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(57)【要約】
【課題】間葉系幹細胞の多分化能、及び増殖能を維持し、簡単に、効率よく間葉系幹細胞
を培養することができる間葉系幹細胞の多分化能維持用培地、間葉系幹細胞の培養方法、
及び該培養方法により得られた間葉系幹細胞、間葉系幹細胞の分化方法、及び該分化方法
により得られた骨芽細胞、並びに脂肪細胞の提供。
【解決手段】本発明の間葉系幹細胞の多分化能維持用培地は、間葉系幹細胞の多分化能の
維持、及び増殖が可能な培地であって、前記培地が、ＴＧＦ－βを含有することを特徴と
する。前記ＴＧＦ－βの含有量が、２．５ｎｇ／ｍＬ～５．０ｎｇ／ｍＬである態様など
が好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間葉系幹細胞の多分化能の維持、及び増殖が可能な培地であって、
前記培地が、ＴＧＦ－βを含有することを特徴とする間葉系幹細胞の多分化能維持用培地
。
【請求項２】
　ＴＧＦ－βの含有量が、２．５ｎｇ／ｍＬ～５．０ｎｇ／ｍＬである請求項１に記載の
間葉系幹細胞の多分化能維持用培地。
【請求項３】
　請求項１から２のいずれかに記載の間葉系幹細胞の多分化能維持用培地を用いることを
特徴とする間葉系幹細胞の培養方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の間葉系幹細胞の培養方法により得られたことを特徴とする間葉系幹細
胞。
【請求項５】
　請求項１から２のいずれかに記載の間葉系幹細胞の多分化能維持用培地を用いて間葉系
幹細胞を培養する工程と、
前記培養した間葉系幹細胞を分化誘導培地で培養する工程と、
を含むことを特徴とする間葉系幹細胞の分化方法。
【請求項６】
　分化誘導培地が、骨芽細胞分化誘導培地、及び脂肪細胞分化誘導培地のいずれかである
請求項５に記載の間葉系幹細胞の分化方法。
【請求項７】
　請求項５から６のいずれかに記載の間葉系幹細胞の分化方法により得られたことを特徴
とする骨芽細胞。
【請求項８】
　請求項５から６のいずれかに記載の間葉系幹細胞の分化方法により得られたことを特徴
とする脂肪細胞。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、間葉系幹細胞の多分化能の維持、及び増殖が可能な間葉系幹細胞の多分化能
維持用培地、間葉系幹細胞の培養方法、及び該培養方法により得られた間葉系幹細胞、間
葉系幹細胞の分化方法、及び該分化方法により得られた骨芽細胞、並びに脂肪細胞に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　再生医療で利用が期待される幹細胞として、ＥＳ細胞、ｉＰＳ細胞、間葉系幹細胞が挙
げられる。ＥＳ細胞は、様々な細胞への分化が可能であるが、倫理的に樹立が困難であっ
たり、腫瘍化するおそれがあったりするなど問題がある。また、ｉＰＳ細胞は、様々な細
胞への分化が可能であり、ＥＳ細胞のような倫理的な問題がほとんどないが、腫瘍化する
おそれがあるという問題がある。
【０００３】
　一方、間葉系幹細胞は、骨髄や臍帯血から採取することができ、再生医療で必要とされ
る様々な細胞（骨、軟骨、骨格筋、心筋など）に分化可能であり、また、臓器移植の際、
移植片体宿主病を抑える働きがあるなど、応用範囲が広いという利点がある。
　しかし、再生医療などに間葉系幹細胞から分化した細胞を用いるためには、間葉系幹細
胞を大量に確保する必要があるが、間葉系幹細胞は、特定の細胞に分化してしまいやすく
、培養をしている間に多分化能、及び細胞増殖能が低下してしまうため、大量の間葉系幹
細胞を確保することが困難である（例えば、非特許文献１～２参照）。その結果、再生医
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療などへの応用が進んでいないのが現状である。
【０００４】
　間葉系幹細胞の培養方法としては、例えば、繊維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）を培地に添
加する方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）が、間葉系幹細胞の多分化能、
及び増殖能を維持し、簡単に、効率よく間葉系幹細胞を培養することができる間葉系幹細
胞の培養方法の更なる改良が求められているのが現状である。
【０００５】
　また、トランスフォーミング増殖因子（ＴＧＦ）－βは、例えば、特許文献１にも記載
されているように、デキサメタゾン、アスコルビン酸－２－リン酸などとともに培地に添
加され、該培地を用いて間葉系幹細胞を軟骨へ分化誘導することができることが知られて
いる。しかしながら、ＴＧＦ－βを用いて、間葉系幹細胞の多分化能を維持した状態で培
養することができることは知られていない。
【０００６】
【特許文献１】国際公開第０２／０２２７８８号パンフレット
【非特許文献１】Ｒ．Ｉｚａｄｐａｎａｈ　ｅｔ　ａｌ．　Ｊ．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｃ
ｈｅｍ．　９９，　１２８５－１２９７　（２００６年）
【非特許文献２】Ｒ．Ｉｚａｄｐａｎａｈ　ｅｔ　ａｌ．　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．　６
８，　４２２９－４２３８　（２００８年）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、間葉系幹細胞の多分化能、及び増殖能を維持し、簡単に、効率よく間
葉系幹細胞を培養することができる間葉系幹細胞の多分化能維持用培地、間葉系幹細胞の
培養方法、及び該培養方法により得られた間葉系幹細胞、間葉系幹細胞の分化方法、及び
該分化方法により得られた骨芽細胞、並びに脂肪細胞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】
【０００８】
　前記課題を解決するため、本発明者らは鋭意検討した結果、以下のような知見を得た。
即ち、培地にＴＧＦ－βを添加することにより、間葉系幹細胞の多分化能、及び増殖能を
維持した状態で間葉系幹細胞を培養することができ、前記培養を行った間葉系幹細胞を分
化誘導培地で培養すると、前記培養を行っていない間葉系幹細胞に比べて、効率よく分化
することができるという知見である。従来、ＴＧＦ－βは、デキサメタゾンなどとともに
培地に添加することにより、間葉系幹細胞を軟骨などへ誘導することは知られているが、
間葉系幹細胞の多分化能を維持した状態で培養できることは全く知られておらず、前記知
見は、本発明者らによって得られた予期せぬ新たな知見である。
【０００９】
　本発明は、本発明者らの前記知見に基づくものであり、前記課題を解決するための手段
としては、以下の通りである。即ち、
　＜１＞　間葉系幹細胞の多分化能の維持、及び増殖が可能な培地であって、
前記培地が、ＴＧＦ－βを含有することを特徴とする間葉系幹細胞の多分化能維持用培地
である。
　＜２＞　ＴＧＦ－βの含有量が、２．５ｎｇ／ｍＬ～５．０ｎｇ／ｍＬである前記＜１
＞に記載の間葉系幹細胞の多分化能維持用培地である。
　＜３＞　前記＜１＞から＜２＞のいずれかに記載の間葉系幹細胞の多分化能維持用培地
を用いることを特徴とする間葉系幹細胞の培養方法である。
　＜４＞　前記＜３＞に記載の間葉系幹細胞の培養方法により得られたことを特徴とする
間葉系幹細胞である。
　＜５＞　前記＜１＞から＜２＞のいずれかに記載の間葉系幹細胞の多分化能維持用培地
を用いて間葉系幹細胞を培養する工程と、
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前記培養した間葉系幹細胞を分化誘導培地で培養する工程と、
を含むことを特徴とする間葉系幹細胞の分化方法である。
　＜６＞　分化誘導培地が、骨芽細胞分化誘導培地、及び脂肪細胞分化誘導培地のいずれ
かである前記＜５＞に記載の間葉系幹細胞の分化方法である。
　＜７＞　前記＜５＞から＜６＞のいずれかに記載の間葉系幹細胞の分化方法により得ら
れたことを特徴とする骨芽細胞である。
　＜８＞　前記＜５＞から＜６＞のいずれかに記載の間葉系幹細胞の分化方法により得ら
れたことを特徴とする脂肪細胞である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、前記従来における諸問題を解決し、前記目的を達成することができ、
間葉系幹細胞の多分化能、及び増殖能を維持し、簡単に、効率よく間葉系幹細胞を培養す
ることができる間葉系幹細胞の多分化能維持用培地、間葉系幹細胞の培養方法、及び該培
養方法により得られた間葉系幹細胞、間葉系幹細胞の分化方法、及び該分化方法により得
られた骨芽細胞、並びに脂肪細胞を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（間葉系幹細胞の多分化能維持用培地）
　本発明の間葉系幹細胞の多分化能維持用培地は、間葉系幹細胞の多分化能の維持、及び
増殖が可能な培地であって、ＴＧＦ（トランスフォーミング増殖因子）－βを少なくとも
含有し、必要に応じて、更にその他の成分を含有してなる。
【００１２】
－間葉系幹細胞－
　前記間葉系幹細胞とは、少なくとも骨芽細胞または脂肪細胞への分化能を有する未分化
間葉系幹細胞のことをいう。
　前記間葉系幹細胞の多分化能とは、分化刺激に応答して骨芽細胞または脂肪細胞など種
々の細胞へ分化する能力のことをいう。
　前記間葉系幹細胞が多分化能を維持しているか否かを確認する方法としては、特に制限
はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、間葉系幹細胞に骨芽細胞などへ
の分化誘導を行い、骨芽細胞などに分化することができれば間葉系幹細胞は多分化能を維
持していることが確認できる。
　前記間葉系幹細胞が増殖可能か否かを確認する方法としては、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択することができ、例えば、ＭＴＳアッセイにより間葉系幹細胞の増殖活性
を評価することで確認することができる。
【００１３】
－ＴＧＦ－β－
　前記ＴＧＦ－βとは、サイトカインの１種であり、アイソフォームが存在することが知
られている。前記ＴＧＦ－βのアイソフォームとしては、ＴＧＦ－β１、ＴＧＦ－β２、
ＴＧＦ－β３が挙げられる。
　本発明のＴＧＦ－βとは、ＴＧＦ－βに分類されるものをいい、前記アイソフォームを
含む。
　前記ＴＧＦ－βの含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、１．２５ｎｇ／ｍＬ～５．０ｎｇ／ｍＬが好ましく、２．５ｎｇ／ｍＬ～５．
０ｎｇ／ｍＬがより好ましい。
【００１４】
－培地－
　前記培地としては、特に制限はなく、公知の哺乳類細胞培地を目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、ＲＰＭＩ－１６４０培地やＤＭＥＭ培地などが挙げられる。
【００１５】
－その他の成分－
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　前記その他の成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、ＦＢＳ、ペニシリン、ストレプトマイシンなどが挙げられる。
【００１６】
（間葉系幹細胞の培養方法、及び間葉系幹細胞）
　本発明の間葉系幹細胞の培養方法は、本発明の間葉系幹細胞の多分化能維持用培地を用
いて間葉系幹細胞を培養する工程（第１培養工程）を少なくとも含み、必要に応じて、更
にその他の工程を含んでいる。
　本発明の間葉系幹細胞は、前記間葉系幹細胞の培養方法により得ることができる。
【００１７】
－第１培養工程－
　前記第１培養工程は、前記間葉系幹細胞の多分化能維持用培地を用いて間葉系幹細胞を
培養する工程である。前記第１培養工程により、多分化能を有する間葉系幹細胞を増殖さ
せることができる。
【００１８】
－－間葉系幹細胞－－
　前記間葉系幹細胞の入手方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、ヒト、マウスなどの個体の骨髄などから単離することにより入手する
方法、既にクローン化された間葉系幹細胞を各種機関から入手する方法などが挙げられる
。
　前記既にクローン化された間葉系幹細胞としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができ、例えば、マウスＳＴ２細胞、マウスＮＲＧ細胞、マウスＤＦＡＴ－
Ｄ１細胞などが挙げられる。なお、前記マウスＳＴ２細胞、及びマウスＮＲＧ細胞は、独
立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター（ＢＲＣ）から入手することができる。
【００１９】
－－培養方法、温度、ＣＯ２濃度、時間－－
　前記第１培養工程の培養方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、静置培養などが挙げられる。前記培養では、コンフルエント状態にな
らないように継代培養することが好ましい。
　前記第１培養工程の温度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
でき、例えば、３７℃などが挙げられる。
　前記第１培養工程のＣＯ２濃度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができ、例えば、５％などが挙げられる。
　前記第１培養工程の時間としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できる。
【００２０】
－その他の工程－
　前記その他の工程としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、間葉系幹細胞採取工程、間葉系幹細胞回収工程などが挙げられる。
【００２１】
－－間葉系幹細胞採取工程－－
　前記間葉系幹細胞採取工程は、例えば、ヒト、マウスなどの個体の骨髄などから間葉系
幹細胞を採取する工程である。
　前記採取の方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、公
知の方法を用いることができる。
【００２２】
－－間葉系幹細胞回収工程－－
　前記間葉系幹細胞回収工程は、前記第１培養工程により得られた間葉系幹細胞を回収す
る工程である。
　前記回収の方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、培養液を遠心分離し、間葉系幹細胞を回収する方法などが挙げられる。
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【００２３】
（間葉系幹細胞の分化方法、並びに骨芽細胞、及び脂肪細胞）
　本発明の間葉系幹細胞の分化方法は、本発明の間葉系幹細胞用培地を用いて間葉系幹細
胞を培養する工程（第１培養工程）と、前記培養した間葉系幹細胞を分化誘導培地で培養
する工程（第２培養工程）とを少なくとも含み、必要に応じて、更にその他の工程を含ん
でなる。
　本発明の骨芽細胞、及び脂肪細胞は、前記間葉系幹細胞の分化方法により得ることがで
きる。
【００２４】
－第１培養工程－
　前記第１培養工程は、前記間葉系幹細胞の多分化能維持用培地を用いて間葉系幹細胞を
培養する工程であり、前記第１培養工程により、後述する第２培養工程で、間葉系幹細胞
を効率的に分化させることができる。
　前記第１培養工程は、前記間葉系幹細胞の培養方法における第１培養工程と同様に行う
ことができる。
　前記第１培養工程の培養時間としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、後述する第２工程において間葉系幹細胞を効率的に分化させることができ
る点で、コンフルエント状態になる前に継代することが好ましい。
　前記第１培養工程の間葉系幹細胞の継代数としては、特に制限はなく、目的に応じて適
宜選択することができるが、後述する第２工程において間葉系幹細胞を効率的に分化させ
ることができる点で、継代の回数は少ないことが好ましい。
【００２５】
－第２培養工程－
　前記第２培養工程は、前記培養した間葉系幹細胞を分化誘導培地で培養する工程である
。前記第２培養工程により、間葉系幹細胞を目的とする細胞に分化させることができる。
　前記第２培養工程では、必要に応じて、分化誘導因子を含まない培地で培養する工程を
含んでもよい。
　前記目的とする細胞としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、骨芽細胞、脂肪細胞、心筋細胞、軟骨細胞などが挙げられる。
【００２６】
－－分化誘導培地－－
　前記分化誘導培地としては、特に制限はなく、分化させる細胞に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、間葉系幹細胞を骨芽細胞へ分化させる場合には、骨芽細胞への分化誘
導因子を含む骨芽細胞分化誘導培地を用いることができ、間葉系幹細胞を脂肪細胞へ分化
させる場合には、脂肪細胞への分化誘導因子を含む脂肪細胞分化誘導培地を用いることが
できる。
【００２７】
　前記骨芽細胞分化誘導培地としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、分化誘導因子を含まない培地に骨芽細胞分化誘導因子を含有させた培地
を用いることができる。
　前記分化誘導因子を含まない培地としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、１０％ＦＢＳ、１００Ｕ／ｍＬペニシリン、及び１００μｇ／ｍ
Ｌストレプトマイシン含有のＲＰＭＩ－１６４０培地などが挙げられる。
　前記骨芽細胞分化誘導因子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、ＢＭＰ（ｂｏｎｅ　ｍｏｒｐｈｏｇｅｎｅｔｉｃ　ｐｒｏｔｅｉｎ）４
、ＢＭＰ２などが挙げられる。
　前記骨芽細胞分化誘導培地中の骨芽細胞分化誘導因子の含有量としては、特に制限はな
く、目的に応じて適宜選択することができるが、例えば、ＢＭＰ４の場合、５０ｎｇ／ｍ
Ｌ～３００ｎｇ／ｍＬが好ましく、５０ｎｇ／ｍＬ～１００ｎｇ／ｍＬが特に好ましい。
前記ＢＭＰ４の含有量が、２５ｎｇ／ｍＬ未満であると骨芽細胞分化しないことがある。
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一方、前記ＢＭＰ４の含有量が前記特に好ましい範囲内であると、骨芽細胞分化の点で有
利である。
【００２８】
　前記脂肪細胞分化誘導培地としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、分化誘導因子を含まない培地に脂肪細胞分化誘導因子を含有させた培地
を用いることができる。
　前記分化誘導因子を含まない培地としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、１０％ＦＢＳ、１００Ｕ／ｍＬペニシリン、及び１００μｇ／ｍ
Ｌストレプトマイシン含有のＲＰＭＩ－１６４０培地などが挙げられる。
　前記脂肪細胞分化誘導因子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、（１）デキサメタゾン、３－イソブチル－１－メチルキサンチン、イン
スリン及びロシグリタゾン、（２）デキサメタゾン、３－イソブチル－１－メチルキサン
チン、及びインスリン、（３）ロシグリタゾンなどが挙げられる。
　前記脂肪細胞分化誘導培地中の脂肪細胞分化誘導因子の含有量としては、特に制限はな
く、目的に応じて適宜選択することができるが、デキサメタゾン、３－イソブチル－１－
メチルキサンチン、インスリン及びロシグリタゾンの場合、デキサメタゾンは、２５０ｎ
Ｍ～１，０００ｎＭが好ましく、２５０ｎＭが特に好ましく、３－イソブチル－１－メチ
ルキサンチンは、０．５ｍＭが特に好ましく、インスリンは、５μｇ／ｍＬ～１０μｇ／
ｍＬが好ましく、５μｇ／ｍＬが特に好ましく、ロシグリタゾンは、０．３μＭ～１μＭ
が好ましく、１μＭが特に好ましい。
　前記デキサメタゾン、３－イソブチル－１－メチルキサンチン、インスリン、及びロシ
グリタゾンの含有量が、前記好ましい範囲から外れると脂肪細胞分化が十分に誘導されな
いことがある。一方、前記デキサメタゾン、３－イソブチル－１－メチルキサンチン、イ
ンスリン、及びロシグリタゾンの含有量が前記特に好ましい範囲内であると、脂肪細胞の
分化誘導の点で有利である。
【００２９】
　なお、前記第２培養工程では、第２培養工程において調製した培地を使用してもよく、
前記第１培養工程の培地に前記分化誘導因子を添加した培地を使用してもよい。
【００３０】
－－培養方法、温度、ＣＯ２濃度、時間－－
　前記第２培養工程の培養方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、静置培養などが挙げられる。前記培養では、コンフルエント状態にな
らないように継代培養することが好ましい。
　前記第２培養工程の温度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
でき、例えば、３７℃などが挙げられる。
　前記第２培養工程のＣＯ２濃度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができ、例えば、５％などが挙げられる。
　前記第２培養工程の時間としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できる。例えば、間葉系幹細胞を骨芽細胞へ分化させる場合には、分化誘導培地で５日間
～１０日間培養する、などが挙げられる。また、間葉系幹細胞を脂肪細胞へ分化させる場
合には、分化誘導培地で４８時間～６０時間培養した後、さらに分化誘導因子を含まない
培地で４日間～６日間培養する、などが挙げられる。
【００３１】
－－骨芽細胞への分化の確認－－
　前記第２工程により、前記間葉系幹細胞が骨芽細胞に分化したか否かを確認する方法と
しては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、細胞をアルカ
リフォスファターゼ染色する方法、細胞のアルカリフォスファターゼ活性を測定する方法
、細胞内のＯｓｔｅｒｉｘ遺伝子の発現量を測定する方法、及び細胞内のＯｓｔｅｏｃａ
ｌｃｉｎ遺伝子の発現量を測定する方法などが挙げられる。
【００３２】
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－－脂肪細胞への分化の確認－－
　前記第２工程により、前記間葉系幹細胞が脂肪細胞に分化したか否かを確認する方法と
しては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、細胞をＯｉｌ
　Ｒｅｄ　Ｏで染色する方法、細胞内のトリグリセリド量を測定する方法（例えば、トリ
グリセリドＥ－テスト和光；和光純薬製）、細胞内のＰＰＡＲγ（ｐｅｒｏｘｉｓｏｍｅ
　ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｏｒ－ａｃｔｉｖａｔｅｄ　ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ｇａｍｍａ）遺
伝子の発現量を測定する方法、及び細胞内のＦａｂｐ４（ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄ－ｂｉｎ
ｄｉｎｇ　ｐｒｏｔｅｉｎ　４）遺伝子の発現量を測定する方法などが挙げられる。
【実施例】
【００３３】
　以下に本発明の実施例について説明するが、本発明は、これらの実施例に何ら限定され
るものではない。
【００３４】
　本発明の実施例で用いた間葉系幹細胞、培地、及び間葉系幹細胞の培養条件は以下の通
りである。
－間葉系幹細胞－
　間葉系幹細胞として、マウス間葉系幹細胞ＳＴ２細胞（独立行政法人理化学研究所バイ
オリソースセンター）を用いた。
－基本培地－
　基本培地として、１０％ＦＢＳ、１００Ｕ／ｍＬペニシリン、及び１００μｇ／ｍＬス
トレプトマイシン含有のＲＰＭＩ－１６４０培地（ナカライテスク製）を用いた。
－脂肪細胞分化誘導培地－
　脂肪細胞分化誘導培地として、前記基本培地に、２５０ｎＭ　デキサメタゾン（和光純
薬製）、０．５ｍＭ　３－イソブチル－１－メチルキサンチン（ナカライテスク製）、５
μｇ／ｍＬ　インスリン（ＩＴＳ；ＧＩＢＣＯ製）、及び１μＭ　ロシグリタゾン（Ｃａ
ｙｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ製）を含有させた培地を用いた。
－骨芽細胞分化誘導培地－
　骨芽細胞分化誘導培地として、前記基本培地に、５０ｎｇ／ｍＬ　ｒｈＢＭＰ－４（ｂ
ｏｎｅ　ｍｏｒｐｈｏｇｅｎｉｃ　ｐｒｏｔｅｉｎ－４）；　Ｒ＆Ｄ　ＳＹＳＴＥＭＳ製
）を含有させた培地を用いた。
－培養条件－
　間葉系幹細胞は、３７℃、５％ＣＯ２存在下で培養した。
【００３５】
（実施例１）
＜ＴＧＦ－β１を含有する培地を用いた間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化抑制＞
　前記間葉系幹細胞を直径６ｃｍの培養皿１個あたり６×１０５個播種し、前記基本培地
５ｍＬで２日間の前培養を行った。
　前記前培養を行った間葉系幹細胞を以下の４群に分け、それぞれの培地５ｍＬで本培養
を開始した。本培養を開始し、６０時間培養（脂肪細胞への分化誘導）した後、全ての群
の培地を吸引廃棄して基本培地に交換した。その後、基本培地５ｍＬで培地交換を２日お
きに行った。
　　（１）未処理群（対照群）
　　　　　本培養は、基本培地で６０時間培養した後、引き続き基本培地で培養。
　　（２）ＴＧＦ－β１添加群
　　　　　本培養は、基本培地に、５ｎｇ／ｍＬ　ｒｈＴＧＦ－β１（Ｒ＆Ｄ　ＳＹＳＴ
ＥＭＳ製）を含有させた培地で６０時間培養した後、基本培地で培養。
　　（３）脂肪細胞分化誘導培地群
　　　　　本培養は、脂肪細胞分化誘導培地で６０時間培養した後、基本培地で培養。
　　（４）［脂肪細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群
　　　　　本培養は、脂肪細胞分化誘導培地に５ｎｇ／ｍＬ　ＴＧＦ－β１を含有させた
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培地で６０時間培養した後、基本培地で培養。
【００３６】
－オイルレッド（Ｏｉｌ　Ｒｅｄ）Ｏ染色法による間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の度
合の評価－
　本培養開始７日後に、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法（Ｙａｇｉ　ｅｔ　ａｌ．　Ｂｉｏｃ
ｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ｒｅｓ．　Ｃｏｍｍｕｎ．　３２１,　９６７－９７４　
（２００４年））により、間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の度合を評価した。結果を図
１～図４に示す。
　対照群（図１）、及びＴＧＦ－β１添加群（図２）では、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ陽性細胞
が観察されなかった。
　一方、脂肪細胞分化誘導培地群（図３）では、ほとんどの細胞がＯｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ陽
性であった。しかし、［脂肪細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群（図４）では、Ｏ
ｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ陽性細胞が、脂肪細胞分化誘導培地群と比べて著しく減少した。
【００３７】
－トリグリセリド量による間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の度合の評価－
　本培養開始７日後に、細胞内のトリグリセリド量を測定し、間葉系幹細胞の脂肪細胞へ
の分化の度合を評価した（トリグリセライドＥ－テストワコー：和光純薬製）。結果を図
５に示す。図５中の各棒グラフは、左から順に、対照群［１］、ＴＧＦ－β１添加群［２
］、脂肪細胞分化誘導培地群［３］、［脂肪細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群［
４］の順に記載されている。
　図５の結果から、上記Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法の場合と同様に、対照群（図５の［１
］）、及びＴＧＦ－β１添加群（図５の［２］）では、トリグリセリド量がほぼ０であり
、非常に少なかった。
　一方、脂肪細胞分化誘導培地群（図５の［３］）では、トリグリセリド量が、１０（ｍ
ｇ／ｍｇ　ｐｒｏｔｅｉｎ）を超え、非常に多かった。しかし、［脂肪細胞分化誘導培地
＋ＴＧＦ－β１添加］群（図５の［４］）では、トリグリセリド量がほぼ０であり、脂肪
細胞分化誘導培地群と比べて著しく減少した。
【００３８】
－脂肪細胞分化マーカー遺伝子による間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の検証－
　本培養開始７日後に、細胞を回収し、前記細胞からＴｏｔａｌ　ＲＮＡを抽出し、ｏｌ
ｉｇｏ（ｄＴ）プライマーを用いて、ｃＤＮＡを合成した。前記ｃＤＮＡを鋳型として、
定量リアルタイムＰＣＲ法により、脂肪細胞分化マーカー遺伝子（ＰＰＡＲγ（ｐｅｒｏ
ｘｉｓｏｍｅ　ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｏｒ－ａｃｔｉｖａｔｅｄ　ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ｇ
ａｍｍａ）、Ｆａｂｐ４（ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄ－ｂｉｎｄｉｎｇ　ｐｒｏｔｅｉｎ　４
））の発現を調べた。結果を図６～図７に示す。なお、定量リアルタイムＰＣＲ法に使用
した機器、試薬、プライマーは下記の通りである。
　使用機器：Ｍｘ３０００Ｐ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ製）
　試薬：Ｐｏｗｅｒ　ＳＹＢＲ　Ｇｒｅｅｎ　ＰＣＲ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｍｉｘ（Ａｐｐｌ
ｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ製）
　プライマー：
　　（１）ＰＰＡＲγ２　（Ｆｏｒｗａｒｄ）：
　　　　　５’－ＡＴＧＧＧＴＧＡＡＡＣＴＣＴＧＧＧＡＧＡ－３’（配列番号１）
　　（２）ＰＰＡＲγ２　（Ｒｅｖｅｒｓｅ）：
　　　　　５’－ＧＡＧＣＴＧＡＴＴＣＣＧＡＡＧＴＴＧＧＴ－３’（配列番号２）
　　（３）Ｆａｂｐ４　（Ｆｏｒｗａｒｄ）：
　　　　　５’－ＴＧＧＡＡＧＣＴＴＧＴＣＴＣＣＡＧＴＧＡ－３’（配列番号３）
　　（４）Ｆａｂｐ４　（Ｒｅｖｅｒｓｅ）：
　　　　　５’－ＴＣＣＣＣＡＴＴＴＡＣＧＣＴＧＡＴＧＡＴ－３’（配列番号４）
　　（５）ＧＡＰＤＨ　（Ｆｏｒｗａｒｄ）：
　　　　　５’－ＴＧＧＡＧＡＡＡＣＣＴＧＣＣＡＡＧＴＡＴＧ－３’（配列番号５）
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　　（６）ＧＡＰＤＨ　（Ｒｅｖｅｒｓｅ）：
　　　　　５’－ＧＧＡＧＡＣＡＡＣＣＴＧＧＴＣＣＴＣＡＧ－３’（配列番号６）
【００３９】
　図６～図７中の各棒グラフは、左から順に、対照群［１］、ＴＧＦ－β１添加群［２］
、脂肪細胞分化誘導培地群［３］、［脂肪細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群［４
］の順に記載されている。
　図６～図７の結果から、対照群（図６の［１］、及び図７の［１］）、及びＴＧＦ－β
１添加群（図６の［２］、及び図７の［２］）では、ＰＰＡＲγ、及びＦａｂｐ４遺伝子
の発現レベルは低かった。
　一方、脂肪細胞分化誘導培地群（図６の［３］、及び図７の［３］）では、前記両遺伝
子の発現が著しく誘導された。しかし、［脂肪細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群
（図６の［４］、及び図７の［４］）では、脂肪細胞分化誘導培地群と比べて、前記両遺
伝子の発現は強く抑制されていた。
【００４０】
　上記各評価、及び検証の結果、ＴＧＦ－β１を含有する培地で間葉系幹細胞を培養する
と、脂肪細胞への分化誘導を行った場合であっても、脂肪細胞への分化を抑制することが
でき、間葉系幹細胞の多分化能を維持した状態で培養することができることがわかった。
【００４１】
（実施例２）
＜ＴＧＦ－β１を含有する培地を用いた間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化抑制＞
　前記間葉系幹細胞を直径６ｃｍの培養皿１個あたり６×１０５個播種し、前記基本培地
５ｍＬで２日間の前培養を行った。
　前記前培養を行った間葉系幹細胞を以下の４群に分け、それぞれの培地で本培養（骨芽
細胞への分化誘導）を開始した。なお、本培養の培地の交換は吸引除去後、各実験群の培
地５ｍＬで３日おきに行った。
　　（１）未処理群（対照群）
　　　　　本培養は、基本培地５ｍＬで培養。
　　（２）ＴＧＦ－β１添加群
　　　　　本培養は、基本培地５ｍＬに、終濃度２．５ｎｇ／ｍＬになるようにＴＧＦ－
β１を含有させた培地で培養。
　　（３）骨芽細胞分化誘導培地群
　　　　　本培養は、骨芽細胞分化誘導培地５ｍＬで培養。
　　（４）［骨芽細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群
　　　　　本培養は、骨芽細胞分化誘導培地５ｍＬに終濃度２．５ｎｇ／ｍＬになるよう
にＴＧＦ－β１を含有させた培地で培養。
【００４２】
－アルカリフォスファターゼ染色による間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合の評価－
　本培養開始５日後に、骨芽細胞分化マーカーの１つであるアルカリフォスファターゼ（
ＡＬＰ）の染色により、間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した（Ｍｉｚｕｎ
ｏ　Ｙ．　ｅｔ　ａｌ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ｒｅｓ．　Ｃｏｍｍｕ
ｎ．　３６８,　２６７－２７２　（２００８年））。結果を図８～図１１に示す。
　対照群（図８）、及びＴＧＦ－β１添加群（図９）では、ＡＬＰ陽性細胞が観察されな
かった。
　一方、骨芽細胞分化誘導培地群（図１０）では、ＡＬＰ陽性細胞が顕著に増加した。し
かし、［骨芽細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群（図１１）では、ＡＬＰ陽性細胞
が、骨芽細胞分化誘導培地群と比べて著しく減少した。
【００４３】
－アルカリフォスファターゼ活性の測定による間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合の
評価－
　本培養開始５日後に、アルカリフォスファターゼ（ＡＬＰ）活性の測定により（ｐ－Ｎ
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ｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ　ｐｈｏｓｐｈａｔｅ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ：　Ｓｉｇｍａ製）、間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した。結果
を図１２に示す。図１２中の各棒グラフは、左から順に、対照群［１］、ＴＧＦ－β１添
加群［２］、骨芽細胞分化誘導培地群［３］、［骨芽細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添
加］群［４］の順に記載されている。
　対照群（図１２の［１］）、及びＴＧＦ－β１添加群（図１２の［２］）では、ＡＬＰ
活性がほぼ０であり、非常に低かった。
　一方、骨芽細胞分化誘導培地群（図１２の［３］）では、ＡＬＰ活性が約１００％と非
常に高かった。しかし、［骨芽細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群（図１２の［４
］）では、ＡＬＰ活性２０％未満であり、骨芽細胞分化誘導培地群と比べて著しく低下し
た。
【００４４】
－骨芽細胞分化マーカー遺伝子による間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の検証－
　本培養開始５日後に、細胞を回収し、前記細胞からＴｏｔａｌ　ＲＮＡを抽出し、ｏｌ
ｉｇｏ（ｄＴ）プライマーを用いて、ｃＤＮＡを合成した。前記ｃＤＮＡを鋳型として、
定量リアルタイムＰＣＲ法により、骨芽細胞分化マーカー遺伝子（オステリックス（Ｏｓ
ｔｅｒｉｘ）、オステオカルシン（Ｏｓｔｅｏｃａｌｃｉｎ））の発現を調べた。結果を
図１３～図１４に示す。なお、定量リアルタイムＰＣＲ法に使用した機器、試薬、プライ
マーは下記の通りである。
　使用機器：Ｍｘ３０００Ｐ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ製）
　試薬：Ｐｏｗｅｒ　ＳＹＢＲ　Ｇｒｅｅｎ　ＰＣＲ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｍｉｘ（Ａｐｐｌ
ｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ製）
　プライマー：
　　（１）Ｏｓｔｅｒｉｘ　（Ｆｏｒｗａｒｄ）：
　　　　　５’－ＣＧＴＣＣＴＣＴＣＴＧＣＴＴＧＡＧＧＡＡ－３’（配列番号７）
　　（２）Ｏｓｔｅｒｉｘ　（Ｒｅｖｅｒｓｅ）：
　　　　　５’－ＴＴＣＣＣＣＡＧＧＧＴＴＧＴＴＧＡＧＴ－３’（配列番号８）
　　（３）Ｏｓｔｅｏｃａｌｃｉｎ　（Ｆｏｒｗａｒｄ）：
　　　　　５’－ＧＧＡＧＣＴＧＣＴＧＴＧＡＣＡＴＣＣＡＴＡＣ－３’（配列番号９）
　　（４）Ｏｓｔｅｏｃａｌｃｉｎ　（Ｒｅｖｅｒｓｅ）：
　　　　　５’－ＣＴＣＴＧＴＣＴＣＴＣＴＧＡＣＣＴＣＡＣＡＧ－３’（配列番号１０
）
　　（５）ＧＡＰＤＨ　（Ｆｏｒｗａｒｄ）：
　　　　　５’－ＴＧＧＡＧＡＡＡＣＣＴＧＣＣＡＡＧＴＡＴＧ－３’（配列番号１１）
　　（６）ＧＡＰＤＨ　（Ｒｅｖｅｒｓｅ）：
　　　　　５’－ＧＧＡＧＡＣＡＡＣＣＴＧＧＴＣＣＴＣＡＧ－３’（配列番号１２）
【００４５】
　図１３～図１４中の各棒グラフは、左から順に、対照群［１］、ＴＧＦ－β１添加群［
２］、骨芽細胞分化誘導培地群［３］、［骨芽細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群
［４］の順に記載されている。
　図１３～図１４の結果から、対照群（図１３の［１］、及び図１４の［１］）、及びＴ
ＧＦ－β１添加群（図１３の［２］、及び図１４の［２］）では、オステリックス、及び
オステオカルシン遺伝子の発現レベルは低かった。
　一方、骨芽細胞分化誘導培地群（図１３の［３］、及び図１４の［３］）では、前記両
遺伝子の発現が著しく誘導された。しかし、［骨芽細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加
］群（図１３の［４］、及び図１４の［４］）では、骨芽細胞分化誘導培地群と比べて、
前記両遺伝子の発現は強く抑制されていた。
【００４６】
　上記各評価、及び検証の結果、ＴＧＦ－β１を含有する培地で間葉系幹細胞を培養する
と、骨芽細胞への分化誘導を行った場合であっても、骨芽細胞への分化を抑制することが
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でき、間葉系幹細胞の多分化能を維持した状態で培養できることが示唆された。
【００４７】
（実施例３）
＜脂肪細胞への分化を抑制された間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化（１）＞
　前記間葉系幹細胞を直径６ｃｍの培養皿１個あたり６×１０５個播種し、前記基本培地
５ｍＬで２日間の前培養を行った。
　前記前培養を行った間葉系幹細胞を以下の３群に分け、それぞれの培地で６０時間培養
（脂肪細胞への分化誘導）した。その後、全ての群の培地を骨芽細胞誘導培地に交換し、
６日間培養（骨芽細胞への分化誘導）した。なお、骨芽細胞誘導培地の交換は吸引除去後
、新しい骨芽細胞誘導培地５ｍＬで３日おきに行った。
　　（１）対照群
　　　　　基本培地５ｍＬで６０時間培養した後、骨芽細胞誘導培地５ｍＬで６日間培養
。
　　（２）脂肪細胞分化誘導培地群
　　　　　脂肪細胞分化誘導培地５ｍＬで６０時間培養した後、骨芽細胞誘導培地５ｍＬ
で６日間培養。
　　（３）［脂肪細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群
　　　　　脂肪細胞分化誘導培地５ｍＬにＴＧＦ－β１を終濃度５ｎｇ／ｍＬになるよう
に含有させた培地で６０時間培養した後、骨芽細胞誘導培地５ｍＬで６日間培養。
【００４８】
－オイルレッド（Ｏｉｌ　Ｒｅｄ）Ｏ染色法による間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の度
合の評価－
　６日間培養後に、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法により、間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化
の度合を評価した（Ｙａｇｉ　ｅｔ　ａｌ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ｒ
ｅｓ．　Ｃｏｍｍｕｎ．　３２１,　９６７－９７４　（２００４年））。結果を図１５
～図１７に示す。
【００４９】
－アルカリフォスファターゼ染色による間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合の評価－
　６日間培養後に、骨芽細胞分化マーカーの１つであるアルカリフォスファターゼ（ＡＬ
Ｐ）の染色により、間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した（Ｍｉｚｕｎｏ　
Ｙ．　ｅｔ　ａｌ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ｒｅｓ．　Ｃｏｍｍｕｎ．
　３６８,　２６７－２７２　（２００８年））。結果を図１８～図２０に示す。
【００５０】
　上記各評価の結果、対照群では、骨芽細胞分化誘導培地中のＢＭＰ４の作用でＡＬＰ陽
性細胞が多数誘導されたが（図１８）、予測されたようにＯｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ陽性細胞は
存在しなかった（図１５）。
　一方、脂肪細胞分化誘導培地群は、ＢＭＰ４添加にも関らずＡＬＰ陽性細胞は観察され
なかったが（図１９）、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ陽性細胞は多数観察された（図１６）。
　注目すべきことに、［脂肪細胞分化誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群は、対照群と同様
にＡＬＰ陽性細胞が多数誘導されたが（図２０）、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ陽性細胞はほとん
ど観察されなかった（図１７）。
　以上から、ＴＧＦ－β１により脂肪細胞への分化を抑制された間葉系幹細胞は、その後
のＢＭＰ４刺激に応答して骨芽細胞へ分化することができ、間葉系幹細胞の多分化能が維
持されていることが示された。
【００５１】
（実施例４）
＜脂肪細胞への分化を抑制された間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化（２）＞
　脂肪細胞への分化を抑制された間葉系幹細胞が骨芽細胞へ分化することができることを
遺伝子発現プロファイルで評価するために、以下の実験を行った。
　前記間葉系幹細胞を直径６ｃｍの培養皿１個あたり６×１０５個播種し、前記基本培地
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５ｍＬで２日間の前培養を行った。
　前記前培養を行った間葉系幹細胞を以下の８群に分け、各培地で６０時間培養（脂肪細
胞への分化誘導）した後、６日間培養（骨芽細胞への分化誘導）した。なお、６日間培養
における培地の交換は、吸引除去後、新しい培地（基本培地または骨芽細胞分化誘導培地
）５ｍＬで３日おきに行った。３日おきに行った。培養後、細胞を回収し、前記細胞から
Ｔｏｔａｌ　ＲＮＡを抽出し、ｏｌｉｇｏ（ｄＴ）プライマーを用いて、ｃＤＮＡを合成
した。前記ｃＤＮＡを鋳型として、定量リアルタイムＰＣＲ法により、脂肪細胞分化マー
カー遺伝子（ＰＰＡＲγ、Ｆａｂｐ４）、及び骨芽細胞分化マーカー遺伝子（オステリッ
クス、オステオカルシン）の発現を調べた。前記リアルタイムＰＣＲ法は、実施例１、実
施例２のリアルタイムＰＣＲ法と同様に行った。結果を図２１～図２４に示す。
　　（１）実験群１
　　　　　基本培地５ｍＬで６０時間培養した後、引き続き基本培地５ｍＬで６日間培養
。
　　（２）実験群２
　　　　　基本培地に、ＴＧＦ－β１（終濃度５ｎｇ／ｍＬ）を含有させた培地５ｍＬで
６０時間培養した後、基本培地５ｍＬで６日間培養。
　　（３）実験群３
　　　　　脂肪細胞分化誘導培地５ｍＬで６０時間培養した後、基本培地５ｍＬで６日間
培養。
　　（４）実験群４
　　　　　脂肪細胞分化誘導培地に、ＴＧＦ－β１（終濃度５ｎｇ／ｍＬ）を含有させた
培地５ｍＬで６０時間培養した後、基本培地５ｍＬで６日間培養。
　　（５）実験群５
　　　　　基本培地５ｍＬで６０時間培養した後、骨芽細胞分化誘導培地５ｍＬで６日間
培養。
　　（６）実験群６
　　　　　基本培地に、ＴＧＦ－β１（終濃度５ｎｇ／ｍＬ）を含有させた培地５ｍＬで
６０時間培養した後、骨芽細胞分化誘導培地５ｍＬで６日間培養。
　　（７）実験群７
　　　　　脂肪細胞分化誘導培地５ｍＬで６０時間培養した後、骨芽細胞分化誘導培地５
ｍＬで６日間培養。
　　（８）実験群８
　　　　　脂肪細胞分化誘導培地に、ＴＧＦ－β１（終濃度５ｎｇ／ｍＬ）を含有させた
培地５ｍＬで６０時間培養した後、骨芽細胞分化誘導培地５ｍＬで６日間培養。
【００５２】
　図２１～図２４中の各棒グラフは、左から順に、実験群１から実験群８の順に記載され
ている。
　図２１～図２４の結果で特に興味深い点は、実験群７と実験群８の各遺伝子の発現パタ
ーンである。実験群７では、ＰＰＡＲγ、及びＦａｂｐ４遺伝子の発現レベルは実験群３
と同レベルに誘導されたが、オステリックス、及びオステオカルシン遺伝子の発現は顕著
に低下した。一方、実験群８では、ＰＰＡＲγ、及びＦａｂｐ４遺伝子の発現はほとんど
誘導されなかったが、注目すべきことにオステリックス、及びオステオカルシン遺伝子の
発現は実験群７と比べて顕著に誘導された。これらの結果は、ＴＧＦ－β１は間葉系幹細
胞の脂肪細胞への分化を抑制するだけでなく、骨芽細胞への分化能を維持させる作用があ
ることを示唆している。
　また、実験群６では、オステリックス、及びオステオカルシン遺伝子の発現は、実験群
５に比べて高くなる傾向を示した。この結果は、間葉系幹細胞をＴＧＦ－βで前処理する
と、ＢＭＰ４刺激に対する間葉系幹細胞の応答性が高くなっていることを示唆している。
【００５３】
（実施例５）
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＜間葉系幹細胞の増殖促進＞
　前記間葉系幹細胞を９６穴培養皿１個あたり５×１０３個播種し、前記基本培地１００
μＬで２日間の前培養を行った。
　前記前培養を行った間葉系幹細胞を以下の２群に分け、下記培地１００μＬで培地交換
して２４時間培養後、ＭＴＳアッセイにより細胞の増殖活性を評価した（ＣｅｌｌＴｉｔ
ｅｒ　９６　ＡＱｕｅｏｕｓ　Ｏｎｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｃｅｌｌ　Ｐｒｏｌｉｆｅｒ
ａｔｉｏｎ　Ａｓｓａｙ：　Ｐｒｏｍｅｇａ製）。結果を図２５に示す。
　　（１）対照群
　　　　　基本培地１００μＬで２４時間培養。
　　（２）ＴＧＦ－β１添加群
　　　　　終濃度２．５ｎｇ／ｍＬ　ＴＧＦ－β１を含有させた培地１００μＬで２４時
間培養。
【００５４】
　図２５の結果から、ＴＧＦ－β１添加群では、対照群の１．５倍の増殖活性を有するこ
とが示された。この結果から、ＴＧＦ－β１は、間葉系幹細胞の多分化能の維持に作用す
るだけでなく、増殖を促進する働きを持つことも示唆された。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明の間葉系幹細胞の多分化能維持用培地は、間葉系幹細胞の多分化能、及び増殖能
を維持し、簡単に、効率よく間葉系幹細胞を培養することができるので、多分化能を維持
した間葉系幹細胞を大量に得るために好適に用いることができる。これにより、従来困難
とされてきた多分化能を維持する間葉系幹細胞を大量に調製することができ、間葉系幹細
胞の産業ベースでの利用が可能となる。
　本発明の間葉系幹細胞は、多分化能を維持しているので、骨芽細胞、脂肪細胞、心筋細
胞、軟骨細胞などへ分化させるための細胞として、好適に用いることができる。
　本発明の間葉系幹細胞の分化方法は、間葉系幹細胞を効率よく分化させることができる
ので、再生医療などに用いる骨芽細胞、脂肪細胞、心筋細胞、軟骨細胞などを大量に得る
ために好適に用いることができる。
　本発明の間葉系幹細胞の分化方法により得られる細胞は、例えば、再生医療の原料とし
て用いることができ、骨芽細胞は骨粗鬆症患者や大腿骨頭壊死患者などへの移植、心筋細
胞は心筋梗塞患者などへの移植、軟骨細胞はリウマチ性関節炎患者への移植に好適に用い
ることができる。また、脂肪細胞は、遺伝子治療用の細胞として用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】図１は、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法により、実施例１の対照群の間葉系幹細胞の
脂肪細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図２】図２は、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法により、実施例１のＴＧＦ－β１添加群の間
葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図３】図３は、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法により、実施例１の脂肪細胞分化誘導培地群
の間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図４】図４は、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法により、実施例１の［脂肪細胞分化誘導培地
＋ＴＧＦ－β１添加］群の間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の度合を評価した結果を示す
図である。
【図５】図５は、トリグリセリド量により、実施例１の間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化
の度合を評価した結果を示す図である。
【図６】図６は、ＰＰＡＲγの発現量により、実施例１の間葉系幹細胞の脂肪細胞への分
化を検証した結果を示す図である。
【図７】図７は、Ｆａｂｐ４の発現量により、実施例１の間葉系幹細胞の脂肪細胞への分
化を検証した結果を示す図である。
【図８】図８は、アルカリフォスファターゼ染色により、実施例２の対照群の間葉系幹細
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【図９】図９は、アルカリフォスファターゼ染色により、実施例２のＴＧＦ－β１添加群
の間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図１０】図１０は、アルカリフォスファターゼ染色により、実施例２の骨芽細胞分化誘
導培地群の間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図１１】図１１は、アルカリフォスファターゼ染色により、実施例２の［骨芽細胞分化
誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群の間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した結
果を示す図である。
【図１２】図１２は、アルカリフォスファターゼ活性の測定により、実施例２の間葉系幹
細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図１３】図１３は、Ｏｓｔｅｒｉｘの発現量により、実施例２の間葉系幹細胞の骨芽細
胞への分化を検証した結果を示す図である。
【図１４】図１４は、Ｏｓｔｅｏｃａｌｃｉｎの発現量により、実施例２の間葉系幹細胞
の骨芽細胞への分化を検証した結果を示す図である。
【図１５】図１５は、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法により、実施例３の対照群の間葉系幹細
胞の脂肪細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図１６】図１６は、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法により、実施例３の脂肪細胞分化誘導培
地群の間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図１７】図１７は、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　Ｏ染色法により、実施例３の［脂肪細胞分化誘導
培地＋ＴＧＦ－β１添加］群の間葉系幹細胞の脂肪細胞への分化の度合を評価した結果を
示す図である。
【図１８】図１８は、アルカリフォスファターゼ染色により、実施例３の対照群の間葉系
幹細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図１９】図１９は、アルカリフォスファターゼ染色により、実施例３の脂肪細胞分化誘
導培地群の間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した結果を示す図である。
【図２０】図２０は、アルカリフォスファターゼ染色により、実施例３の［脂肪細胞分化
誘導培地＋ＴＧＦ－β１添加］群の間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化の度合を評価した結
果を示す図である。
【図２１】図２１は、ＰＰＡＲγの発現量により、実施例４の間葉系幹細胞の分化を検証
した結果を示す図である。
【図２２】図２２は、Ｆａｂｐ４の発現量により、実施例４の間葉系幹細胞の分化を検証
した結果を示す図である。
【図２３】図２３は、Ｏｓｔｅｒｉｘの発現量により、実施例４の間葉系幹細胞の分化を
検証した結果を示す図である。
【図２４】図２４は、Ｏｓｔｅｏｃａｌｃｉｎの発現量により、実施例４の間葉系幹細胞
の分化を検証した結果を示す図である。
【図２５】図２５は、ＭＴＳアッセイにより、実施例５の間葉系幹細胞の増殖活性を評価
した結果を示す図である。
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