブタイプであるが、これに限定されるものではない。
【００４８】
血小板由来増殖因子（Ｐｌａｔｅｌｅｔ−Ｄｅｒｉｖｅｄ

Ｇｒｏｗｔｈ

Ｆａｃｔｏ

ｒ、ＰＤＧＦ）は主に間葉系細胞（線維芽細胞、平滑筋細胞、グリア細胞等）の遊走およ
び増殖などの調節に関与する増殖因子であり、ＰＤＧＦ／ＶＥＧＦファミリーに属する。
主に巨核球によって産生されるほか、血小板のアルファ顆粒中にも含まれ、更に、上皮細
胞や内皮細胞など様々な細胞において産生される。ＰＤＧＦにはＰＤＧＦ−Ａ、Ｂ、Ｃお
よびＤの少なくとも４種類が存在し、Ａ鎖およびＢ鎖はジスルフィド結合を形成すること
によりホモあるいはヘテロ２量体構造をとり３種類のアイソフォーム（ＰＤＧＦ−ＡＡ、
ＡＢ、ＢＢ）を有している。
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【００４９】
発明者らは、トランスフォーミング増殖因子と同様に、末梢血単核球より分泌される血
小板由来増殖因子（特にＰＤＧＦ−ＢＢ）によって、細胞シートを構成する線維芽細胞が
活性化され、血管成長因子の産生量増加が誘導されることを明らかにした（図８、９、１
２、１３）。また、ヒト由来末梢血単核球及び線維芽細胞の細胞混合シートにおいてのみ
特異的に分泌上昇している因子の中にＰＤＧＦ−ＡＡが含まれていることを見出した（図
１２）。
【００５０】
本発明におけるトランスフォーミング増殖因子は、特に限定はしないが、好ましくはＰ
ＤＧＦ−ＡＡ又はＰＤＧＦ−ＢＢであり、特に好ましくはＰＤＧＦ−ＢＢである。
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【００５１】
本発明において「トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子による刺激を
受けた」とは、該因子を、刺激の受容対象である線維芽細胞を含む細胞シートに直接接触
させることにより、該細胞上の各因子に対する受容体に、該因子が結合することによって
該受容体に係る情報伝達系が作動することである。
ここで、該因子による刺激の伝達方式としては、特に限定はしないが、該因子を、細胞
シートを培養中の培地に投与する、該因子を徐放的に放出する物質を該細胞シート近傍に
添加する、該因子を産生する細胞等を該細胞シートと共培養する、等が例として挙げられ
、好ましくは、培地に直接投与する方式である。
【００５２】
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本発明に係る、前記トランスフォーミング増殖因子又は前記血小板由来増殖因子による
刺激は、前記線維芽細胞の播種と同時に開始してもよく、一度細胞シートが形成された後
に刺激を加えてもよく、特に限定されるものではないが、好ましくは、播種と同時に開始
する刺激であってもよい。
【００５３】
また、前記線維芽細胞を、治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体から取得
してきてもよい。該個体から取得した線維芽細胞から細胞シートを作製することにより、
移植時の免疫拒絶反応を抑制することが可能となる。
【００５４】
本発明第４の態様に係る線維芽細胞の由来、調製方法、培養基材上への播種密度などは

10

本発明の第１の態様に準ずるものであり、一例を実施例〔００６８〕−〔００６９〕に記
すが、これに限定されるものではない。
【００５５】
本発明の第５の態様は、トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子により
刺激した線維芽細胞を含む細胞シートを製造する方法であり、該発明は、特に限定はしな
いが、例えば、
（ａ）〜（ｃ）の工程を含む細胞シートを製造する方法であり、該工程（ａ）〜（ｃ）と
は；
（ａ）培養基材上で線維芽細胞を播種し、該細胞を含む細胞シートを形成させる工程、
（ｂ）該細胞シートを、トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子により刺
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激する工程、
（ｃ）該細胞シートを培養基材から剥離する工程
である細胞シートの製造方法であってもよい。
【００５６】
ここで（ａ）の工程は、培養基材上で線維芽細胞の培養を行うことで、該細胞を含む細
胞シートの形成が可能であれば、いかなる方法を用いてもよく、用いられる線維芽細胞に
適した、当該技術分野において通常実施される条件等で行うことができる。具体的な例と
しては、〔００６８〕〜〔００６９〕に記した本発明第２の態様に関する記載の内、線維
芽細胞についての部分が挙げられる。
【００５７】

30

該工程（ａ）の前に、
（ａ０）治療を施す対象である、難治性皮膚潰瘍を患う個体より、線維芽細胞を取得す
る工程、
を含ませてもよい。該工程を加えることによって、該製造方法によって製造された、線維
芽細胞を含む細胞シートにより、移植時の免疫拒絶反応を抑制することが可能となる点は
、〔００３７〕に記載した本発明第２の態様における工程（ｄ０）と同様である。
【００５８】
（ｂ）の工程は、工程（ａ）にて形成した細胞シートを、トランスフォーミング増殖因
子又は血小板由来増殖因子により刺激する工程であり、刺激する方式として特に限定はな
く、例えば、該因子を、細胞シートを培養中の培地に投与してもよい。

40

この場合の、投与されるトランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子の濃度
としては、形成された細胞シートを構成する線維芽細胞に存在する、該因子に対する受容
体の情報伝達系が活性化されるのに十分な濃度であればよく、個々の培養条件によっても
異なる為、特に限定はしないが、例えば、トランスフォーミング増殖因子においては０．
２５ｎｇ／ｍＬ以上、好ましくは２．５ｍｇ／ｍＬ以上であり、血小板由来増殖因子にお
いては５ｎｇ／ｍＬ以上、好ましくは１０ｎｇ／ｍＬ以上である。
【００５９】
なお、（ａ）の工程は、前記（ｂ）の工程を同時に行ってもよく、具体的には、線維芽
細胞を含む細胞シートを形成させるべく、培養基材上に線維芽細胞を播種するのと同時に
、所定量のトランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子を添加するのでもよい

50

(14)

JP WO2016/068217 A1 2016.5.6

。
【００６０】
（ｃ）の工程は、（ｂ）の工程後に細胞シートを培養基材から剥離する工程であり、〔
００４１〕に記載された本発明の第２の態様における工程（ｅ）に準じるものである。
【００６１】
本発明の第６の態様は、上記本発明第１の態様又は第４の態様に係る細胞シート又は第
２の態様、第３の態様又は第５の態様のいずれかに係る細胞シートの製造方法によって製
造される細胞シートを含有する難治性皮膚潰瘍治療用移植材料である。
【００６２】
下記実施例に記すように、該細胞シートを、難治性皮膚潰瘍の疾患モデルに該当する、

10

糖尿病モデル動物（マウス・ウサギ）背部での皮膚全層欠損に移植したところ、対照群に
対して顕著な治療効果（創傷面積治癒率の上昇）を確認している（図３、５、７、１０）
。このことから、本発明に係る細胞シートは、難治性皮膚潰瘍の治療用移植材料として用
いることが出来る。
【００６３】
本発明の第７の態様は、上記した本発明第１の態様又は第４の態様に係る細胞シート、
又は本発明第２の態様、第３の態様又は第５の態様のいずれかに係る細胞シートの製造方
法によって製造された細胞シートを用いた治療方法である。
【００６４】
上記の通り、発明者らは、該細胞シートを、難治性皮膚潰瘍の動物モデルに用いること

20

で、該疾患の治療に有効であることを確認しており、このことから、本発明に係る細胞シ
ートが、所定の疾患に対する治療方法に用いることが出来ることを見出した。
所定の疾患としては、特に限定はしないが、好ましくは皮膚にて発症する疾患であり、例
えば、褥瘡、閉塞性動脈硬化症、糖尿病、静脈不全、膠原病、血管炎などに代表される難
治性皮膚潰瘍が挙げられる。
【００６５】
以下に実施例を示してさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例により何ら限定さ
れるものではない。
【実施例】
30

【００６６】
〔材料と試薬〕
１）マウス
Ｃ５７ＢＬ／６ＮＣｒＳｌｃ（日本エスエルシー株式会社）から購入。
２）末梢血単核球用培地
ＲＰＭＩ−１６４０（Ｇｉｂｃｏ）にＦＢＳ（Ｇｉｂｃｏ）が１０％になるように加え
、最終濃度がペニシリンは１００ユニット／ｍＬおよびストレプトマイシンは１００μｇ
／ｍＬになるようにＰｅｎｉｃｉｌｌｉｎ−Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ，Ｌｉｑｕｉｄ
（Ｇｉｂｃｏ）が添加されている。
３）線維芽細胞用培地
ＤＭＥＭ（Ｇｉｂｃｏ）にＦＢＳ（Ｇｉｂｃｏ）が２０％になるように加え、非必須ア

40

ミノ酸（Ｇｉｂｃｏ）と最終濃度がペニシリンは１００ユニット／ｍＬおよびストレプト
マイシンは１００μｇ／ｍＬになるようにＰｅｎｉｃｉｌｌｉｎ−Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃ
ｉｎ，Ｌｉｑｕｉｄ（Ｇｉｂｃｏ）が添加されている。
【００６７】
〔末梢血からの単核球の分離〕
１ｍＬのシリンジに２６Ｇの針をつけて、ヘパリンを約０．１０ｍＬ取り、腹部の大静
脈から採血を行った。１５ｍＬチューブにＬｙｍｐｈｏｌｙｔｅ−Ｍａｍｍａｌ
ＤＡＲＬＡＮＥ）

（ＣＥ

を３ｍＬ入れて、ＰＢＳで２倍希釈した血液を加えて、８００ｇ、２

０分、ノーブレーキで遠心を行った。遠心後、単核球の層を、新しい１５ｍＬチューブに
移し、ＰＢＳを加えて１０ｍＬとして、２０００ｇ、５分、ノーブレーキで遠心を行った
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。ＰＢＳでの洗いは合計２回行い、その後、末梢血単核球用培地で１回洗いを行った。細
胞シート作製や培養のために、細胞を数えて、末梢血単核球用培地を用いて末梢血単核球
の濃度を２ｘ１０６

ｃｅｌｌｓ／ｍＬに調整した。

【００６８】
〔線維芽細胞の分離〕
７０％エタノールを噴霧したキムワイプでマウスの尾を拭き、先端約１ｃｍを切断し、
線維芽細胞用培地（ペニシリンは５００Ｕ／ｍＬおよびストレプトマイシンは５００μｇ
／ｍＬ）に１０分間浸けた後に、ＰＢＳでゆすいだ。そして、コラゲナーゼ（和光純薬工
業）を線維芽細胞用培地で溶かして５００Ｕ／ｍＬに調整した溶液に、使い捨てメスを用
いて細かく切り刻んだ尾を入れて、３７℃で一晩培養した。細かく切り刻んだ尾を１５ｍ

10

Ｌチューブに移し、１２００ｒｐｍ、２分で遠心した。遠心後、上清を吸引除去し、ペレ
ットを６−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの１ウェルに移し、線維芽細胞用培地を５ｍＬ入れて、

２−４日間、３７℃、５％ＣＯ２で培養した。Ｔｒｙｐｓｉｎ−ＥＤＴＡ（Ｇｉｂｃｏ）
で細胞を剥がし、４０μｍ

Ｃｅｌｌ

Ｓｔｒａｉｎｅｒ（ＢＤ

Ｆａｌｃｏｎ）に透

して、１２００ｒｐｍ、２分で遠心した。遠心後、上清を吸引除去し、ペレットを１０ｃ
ｍ

ｄｉｓｈに移し、線維芽細胞用培地を１０ｍＬ入れて３７℃、５％ＣＯ２で培養した

。細胞シート作製には、線維芽細胞用培地を用いて線維芽細胞を１．２５ｘ１０５

ｃｅ

ｌｌｓ／ｍＬに調製した。
【００６９】
〔細胞シート（線維芽細胞単独／線維芽細胞＋末梢血単核球）作製と末梢血単核球単独培

20

養〕
１）線維芽細胞単独の細胞シート（培養条件検討）
ＵｐＣｅｌｌ

２４−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅ（セルシード株式会社）の１ウェルに、線

維芽細胞用培地を用いて、上記方法にて分離してきた線維芽細胞を、表１中のＮｏ．１〜
８に記載した細胞数ずつ加え、４８時間、３７℃、２０％Ｏ２、５％ＣＯ２条件下で培養
した後、細胞シートの形成具合を確認した。
【表１】

30

Ｎｏ．５〜８の各条件で播種された線維芽細胞を、ＵｐＣｅｌｌの２４ｗｅｌｌプレー
トの各ウェルにて一晩培養した段階で観察すると、１．２５ｘ１０５個以上（Ｎｏ．５）
ではウェルに隙間は残っていなかった。
いずれにおいても細胞シートの形成を確認できたので、該細胞シートを剥がしつつ、顕
微鏡により該シートの剥離状態を観察したところ、Ｎｏ．１〜４の各条件にて形成された
細胞シートにおいて、プレートからの剥離時に、該シートに開裂が生じることを観察した
。
以上の結果に基づき、線維芽細胞を含む細胞シートの作製には、該細胞を１．２５ｘ１
０５

40

ｃｅｌｌｓ／ｗｅｌｌ（＝６．５８ｘ１０４ｃｅｌｌ／ｃｍ２）の条件にて播種す

ることとした。即ち、１．２５ｘ１０５

ｃｅｌｌｓ／ｍＬに調整した細胞懸濁液１ｍＬ

と末梢血単核球用培地１ｍＬを入れて合計２ｍＬとした。
【００７０】
２）線維芽細胞単独の細胞シート（各条件での培養上清回収）
上記の条件にて播種した線維芽細胞を、４８時間、３７℃、２０％Ｏ２、５％ＣＯ２で
培養した後に、同条件にて更に２４時間培養を継続する群（Ｎｏｒｍｏ条件群）と、３３
℃、２％Ｏ２、５％ＣＯ２に条件を変更し、２４時間培養した群（Ｈｙｐｏ条件群）との
２群に分けた。各ウェルの培養上清を回収して、３０００ｒｐｍ、５分で遠心し、その上
清中に含まれる血管成長因子（ＶＥＧＦ）をＥＬＩＳＡ法で測定した。
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【００７１】
３）末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート作製（条件検討）
続いて、上記播種条件の線維芽細胞と共に、どの程度の細胞数の末梢血単核球を播種す
れば安定した末梢血単核球及び線維芽細胞を含む細胞シートの形成が可能か条件検討を行
った。
ＵｐＣｅｌｌ

２４−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの１ウェルに、末梢血単核球用培地を用い

て、上記方法にて分離してきた末梢血単核球を、線維芽細胞（１．２５ｘ１０５ｃｅｌｌ
ｓ／ｗｅｌｌ）と共に、表２中のＮｏ．１〜６に記載した細胞数ずつ加え、３７℃、２０
％Ｏ２、５％ＣＯ２条件下で培養した。
【表２】

10

上記培養条件及びＮｏ．１〜６の細胞数で一晩培養後、細胞シートの形成具合を確認し
たところ、全ての組み合わせで細胞シートが形成し、該シートを剥離することが可能であ

20

ることを確認した。
以上の結果に基づき、末梢血単核球及び線維芽細胞を含む細胞シートの作製には、線維
芽細胞単独での細胞シート作製時に播種する細胞数（１．２５ｘ１０５ｃｅｌｌｓ／ｗｅ
ｌｌ）と同数の線維芽細胞と共に、末梢血単核球を２ｘ１０６ｃｅｌｌｓ／ｗｅｌｌ（＝
１０．５３ｘ１０５ｃｅｌｌ／ｃｍ２）の条件にて播種することとした。即ち、末梢血単
核球用培地を用いて末梢血単核球の濃度を２ｘ１０６ｃｅｌｌｓ／ｍＬに調製した細胞懸
濁液１ｍＬと、線維芽細胞用培地を用いて線維芽細胞を１．２５ｘ１０５ｃｅｌｌｓ／ｍ
Ｌに調製した細胞懸濁液１ｍＬを、ＵｐＣｅｌｌ

２４−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの１ウェ

ルに加えて合計２ｍＬとした。
30

【００７２】
４）末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート作製（各条件での培養上清回収）
上記の条件にて播種した末梢血単核球及び線維芽細胞を、４８時間、３７℃、２０％Ｏ
２、５％ＣＯ２で培養した後に、同条件にて更に２４時間培養を継続する群（Ｎｏｒｍｏ

条件群）と、３３℃、２％Ｏ２、５％ＣＯ２に条件を変更し、２４時間培養した群（Ｈｙ
ｐｏ条件群）との２群に分けた。各ウェルの培養上清を回収して、３０００ｒｐｍ、５分
で遠心し、その上清中に含まれるＶＥＧＦをＥＬＩＳＡ法で測定した。
なお、両細胞を播種後、７２時間後の様子を図１に示す。丸い形状の末梢血単核球と扁
平な線維芽細胞により細胞シートが形成されていることが見て取れる。
【００７３】
５）末梢血単核球培養（各条件での培養上清回収）
ＵｐＣｅｌｌ

２４−ｗｅｌｌ

40

ｐｌａｔｅの１ウェルに、末梢血単核球用培地を用いて

末梢血単核球の濃度を２ｘ１０６ｃｅｌｌｓ／ｍＬに調整した細胞懸濁液１ｍＬと線維芽
細胞用培地１ｍＬを入れて合計２ｍＬとした。
上記の条件にて播種した末梢血単核球を、４８時間、３７℃、２０％Ｏ２、５％ＣＯ２
で培養した後に、同条件にて更に２４時間培養を継続する群（Ｎｏｒｍｏ条件群）と、３
３℃、２％Ｏ２、５％ＣＯ２に条件を変更し、２４時間培養した群（Ｈｙｐｏ条件群）と
の２群に分けた。各ウェルの培養上清を回収して、３０００ｒｐｍ、５分で遠心し、その
上清中に含まれるＶＥＧＦをＥＬＩＳＡ法で測定した。
なお、末梢血単核球を構成する細胞の多くは、培養基材に接着しにくい浮遊細胞である
リンパ球であるため、末梢血単核球単独培養で細胞シートは形成されなかった。これまで
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末梢血単核球と他の細胞を組合せて細胞シートを作製した例はなく、該細胞単独では形成
出来ない細胞シートが、線維芽細胞と組み合わせることによって初めて可能となること（
図１）を見出した点は、いわゆる当業者の予想しうる範囲を大きく上回る特筆すべき効果
の一つである。
【００７４】
〔細胞シートのＶＥＧＦ産生能〕
１）ＥＬＩＳＡ法による上清中に含まれるＶＥＧＦ濃度測定
Ｍｏｕｓｅ

ＶＥＧＦ

Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ

ＥＬＩＳＡ

Ｋｉｔ（Ｒ＆Ｄ

ｓｙｓ

ｔｅｍｓ）を用いて細胞培養上清中に含まれるＶＥＧＦ濃度を測定した。吸光度の測定と
濃度計算には、ｉＭａｒｋ

Ｍｉｃｒｏｐｌａｔｅ

Ｒｅａｄｅｒ

（ＢＩＯ−ＲＡＤ）

10

とＭＰＭ６．ｅｘｅ（ＢＩＯ−ＲＡＤ）を使用した。
【００７５】
２）結果と考察
Ｎｏｒｍｏ条件群における、Ａ）末梢血単核球単独培養、Ｂ）線維芽細胞単独細胞シー
ト及びＣ）末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートの各上清中に含まれるＶＥＧＦ濃
度を測定したところ、Ｂ）に比べ、Ｃ）にて有意なＶＥＧＦ濃度の上昇が認められ、Ａ）
の上清中にはＶＥＧＦは検出されなかった（図２）。
このことから、末梢血単核球と線維芽細胞からなる細胞シートは、末梢血単核球及び線
維芽細胞それぞれ単独での培養細胞や細胞シートに比べ、血管新生に重要な働きを果たす
血管成長因子の産生量を大幅に増加することが明らかとなった。

20

更に、Ａ）、Ｂ）、Ｃ）それぞれで、Ｎｏｒｍｏ条件群に対するＨｙｐｏ条件群でのＶ
ＥＧＦ濃度変化を測定したところ、Ａ）においてはＮｏｒｍｏ条件群と同様、検出限界以
下であったが、Ｂ）及びＣ）においては、Ｎｏｒｍｏ条件群に対して有意なＶＥＧＦ濃度
上昇を確認し、特にＣ）において著しい濃度上昇が認められた（図２）。
このことより、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを、低温及び低酸素条件に
て、所定の期間培養することで（低酸素プレコンディショニング）、該プレコンディショ
ニング処理を行わないものに比べ、血管成長因子の産生量が大幅に増加することが明らか
となった。
【００７６】
〔細胞シート移植による創傷面積治癒率〕

30

１）糖尿病マウス
生理食塩水に溶かしたストレプトゾトシン（ＳＩＧＭＡ−ＡＬＤＲＩＣＨ）をＣ５７Ｂ
Ｌ／６ＮＣｒＳｌｃマウスに２００ｍｇ／ｋｇで投与し、ストレプトゾトシン誘発糖尿病
マウスを作製した。
【００７７】
２）細胞シート移植
糖尿病マウスの背部に約８ｍｍの皮膚全層欠損を外科的手法で作製し、その箇所に細胞
シートを移植した。その上からアブソキュア（登録商標）−ウンド（日東メディカル）で
覆い、粘着包帯（ニチバン）で固定した。施術群は以下の４群とした；
ａ）コントロール群；細胞シート移植なし＋アブソキュア（登録商標）−ウンド

40

ｂ）線維芽細胞シート群；線維芽細胞単独細胞シート移植＋アブソキュア（登録商標）−
ウンド
ｃ）末梢血単核球＋線維芽細胞シート群；末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート移
植＋アブソキュア（登録商標）−ウンド
ｄ）フィブラストスプレー群；難治性皮膚潰瘍などの疾患に対する現行の治療剤であるフ
ィブラストスプレー（科研製薬；塩基性線維芽細胞造辱因子（ｂＦＧＦ）組換えタンパク
質を主成分とするスプレータイプの治療剤）を陽性対象とした。皮膚全層欠損箇所にフィ
ブラストスプレーを噴霧し、１分後に非固着性ガーゼで覆い、粘着包帯（ニチバン）で固
定した。
【００７８】
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なお、ここで使用する線維芽細胞単独細胞シート及び末梢血単核球と線維芽細胞を含む
細胞シートはいずれも前記Ｈｙｐｏ条件群の細胞シートを用いた。
【００７９】
３）創傷治癒評価
上記の要領にて、外科的手法により皮膚全層欠損を作製し、細胞シート移植前にデジタ
ルカメラで創傷面を撮影してこれを０日とした。細胞シートを移植して、７、１４日後に
創傷面を撮影し、ＩｍａｇｅＪ（ＮＩＨ）を使用して創傷面積を計算し、０日の創面を基
準として治癒率で評価した。
【００８０】
４）結果と考察

10

移植後７日後、１４日後の両時点において、ｃ）ではａ）及びｂ）のいずれに対しても
有意な創傷治癒率の上昇が生じていた（図３Ａ）。
【００８１】
この様に、本発明に係る末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを用いた群では、
臨床的に実使用されているハイドロコロイドドレッシング材（創傷部の湿潤環境を維持す
ることにより、身体が本来持つ治癒力のみで傷口の治癒を促す材）単独使用の群は勿論の
事、従来技術に基づき、当業者が容易に想達し得る範疇である線維芽細胞単独での細胞シ
ートによる群と比しても、有意な治癒率の改善を示したことから、該発明に係る末梢血単
核球と線維芽細胞を含む細胞シートは、難治性皮膚潰瘍などの疾患に対して極めて有効な
治療材料であることが示唆された。
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【００８２】
一方、陽性対照であるファイブラストスプレー群と、本発明に係る末梢血単核球と線維
芽細胞を含む細胞シートの群との比較においては、ファイブラストスプレー群においても
、末梢血単核球＋線維芽細胞シート群と同程度の創傷面積治癒率が確認された為（図３Ａ
，Ｂ）、少なくとも創傷面積治癒率を指標とした両群間での明確な差異は確認されなかっ
た。
【００８３】
〔末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート移植とフィブラストスプレー治療における
治療部位の病理像比較〕
末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート移植と、既存の治療方法であるフィブラス
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トスプレー治療において、創傷面積治癒率を指標とした場合、両群間に明確な差異を確認
出来なかった為、両処理における治療部位の病理像比較を行った。
【００８４】
１）病理像解析
治療開始後１７日目に皮膚欠損部位が閉じた為、両処理による治療マウスを犠牲死させ
た後、治療部位の組織を採取し、１０％中性ホルマリンにて固定した。該組織をパラフィ
ン包埋し、組織を薄切後、常法に従いＨＥ染色を行った。
【００８５】
２）結果と考察
両群とも、皮膚欠損創の組織が治癒している病理像が確認できた（図４）。しかしなが
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ら、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート移植では、組織は自然な治癒組織となっ
ていたが、フィブラストスプレー治療群での組織では、不良肉芽と浸潤炎症細胞が観察さ
れた。
この様に、本発明に係る末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを治療に用いた群
では、臨床的に実使用されているフィブラストスプレーによる治療群に対し、見かけの治
癒率の改善は同程度であっても、質的には顕著な差異が存在していた。
このことから、該発明に係る末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートは、既存の治
療（フィブラストスプレーによる治療）と比しても、難治性皮膚潰瘍などの疾患において
極めて有効な治療材料であることが示唆された。
【００８６】

50

(19)

JP WO2016/068217 A1 2016.5.6

〔マウスを用いたアロ移植評価〕
末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを治療用材料として患者に移植するにあた
り、他人の細胞を該患者に移植するケース（アロ移植）においても拒絶反応などの何らか
の不具合が生じないかを確認した。
【００８７】
１）アロ移植
Ｃ５７ＢＬ／６マウスより末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを作製し、該細
胞シートを、他系であるＣ３Ｈマウスによる糖尿病モデルの背部に移植した。
末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートは〔００７１〕に従い調製した。糖尿病モ
デル動物は、Ｃ３Ｈマウスを〔００７６〕に準じて作製し、〔００７７〕及び〔００８１

10

〕に従い、該細胞シートの移植及びフィブラストスプレー治療（陽性対照）を施した。処
置後１４日目における創傷治療評価（創傷面積治癒率）は〔００７８〕に準じた。
【００８８】
２）結果と考察
Ｃ５７ＢＬ／６マウスより末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを作製し、該細
胞シートを、他系であるＣ３Ｈマウスによる糖尿病モデルの背部に移植した場合において
も、同系統マウス間での移植による創傷面積治癒率（図３）とほぼ同程度の効果を確認し
た（図５Ａ、Ｂ）。
以上より、患者自身の由来ではない末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを治療
に用いたとしても、必ずしも免疫拒絶反応が生じるわけではない可能性が示唆された。
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【００８９】
〔移植細胞シートの組織への残存評価〕
末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートを移植した場合、該シートが移植した組織
に生着するのか検討した。
【００９０】
１）オスマウス由来の細胞シートの調製及びメスマウス糖尿病モデルへの移植
既報〔００６７〕−〔００６８〕に従い、オスのＣ５７ＢＬ／６マウスより末梢血単核
球及び線維芽細胞を調製した後、該細胞を含む細胞シートを作製した〔００７１〕。また
、〔００７６〕に準拠してＣ５７ＢＬ／６マウス（メス）を用いて糖尿病モデルを作製し
、〔００７７〕に記載の手法に従い、該糖尿病マウス背部に施した皮膚全層欠損に対して
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、該細胞シートを移植した。
【００９１】
２）移植周辺組織より抽出したＤＮＡでのＹ染色体特異的遺伝子の検出
移植３週間後に、移植した周辺組織よりゲノムＤＮＡを抽出し、移植した細胞シート（
オス由来）にのみ含まれているはずのＹ染色体にコードされているＳＲＹ、ＺＦＹ１、Ｚ
ＦＹ２及びＸ染色体にコードされているＺＦＸのゲノムＤＮＡに特異的なプライマーを用
いてＰＣＲ法を行った。
具体的には、移植３週間後に移植周辺部位の組織を採取し、ＲＮＡｌａｔｅｒ（登録商
標）Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（Ａｍｂｉｏｎ）に浸漬して４℃保存したものから、ＡｌｌＰｒｅ
ｐＤＮＡ／ＲＮＡＭｉｎｉＫｉｔ（Ｑｉａｇｅｎ）を用いてＤＮＡを抽出した。該ＤＮＡ
に対して、ＫＯＤ
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ＦＸ（ＴｏＹｏＢｏ）及びＳＲＹ、ＺＦＹ１、ＺＦＹ２（Ｙ染色体特

異的遺伝子）ＺＦＸ（Ｘ染色体特異的遺伝子）及びＡＣＴＢ（ベータ−ａｃｔｉｎ）に対
するプライマーを用いてＰＣＲを行った。ＰＣＲ反応の条件は、９４℃２分処理後、９８
℃１０秒、６０℃３０秒、６８℃３０秒を１サイクルとし、４０サイクル実施した。
【００９２】
３）結果と考察
上記方法に従い、オスマウス由来の末梢血単核球及び線維芽細胞を含む細胞シートを、
同系統メスマウス由来の糖尿病モデル背部への皮膚全層欠損に対して移植したところ、移
植３週間後の移植周辺部位の組織には、ＡＣＴＢ及びＺＦＸは検出されたが、細胞シート
由来（Ｙ染色体）の遺伝子は検出されなかった（図６）。このことより、該細胞シートは
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移植した組織には生着していないことが明らかとなった。
【００９３】
〔ウサギ由来の末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートＶＥＧＦ産生能と移植による
治療効果〕
マウス以外の動物においても、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートが有益であ
ることを確認するべく、ウサギ由来の該細胞シートを調製し、ＶＥＧＦ産生能と移植によ
る治療効果を検討した。
【００９４】
１）ウサギ由来の末梢血単核球と線維芽細胞の調製
線維芽細胞は〔００６８〕の方法に準じて、ウサギの耳から採取した組織から調製した

10

。末梢血単核球は、あらかじめヘパリンを約１〜１．５ｍＬ分取しておいた２０ｍＬのシ
リンジにＧの翼状針をつけて、ウサギの耳動脈から採血を行い、これを１５ｍＬチューブ
に移した後、Ｌｙｍｐｈｏｌｙｔｅ−Ｍ

（ＣＥＤＡＲＬＡＮＥ）３ｍＬを添加した。こ

れ以降の方法は〔００６７〕に準じた。
【００９５】
２）末梢血単核球の単独培養、線維芽細胞のみの細胞シート及び両細胞を含む細胞シート
の作製
末梢血単核球は、マウス末梢血単核球用培地を用いて２ｘ１０６ｃｅｌｌｓ／ｍＬに調
製し、線維芽細胞は、マウス線維芽細胞用培地を用いて１．２５ｘ１０５ｃｅｌｌｓ／ｍ
20

Ｌに調製した。
末梢血単核球の単独培養は、ＵｐＣｅｌｌ

６−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの１ウェルに、

上記末梢血単核球縣濁液４ｍＬを分取した後、マウス線維芽細胞用培地４ｍＬを添加して
合計８ｍＬとすることで開始した。
線維芽細胞のみの細胞シートは、ＵｐＣｅｌｌ

６−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの１ウェル

に、上記線維芽細胞懸濁液４ｍＬを分取した後、マウス末梢血単核球用培地４ｍＬを添加
して合計８ｍＬとすることで開始した。
末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートは、ＵｐＣｅｌｌ

６−ｗｅｌｌ

ｐｌａ

ｔｅの１ウェルに、上記末梢血単核球縣濁液４ｍＬと上記線維芽細胞懸濁液４ｍＬを添加
して合計８ｍＬとすることで開始した。
30

【００９６】
３）各培養上清中のＶＥＧＦ定量
上記３種類の培養細胞を、〔００７２〕に記載したＨｙｐｏの条件にて培養した。該細
胞の培養上清を１．５ｍＬチューブに分取し、３０００ｒｐｍにて５分間遠心した後、該
上清中に含まれるＶＥＧＦを、Ｈｕｍａｎ
Ａ

Ｋｉｔ（Ｒ＆Ｄ

ＶＥＧＦ

Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ

ＥＬＩＳ

ｓｙｓｔｅｍｓ）を用いた、〔００７４〕に準拠したＥＬＩＳＡ法

にて測定した。
【００９７】
４）細胞シートの移植
生理食塩水に溶かしたアロキサン（ＳＩＧＭＡ−ＡＬＤＲＩＣＨ）をＮｅｗ
ａｎｄ

Ｚｅａｌ

ｗｈｉｔｅラビットに１２０ｍｇ／ｋｇの条件で投与し、アロキサン誘発糖尿病
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ウサギを作製した。該糖尿病ウサギの背部に約４ｃｍの皮膚全層欠損を外科的手法にて処
置した。以降の操作は〔００７７〕に準じた。
【００９８】
５）結果と考察
本検討によって、マウスのみならずウサギにおいても、末梢血単核球と線維芽細胞を含
む細胞シートを調製することは可能であり、マウスでの結果と同様に、該細胞シートは、
線維芽細胞単独での細胞シートに比べ、有意にＶＥＧＦ産生量が高く（図７Ａ）、該細胞
シートを糖尿病ウサギ背部の皮膚全層欠損部位に移植したところ、顕著な改善効果を有す
ることが確認された（図７Ｂ）。
【００９９】
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〔末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートにおけるＶＥＧＦ産生能亢進の要因解明〕
線維芽細胞単独の細胞シートに比して、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートが
如何なる機序によってＶＥＧＦ産生能を亢進させるのか解明すべく、末梢血単核球の単独
培養の培養細胞上清を線維芽細胞単独の細胞シートに添加することで、同様の効果が得ら
れるか検証した。更に、末梢血単核球単独及び線維芽細胞単独の培養細胞上清中に、ＶＥ
ＧＦ産生能上昇を誘導する候補因子であるＴＧＦ−ベータ１及びＰＤＧＦ−ＢＢが含まれ
ているかをそれぞれ確認した。
【０１００】
１）末梢血単核球単独培養の培養上清中におけるＶＥＧＦ産生能亢進因子の有無検討
マウス末梢血単核球を末梢血単核球用培地〔００６６〕にて２ｘ１０６ｃｅｌｌｓ／ｍ
Ｌに調製し、２４
２０％Ｏ２

ｗｅｌｌ

10

ｐｌａｔｅに１ｍＬ添加した後、Ｎｏｒｍｏ条件（３７℃

５％ＣＯ２）にて４８時間培養した。培養後、培養液を１．５ｍＬチュー

ブに分取し、３０００ｒｐｍにて５分間遠心し、上清を新規の１．５ｍＬチューブに分取
し、培養上清として以下の実験に使用した。
既報〔００６８〕に従い、マウス線維芽細胞を採集し、線維芽細胞用培地にて１．２５
ｘ１０５ｃｅｌｌｓ／５００マイクロＬとなる様、細胞調製液を準備する。該細胞調製液
及び末梢血単核球用培地を用いて、
コントロールｍｅｄｉｕｍ群；末梢血単核球用培地

５００マイクロＬ

＋

線維芽細胞

５

１．２５ｘ１０

ｃｅｌｌｓ／５００マイクロＬ

末梢血単核球Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ
マイクロＬ

＋

線維芽細胞

ｍｅｄｉｕｍ群；末梢血単核球培養上清

５００

20

５

１．２５ｘ１０

ｃｅｌｌｓ／５００マイクロＬ

からなる２群の細胞懸濁液を調製し、該懸濁液を、２４

ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅに１ｍＬ

／ｗｅｌｌずつ播種した後、Ｎｏｒｍｏ条件にて４８時間培養した。
４８時間培養後、各群の培養液を１．５ｍＬチューブに移し、３０００ｒｐｍにて５分
間遠心した後、上清を新規の１．５ｍＬチューブに分取、該上清中のＶＥＧＦ濃度をＥＬ
ＩＳＡ〔００７４〕にて測定した。
【０１０１】
２）末梢血単核球単独及び線維芽細胞単独の培養細胞上清中でのＴＧＦ−ベータ１の定量
通常の培養に使用されるＦＢＳには大量のＴＧＦ−ベータ１が含有されており、ＴＧＦ
−ベータ１測定に使用するＭｏｕｓｅ／Ｒａｔ／Ｐｏｒｃｉｎｅ／Ｃａｎｉｎｅ
−ｂｅｔａ

１

Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ

ＥＬＩＳＡ

Ｋｉｔ

（Ｒ＆Ｄ

ＴＧＦ

30

ｓｙｓｔｅｍ

ｓ）ではＦＢＳに含有されるＴＧＦ−ベータ１を検出されてしまう。この為、ＴＧＦ−ベ
ータ１測定用の培地として、ｘｅｎｏ−ｆｒｅｅであるＣＴＳＴＭ
標）

Ｍｅｄｉｕｍ（Ｌｉｆｅ

ＡＩＭ

Ｖ（登録商

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）を用いた。

既報〔００６７〕−〔００６８〕に従い、マウスより末梢血単核球及び線維芽細胞を採
取し、ＣＴＳＴＭ

ＡＩＭ

Ｖ（登録商標）

ＡＩＭ

Ｖ（登録商標）
Ｖ（登録商標）

ＣＴＳＴＭ

Ｍｅｄｉｕｍ

マウス末梢血単核球群：末梢血単核球
ＩＭ

Ｍｅｄｉｕｍを用いて、

１．２５ｘ１０５ｃｅｌｌｓ／２ｍＬ

マウス線維芽細胞群：線維芽細胞

２ｘ１０６ｃｅｌｌｓ／２ｍＬ

ＣＴＳＴＭ

Ａ
40

Ｍｅｄｉｕｍ

からなる２群の細胞懸濁液を調製し、該懸濁液を、２４

ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅに２ｍＬ

／ｗｅｌｌずつ播種した後、Ｎｏｒｍｏ条件にて４８時間培養した。
４８時間培養後、各群の培養液を１．５ｍＬチューブに移し、３０００ｒｐｍにて５分間
遠心した後、上清を新規の１．５ｍＬチューブに分取、該上清中のＴＧＦ−ベータ１濃度
を、Ｍｏｕｓｅ／Ｒａｔ／Ｐｏｒｃｉｎｅ／Ｃａｎｉｎｅ
ａｎｔｉｋｉｎｅ

ＥＬＩＳＡ

ＴＧＦ−ｂｅｔａ

１

Ｑｕ

Ｋｉｔを用いたＥＬＩＳＡにて測定した。

【０１０２】
３）末梢血単核球単独及び線維芽細胞単独の培養細胞上清中でのＰＤＧＦ−ＢＢの定量
既報〔００６７〕−〔００６８〕に従い、マウスより線維芽細胞及び末梢血単核球群を
それぞれ採取し、前者を線維芽細胞用培地にて１．２５ｘ１０５ｃｅｌｌｓ／１ｍＬとな
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ｃｅｌｌｓ／１ｍＬとなる様に、そ

れぞれの細胞調製液を準備する。該細胞調製液及び末梢血単核球用培地又は線維芽細胞用
培地を用いて、
１．２５ｘ１０５

マウス線維芽細胞群：線維芽細胞
用培地）

＋

末梢血単核球用培地

１ｍＬ
２ｘ１０６

マウス末梢血単核球群：末梢血単核球
用培地）

＋

線維芽細胞用培地

ｃｅｌｌｓ／１ｍＬ（線維芽細胞
ｃｅｌｌｓ／１ｍＬ（末梢血単核球

１ｍＬ

からなる２群の細胞懸濁液を調製し、該懸濁液を、２４

ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅに２ｍＬ

／ｗｅｌｌずつ播種した後、Ｎｏｒｍｏ条件にて４８時間培養した。
４８時間培養後、各群の培養液を１．５ｍＬチューブに移し、３０００ｒｐｍにて５分間

10

遠心した後、上清を新規の１．５ｍＬチューブに分取、該上清中のＰＤＧＦ−ＢＢ濃度を
、Ｍｏｕｓｅ／Ｒａｔ
（Ｒ＆Ｄ

ＰＤＧＦ−ＢＢ

Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ

ＥＬＩＳＡ

Ｋｉｔ

ｓｙｓｔｅｍｓ）を用いたＥＬＩＳＡにて測定した。

【０１０３】
４）結果と考察
線維芽細胞単独の細胞シートに比して、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートが
如何なる機序によってＶＥＧＦ産生能を亢進させるのか解明すべく、末梢血単核球の単独
培養の培養上清を線維芽細胞単独の細胞シートに添加したところ（末梢血単核球Ｃｏｎｄ
ｉｔｉｏｎｅｄ

ｍｅｄｉｕｍ群）、対照群（コントロールｍｅｄｉｕｍ群）に対して有

意なＶＥＧＦ量の上昇を確認した（図８Ａ）。更に、末梢血単核球単独及び線維芽細胞単

20

独の培養細胞上清中に、ＶＥＧＦ産生能上昇を誘導する候補因子であるＴＧＦ−ベータ１
及びＰＤＧＦ−ＢＢが含まれているかを測定したところ、いずれの因子も、末梢血単核球
単独での培養細胞上清にのみ発現していた（図８Ｂ、Ｃ）。
以上の事象より、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートにおける、線維芽細胞か
らのＶＥＧＦ産生能亢進の機序は、末梢血単核球から分泌されるＴＧＦ−ベータ１及び／
又はＰＤＧＦ−ＢＢによることが推測された。
【０１０４】
〔ＴＧＦ−ベータ１及びＰＤＧＦ−ＢＢによる、線維芽細胞単独の細胞シートにおけるＶ
ＥＧＦ産生への効果及び両因子に対する中和抗体による、末梢血単核球単独培養上清によ
30

って誘導される線維芽細胞単独の細胞シートにおけるＶＥＧＦ産生能への影響〕
線維芽細胞単独の細胞シートにＴＧＦ−ベータ１又はＰＤＧＦ−ＢＢを用量変動させて
添加することにより、該細胞シートからのＶＥＧＦ産生量への効果を検討した。併せて、
末梢血単核球単独培養の培養上清に、ＴＧＦ−ベータ１又はＰＤＧＦ−ＢＢに対する中和
抗体を添加することにより、該上清の有する線維芽細胞単独の細胞シートからのＶＥＧＦ
産生誘導効果が抑制されるかについて検討した。
【０１０５】
１）ＴＧＦ−ベータ１又はＰＤＧＦ−ＢＢの用量を変動させた添加条件における、線維芽
細胞単独の細胞シートからのＶＥＧＦ産生量の測定
ＴＧＦ−ベータ１（Ｒ＆Ｄ
球培地〔００６６〕により

ｓｙｓｔｅｍｓ）リコンビナントタンパク質を末梢血単核
５００、１０００、２０００、１００００、２００００、４

００００ｐｇ／ｍＬに希釈調製し、２４

ｗｅｌｌ

40

ｐｌａｔｅの各ウェルにそれぞれ５

００ｍＬずつ分取した。
ＰＤＧＦ−ＢＢ（Ｓｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ）リコンビナントタンパクを末梢血単核
球培地により

５００、１０００、２０００、１００００、２００００、４００００

ｇ／ｍＬに希釈調製し、２４

ｗｅｌｌ

ｐ

ｐｌａｔｅの各ウェルにそれぞれ５００ｍＬず

つ分取した。
既報〔００６７〕−〔００６８〕に従い、マウスより末梢血単核球及び線維芽細胞を採
取し、線維芽細胞用培地〔００６６〕にて１．２５ｘ１０５

ｃｅｌｌｓ／５００ｍＬと

なる様に細胞調製液を準備する。該調製液を、ＴＧＦ−ベータ１各濃度液を入れた２４
ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの各ウェルに５００ｍＬずつ添加し、合計１ｍＬにした後、Ｎｏｒ
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ｍｏ条件にて４８時間培養した。
４８時間培養後、各群の培養液を１．５ｍＬチューブに移し、３０００ｒｐｍにて５分
間遠心した後、上清を新規の１．５ｍＬチューブに分取、該上清中のＶＥＧＦ濃度をＥＬ
ＩＳＡ〔００７４〕にて測定した。
【０１０６】
２）ＴＧＦ−ベータ１又はＰＤＧＦ−ＢＢに対する中和抗体添加時の、末梢血単核球単独
培養上清を添加した線維芽細胞単独の細胞シート産生ＶＥＧＦ量の測定
既報〔００６７〕に従い、マウスより末梢血単核球を採取し、末梢血単核球用培地にて
２ｘ１０６
ｗｅｌｌ

ｃｅｌｌｓ／１ｍＬとなる様に細胞調製液を準備した。該懸濁液を、２４
ｐｌａｔｅに１ｍＬ／ウェルずつ播種した後、Ｎｏｒｍｏ条件にて４８時間培

10

養した。４８時間培養後、培養液を１．５ｍＬチューブに移し、３０００ｒｐｍにて５分
間遠心した後、上清を新規の１．５ｍＬチューブに分取、該上清をｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅ
ｄ

ｍｅｄｉｕｍとして以下の実験に供した。
上記ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ

ｍｅｄｉｕｍ及び各種抗体を用いて、以下３種の培地を

準備した；
Ｃｏｎｔｒｏｌ；
ｎｔｉ−ＡＴＭ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ

ｍｅｄｉｕｍ

ａｎｔｉｂｏｄｙ（１ｍｇ／ｍＬ

２５０マイクロＬ

ａｂｃａｍ

ａｂ７８）

＋

ａ

５マイク

ロＬ
アルファ−ＴＧＦ−ベータ１；
ロＬ

＋

ａｂ６４７１５）
＋

ｍｅｄｉｕｍ

２５０マイク

ａｎｔｉｂｏｄｙ（１ｍｇ／ｍＬ

ａｂｃａｍ

20

５マイクロＬ

アルファ−ＰＤＧＦ−ＢＢ；
Ｌ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ

ａｎｔｉ−ＴＧＦ−ベータ１

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ

ａｎｔｉ−ＰＤＧＦ−ＢＢ

ＡＦ−２２０−ＮＡ）

ａｎｔｉｂｏｄｙ

ｍｅｄｉｕｍ

２５０マイクロ

（０．２ｍｇ／ｍＬ

Ｒ＆Ｄ

２０マイクロＬ

上記３種の培地を１．５ｍＬチューブ中で４℃、９０分間反応させた後、各培地を、４
８

ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの１ｗｅｌｌずつに全量移した。

既報〔００６８〕に従い、マウス線維芽細胞を採集し、線維芽細胞用培地にて１．２５
ｘ１０５ｃｅｌｌｓ／ｍＬとなる様、細胞調製液を準備、上記３種の培地を入れたｗｅｌ
ｌそれぞれに２５０ｍＬ添加した後、Ｎｏｒｍｏ条件にて４８時間培養した。
４８時間培養後、各群の培養液を１．５ｍＬチューブに移し、３０００ｒｐｍにて５分

30

間遠心した後、上清を新規の１．５ｍＬチューブに分取、該上清中のＶＥＧＦ濃度をＥＬ
ＩＳＡ〔００７４〕にて測定した。
【０１０７】
３）結果と考察
線維芽細胞単独の細胞シートにＴＧＦ−ベータ１又はＰＤＧＦ−ＢＢを用量変動させて
添加したところ、いずれの因子においても、用量依存的な該細胞シートからのＶＥＧＦ産
生量の上昇を確認した（図９Ａ）。
また、末梢血単核球単独培養の培養上清（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ

ｍｅｄｉｕｍ）に

、ＴＧＦ−ベータ１又はＰＤＧＦ−ＢＢに対する中和抗体を添加したところ、該ｍｅｄｉ
ｕｍが本来有する、線維芽細胞単独の細胞シートに対するＶＥＧＦ産生誘導効果が、いず

40

れの抗体においても抑制された（図９Ｂ）
以上のことから、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートにおける、線維芽細胞から
のＶＥＧＦ産生能亢進の機序は、末梢血単核球から分泌されるＴＧＦ−ベータ１及び／又
はＰＤＧＦ−ＢＢによる可能性が強く示唆された。
また、該因子によって刺激を与えた線維芽細胞単独での細胞シートは、末梢血単核球と線
維芽細胞を含む細胞シートと同様に、移植に関連する医療分野、特に難治性皮膚潰瘍にお
いて、有効な治療用移植材料となりうることが期待される。
【０１０８】
〔トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子による刺激を受けた線維芽細胞
を含む細胞シートによる治療効果〕
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トランスフォーミング増殖因子又は血小板由来増殖因子による刺激を受けた線維芽細胞
を含む細胞シートが、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートと同様に、移植に関連
する医療分野、特に難治性皮膚潰瘍において、有効な治療用移植材料となりうるか明確に
するべく、糖尿病マウス背部の皮膚全層欠損への移植による治療効果を検討した。
【０１０９】
１）細胞シート移植及び創傷治癒評価
糖尿病マウス作製及び創傷治癒評価は〔００７６〕−〔００７８〕に準拠した。糖尿病
マウス背部の皮膚全層欠損部位への処置群は以下の４通りとした：
コントロール群：糖尿病マウス背部の皮膚全層欠損部位に何ら治療を施さない群
末梢血単核球＋線維芽細胞シート群：上記部位に末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シ

10

ートを移植する群
ＰＤＧＦ−ＢＢ＋線維芽細胞シート群；上記部位に、線維芽細胞播種時に１０ｎｇ／ｍＬ
ＰＤＧＦ−ＢＢを添加して作製した細胞シートを移植する群
ＴＧＦ−ベータ１＋線維芽細胞シート群；上記部位に、線維芽細胞播種時に５ｎｇ／ｍＬ
ＴＧＦ−ベータ１を添加して作製した細胞シートを移植する群
【０１１０】
２）結果と考察
ＴＧＦ−ベータ１又はＰＤＧＦ−ＢＢによる刺激を受けた線維芽細胞を含む細胞シート
を糖尿病マウス背部の皮膚全層欠損部位へ移植したところ、末梢血単核球と線維芽細胞を
含む細胞シートと同様に、創傷面積治癒率において、良好な結果を確認した（図１０）。

20

このことより、該因子による刺激を受けた線維芽細胞を含む細胞シートは、難治性皮膚
潰瘍などの疾患に対して極めて有効な治療材料であることが示唆された。
【０１１１】
〔ヒト由来の末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シート作製法及びＶＥＧＦ産生能比較
〕
本発明に係る細胞シートは、ヒト疾患に対する治療用材料として用いることが出来れば
、大変有益である。この為、ヒト由来の末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートの作
製法を確立し、併せて該細胞シートのＶＥＧＦ産生能について検討した。
【０１１２】
１）ヒト由来の末梢血単核球単独培養、線維芽細胞単独の細胞シート及び末梢血単核球と

30

線維芽細胞を含む細胞シートの作製方法
ヒト由来の細胞系を培養するにあたり、培地はＡＩＭ
Ｌｉｆｅ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳ

（

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）を用い、血清は発明者らの自己血清を調製した。

具体的には、セルエイド（株式会社ジェイ・エム・エス）を使用して、採血した自己の血
液から血清を作製した。
ヒト由来の線維芽細胞は以下の方法で調製した。ＡＩＭ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

１０ｍＬとＰｅｎｉｃｉｌｌｉｎ−Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ，

ＣＴＳ

Ｌｉｑｕｉｄ

２００

μＬを５０ｍＬチューブに入れ、採取した口腔内組織を該５０ｍＬチューブに入れた。６
ｃｍ−ｄｉｓｈに該組織をピンセットにて移動し、使い捨てメスにて組織を細断、６−ｗ
ｅｌｌ

ｐｌａｔｅに該細断組織片を押し付けて接着させ、１０分間、３７℃、５％ＣＯ

２の条件で培養した。その後、乾燥を防ぐために、該組織周辺にＡＩＭ

ｍ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕ

ＣＴＳを散布し、４時間、３７℃、５％ＣＯ２で培養を続けた。その後、

ｌｌ

ｐｌａｔｅの１ｗｅｌｌにＡＩＭ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳ

６−ｗｅ

５ｍＬ、自己血清

２５０

μＬ、

２００

μＬを入れて、３−４週間、３７℃、５％ＣＯ２で培養した。Ｔｒｙｐｓｉｎ

Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ−Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ，

−ＥＤＴＡ（Ｇｉｂｃｏ）で細胞を剥離させ、４０μｍ
ＢＤ

40

Ｃｅｌｌ

Ｌｉｑｕｉｄ

Ｓｔｒａｉｎｅｒ（

Ｆａｌｃｏｎ）に透過させた後、１２００ｒｐｍ、２分間遠心した。遠心後、上清

を吸引除去し、ペレットを１０ｃｍ
ＣＴＳ

９．５ｍＬ

ＣＯ２で培養した。

＋

自己血清

ｄｉｓｈに移し、培地（ＡＩＭ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

０．５ｍＬ）を１０ｍＬ添加して、３７℃、５％
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【０１１３】
口腔内組織から単離・培養した上記細胞が線維芽細胞であることを確認するべく、以下
の方法に従い、線維芽細胞のマーカーであるＶｉｍｅｎｔｉｎを用いた免疫染色を行った
。培地（ＡＩＭ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ
５

で

１．２５ｘ１０

ｌｌ

ＣＴＳ

９．５ｍＬ

＋

自己血清

０．５ｍＬ）

ｃｅｌｌｓ／ｍＬに調製したヒト由来線維芽細胞を、２４−ｗｅ

ｐｌａｔｅの１ウェルに１ｍＬ分取し、３７℃、５％ＣＯ２にて培養後、蛍光免疫

染色を行なった。１次抗体としてＶｉｍｅｎｔｉｎ（Ｄ２１Ｈ３）ＸＰ（登録商標）
ａｂｂｉｔ

ｍＡｂ

（Ｃｅｌｌ

ａｂｂｉｔ

ＩｇＧ

（Ｈ＋Ｌ）Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ

Ｆｌｕｏｒ（登録商標）

Ｒ

４８８

Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）、２次抗体としてａｎｔｉ−Ｒ
Ａｎｔｉｂｏｄｙ，Ａｌｅｘａ

ｃｏｎｊｕｇａｔｅ（Ｌｉｆｅ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

10

ｉｅｓ）を使用し、これに加えて、ＤＡＰＩによる核染色を行なった。
【０１１４】
ヒト由来の末梢血単核球の分離は以下の方法で行った。ＢＤバキュティナ採血管に約４
ｍＬの血液を分取し、３０００ｒｐｍ、２０分、ノーブレーキにて遠心を行った。遠心後
、単核球の層を、新規の１５ｍＬチューブに回収し、ＰＢＳを加えて１０ｍＬとして、１
５００ｒｐｍ、３分、ノーブレーキにて再度遠心を行った。その後、ＡＩＭ
ｉｕｍ

Ｖ

Ｍｅｄ

ＣＴＳで１回洗浄を行った。細胞シート作製又は単独培養のために、細胞数をカ

ウントし、培地（ＡＩＭ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳ

９．５ｍＬ

＋

自己血清

０．

６

５ｍＬ）を用いて該末梢血単核球を２ｘ１０

ｃｅｌｌｓ／ｍＬに調製した。
20

【０１１５】
細胞シート作製スケジュールはマウス由来の場合と同じ細胞濃度、培養期間とし、Ｎｏ
ｒｍｏ条件、Ｈｙｐｏ条件も同様としたが、培地については、全てＡＩＭ
ｕｍ

Ｖ

Ｍｅｄｉ

ＣＴＳに５％自己血清を添加したものを使用した。

培養上清中のＶＥＧＦ濃度測定は、Ｈｕｍａｎ
ＬＩＳＡ

Ｋｉｔ（Ｒ＆Ｄ

ＶＥＧＦ

Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ

Ｅ

ｓｙｓｔｅｍｓ）を用いて、〔００７４〕に準じて測定した

。
【０１１６】
２）結果と考察
本検討により、ヒト口腔内組織より純度の高い線維芽細胞の採取及び細胞シートの調製
が可能であることが明らかとなった（図１１Ａ）。

30

また、該線維芽細胞と、同じくヒト由来の末梢血単核球を含む細胞シートにおいて、該
線維芽細胞単独の細胞シートよりも多くのＶＥＧＦが産生されており、該ＶＥＧＦ産生能
は、Ｈｙｐｏ条件（３３℃、２％Ｏ２、５％ＣＯ２にて２４時間培養）により、更に顕著
な亢進が認められた（図１１Ｂ）。
【０１１７】
〔ヒト由来の線維芽細胞単独の細胞シートでのＶＥＧＦ産生を活性化する因子の探索〕
既にマウス由来の細胞については、末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートにおけ
る、線維芽細胞からのＶＥＧＦ産生能亢進の機序に、末梢血単核球から分泌されるＴＧＦ
−ベータ１及び／又はＰＤＧＦ−ＢＢが関与していることを示してきた。そして、該因子
によって刺激を与えた線維芽細胞単独での細胞シートが、末梢血単核球と線維芽細胞を含

40

む細胞シートと同様に、移植に関連する医療分野、特に難治性皮膚潰瘍において、有効な
治療用移植材料となりうる可能性を示してきた。
このマウス由来の細胞で見出されたＴＧＦ−ベータ１及びＰＤＧＦ−ＢＢの様な活性化
因子が、ヒト由来の細胞でも見出すことが出来れば、ヒト疾患に対する治療用材料として
の利用上、大変有益であると共に、例えば、他家（患者以外）由来の線維芽細胞の細胞シ
ートを大量に培養する際に、該活性化因子をリコンビナントタンパク質として添加するこ
とにより、所望する量の難治性皮膚潰瘍治療細胞シートの生産が可能となり得る。
以上より、ヒト由来の線維芽細胞単独の細胞シートでのＶＥＧＦ産生を活性化する因子
の探索を行った。具体的には、末梢血単核球単独培養、線維芽細胞単独の細胞シート、及
び末梢血単核球と線維芽細胞を含む細胞シートの培養上清を比較し、該末梢血単核球のみ
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が分泌する因子を特定した。
【０１１８】
１）使用細胞の採取及びサンプルの調製
ヒト由来の末梢血単核球及び線維芽細胞の分離は既報〔０１１２〕及び〔０１１４〕に
従って行い、前者を１ｘ１０６ｃｅｌｌｓ／ｍＬ、後者を１．２５ｘ１０５ｃｅｌｌｓ／
ｍＬの細胞縣濁液（培地として
自己血清

ＡＩＭ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳ

９．５ｍＬ

＋

０．５ｍＬを使用）として調製した。

上記細胞懸濁液及び培地を用いて、サンプルを以下の４群で準備した：
培地群；培地（ＡＩＭ

Ｖ

ｍＬ）を２４−ｗｅｌｌ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳ

９．５ｍＬ

＋

自己血清

０．５

ｐｌａｔｅの１ウェルに２ｍＬ入れ、Ｎｏｒｍｏ条件にて培養

10

。
末梢血単核球群；上記末梢血単核球の細胞懸濁液１ｍＬと上記培地１ｍＬを２４−ｗｅｌ
ｌ

ｐｌａｔｅの１ウェルにて混合して合計２ｍＬとし、Ｈｙｐｏ条件にて培養。

線維芽細胞群：上記線維芽細胞の細胞懸濁液１ｍＬと上記培地１ｍＬを２４−ｗｅｌｌ
ｐｌａｔｅの１ウェルにて混合して合計２ｍＬとし、Ｈｙｐｏ条件にて培養。
末梢血単核球＋線維芽細胞群：上記末梢血単核球の細胞懸濁液１ｍＬと上記線維芽細胞の
細胞懸濁液１ｍＬを２４−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの１ウェルにて混合して合計２ｍＬとし

、Ｈｙｐｏ条件にて培養。
上記培養の培養液をそれぞれ１．５ｍＬチューブに移し、３０００ｒｐｍで５分間遠心
20

した後、その上清をサンプルとして回収した。
【０１１９】
２）培養上清中の因子測定
Ｐｒｏｔｅｏｍｅ
ａｙ

Ｐｒｏｆｉｌｅｒ

Ｋｉｔ（Ｒ＆Ｄ

ｕｍａｎ

Ｈｕｍａｎ

ＸＬ

Ｃｙｔｏｋｉｎｅ

ｓｙｓｔｅｍｓ）及びＰｒｏｔｅｏｍｅ

Ａｎｇｉｏｇｅｎｅｓｉｓ

Ａｒｒａｙ

Ａｒｒ

Ｐｒｏｆｉｌｅｒ

Ｋｉｔ（Ｒ＆Ｄ

Ｈ

ｓｙｓｔｅｍｓ）

を用いて、上記各サンプル中に存在する因子を測定した。バンドの検出にはＡｍｅｒｓｈ
ａｍ

Ｉｍａｇｅｒ

６００（ＧＥ

Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）を使用した。

【０１２０】
３）結果と考察
上記４群のサンプルを上記Ａｒｒａｙ

Ｋｉｔにて測定し、末梢血単核球のみが分泌す

30

る因子を特定したところ、
Ｃｙｔｏｋｉｎｅ

Ａｒｒａｙ

Ｋｉｔにて検出された因子は、ＩＬ−１ｒａ，ＣＸＣＬ

１，ＣＸＣＬ５，ＣＸＣＬ１０，ＣＣＬ３，ＣＣＬ４
Ａｎｇｉｏｇｅｎｅｓｉｓ

Ａｒｒａｙ

の６因子

Ｋｉｔにて検出された因子は、ＰＤＧＦ−ＡＡ

，ＨＢ−ＥＧＦ，ＣＸＣＬ１６，ＣＣＬ２，ＣＣＬ３の４因子
であった。
これにマウス由来の細胞系にて活性化因子として働いている可能性の高いＴＧＦ−ベー
タ及びＰＤＧＦ−ＢＢを含めた計１２因子を活性化因子候補とした。
【０１２１】
40

〔活性化因子候補の線維芽細胞におけるＶＥＧＦ産生能検討１〕
上記評価により、末梢血単核球から分泌され、線維芽細胞単独の細胞シートを活性化す
ることで、ＶＥＧＦ産生を誘導する因子（活性化因子）の候補として１２種類を見出した
。そこで、該活性化因子候補を線維芽細胞単独の細胞シートに添加することにより、ＶＥ
ＧＦ産生量が上昇するかを検討した。
【０１２２】
１）線維芽細胞単独の細胞シートへの活性化因子候補の処理及びＶＥＧＦ定量
ヒト由来の線維芽細胞の分離は既報〔０１１２〕に従って行い、１．２５ｘ１０５ｃｅ
ｌｌｓ／ｍＬの細胞縣濁液（培地として
Ｌ

＋

ｗｅｌｌ

自己血清

ＡＩＭ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳ

９．０ｍ

１ｍＬを使用）として調製し、該細胞懸濁液を０．５ｍＬずつ４８−

ｐｌａｔｅの各ウェルに分取した。
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Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ
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ＣＴＳ）を用いて、ＰＤＧＦ−ＢＢ（ｅＢｉｏｓｃ

ｉｅｎｃｅ）は２００ｎｇ／ｍＬ、ＴＧＦ−ベータ１（Ｒ＆Ｄ

ｓｙｓｔｅｍｓ）は２０

ｎｇ／ｍＬ、ＰＤＧＦ−ＡＡ（Ｗａｋｏ）は２００ｎｇ／ｍＬ、ＨＢ−ＥＧＦ（Ｒ＆Ｄ
ｓｙｓｔｅｍｓ）は２００ｎｇ／ｍＬ、ＣＸＣＬ１６（Ｐｅｐｒｏ
０ｎｇ／ｍＬ、ＣＸＣＬ１（Ｒ＆Ｄ

Ｔｅｃｈ）は２０

ｓｙｓｔｅｍｓ）は６００ｎｇ／ｍＬ、ＣＣＬ２（

ｅＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ）は２００ｎｇ／ｍＬ、ＩＬ−１ｒａ（Ｒ＆Ｄ
）は８０ｎｇ／ｍＬ、ＣＣＬ４（Ｒ＆Ｄ
５（Ｇｅｎｅ

ｓｙｓｔｅｍｓ

ｓｙｓｔｅｍｓ）は２０ｎｇ／ｍＬ、ＣＸＣＬ

Ｔｅｘ）は２００ｎｇ／ｍＬ、ＣＸＣＬ１０（Ｇｅｎｅ

０ｎｇ／ｍＬ、ＣＣＬ３（Ｒ＆Ｄ

Ｔｅｘ）は１０

ｓｙｓｔｅｍｓ）は２０ｎｇ／ｍＬに調製し、それぞ

れ０．５ｍＬずつ、先に細胞懸濁液を分取した上記４８−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの各ウェ

10

ルに添加して合計１ｍＬとした後、７２時間Ｎｏｒｍｏ条件にて培養した。なお、コント
ロールは上記培地０．５ｍＬを細胞懸濁液が分取されている４８−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅ

の１ウェルに入れて合計１ｍＬとし、同様に７２時間Ｎｏｒｍｏ条件にて培養した。
培養した培養液を１．５ｍＬチューブに移し、３０００ｒｐｍで５分間遠心し、その上
清中に含まれるＶＥＧＦ濃度を、既報に従い〔０１１５〕、ＥＬＩＳＡ法で測定した。
【０１２３】
２）結果と考察
評価した１２個の活性化因子候補の内、ＰＤＧＦ−ＢＢ及びＴＧＦベータ１において著
しいＶＥＧＦ濃度上昇が生じ、ＰＤＧＦ−ＡＡ、ＨＢ−ＥＧＦ及びＣＸＣＬ１６にて濃度
20

上昇の傾向が認められた（図１２）。
【０１２４】
〔活性化因子候補の線維芽細胞におけるＶＥＧＦ産生能検討２〕
ヒト由来の末梢血単核球から分泌され、線維芽細胞単独の細胞シートを活性化すること
で、ＶＥＧＦ産生を誘導する因子（活性化因子）候補１２種類のうち、上記評価において
特に高い誘導活性を示したＰＤＧＦ−ＢＢ及びＴＧＦベータ１につき、より詳細な効果を
検討するべく、該ＶＥＧＦ産生誘導活性との用量相関性を検討した。併せて、該因子によ
るＶＥＧＦ産生誘導活性が、線維芽細胞の増殖によるものではないことを確認するべく、
該因子の細胞増殖能についても検討した。
【０１２５】
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１）ＰＤＧＦ−ＢＢ及びＴＧＦベータ１におけるＶＥＧＦ産生能の用量相関性検討
５

ヒト由来の線維芽細胞の分離は既報〔０１１２〕に従って行い、１．２５ｘ１０
ｌｌｓ／ｍＬの細胞縣濁液（培地として
Ｌ

＋

自己血清

ｗｅｌｌ
ＡＩＭ

ＡＩＭ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳ

ｃｅ

９．０ｍ

１ｍＬを使用）として調製し、該細胞懸濁液を０．５ｍＬずつ４８−

ｐｌａｔｅの各ウェルに分取した。
Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳにてＴＧＦ−ベータ１（Ｒ＆Ｄ

ｓｙｓｔｅｍｓ）、

ＰＤＧＦ−ＢＢ（ｅＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ）、ｂＦＧＦ（Ｓｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ）
各因子を、４０、２０、１５、１０、５、２、１．５、１、０．５、０．２、０．１ｎｇ
／ｍＬに調製し、それぞれ０．５ｍＬを、細胞懸濁液を分取した該４８−ｗｅｌｌ

ｐｌ

ａｔｅの各ウェルに添加して合計１ｍＬとした後、７２時間Ｎｏｒｍｏ条件にて培養した
。ｂＦＧＦは、対照剤であるフィブラストスプレーの主要成分である為、評価対象に加え
た。コントロールはＡＩＭ

Ｖ

取している４８−ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅの１ウェルに入れて合計１ｍＬとした後、７２時

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳ

40

０．５ｍＬを、細胞懸濁液を分

間Ｎｏｒｍｏ条件で培養した。
培養した培養液を１．５ｍＬチューブに移し、３０００ｒｐｍで５分間遠心し、その上
清中に含まれるＶＥＧＦ濃度を、既報に従い〔０１１５〕、ＥＬＩＳＡ法で測定した。
【０１２６】
２）ＰＤＧＦ−ＢＢ及びＴＧＦベータ１の線維芽細胞における細胞増殖能
１ｍＬあたりＴＧＦ−ベータ１（Ｒ＆Ｄ

ｓｙｓｔｅｍｓ）、ＰＤＧＦ−ＢＢ（ｅＢｉ

ｏｓｃｉｅｎｃｅ）、ｂＦＧＦ（Ｓｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ）リコンビナントタンパク
が５、７．５、１０、２０ｎｇ／ｍＬ、ヒト由来の線維芽細胞の細胞濃度が１ｘ１０４
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ｃｅｌｌｓ／ｍＬ、自己血清が５％になるようにＡＩＭ
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り調製し、９６−ｗｅｌｌ

Ｖ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＣＴＳによ

ｐｌａｔｅの１ウェル当たり１００μＬずつ分取して、３日

間、３７℃、５％ＣＯ２で培養した。培養開始後３日目に

ＣｅｌｌＴｉｔｅｒ

登録商標）

ＡＱｕｅｏｕｓ

Ｃｅｌｌ

ａｔｉｏｎ

Ａｓｓａｙを１ウェルに１０μＬずつ投与し、４時間、３７℃、５％ＣＯ２

で培養した後、２０３０

Ｏｎｅ

ＡｒｖｏＸ４

Ｓｏｌｕｔｉｏｎ

９６（

Ｐｒｏｌｉｆｅｒ

（パーキンエルマー）にて吸光度を測定した。

なお、データは、コントロールで得られた吸光度分を補正している。
【０１２７】
３）結果と考察
マウスと同様に、ヒト由来の線維芽細胞単独の細胞シートにおいても、ＰＤＧＦ−ＢＢ

10

、ＴＧＦベータ１共、該細胞シートに処理することで、用量依存的なＶＥＧＦ産生誘導活
性を有していることが明らかとなった（図１３Ａ）。
また、両因子共、線維芽細胞に対する増殖能は有しておらず（図１３Ｂ）、図１３Ａに
みられるＶＥＧＦ産生誘導活性は、線維芽細胞の増殖によるものではないことが確認され
た。
以上より、ヒト由来の線維芽細胞においても、トランスフォーミング増殖因子又は血小
板由来増殖因子による刺激を受けた線維芽細胞を含む細胞シートは、難治性皮膚潰瘍治療
用移植材料として大変有益な発明であることが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
本発明は、血管新生に重要な働きを果たす血管成長因子の産生量を大幅に増加し、皮膚
創傷部位への移植により、該創傷部位の有意な治癒率上昇を誘導する細胞シートを提供す
ることから、移植に関連する医療分野、特に難治性皮膚潰瘍における利用性が高く、更に
、移植を受ける患者由来の末梢血単核球及び線維芽細胞（いずれも低侵襲的に採取が可能
）にて作製された細胞シートは、免疫拒絶反応を生じないという点で極めて有用であり、
該医療分野の発展に大きく貢献するものである。
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

JP WO2016/068217 A1 2016.5.6

(31)
【図１１】

【図１３】

【図１２】
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