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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、基材から剥がしても縮みにく
く、かつ作製が容易な積層化細胞シートの作製方法を提
供することにある。
【解決手段】（ａ）培地を加えた培養基材上で、播種さ
５

６

２

れた２．０×１０ 〜２．５×１０ 個／ｃｍ の繊維
芽細胞を培養して積層化細胞シートを作製する工程；（
ｂ）酵素処理により該積層化細胞シートを培養基材から
剥離する工程；の工程（ａ）、（ｂ）を備えた積層化細
胞シートを作製する。工程（ｂ）で剥離後の積層化細胞
シートの厚さが１５μｍ以上であることが好ましい。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の工程（ａ）、（ｂ）を備えた積層化細胞シートの作製方法。
５
６
（ａ）培地を加えた培養基材上で、播種された２．０×１０ 〜２．５×１０ 個／ｃｍ
２
の繊維芽細胞を培養して積層化細胞シートを作製する工程；
（ｂ）酵素処理により該積層化細胞シートを培養基材から剥離する工程；
【請求項２】
工程（ｂ）で剥離後の積層化細胞シートの厚さが１５μｍ以上である請求項１記載の積層
化細胞シートの作製方法。
【請求項３】
工程（ａ）において、２０時間以上間隔をあけて複数回に分けて繊維芽細胞を播種し、１
5
２
回当たりの播種する繊維芽細胞数が１．５×１０ 個／ｃｍ 以下であることを特徴とす
る請求項１又は２記載の積層化細胞シートの作製方法。
【請求項４】
工程（ａ）において、０．５〜１２日間培養することを特徴とする請求項１〜３のいずれ
か記載の積層化細胞シートの作製方法。
【請求項５】
培養基材の材料が、プラスチック又はガラスであることを特徴とする請求項１〜４のいず
れか記載の積層化細胞シートの作製方法。
【請求項６】
工程（ａ）において、さらに以下の工程（ａ−１）、（ａ−２）を備えたことを特徴とす
る請求項１〜５のいずれか記載の積層化細胞シートの作製方法。
（ａ−１）工程（ａ）で作製した積層化細胞シートを凍結する工程；
（ａ−２）工程（ａ−１）で凍結した積層化細胞シートを融解する工程；
【請求項７】
５
６
２
工程（ａ）で、播種された２．０×１０ 〜２．５×１０ 個／ｃｍ の繊維芽細胞及び
6
６
２
０．１×１０ 〜１．２×１０ 個／ｃｍ の末梢血単核球を培養することを特徴とする
請求項１〜６のいずれか記載の積層化細胞シートの作製方法。
【請求項８】
酵素処理が、ディスパーゼ処理であることを特徴とする請求項１〜７のいずれか記載の積
層化細胞シートの作製方法。
【請求項９】
請求項１〜８のいずれかに記載の積層化細胞シートの作製方法によって作製された積層化
細胞シート。
【請求項１０】
請求項１〜８のいずれかに記載の積層化細胞シートの作製方法によって作製された難治性
皮膚潰瘍治療用積層化細胞シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は積層化細胞シートの作製方法及び積層化細胞シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
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。
細胞を移植するにあたって、単に細胞を移植しても細胞が組織に着床し難い。そのため、
細胞移植療法においては、移植する細胞をシート状に培養した細胞シートが用いられてい
る。この細胞シートを用いることで、移植する細胞を所定の組織に定着させることが可能
となる。
【０００３】
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細胞シートを作製するには、細胞を培養して細胞シートとした後、その細胞シートを培
養基材から剥がして回収する工程が必要となる。かかる工程において、細胞シートを容易
に基材から剥がすために、回収できる標的物質に対して親和性を有する領域と温度応答性
高分子よりなる領域とが相分離した表面を有する温度応答型分離材料を用いる方法が提案
されている（特許文献１参照）。
【０００４】
また、本発明者らは、難治性皮膚潰瘍を治療する上で有用な細胞シートとして、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線維芽細胞を含む細
胞シートを提案した（特許文献２参照）。
【０００５】
さらに、所定の密度の筋芽細胞を、有効量の成長因子を含まない細胞培養液中で培養す
る細胞シートの製造方法が提案されている（特許文献３参照）。
【０００６】
一方、より細胞シートによる治療効果を高めるために、細胞シートを積層化する研究も
進められている。たとえば、ゲル内部に培地を灌流するための流路を設け、血管内皮細胞
を誘導させ、ゲル内に血管網を構築させた血管床を作製し、その血管床上へ細胞シートを
積層することで細胞シート内に血管網を構築させて得られる３層以下の細胞シートを複数
回に分けて積層化する方法（特許文献４参照）や、ハイドロゲル粒子を用いて細胞シート
を積層化させる方法（特許文献５参照）が提案されている。このほか、単層の細胞シート
を作製して１枚ずつ積み重ねるという方法も行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８−１０３６５３号公報
【特許文献２】国際公開第２０１６／０６８２１７号パンフレット
【特許文献３】特開２０１０−８１８２９号公報
【特許文献４】国際公開第２０１２／０３６２２５号パンフレット
【特許文献５】国際公開第２０１４／１９２９０９号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上記特許文献１記載の方法では、温度応答型分離材料という特殊な材料を用いなければ
ならず、かつ、得られる細胞シートが単層であることから血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧ
Ｆ
の産生量が少なく、さらに、細胞シートを培養基材から剥がす際に細胞シートが縮みやす
いため、条件によっては７５％も縮むことがあるという問題があった。上記特許文献３は
、製造工程由来不純物成分を含まない細胞シートを製造することを課題としたものである
。かかる課題を解決するなかで、あくまで単層の筋芽細胞シートについて着目しており、
線維芽細胞で多層化細胞シートを作製するための条件については何ら検討されていない。
また、上記特許文献４では複雑な装置が必要であり、上記特許文献５では所定の粒径及び
面積を有するハイドロゲル粒子が必要であるという問題があった。さらに、単に単層の細
胞シートを作製して１枚ずつ積み重ねる場合には、非常に手間がかかるほか、単層の細胞
シート間に隙間が生じてしまい、細胞間の接触による相互作用が不十分になるという問題
があった。
【０００９】
そこで、本発明の課題は、培養基材から剥がしても縮みにくく、かつ作製が容易な積層
化細胞シートの作製方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
従来、３層を超える細胞シートを作製しても、内側には細胞の生育又は機能維持に必要
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な栄養が行きわたらない層が生じ、結果として細胞シートとしての機能を十分発揮できな
いことから、播種する細胞は一定の数の細胞に抑えられていた。しかしながら本発明者ら
５
は、２．５×１０ 以上もの繊維芽細胞を播種しても、ＶＥＦＧの産生量が多い細胞シー
トを作製でき、かつ培養基材からの剥離も容易であることを見出し、本発明を完成した。
【００１１】
すなわち、本発明は、以下のとおりである。
（１）以下の工程（ａ）、（ｂ）を備えた積層化細胞シートの作製方法。
５
６
（ａ）培地を加えた培養基材上で、播種された２．０×１０ 〜２．５×１０ 個／ｃｍ
２
の繊維芽細胞を培養して積層化細胞シートを作製する工程；
（ｂ）酵素処理により該積層化細胞シートを培養基材から剥離する工程；
（２）工程（ｂ）で剥離後の積層化細胞シートの厚さが１５μｍ以上である上記（１）記
載の積層化細胞シートの作製方法。
（３）工程（ａ）において、２０時間以上間隔をあけて複数回に分けて繊維芽細胞を播種
5
２
し、１回当たりの播種する繊維芽細胞数が１．５×１０ 個／ｃｍ 以下であることを特
徴とする上記（１）又は（２）記載の積層化細胞シートの作製方法。
（４）工程（ａ）において、０．５〜１２日間培養することを特徴とする上記（１）〜（
３）のいずれか記載の積層化細胞シートの作製方法。
（５）培養基材の材料が、プラスチック又はガラスであることを特徴とする上記（１）〜
（４）のいずれか記載の積層化細胞シートの作製方法。
（６）工程（ａ）において、さらに以下の工程（ａ−１）、（ａ−２）を備えたことを特
徴とする上記（１）〜（５）のいずれか記載の積層化細胞シートの作製方法。
（ａ−１）工程（ａ）で作製した積層化細胞シートを凍結する工程；
（ａ−２）工程（ａ−１）で凍結した積層化細胞シートを融解する工程；
５
６
２
（７）工程（ａ）で、播種された２．０×１０ 〜２．５×１０ 個／ｃｍ の繊維芽細
6
６
２
胞及び０．１×１０ 〜１．２×１０ 個／ｃｍ の末梢血単核球を培養することを特徴
とする上記（１）〜（６）のいずれか記載の積層化細胞シートの作製方法。
（８）酵素処理が、ディスパーゼ処理であることを特徴とする上記（１）〜（７）のいず
れか記載の積層化細胞シートの作製方法。
（９）上記（１）〜（８）のいずれかに記載の積層化細胞シートの作製方法によって作製
された積層化細胞シート。
（１０）上記（１）〜（８）のいずれかに記載の積層化細胞シートの作製方法によって作
製された難治性皮膚潰瘍治療用積層化細胞シート。
【発明の効果】
【００１２】
本研究により、血管新生に重要な働きを果たすＶＥＧＦの産生量が多く、培養基材から
剥離しやすい細胞シートを作製することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例１における線維芽細胞単独による積層化線維芽細胞シートの作製工程を示
す図である。
【図２】実施例１において、作製した積層化線維芽細胞シートの病理組織を作製し、断面
を顕微鏡で観察した写真である。
【図３Ａ】実施例２において、積層化線維芽細胞シートの作製プロトコルの概要を示す図
である。（ａ）は凍結保存なし、（ｂ）は凍結保存ありである。
【図３Ｂ】実施例２において、凍結保存あり、なしそれぞれの培養シートを培養した細胞
培養基材の培地を遠心した後、上清中のＶＥＧＦ濃度を測定した結果である。
【図４】実施例３において、培地組成とフィブロネクチンｍＲＮＡの発現量との関係を調
べた図である。
【図５】実施例４において、作製した積層化線維芽細胞シートの外周部分を顕微鏡で観察
した写真である。
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【図６】実施例５において、積層化線維芽細胞シート作製後の細胞シートの形態を示す写
真である。（ａ）はディスパーゼ処理後、（ｂ）はピンセットで細胞シートの周辺をなぞ
って細胞シートの周辺が培養基材から剥離した状態、（ｃ）は細胞シート全体が培養基材
から剥離した状態、（ｄ）は細胞シート全体を培養基材から剥離して２４時間後である。
【図７Ａ】実施例６における線維芽細胞及び末梢血単核球による積層化混合細胞シートの
作製工程において、末梢血単核球の細胞数の検討を行うための条件を示す図である。
【図７Ｂ】実施例６において、作製した線維芽細胞及び末梢血単核球による積層化混合細
胞シートにおけるＶＥＧＦの分泌量を調べた結果である。
【図８】実施例６において、作製した線維芽細胞及び末梢血単核球による積層化混合細胞
シートを免疫染色して顕微鏡で観察した写真である。（ａ）は細胞シートに含有されてい
るＣＤ３陽性細胞、（ｂ）はＣＤ６８陽性細胞、（ｃ）細胞シートのＨＥ染色の写真を示
す。
【図９】実施例７において、線維芽細胞の細胞数とＶＥＧＦ発現量との関係を調べた結果
を示す図である。
５
２
【図１０】実施例７において、７．５×１０ 個／ｃｍ 播種して作製した細胞シートを
ディスパーゼ処理し、細胞培養基材から積層化細胞シートを剥がして回収した写真である
。
【図１１】実施例８において、線維芽細胞の細胞数と培養基材からの剥離との関係を調べ
た結果を示す図である。
【図１２】実施例９において、線維芽細胞の細胞数と積層化細胞シートの厚さとの関係を
調べた結果を示す図である。（ａ）は細胞シートのＨＥ染色、（ｂ）はＶＥＧＦの発現量
、（ｃ）は細胞シートの厚さを示す。
２
【図１３】実施例１０において、６ウェル（９．４ｃｍ ）培養基材を用いた場合の積層
化細胞シートの作製条件を示す図である。
【図１４】実施例１０において、検討条件３で作製した細胞シートのＶＥＧＦ、ＨＧＦ、
Ａｎｇｉｏｐｏｉｅｔｉｎ−１、ＳＤＦ１αの分泌を調べた結果である。
【図１５】実施例１１において、本発明の方法で作製した積層化線維芽細胞シートと市販
の培養基材で作製した線維芽細胞シートの剥離後における細胞シートの縮小率を調べた結
果である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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を
意味し、「積層化細胞シート」とは、平均２以上の細胞、好ましくは平均３以上の細胞、
より好ましくは平均４以上の細胞からなる縦層が観察されるものを意味する。なお、上記
「細胞同士がシート状に結合」とは、細胞同士が直接又は細胞由来の細胞外マトリックス
を介してシート状に結合していることを意味する。すなわち、本発明における積層化細胞
シートは、その作製にあたってハイドロゲル粒子等の人工的な細胞培養支持体を必要とし
ない。
【００１５】
本発明の積層化細胞シートの作製方法に用いられる「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
が加わると損傷部に遊走し、コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸等を分泌することで
、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
のほか、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。線維芽
細胞の単離法については、例えば、上記特許文献２に記載の方法を挙げることができるが
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。
【００１６】
本発明の積層化細胞シートの作製方法に用いられる「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
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名である。円形に近い核を有する細胞を多く有する為、上記総称にて呼ばれる。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２
０−３０％は単球やマクロファージ、樹状細胞等により構成される。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て適宜変動することもある。末梢血単核
球の単離方法については、例えば、上記特許文献２に記載の方法を挙げることができるが
、これに限定されるものではない。
【００１７】
本発明の積層化細胞シートの作製方法に用いられる線維芽細胞及び末梢血単核球は、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。
【００１８】
また、本発明の積層化細胞シートの作製方法に用いられ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、治療
対象の疾患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。
【００１９】
本発明の積層化細胞シートの作製方法の工程（ａ）における培養基材上への線維芽細胞
５
６
２
の播種密度については、２．０×１０ 〜２．５×１０ 個／ｃｍ であればよく、好ま
５
6
２
５
しくは、２．５×１０ 〜１．０×１０ 個／ｃｍ 、より好ましくは、４．０×１０
５
２
５
〜６．０×１０ 個／ｃｍ である。２．０×１０ 未満であればＶＥＧＦの分泌量が低
５
２
く、かつ細胞シートの厚さが薄くなる。一方、６．０×１０ 個／ｃｍ を超えてもＶＥ
ＧＦの産生量が顕著に増加はしない。また、培養基材上への線維芽細胞の播種については
、上記播種密度の細胞を一度に播種しても、複数回に分けて播種してもよい。複数回に分
5
けて播種する場合における、１回当たりの播種する繊維芽細胞数は１．５×１０ 個／ｃ
２
ｍ 以下とすることが好ましい。また、複数回に分けて播種する場合における、播種する
間隔は２０時間以上間隔をあけることが好ましく、２４時間〜４８時間間隔をあけて播種
してもよい。
【００２０】
本発明の積層化細胞シートの作製方法においては、線維芽細胞と共に末梢血単核球を播
種してもよい。かかる線維芽細胞と共に末梢血単核球を播種して作製した積層化細胞シー
ト（以下、「積層化混合細胞シート」ともいう）の作製方法については、特に限定はしな
いが、例えば、線維芽細胞及び末梢血単核球それぞれを線維芽細胞画分及び末梢血単核球
画分として、ある程度の純度で調製し、これを共培養する方法を挙げることができる。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、少なくとも線維芽細胞と末梢血単核球とを一緒に培養することを指す。共培養におい
て、線維芽細胞及び末梢血単核球をどの様に播種するかについては、特に限定されず、同
時に播種しても、一定の間隔をあけて播種してもよいが、同時に播種することが好ましい
。かかる方法によって作製された積層化混合細胞シートは、線維芽細胞と共に末梢血単核
球を主要な構成細胞として、同一の細胞シートに含有することとなる。
【００２１】
本発明に係る末梢血単核球の、培養基材上への播種密度については、好ましくは、０．
6
６
２
6
１×１０ 〜１．２５×１０ 個／ｃｍ 、より好ましくは、０．２５×１０ 〜１．０×
６
１０ 個である
【００２２】
本発明の積層化細胞シートの作製方法における工程（ｂ）で剥離後の積層化細胞シート
の厚さとしては、好ましくは１５μｍ以上、より好ましくは３０〜１００μｍ、さらに好
ましくは４０〜８０μｍ、特に好ましくは５０〜７０μｍである。
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【００２３】
本発明の積層化細胞シートの作製方法における工程（ａ）の培養の時間としては、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定されるものではなく、例え
ば、０．５〜１２日であってもよく、好ましくは、１日〜７日、より好ましくは、２日〜
５日、さらに好ましくは３日〜５日である。
【００２４】
本発明の積層化細胞シートの作製方法における工程（ａ）の培養の温度としては、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又は
末梢血単核球に適した、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、３０〜４０℃、好ましくは３６〜３８℃である。
【００２５】
本発明の積層化細胞シートの作製方法における工程（ａ）の培養のＣＯ２濃度としては
、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
胞又は末梢血単核球に適した、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、０〜１０％、好ましくは４〜６％である。
【００２６】
本発明の積層化細胞シートの作製方法における工程（ａ）の培養の酸素（Ｏ２）濃度の
条件としては、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
れる線維芽細胞又は末梢血単核球に適した、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、大気中酸素濃度（およそ２０％）である。なお、大気中酸
素濃度（およそ２０％）で培養後、低酸素濃度（２％）で培養してもよく、かかる低酸素
濃度による培養によりＶＥＧＦの分泌量を増加せることが可能となる。
【００２７】
工程（ａ）における「培養基材」とは細胞がその表面上で積層化細胞シートを作製でき
、かつ酵素処理によって積層化細胞シートが剥がれるものであればいかなるものであって
もよい。具体的には、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
養基材、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
用可能である。培養基材の材料としては、培養中に意図せずに作製した積層化細胞シート
が培養基材から剥離しないもの、すなわち酵素処理を行うまでは積層化細胞シートが培養
基材から剥離しないものであればよく、例えば、ポリスチレン、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等のプラスチックやガラスを挙げることができる。
【００２８】
また、工程（ａ）における「培養基材」には、積層化細胞シートの剥離を酵素処理によ
って任意のタイミングで行うために、細胞が接着する面には該温度応答性材料が被覆され
ていないものであることが好ましい。
【００２９】
さらに、工程（ａ）における「培養基材」の培養表面上には、細胞接着性成分／又は細
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。
【００３０】
本発明の積層化細胞シートの作製方法における工程（ａ）において使用される培地は、
培養する線維芽細胞や末梢血単核球の由来や培養条件に適した培地を適宜選択して使用す
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ることができる。例えば、一般的に使用可能な培地として、ＨＦＤＭ、ＭＥＭ、ＤＭＥＭ
、Ｆ１２、ＩＭＥＭ、ＩＭＤＭ、ＲＰＭＩ−１６４０、Ｎｅｕｒｏｂａｓａｌ等を挙げる
ことができ、ＨＦＤＭを好ましく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、２種類以上を組み合
わせて用いてもよい。また、ヒト由来の線維芽細胞や末梢血単核球を培養する場合におい
ては、限定はしないが、ＡＩＭ Ｖ（登録商標）培地ＣＴＳを用いてもよい。
【００３１】
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−
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、ヒ
ト血清、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。ヒト由来の線維芽細胞を培養する場合においては、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（自己血清：self serum）を調製し、これを含有させ
てもよい。
【００３２】
例として、線維芽細胞からなる細胞シートに用いる培地としては、線維芽細胞用培地で
あるＨＦＤＭ−１（＋）にｓｅｌｆ ｓｅｒｕｍを加えた自己血清含有ＨＦＤＭ培地や、
ＨＦＤＭ−１（＋）とＡＩＭ Ｖ Ｍｅｄｉｕｍ ＣＴＳにｓｅｌｆ ｓｅｒｕｍを加え
た自己血清含有ＡＩＭ／ＨＦＤＭ培地を挙げることができる。なお、ＡＩＭ Ｖ Ｍｅｄ
ｉｕｍ ＣＴＳには、ゲンタマイシン１０μｇ／ｍｌ、ストレプトマイシン５０μｇ／ｍ
ｌ及びＬ−グルタミンを含んでいる。
【００３３】
また、培地に血清を含有する場合には、その含有量を０．５〜６％、好ましくは１〜５
％とすることができる。
【００３４】
本発明の積層化細胞シートの作製方法における工程（ｂ）の酵素処理に用いる酵素とし
ては、ディスパーゼ、トリプシン、コラゲナーゼを挙げることができ、ディスパーゼを好
適に挙げることができる。ディスパーゼ処理を行う場合には、ディスパーゼをＰＢＳ等で
希釈して１〜１０ＰＵ／ｍＬとなるように加えることが好ましい。
【００３５】
工程（ｂ）における積層化細胞シートの培養基材からの剥離は、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る。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、細胞シート上
面に、ＰＶＤＦ膜、ニトロセルロース膜、ＣｅｌｌＳｈｉｆｔｅｒのような、細胞に親和
性を有する細胞シート回収用支持体を被せて、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。
【００３６】
工程（ａ）において、さらに、工程（ａ−１）として工程（ａ）で作製した積層化細胞
シートを凍結する工程、及び工程（ａ−２）として工程（ａ−１）で凍結した積層化細胞
シートを融解する工程、を備えてもよい。本発明の方法で作製された積層化細胞シートは
、凍結及び融解を行ってもＶＥＧＦの分泌量が凍結前とほとんど同等である。したがって
、本発明の方法で作製された積層化細胞シートを凍結保存しておき、必要になった際に融
解してすぐに用いることが可能となる。凍結方法は特に制限されないが、たとえばセルバ
ンカー等の凍結保存液を用いる方法を挙げることができる。また、融解方法としては特に
制限されないが、たとえば大気中酸素（Ｎｏｒｏｍｏ：約２０％）、３７℃、５％ＣＯ２
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で培養する方法を挙げることができる。
【００３７】
本発明の積層化細胞シートの作製方法によって作製された積層化細胞シートは、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。
【００３８】
更に、本発明の積層化細胞シートの作製方法によって作製された積層化細胞シートを移
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、糖尿病、静脈不全、膠原病、血管炎などに代表され
る、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、すなわち難
治性皮膚潰瘍が挙げられる。したがって、本発明の積層化細胞シートの作製方法によって
作製された積層化細胞シートは、難治性皮膚潰瘍治療用積層化細胞シートとすることがで
きる。
【００３９】
なお、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。
【実施例】
【００４０】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの
例示に限定されるものではない。
＜ヒト由来の線維芽細胞の分離＞
【００４１】
ヒト由来の細胞系を培養するにあたり、培地は無血清培地（ＡＩＭ Ｖ（登録商標）
Ｍｅｄｉｕｍ ＣＴＳ：Ｌｉｆｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）を用い、血清は本件
発明者の自己血清（ｓｅｌｆ ｓｅｒｕｍ）を調製した。具体的には、自家血清調製専用
血液成分分離バッグ（セルエイド：ジェイ・エム・エス社製）を使用して、採血した本件
発明者自らの血液から血清を作製した。
【００４２】
ヒト由来の線維芽細胞は以下の方法で調製した。ＡＩＭ Ｖ Ｍｅｄｉｕｍ ＣＴＳ
１０ｍＬとＰｅｎｉｃｉｌｌｉｎ−Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ， Ｌｉｑｕｉｄ２００μ
Ｌを５０ｍＬチューブに入れ、上記で血清を調製した発明者が自己から採取した口腔内組
織を該５０ｍＬチューブに入れた。６ｃｍ−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−ｗｅｌｌ ｐｌａｔｅに該細断組織片を押し付けて接
着させ、１０分間、３７℃、５％ＣＯ２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 Ｖ Ｍｅｄｉｕｍ ＣＴＳを散布し、３７℃、５％ＣＯ２で４時間
培養を続けた。その後、 ６−ｗｅｌｌ ｐｌａｔｅ（３８１０−００６：ＡＳＡＨＩ
ＧＬＡＳＳ社製）の１ｗｅｌｌにＡＩＭ Ｖ Ｍｅｄｉｕｍ ＣＴＳ５ｍＬ、自己血清２
５０μＬ、Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ−Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｉｎ，Ｌｉｑｕｉｄ ２００μ
Ｌを入れて、３−４週間、３７℃、５％ＣＯ２で培養した。Ｔｒｙｐｓｉｎ−ＥＤＴＡ（
Ｇｉｂｃｏ社製）で細胞を剥離させ、４０μｍ Ｃｅｌｌ Ｓｔｒａｉｎｅｒ（ＢＤ フ
ァルコム社製）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 ｄｉｓｈに移し、５％血清含有ＡＩＭ培地（ＡＩＭ Ｖ
Ｍｅｄｉｕｍ ＣＴＳ（Thermo Fisher Scientific社製）＋５％自己血清）を１０ｍＬ添
加して、３７℃、５％ＣＯ２で培養した。
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【００４３】
上記の方法で口腔内組織から単離及び培養した上記細胞が線維芽細胞であることは、線
維芽細胞のマーカーであるＶｉｍｅｎｔｉｎを用いた免疫染色により確認した。
【００４４】
＜ヒト由来の末梢血単核球の分離＞
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、１５００ｇ、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、１００
０ｇ、３分、ノーブレーキにて再度遠心を行った。その後、ＡＩＭ Ｖ Ｍｅｄｉｕｍ
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
６
、上記５％血清含有ＡＩＭ培地を用いて該末梢血単核球を２×１０ ｃｅｌｌｓ／ｍＬに
調製した。
【００４５】
［実施例１：線維芽細胞単独による細胞シートの作製］
２
２４ウェル プラスチック（ポリスチレン）製の細胞培養基材（２ｃｍ ／ウェル、３
８２０−０２４：ＡＳＡＨＩ ＧＬＡＳＳ社製）を３つ（１−Ａ、Ｂ、Ｃ）準備し、各細
胞培養基材のウェルに、５％自己血清含有ＨＦＤＭ培地（ＨＦＤＭ−１（＋）（２１０２
Ｐ：細胞科学研究所社製）＋５％ 自己血清）２ｍｌを用いて、上記方法にて分離してき
たヒト由来の線維芽細胞を８日間、大気中酸素（Ｎｏｒｏｍｏ、約２０％）、３７℃、５
５
２
％ＣＯ２で培養した。細胞培養基材１−Ａでは１日目に１．２５×１０ 個／ｃｍ とな
５
るように播種（１．２５×１０ 個／ｍＬに調整した線維芽細胞懸濁液２ｍＬを添加）し
、細胞培養基材１−Ｂでは１日目及び２日目（１日目の播種から２４時間後）にそれぞれ
５
２
線維芽細胞を１．２５×１０ 個／ｃｍ 播種し、細胞培養基材１−Ｃでは１日目、２日
５
２
目、及び３日目にそれぞれ線維芽細胞を１．２５×１０ 個／ｃｍ 播種した。培地は１
日おきに除去して新鮮な培地を２ｍｌ加えた。上記工程をまとめた表を図１に示す。なお
、本発明において、２日目、３日目とは、それぞれ細胞を播種した日を１日目とし、かか
る１日目の播種した時間から２４時間後、４８時間後を意味し、４日目以降も同様である
。また、上記ＨＦＤＭ−１（＋）は、ヒト線維芽細胞用完全合成培地であり、増殖促進因
子であるＥＧＦ、組換えヒトインシュリンを含有し、動物由来成分を含有しない培地であ
る。
【００４６】
８日目に１０ＰＵ／ｍＬのディスパーゼ（合同酒精社製）を加えて３７℃で１時間処理
後にディスパーゼを除去し、ＰＢＳで洗浄後に、ピンセットを用いて細胞培養基材から線
維芽細胞シートを剥がして回収した。回収した線維芽細胞シートのうち、細胞培養基材１
−Ｃで作製した線維芽細胞シートを皮膚のモデルとして厚さが均等な市販の食用ハムに載
せた。次に、１０％中性緩衝ホルマリンで固定してパラフィン包埋による病理組織を作製
し、断面を顕微鏡で観察した写真を図２に示す。図中、積層化線維芽細胞シートにおける
一部の線維芽細胞の核を矢印で示す。
【００４７】
図２に示すように、厚さ約５０μｍの積層化線維芽細胞シートを得ることができた。な
お、ディスパーゼ処理までは積層化線維芽細胞シートは培養基材から剥離していなかった
。
【００４８】
［実施例２：凍結融解した積層化線維芽細胞シートにおけるＶＥＧＦの分泌］
２
２４ウェル 細胞培養基材（２ｃｍ ／ウェル、３８２０−０２４：ＡＳＡＨＩ ＧＬ
ＡＳＳ社製）を準備し、細胞培養基材のウェルに、上記５％血清含有ＡＩＭ培地を用いて
、上記方法にて分離したヒト由来の線維芽細胞を実施例１の細胞培養基材１−Ｃと同様に
５
２
１日目、２日目、３日目に１．２５×１０ 個／ｃｍ となるように播種して積層化線維
芽細胞シートを作製した。４日目、５日目に凍結保存液（ＣＥＬＬＢＡＮＫＥＲ２（登録
商標）：日本全薬工業社製）で−８０℃に保存して細胞シートを凍結し、６日目に大気中
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酸素（Ｎｏｒｏｍｏ：約２０％）、３７℃、５％ＣＯ２での培養を再開して融解し、同条
件で８日目まで培養して凍結融解した積層化線維芽細胞シートを作製した。培地は１日お
きに除去して新鮮な培地を２ｍｌ加えた。凍結融解なしのコントロールとして、４日目の
凍結保存をせずに４日目、５日目に培地交換のみを行って凍結保存なしの積層化線維芽細
胞シートを作製した。それぞれの細胞シートの作製プロトコルの概要を図３Ａ（ａ），（
ｂ）に示す。
【００４９】
それぞれの培養シートを培養した細胞培養基材の培地を１．５ｍＬチューブに移し、３
０００ｒｐｍにて５分間遠心した後、上清を新規の１．５ｍＬチューブに分取し、該上清
中のＶＥＧＦ濃度をＨｕｍａｎ ＶＥＧＦ Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ ＥＬＩＳＡ Ｋｉｔ
（Ｒ＆Ｄ ｓｙｓｔｅｍｓ社製 ＃ＤＶＥ００）を用いて測定した。吸光度の測定と濃度
計算には、ｉＭａｒｋ Ｍｉｃｒｏｐｌａｔｅ Ｒｅａｄｅｒ （ＢＩＯ−ＲＡＤ社製）
とＭＰＭ６．ｅｘｅ（ＢＩＯ−ＲＡＤ社製）を用いた。結果を図３Ｂに示す。図３Ｂ中、
（ａ）が凍結融解なし、（ｂ）が凍結融解ありの場合である。
【００５０】
図３Ｂに示すように、凍結融解ありの場合となしの場合で、ＶＥＧＦの分泌量に有意な
差はみられなかった。一般的に、細胞シートは作製までに時間がかかるため、治療のため
に細胞シートが必要な状況において、すぐに提供できないという問題がある。上記のよう
に本発明の積層化線維芽細胞シートは凍結融解してもＶＥＧＦの分泌量がほとんど維持さ
れている。したがって、作製後に凍結保存が可能な線維芽細胞シートであり、より迅速に
必要となる患者へ細胞シートを提供することが可能となる。
【００５１】
［実施例３：培地組成の検討］
培地として、ＨＦＤＭ−１（＋）とＡＩＭ−Ｖを１００：０、９０：１０、８０：２０
、５０：５０の割合とし、ｓｅｌｆ ｓｅｌｕｍを５％となるように加えた培地を調整し
５
２
、細胞培養基材中でヒト由来の繊維芽細胞を２．５×１０ 個／ｃｍ 播種して培養し、
フィブロネクチンｍＲＮＡの発現量をｑＰＣＲで測定した。フィブロネクチンｍＲＮＡの
発現量は、ΔΔＣｔ値計算によるＨＦＤＭ−１（＋）とＡＩＭ−Ｖを１００：０のフィブ
ロネクチンｍＲＮＡの発現量を１にした場合の比較である。なお、ＨＦＤＭ−１（＋）の
割合の下限を５０％としたのは、ＨＦＤＭ−１（＋）が１００％と５０％における細胞増
殖に有意な差がないからである。結果を図４に示す。
【００５２】
図４に示すように、ＨＦＤＭ−１（＋）のみと比較してＡＩＭ−Ｖを加えた場合にはフ
ィブロネクチンのｍＲＮＡ発現量が増加し、特にＨＦＤＭ−１（＋）とＡＩＭ−Ｖが等量
の場合にフィブロネクチンのｍＲＮＡ発現量が多いことが明らかとなった。したがって、
以下の実施例においてＨＦＤＭ−１（＋）とＡＩＭ−Ｖの両方を含む培地においては、そ
れぞれの含有量を５０：５０とした。
【００５３】
［実施例４：凍結融解した積層化線維芽細胞シートにおけるＶＥＧＦの分泌］
温度応答性材料が被覆された培養基材で作製した従来の細胞シートは、凍結による保存
によって培養基材から自然に剥離してしまうという問題があった。そこで、本発明の方法
で作製した細胞シートを長期保存してもシートとして、凍結保存して解凍後に細胞シート
が培養基材から剥がれることがないかどうかを調べた。２４ウェル 細胞培養基材（２ｃ
２
ｍ ／ウェル、３８２０−０２４：ＡＳＡＨＩ ＧＬＡＳＳ社製）を準備し、細胞培養基
材のウェルに、１％血清含有ＡＩＭ／ＨＦＤＭ−１培地（ＡＩＭ Ｖ Ｍｅｄｉｕｍ Ｃ
ＴＳ（Thermo Fisher Scientific社製）＋ＨＦＤＭ−１（＋）＋１％自己血清）を加えて
５
２
５
２
５
、ヒト繊維芽細胞を１．０×１０ 個／ｃｍ 、５×１０ 個／ｃｍ 、５．５×１０
２
個／ｃｍ 播種して大気中酸素（Ｎｏｒｏｍｏ）、３７℃、５％ＣＯ２で２日間培養した
。３日目（播種から４８時間）にウェルから培地を吸引除去し、凍結保存液（ＣＥＬＬＢ
ＡＮＫＥＲ２（登録商標）：日本全薬工業社製）を１ｍｌ加えて−８０℃で凍結保存した
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。凍結保存して８０日経てから、プレートを−８０℃から取り出して、サーモプレート（
東海ヒット社製）を使用して３７℃で３０〜４０分間静置して融解した。ウェルから凍結
保存液を吸引除去し、ＰＢＳを１ｍＬ入れてウェルを洗う操作を合計３回行った後に、上
記培地を入れて、作製した細胞シートの外周部分（細胞培養基材の縁の部分）を顕微鏡で
観察した。結果を図５に示す。
【００５４】
図５に示すように、いずれの細胞数を播種した場合においても、作製した細胞シートは
剥離することなく、細胞がウェルの壁面に張りついていることが観察された。
【００５５】
２
なお、ＵｐＣｅｌｌ（登録商標）（２４ウェル、１．９ｃｍ ／ウェル：セルシード社
５
２
製）に線維芽細胞を０．６２５×１０ ｃｍ ／ウェル播種して３７℃で２日間培養し、
上記と同様の方法で凍結して１日後に、融解してウェルを観察すると、細胞がシートとし
て剥離し、かつシート状の形状を維持できずに丸く縮小していた。
【００５６】
［実施例５：繊維芽細胞シートの室温保存］
上記積層化繊維芽細胞シートを室温で２４時間保存した場合の細胞シートの形態を調べ
２
た。２４ウェル 細胞培養基材（２ｃｍ ／ウェル、３８２０−０２４：ＡＳＡＨＩ Ｇ
ＬＡＳＳ社製）を準備し、細胞培養基材のウェルに、上記１％血清含有ＡＩＭ／ＨＦＤＭ
−１培地を用いて、上記方法にて分離したヒト由来の線維芽細胞を細胞培養基材に２．５
５
２
×１０ 個／ｃｍ となるように播種して大気中酸素（Ｎｏｒｏｍｏ）、３７℃、５％Ｃ
Ｏ２で２日間培養した。２日後（播種から４８時間後）に低酸素（２％Ｏ２：Ｈｙｐｏ）
、３３℃、５％ＣＯ２条件下で２４時間培養して細胞シートを作製した。次に、作製した
繊維芽細胞シートをディスパーゼ処理し、ウェルをＰＢＳで３回洗浄した。１ウェルにＰ
ＢＳ１ｍＬを入れた後のウェル内の細胞シートの状態（ディスパーゼ処理後）、ピンセッ
トで細胞シートを剥離途中、全てのウェルの細胞シートを剥離した直後の写真をそれぞれ
図６（ａ）〜（ｃ）示す。図６（ｃ）のウェル底面に対する細胞シートサイズの縮小率は
３３．６±３．４％であった。さらに、剥離した細胞シートをそのままＰＢＳ中で２４時
間室温にて静置後の写真を図６（ｄ）に示す。
【００５７】
図６（ｄ）に示すように、本発明の細胞シートは、培養基材から剥離後もシート形状を
維持可能であり、図６（ｄ）のウェル底面に対する細胞シートサイズの縮小率は２４．７
±２．３％でことが確認された。なお、図６（ｄ）は２４時間静置後であるが、１週間静
置後も２４時間静置後とほぼ同じシート形状を維持しており、縮小の程度もほぼ同程度で
あった。
【００５８】
［実施例６：線維芽細胞及び末梢血単核球による細胞シートの作製］
5
２
１回に播種する線維芽細胞数を１．２５×１０ 個／ｃｍ とし、線維芽細胞（１．２
5
２
5
２
５×１０ 個／ｃｍ )、末梢血単核球、線維芽細胞(１．２５×１０ 個／ｃｍ )の順で
細胞播種を行い、末梢血単核球の細胞数を下記の条件で検討することで、積層化細胞シー
２
トが作製出来るかを試みた。２４ウェル 細胞培養基材（２ｃｍ ／ウェル、３８２０−
０２４：ＡＳＡＨＩ ＧＬＡＳＳ社製）を６つ（６−Ａ〜Ｇ）準備し、各細胞培養基材の
ウェルに、５％血清含有ＡＩＭ／ＨＦＤＭ−１培地（ＡＩＭ Ｖ Ｍｅｄｉｕｍ ＣＴＳ
（Thermo Fisher Scientific社製）＋ＨＦＤＭ−１（＋）＋５％自己血清）を用いて、上
記方法にて分離してきたヒト由来の線維芽細胞を６日間（６−Ａ〜Ｄ）又は５日間（６−
Ｅ、Ｆ）、大気中酸素（Ｎｏｒｏｍｏ）、３７℃、５％ＣＯ２で培養した。線維芽細胞、
及び末梢血単核球の播種は図７Ａに示すとおりである。培地交換は１日おきに行った。図
７Ａにおける繊維芽細胞播種はＦで示してあり、１回に播種する繊維芽細胞数は１．２５
5
２
×１０ 個／ｃｍ である。また、図７Ａにおける末梢血単核球播種はＰで示してあり、
6
１回に播種する末梢血単核球数は、６−Ａ〜Ｇにおいてそれぞれ０個〜２．５×１０ 個
である。また、図７Ａにおいて培地交換のみを行ったものをＭで示し、細胞が自然に剥離
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したものをＸで示し、食用ハムに移植したものをＴで示している。
【００５９】
6
２
6
図７Ａに示すように、末梢血単核球が１．５×１０ 個／ｃｍ 、２．０×１０ 個／ｃ
２
5
２
ｍ 、及び２．５×１０ 個／ｃｍ の場合には５日目に培養の過程で細胞が培養基材か
5
ら剥離した。したがって、２４−ウェル培養基材を用い、線維芽細胞２．５×１０ 個／
２
ｃｍ 播種２回の間に末梢血単核球を播種する場合、細胞が培養基材から剥離せずに積層
5
２
化細胞シートを作製するためには末梢血単核球が１．０×１０ 個／ｃｍ を超えないよ
うにすることが必要であることが明らかとなった。すなわち、繊維芽細胞数に対する末梢
血単核球数の比が０．４未満であることが好ましいことが明らかとなった。
【００６０】
なお、培養基材から剥離しなかった４種（６−Ａ〜Ｄで作製した細胞シート：図７Ａ中
の点線枠）について、５日目に培地交換後に低酸素条件（３３℃、２％Ｏ２、５％ＣＯ２
）で２４時間培養し、培養上清中のＶＥＧＦ量を実施例２に記載と同様の方法で調べた結
果を図７Ｂに示す。
【００６１】
図７Ｂに示すように、いずれも血管新生に重要な働きを果たすＶＥＧＦの分泌が確認さ
れ、末梢血単核球の播種量が多いほどＶＥＧＦの分泌量が多いことが確認された。
【００６２】
5
さらに、上記培養基材２−Ｃで作製した細胞シート（線維芽細胞１．２５×１０ 個／
２
６
２
5
ｃｍ )、末梢血単核球１．０×１０ 個／ｃｍ 、線維芽細胞１．２５×１０ 個／ｃｍ
２
の順で細胞播種）に末梢血単核球が組み込まれているかどうかを、免疫染色を用いて調
べた。
【００６３】
６日目に、上記実施例５と同様の方法でディスパーゼ処理し、ＣｅｌｌＳｈｉｆｔｅｒ
を用いて細胞培養基材から混合細胞シートを剥がして回収し、食用ハム上に載せた。次に
、抗ＣＤ３抗体（Ａｂｃａｍ社製）によりＴリンパ球を、抗ＣＤ６８抗体（Ａｂｃａｍ社
製）によりマクロファージを染色し、顕微鏡で観察した。結果を図８に示す。図８中、（
ａ）は細胞シートに含有されているＣＤ３陽性細胞、（ｂ）はＣＤ６８陽性細胞、（ｃ）
細胞シートのＨＥ染色の写真である。
【００６４】
図８（ａ）、（ｂ）に示すように、末梢血単核球に分類されるＴリンパ球やマクロファ
ージが積層細胞シート内に存在しているのが確認され、細胞シートが線維芽細胞と末梢血
単核球からなり、末梢血単核球が線維芽細胞に組み込まれていることが明らかとなった。
【００６５】
［実施例７：線維芽細胞の細胞数の上限の検討］
２
２４ウェル 細胞培養基材（２ｃｍ ／ウェル、３８２０−０２４：ＡＳＡＨＩ ＧＬ
ＡＳＳ社製）を７つ（７−Ａ〜Ｇ）準備し、各細胞培養基材のウェルに、上記５％血清含
５
２
５
有ＡＩＭ／ＨＦＤＭ−１培地を用いて、４．５×１０ 個／ｃｍ 、５．０×１０ 個／
２
５
２
５
２
５
ｃｍ 、５．５×１０ 個／ｃｍ 、６．０×１０ 個／ｃｍ 、７．５×１０ 個／ｃ
２
５
２
５
２
ｍ 、１０．０×１０ 個／ｃｍ 、１２．５×１０ 個／ｃｍ 播種し、大気中酸素（
Ｎｏｒｏｍｏ）、３７℃、５％ＣＯ２条件下で培養した。２日後（播種から４８時間後）
に低酸素（２％Ｏ２：Ｈｙｐｏ）、３３℃、５％ＣＯ２条件下で２４時間培養して細胞シ
ートを作製した。次に、培養上清中のＶＥＧＦ量を上記実施例２に記載と同様の方法で調
５
２
べた結果を図９に示す。さらに、７．５×１０ 個／ｃｍ 播種して作製した細胞シート
を実施例１に記載と同様の方法でディスパーゼ処理し、ＣｅｌｌＳｈｉｆｔｅｒを用いて
細胞培養基材から混合細胞シートを剥がして回収し、マイクロピペットを用いてウェルに
ＰＢＳが入っている１２ウェル培養基材に移した写真を図１０に示す。
【００６６】
図９に示すように、線維芽細胞数が増加するにつれてＶＥＧＦ量が増加するが、６．０
５
２
×１０ 個／ｃｍ 以上ではＶＥＧＦ量にほとんど差はみられなかった。また、図１０に
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示すように、作製された細胞シートはきれいに培養基材から剥がれ、かつ、丈夫な細胞シ
−トの形を保持していた。
【００６７】
［実施例８：線維芽細胞の細胞数の下限の検討］
２
２４ウェル 細胞培養基材（２ｃｍ ／ウェル、３８２０−０２４：ＡＳＡＨＩ ＧＬ
ＡＳＳ社製）を６つ（８−Ａ〜Ｇ）準備し、各細胞培養基材のウェルに、上記５％血清含
５
２
５
有ＡＩＭ／ＨＦＤＭ−１培地を用いて、１．０×１０ 個／ｃｍ 、０．７５×１０ 個
２
５
２
５
２
／ｃｍ 、０．６２５×１０ 個／ｃｍ 、０．５×１０ 個／ｃｍ 、０．３７５×１
５
２
５
２
０ 個／ｃｍ 、０．２５×１０ 個／ｃｍ 播種し、大気中酸素（Ｎｏｒｏｍｏ）、３
７℃、５％ＣＯ２条件下で培養した。２日後（播種から４８時間後）に低酸素（２％Ｏ２
：Ｈｙｐｏ）、３３℃、５％ＣＯ２条件下で２４時間培養して細胞シートを作製した。作
製した細胞シートを、実施例１に記載と同様の方法でディスパーゼ処理し、ピンセットを
用いて剥がした状態の写真を図１１に示す。
【００６８】
５
２
図１１に示すように、０．２５×１０ 個／ｃｍ 播種した場合は、ディスパーゼ処理
５
によっても細胞シートが培養基材から剥離しなかった。また、０．３７５×１０ 個／ｃ
２
５
２
ｍ 及び０．５×１０ 個／ｃｍ 播種した場合は、細胞シートが培養基材から剥離した
５
２
５
ものの、円形が崩れてしまった。一方、１．０×１０ 個／ｃｍ 、０．７５×１０ 個
２
５
２
／ｃｍ 、０．６２５×１０ 個／ｃｍ 播種した場合には、培養基材から円形のシート
状態で剥離することが可能であった。
【００６９】
［実施例９：所定の厚さの細胞シートの作製］
繊維芽細胞の細胞数と細胞シートの厚さとの関係を調べた。２４ウェル 細胞培養基材
２
（２ｃｍ ／ウェル、３８２０−０２４：ＡＳＡＨＩ ＧＬＡＳＳ社製）を３つ（９−Ａ
〜Ｃ）準備し、各細胞培養基材のウェルに、上記１％血清含有ＡＩＭ／ＨＦＤＭ−１培地
５
２
５
２
５
を用いて、２．５×１０ 個／ｃｍ 、４．０×１０ 個／ｃｍ 、６．０×１０ 個／
２
ｃｍ 播種し、大気中酸素（Ｎｏｒｏｍｏ）、３７℃、５％ＣＯ２条件下で培養した。２
日後（播種から４８時間後）に低酸素（２％Ｏ２：Ｈｙｐｏ）、３３℃、５％ＣＯ２条件
下で２４時間培養し、培養上清中のＶＥＧＦ量を上記実施例２に記載と同様の方法で調べ
ると共に、細胞シートの厚さを調べた。結果を図１２に示す。
【００７０】
図１２に示すように、播種する線維芽細胞が多いほどＶＥＧＦの分泌量が多いことが確
５
２
認された。また、播種する線維芽細胞が４．０×１０ 個／ｃｍ でシートの厚さが３０
５
２
μｍを超え、６．０×１０ 個／ｃｍ ではシートの厚さが７０μｍを超えることが明ら
５
２
かとなった。さらに、２．５×１０ 個／ｃｍ では厚さが１５μｍであるものの、単層
ではなく積層のシートとなっており、細胞シートとして培養基材から剥離する場合や細胞
シートを動かす際の取り扱いが容易であった。なお、播種する線維芽細胞が２．５×１０
５
２
５
２
５
２
個／ｃｍ で、４．０×１０ 個／ｃｍ 、６．０×１０ 個／ｃｍ で作製した積層
化細胞シートは、それぞれ平均２以上の細胞、平均３以上の細胞、平均４以上の細胞から
なる縦層が観察された。
【００７１】
［実施例１０：６ウェル培養基材を用いた積層化細胞シートの作製］
２
２
これまでは２４ウェル（２ｃｍ ）培養基材を用いていたが、６ウェル（９．４ｃｍ
）培養基材を用いた場合に積層化細胞シートが作製できるかどうかを検討した。
【００７２】
図１３に記載の３つの条件にて培養を行って細胞シートの作製を試みた。図１３におけ
5
る繊維芽細胞播種はＦで示してあり、１回に播種する繊維芽細胞数は１．０６×１０ 個
２
６
２
／ｃｍ 又は２．１３×１０ 個／ｃｍ である。また、図１３における末梢血単核球播
5
２
種はＰで示してあり、１回に播種する末梢血単核球数は１．０６×１０ 個／ｃｍ 又は
5
２
２．１３×１０ 個／ｃｍ である。
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【００７３】
その結果、図１３に示す３つの条件の場合において、積層化細胞シートが作製可能であ
り、ディスパーゼによってきれいに細胞シートを培養基材から剥がすことが可能であるこ
とが明らかとなった。
【００７４】
また、上記検討条件３で作製した細胞シート（積層化細胞混合シート）のＶＥＧＦ、Ｈ
ＧＦ、Ａｎｇｉｏｐｏｉｅｔｉｎ−１、ＳＤＦ１α（いずれも血管新生能の指標）の分泌
を調べた結果を図１４に示す。「線維芽細胞シート」は上記検討条件３の細胞数と培地で
同条件にて線維芽細胞のみを培養したものである。また、「末梢血単核球」は上記検討条
件３の細胞数と培地で同条件にて末梢血単核球を培養したものである。さらに、ＶＥＧＦ
は実施例２と同様の方法で、ＨＧＦ、Ａｎｇｉｏｐｏｉｅｔｉｎ−１、ＳＤＦ１αの分泌
はそれぞれ、Ｈｕｍａｎ ＨＧＦ Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ ＥＬＩＳＡ Ｋｉｔ（Ｒ＆Ｄ
ｓｙｓｔｅｍｓ社製 ＃ＤＨＧ００）、Ｈｕｍａｎ Ａｎｇｉｏｐｏｉｅｔｉｎ−１
Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ ＥＬＩＳＡ Ｋｉｔ（Ｒ＆Ｄ ｓｙｓｔｅｍｓ社製 ＃ＤＡＮＧ
１０）、Ｈｕｍａｎ ＣＸＣＬ１２／ＳＤＦ−１ ａｌｐｈａ Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ
ＥＬＩＳＡ Ｋｉｔ（Ｒ＆Ｄ ｓｙｓｔｅｍｓ社製 ＃ＤＡＮＧ１０）、によって調べた
。
【００７５】
図１４に示すように、末梢血単核球のみ（シートを形成せず）と比較して、末梢血単核
球と繊維芽細胞の混合による積層化細胞混合シートの方がＶＥＧＦ、ＨＧＦ、及びＳＤＦ
１αの分泌量が多いことが確認された。また、繊維芽細胞のみから作製した繊維芽細胞シ
ートと比較して、末梢血単核球と繊維芽細胞の混合による積層化細胞混合シートの方がＶ
ＥＧＦ、ＨＧＦ、及びＡｎｇｉｏｐｏｉｅｔｉｎ−１の分泌量が多いことが確認された。
【００７６】
［実施例１１：縮小率］
２
６ウェル 細胞培養基材（９．４ｃｍ ／ウェル、３８２０−０２４：ＡＳＡＨＩ Ｇ
ＬＡＳＳ社製）を準備し、細胞培養基材のウェルに１％血清含有ＡＩＭ／ＨＦＤＭ−１培
５
２
地を加えて、線維芽細胞を２．１３×１０ 個／ｃｍ 播種して大気中酸素（Ｎｏｒｏｍ
ｏ）、３７℃、５％ＣＯ２で２日間培養した。２日後（播種から４８時間後）に低酸素（
２％Ｏ２：Ｈｙｐｏ）、３３℃、５％ＣＯ２条件下で２４時間培養して細胞シートを作製
した。その後、１０ＰＵ／ｍＬディスパーゼで処理後に細胞シートを剥離した。対象とし
２
て、市販のＵｐＣｅｌｌ（（登録商標）：１０ｃｍ ｄｉｓｈ、５６．７ｃｍ ）に５％
４
２
血清含有ＡＩＭ培地を加えて、３．８８×１０ 個／ｃｍ の線維芽細胞を播種して大気
中酸素（Ｎｏｒｏｍｏ）、３７℃、５％ＣＯ２で２日間培養して剥離した。２日後（播種
から４８時間後）に低酸素（２％Ｏ２：Ｈｙｐｏ）、３３℃、５％ＣＯ２条件下で２４時
間培養して細胞シートを作製した。縮小率（Ｓ）は、Ｓ＝剥離後の細胞シートの面積／剥
離前の細胞シートの面積（ウェル又はｄｉｓｈの面積）で求めた。縮小率を図１５（ａ）
に、剥離後の細胞シートの写真を図１５（ｂ）に示す。
【００７７】
図１５（ａ）、（ｂ）から明らかなように、本発明の細胞シートは一般的な細胞培養基
材で作製した細胞シートと比較して縮小率が極めて低いことが明らかとなった。
【００７８】
［参考例１］
２
市販のＵｐＣｅｌｌ（登録商標）（２４ウェル、１．９ｃｍ ／ウェル：セルシード社
5
２
製）にマウス線維芽細胞を１．２５×１０ 個／ｃｍ 播種して大気中酸素（Ｎｏｒｏｍ
ｏ）、３７℃で２４時間培養した。播種後２４時間後に培地を除去し、さらに線維芽細胞
5
２
を２．５×１０ 個／ｃｍ 播種して大気中酸素（Ｎｏｒｏｍｏ）、３７℃で培養したと
ころ、２回目の播種から１時間後に細胞シートが自然に剥離していた。
【００７９】
［参考例２］
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２

市販の積層培養用プレートであるＡｌｖｅｔｅｘ（登録商標）（４ｃｍ ：リプロセル
5
２
社製）にマウス線維芽細胞を２.５×１０ 個／ｃｍ 播種して３７℃で１時間後にさらに
１０．５ｍＬの１０％血清含有ＡＩＭ培地（血清はＧｉｂｃｏ社のＦＢＳ）を加えて７日
間培養した。培地は１日ごとに新鮮培地に替えた。その結果、積層の細胞シートを作製す
ることはできたが、実施例１と同様のディスパターゼ処理後も細胞シートが培養用プレー
トから剥離しなかった。なお、トリプシン処理では細胞シートがシート形状を維持できず
、細胞がバラバラになってしまった。
【００８０】
［参考例３］
２
積層培養用プレートであるＣｅｌｌｆｅｕｉｌｌｅ（登録商標）（０．３３ｃｍ ：住
6
２
友ベークライト社製）にマウス線維芽細胞を２.０×１０ 個／ｃｍ 播種して３７℃で１
時間後にさらに１．０ｍＬの１０％血清含有ＡＩＭ培地（血清はＧｉｂｃｏ社のＦＢＳ）
を加えて１２時間培養した。その結果、積層の細胞シートを作製することはできたが、実
施例１と同様のディスパターゼ処理（１０００Ｕ）後も細胞シートが培養用プレートから
剥離しなかった。なお、トリプシン処理では細胞シートがシート形状を維持できず、細胞
がバラバラになってしまった。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
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積層化細胞シートの
製造方法を提供する。かかる方法によって作製した積層化細胞シートは、移植に関連する
医療分野、特に静脈性や虚血性潰瘍などの難治性皮膚潰瘍における利用性が高い。更に、
移植を受ける患者由来の線維芽細胞（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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