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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の細胞培養に必要な培養操作を行うための操作部と、細胞を培養するためのイン
キュベータ部と、培養に必要な試薬類や培養器具類を保管する保管部と、オートクレーブ
滅菌を行うための蒸気供給部とを備え、
　前記インキュベータ部及び前記保管部は、それぞれ前記操作部に連通すると共に、前記
操作部との間にそれぞれ密閉扉を備えており、該密閉扉を選択して開閉することにより、
前記操作部と、該操作部に通ずる前記インキュベータ部及び前記保管部の何れかとに前記
蒸気供給部からの滅菌蒸気が供給されることを特徴とする自動細胞培養装置。
【請求項２】
　試薬及び培養器具類の出し入れを行うための入出庫部を更に備え、
前記入出庫部は前記操作部に連通すると共に、前記操作部との間に密閉扉を備えており、
前記密閉扉を開閉することにより前記蒸気供給部からの滅菌蒸気が供給されることを特徴
とする請求項１記載の自動細胞培養装置。
【請求項３】
　前記操作部に供給される気流の除塵及び除菌を行うフィルタ部と、該フィルタ部及び前
記操作部の間に設けられた密閉扉とを更に備え、オートクレーブ滅菌に際して前記フィル
タ部を前記操作部から遮断することを特徴とする請求項１又は２記載の自動細胞培養装置
。
【請求項４】
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　前記操作部は、操作ロボットと、遠心分離器と、細胞培養に必要な培養操作機器とを備
えている請求項１乃至３の何れかに記載の自動細胞培養装置。
【請求項５】
　前記操作部は、前記操作ロボット及び前記遠心分離器を配置した機器設置部と、前記培
養操作機器を配置した培養操作部とを備え、前記機器設置部と前記培養操作部との間に遮
断装置が設けられている請求項４記載の自動細胞培養装置。
【請求項６】
　前記培養操作機器には、ターンテーブルと、ピペット装置と、遠心管ハンドリング装置
とが含まれる請求項４又は５記載の自動細胞培養装置。
【請求項７】
　前記細胞培養に必要な前記培養操作には、培地交換操作と継代操作とが含まれる請求項
１又は２記載の自動細胞培養装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れかの自動細胞培養装置の使用方法であって、一人の被検者につい
ての前記培養操作を行った後、前記全ての密閉扉を閉じることにより、前記操作部のみの
滅菌を行う自動細胞培養装置の使用方法。
【請求項９】
　請求項１乃至７の何れかの自動細胞培養装置の使用方法であって、一人の被検者につい
ての細胞培養が完了した後、前記インキュベータ部と前記操作部との間の密閉扉を開ける
と共に、当該密閉扉以外の密閉扉を閉じることにより、前記インキュベータ部及び前記操
作部のみの滅菌を行うことを特徴とする自動細胞培養装置の使用方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至の７何れかの自動細胞培養装置の使用方法であって、該自動細胞培養装置
の保守時に、滅菌が必要な前記インキュベータ部、前記保管部と前記操作部との間の前記
密閉扉を開いて、前記操作部と同時に前記インキュベータ部、前記保管部の滅菌を行うこ
とを特徴とする自動細胞培養装置の使用方法。
【請求項１１】
　前記入出庫部と前記操作部との間の前記密閉扉を更に開いて、前記入出庫部の滅菌を同
時に行うことを特徴とする請求項８乃至１０の何れかに記載の自動細胞培養装置の使用方
法。
【請求項１２】
　請求項５記載の自動細胞培養装置の使用方法であって、前記機器設置部と前記培養操作
部との間の遮断装置を閉じることにより、前記培養操作部のみの滅菌を行うことを特徴と
する自動細胞培養装置の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オートクレーブ滅菌を利用した自動細胞培養装置及びその使用方法に関し、
更に詳細には、複数の被検者の細胞培養に使用しても交叉汚染が生じることがなく、しか
も保管部を含めて完全に滅菌することが可能な自動細胞培養装置及びその使用方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人体の皮膚、軟骨、骨、血管、臓器等の細胞、組織等を取り出して、対外で培養
した後、同一人又は他人の治療に使用するという再生医療が発達し、一部では実用化され
始めている。このような再生医療に於いては、人体から採取した少量の細胞が体外で培養
されるが、この細胞培養に際しては、培養細胞の汚染を防止することが重要である。特に
複数の被検者の細胞培養を同時に行う場合には、培養中に他人の細胞やこれに付着してい
た感染症の細菌、ウィルス、マイコプラズマ等が混入するという交叉汚染を如何にして防
止するかが重要な問題となる。
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【０００３】
　一方、再生医療の実用化には安全で低コストの細胞培養が求められており、インキュベ
ーション、培地交換操作、継代操作等を細胞培養完了まで繰り返して自動で行う自動化装
置の必要性が検討されている。このような培養操作の自動化に際しては、上述の交叉汚染
の問題を避けるため、現状では、一人の被検者に一台の細胞培養装置を専用で細胞培養完
了まで使用する、ダウンフローの気流を使用した不完全な汚染対策の下で培養装置を使用
する、等の方法が採用されているが、上記の問題の十分な解決策とはなっていない。
【０００４】
　即ち、一人に一台の細胞培養装置を専用で使用する場合、他人の細胞はその装置内には
存在しないため、培養中に交叉汚染が起こるという問題はない。しかし、装置の利用効率
の点からコストが高くなるという問題がある。また、ダウンフローの気流を使用した培養
装置では、他人の細胞が同じ装置内に存在することとなり、その細胞やこれに付着してい
る細菌、ウィルス、マイコプラズマ等が他の被検者用の容器などに付着することを完全に
防止することができず、交叉汚染の問題の十分な解決策とはなっていない。
【０００５】
　このような問題を解決するため、交叉汚染を防止しつつ複数の被検者の細胞培養を可能
とする装置の開発が行われている（特許文献１）。この自動培養装置ではインキュベータ
部を複数備え、培地交換操作、継代操作等の培養操作を行う操作部は共通で使用し、一人
の被検者の培養操作が終わる度にオゾン等によるガス滅菌が行われるが、これらの残留ガ
スが装置内に存在すると、培養すべき細胞が死滅するという問題点がある。また、この自
動培養装置では、装置本体内のインキュベータ部や操作部は滅菌することができるが、培
養装置に付随した、例えば培養に使用する試薬類や培養器具類を保管する保管部、試薬類
や培養器具類の搬入及び搬出を行うための入出庫部等を滅菌することはできない。そのた
め、保管部や入出庫部を含めて完全に交叉汚染を防ぐことはできない。
【特許文献１】国際公開第２００４／０１１５９３号パンフレット（図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述のような問題点を解決するために為されたものであり、本発明の課題は
、複数の被検者の細胞培養に使用しても交叉汚染が生じることがなく、しかも保管部、入
出庫部等を含めて完全に滅菌することが可能な自動細胞培養装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明のオートクレーブ滅菌を利用した自動細胞培養装置は
、被検者の細胞培養に必要な培養操作を行うための操作部と、細胞を培養するためのイン
キュベータ部と、培養に必要な試薬類や培養器具類を保管する保管部と、オートクレーブ
滅菌を行うための蒸気供給部とを備え、前記インキュベータ部、前記保管部は、それぞれ
前記操作部に連通すると共に、前記操作部との間にそれぞれ密閉扉を備えており、該密閉
扉を選択して開閉することにより、前記操作部と、該操作部に通ずる前記インキュベータ
部及び前記保管部の何れかとに前記蒸気供給部からの滅菌蒸気が供給されることを特徴と
する。
【０００８】
　本発明の自動細胞培養装置ではオートクレーブ滅菌が採用されているため、ガス滅菌と
は異なり残留ガスの心配がないため、短時間で滅菌を完了することが可能である。また、
オートクレーブ滅菌は、通常、病院等の医療機関で使用される滅菌装置で採用されており
、滅菌効果が高いため、確実に交叉汚染を防止することができる。
【０００９】
　また、操作部に通ずるインキュベータ部及び保管部は、密閉扉を開閉することにより、
操作部と連通させることができるため、滅菌が必要なときに操作部と共に滅菌を行うこと
が可能となっている。
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また、前記自動細胞培養装置に於いては、試薬及び培養器具類の出し入れを行うための入
出庫部を更に備え、前記入出庫部は前記操作部に連通すると共に、前記操作部との間に密
閉扉を備えており、前記密閉扉を開閉することにより前記蒸気供給部からの滅菌蒸気が供
給されるように構成される。
これにより、入出庫部は密閉扉を開閉することにより、操作部と連通させることができる
ため、滅菌が必要な時に操作部と共に滅菌を行うことが可能となっている。
【００１０】
　また、上記自動細胞培養装置に於いては、前記操作部に供給される気流の除塵及び除菌
を行うフィルタ部と、該フィルタ部及び前記操作部の間に設けられた密閉扉とを更に備え
、オートクレーブ滅菌に際して前記フィルタ部を前記操作部から遮断するように構成され
る。
【００１１】
　これにより、オートクレーブ滅菌に際してフィルタ部が熱や蒸気により損傷を受けるこ
とを防止することができる。
【００１２】
　ここで、前記操作部には、操作ロボットと、遠心分離器と、細胞培養に必要な培養操作
機器等を設け、前記操作部は、前記操作ロボット及び前記遠心分離器を配置した機器設置
部と、前記培養操作機器を配置した培養操作部とを備えた構成とし、前記機器設置部と前
記培養操作部との間に遮断装置を設けてもよい。これにより、前記培養操作部のみを滅菌
することが可能となる。
【００１３】
　本発明に於いて、前記細胞培養に必要な培養操作機器には、ターンテーブルと、ピペッ
ト装置と、遠心管ハンドリング装置とが含まれ、前記細胞培養に必要な前記培養操作には
、培地交換操作と継代操作とが含まれる構成とすることができる。
【００１４】
　本発明の自動細胞培養装置の使用方法は、上記何れかの自動細胞培養装置の使用方法で
あって、一人の被検者についての前記培養操作を行った後、前記全ての密閉扉を閉じるこ
とにより、前記操作部のみの滅菌を行うことを特徴とする。
【００１５】
　これにより、インキュベータ部に於いて複数の被検者の細胞培養を行うと共に、共通の
操作部で複数の被検者についての個別の培養操作を交叉汚染を防止しつつ行うことが可能
となる。
【００１６】
　また、本発明の自動細胞培養装置の使用方法は、上記何れかの自動細胞培養装置の使用
方法であって、一人の被検者についての細胞培養が完了した後、前記インキュベータ部と
前記操作部との間の密閉扉を開けると共に、当該密閉扉以外の密閉扉を閉じることにより
、前記インキュベータ部及び前記操作部のみの滅菌を行うことを特徴とする。
【００１７】
　これにより、各インキュベータ部を異なる複数の被検者のために独立して使用すること
が可能となり、自動細胞培養装置の利用効率を高めることができる。
【００１８】
　更に、本発明の自動細胞培養装置の使用方法は、上記何れかの自動細胞培養装置の使用
方法であって、該自動細胞培養装置の保守時に、滅菌が必要な前記インキュベータ部、前
記冷蔵保管部及び前記常温保管部と前記操作部との間の前記密閉扉を開いて、前記操作部
と同時に前記インキュベータ部、前記冷蔵保管部及び前記常温保管部の滅菌を行うことを
特徴とする。
【００１９】
　これにより、自動細胞培養装置の内部の滅菌が必要な部分の保守を簡単に行うことが可
能となる。
【００２０】
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　ここで、上記の自動細胞培養装置の使用方法に於いては、前記入出庫部と前記操作部と
の間の前記密閉扉を更に開いて、前記入出庫部の滅菌を同時に行ってもよい。
【００２１】
　また、前記機器設置部と前記培養操作部との間に遮断装置を設けた自動細胞培養装置で
は、この遮断装置を閉じることにより、前記培養操作部のみの滅菌を行うことができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の自動細胞培養装置ではオートクレーブ滅菌が採用されているため、ガス滅菌の
ように残留ガスの心配がなく、短時間で滅菌が完了する。しかも、オートクレーブ滅菌の
採用により、病院等のような通常の医療機関で使用される滅菌装置と同様に高い滅菌効果
が発揮される。
【００２３】
　また、密閉扉の選択的な開閉により、被検者ごと、培養操作ごとに必要な部分のみを滅
菌することができるので、一台の装置で複数の被検者の細胞培養を行う装置でありながら
、確実に交叉汚染を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明のオートクレーブ滅菌を利用した自動細胞培養装置及びその使用方法について、
図面を参照しながら以下に説明するが、本発明は以下の説明に限定されるものではない。
【００２５】
　図１は本発明の一実施形態に係る自動細胞培養装置の平面図であり、図１の装置をＰ－
Ｐ線で破断して矢視右側上方から見た場合の斜視図を図２に示す。また、図３及び図４は
、図１のＱ－Ｑ線矢視断面図を表している。本実施形態の自動細胞培養装置は、図１及び
図２に示すように、操作部１１と、複数のインキュベータ部１４と、保管部としての冷蔵
保管部１６及び常温保管部１７と、入出庫部１５と、蒸気供給部２２とを備えている。
【００２６】
　操作部１１は被検者の細胞培養に必要な培養操作を行うためのスペースであり、図１に
示すように、培養操作部１３とそれ以外の機器設置部１２とにより構成されている。培養
操作部１３には、図１に示すように、ターンテーブル３１と、ピペット装置３２と、遠心
管ハンドリング装置３３と、図示しない使用済み薬剤廃棄装置が設置されている。また、
機器設置部１２には、人手に代わって実際の培養操作を行う操作ロボット１９と、遠心分
離器２１とが設置されている。これらの操作ロボット１９、遠心分離器２１、ターンテー
ブル３１、ピペット装置３２、遠心管ハンドリング装置３３等は、図１に示すコントロー
ラ２３の制御の下に動作している。
【００２７】
　インキュベータ部１４は細胞を培養するためのスペースであり、図３及び図４に示すよ
うに、インキュベータ部１４のそれぞれの内部には、細胞培養に使用される多数のシャー
レ３４を保持する多段式のシャーレラック３５が配されている。また、図１に示すように
、各インキュベータ部１４には、培養雰囲気を調整するための二酸化炭素ガスを供給する
配管１４ａが接続されている。なお、図２では配管１４ａは２本のみ画かれているが、実
際には全てのインキュベータ部１４に二酸化炭素ガスを供給する配管１４ａが接続されて
いる。本実施形態では、一つのインキュベータ部１４内で培養される培養細胞は同一の被
検者に由来するものに限定され、インキュベータ部１４ごとに異なる被検者の培養細胞を
培養することができるようになっている。
【００２８】
　冷蔵保管部１６は、培養に必要な試薬類を冷蔵保存するために設けられており、この試
薬類として、培地、培養細胞剥離用のトリプシン溶液等を例示することができる。冷蔵保
管部１６には、既に滅菌済みの試薬類が収蔵されている。
【００２９】
　常温保管部１７は、細胞培養に使用する培養器具類や常温保存が必要な薬剤を保管する
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ために設けられており、この培養器具類として、培地交換に際して使用するピペットチッ
プ、遠心管等を例示することができる。常温保管部１７には、既に滅菌済みの培養器具類
が収蔵されている。さらに、常温保管部１７には常温保管が必要な薬品（例えばリン酸干
渉バッファ（ＰＢＳ）や生理食塩水）などが収蔵されている。
【００３０】
　入出庫部１５は、培養すべき細胞、培養後の細胞、試薬類及び培養器具類の出し入れを
行うために設けられている。さらに入出庫部は、培養する細胞の搬入口、培養後の搬出口
としても利用しても良い。
【００３１】
　また、蒸気供給部２２はオートクレーブ滅菌を行うための蒸気を供給するものであり、
例えば１２１℃の飽和蒸気（滅菌蒸気）を供給することができる。
【００３２】
　本実施形態では、複数のインキュベータ部１４及び一つの入出庫部１５は、図２に示す
ように、上下に３段に設けられた複数の縦列を為して操作部１１に取り付けられている。
入出庫部１５は、図２に示すように、上下３段の縦列の中央に位置している。冷蔵保管部
１６及び常温保管部１７は上下２段の縦列を為し、上側に冷蔵保管部１６、下側に常温保
管部１７が位置している。
【００３３】
　また、本実施形態の自動細胞培養装置は、図２～図４に示すように、操作部１１の機器
設置部１２の上方にフィルタ部２０ａ、培養操作部１３の上方にフィルタ部２０ｂを備え
ている。フィルタ部２０ａ及び２０ｂは、ＨＥＰＡフィルタ（High Efficiency Particul
ate Air Filter）からなる。
【００３４】
　本実施形態の装置では、操作部１１とインキュベータ部１４との間には自動開閉式の密
閉扉１８ａ、操作部１１と入出庫部１５との間には自動開閉式の密閉扉１８ｂ、操作部１
１と冷蔵保管部１６との間には自動開閉式の密閉扉１８ｃ、操作部１１と常温保管部１７
との間には自動開閉式の密閉扉１８ｄがそれぞれ設けられている。また、図３及び図４に
示すように、フィルタ部２０ａと機器設置部１２との間、及びフィルタ部２０ｂと培養操
作部１３との間には、それぞれ自動開閉式の密閉扉３０ａ及び３０ｂが設けられている。
更に、操作部１１の機器設置部１２及び培養操作部１３との間には、遮断装置としての密
閉シャッター２８が設けられている。これらの密閉扉１８ａ～ｄ,３０ａ及び３０ｂ、並
びに密閉シャッター２８は、高い機密性と断熱性とを有する材料で形成されており、オー
トクレーブ滅菌の際には、操作部１１からの蒸気の漏れを防ぐとともに、操作部１１から
の熱伝導を極力抑えることが可能となっている。
【００３５】
　従って、密閉扉１８ａ～ｄが開いている状態では、インキュベータ部１４、入出庫部１
５、冷蔵保管部１６及び常温保管部１７は操作部１１と空間的に連通し、蒸気供給部２２
からの蒸気により操作部１１とともに滅菌されることとなるが、密閉扉１８ａ～ｄを閉じ
たときには、インキュベータ部１４、入出庫部１５、冷蔵保管部１６及び常温保管部１７
は操作部１１からほぼ完全に隔離されることとなり、滅菌蒸気の影響は及ばない。また、
フィルタ部２０ａ及び２０ｂに設けられている密閉扉３０ａ及び３０ｂは、操作部１１の
滅菌に際して閉じることにより、フィルタ部２０ａ及び２０ｂを滅菌蒸気から保護するた
めに設けられている。更に、密閉シャッター２８は、これを閉じることにより、機器設置
部１２又は培養操作部１３のみを滅菌することが可能となっている。本実施形態では、密
閉扉１８ａ～ｄ,３０ａ及び３０ｂの開閉、密閉シャッター２８の開閉もコントローラ２
３の制御の下に行われる。
【００３６】
　図３及び図４に示すように、本実施形態では操作部１１の機器設置部１２及び培養操作
部１３には、給気用ファン２４及び排気用ファン２５により、ダウンフローの気流が供給
されている。この気流は、給気用ファン２４によりプレフィルタ２４ａを介して吸引され
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、その大部分はフィルタ部２０ａで除塵された後に機器設置部１２に供給され、培養操作
部１３の下方から排気用ファン２５によりプレフィルタ２５ａを介して外部に排気される
。また、給気用ファン２４で吸引された気流の一部は、フィルタ部２０ｂで除塵された後
に培養操作部１３に供給され、機器設置部１２の下方から排気用ファン２５を介して外部
に排気される。フィルタ２５ａを通過した気流は、外部に廃棄することなく吸気用のフィ
ルタ２４ａを介して後にＨＥＰＡフィルタ２０ａあるいは２０ｂを通すことによって、装
置に戻す内部循環を行うことも可能である。機器設置部１２及び培養操作部１３に供給さ
れる気流の量は、シャッター２６及びダンパー２７により調節される。
【００３７】
　本実施形態の装置では、細胞培養に必要な培養操作である培地交換操作と継代操作とを
自動で行うことができる。本実施形態の自動細胞培養装置に於いては、培地交換操作は以
下のようにして行われる。まず、図３に示すように、操作ロボット１９がインキュベータ
部１４内のシャーレラック３５に載置されている細胞培養中のシャーレ３４を取り出し、
図４に示すように培養操作部１３の方向に向きを変え、培養操作部１３のターンテーブル
３１上にシャーレ３４を移動させる。次に、操作ロボット１９はシャーレ３４の蓋を開け
る。続いて、ピペット装置３２がシャーレ内の培地を吸引して廃棄し、新たな培地をシャ
ーレに供給する。次に、操作ロボット１９がシャーレ３４の蓋を閉じ、インキュベータ部
１４内のシャーレラック３５の元の位置に戻す。このような一連の操作は、コントローラ
２３の制御の下に行われる。
【００３８】
　次に、本実施形態の自動細胞培養装置に於ける継代操作は、以下のようにして行われる
。まず、前述と同様に操作ロボット１９がインキュベータ部１４内のシャーレラック３５
に載置されている細胞培養中のシャーレ３４を取り出し、培養操作部１３のターンテーブ
ル３１上にシャーレ３４を移動させ、シャーレ３４の蓋を開け、ピペット装置３２がシャ
ーレ内の培養液を吸引して廃棄する。次に、ピペット装置３２は、培養細胞をシャーレか
ら剥離するためのトリプシン溶液を滴下する。次に、操作ロボット１９はシャーレを傾け
て回転することにより、トリプシン溶液をシャーレ３４の全体に行き渡らせる。細胞がシ
ャーレから剥離したことが例えばＴＶカメラ（図示せず）等で確認されると、ピペット装
置３２はシャーレ３４内の細胞を含んだ液を、遠心管ハンドリング装置３３に保持されて
いる遠心管に移す。遠心管ハンドリング装置３３は遠心管にキャップをした後、これを遠
心分離器２１にセットする。遠心分離器２１での遠心分離が終了すると、遠心管ハンドリ
ング装置３３は遠心管からキャップを外す。次に、ピペット装置３２は遠心管の上澄み液
を廃棄し、遠心管の底部に沈降している細胞を吸い出し、ターンテーブル３１上の複数の
新たなシャーレに少量ずつ分配する。次に、操作ロボット１９はこれらのシャーレの蓋を
閉じ、インキュベータ部１４内のシャーレラック３５に一つづつ入れ、その位置が次回の
培地交換操作と継代操作のためにコントローラ２３に記憶される。
【００３９】
　本実施形態の自動細胞培養装置に於いては、オートクレーブ滅菌は、一人の被検者につ
いての培養操作後、一人の被検者についての細胞培養が完了した後、自動細胞培養装置の
保守時の他、培養細胞、試薬類、培養器具類等をこの装置内に搬入又はこの装置から搬出
した時にも行われる。以下、本実施形態の自動細胞培養装置を用いたオートクレーブ滅菌
の方法について説明する。
【００４０】
　図５～図７は、図１のＰ－Ｐ線矢視断面図を表しており、これらの図に於いては、操作
ロボット１９は省略してある。まず、一人の被検者について上記の培地交換操作、継代操
作等の培養操作を行った後、別の被検者の培養操作を行う場合に行われるオートクレーブ
滅菌について説明する。この場合、滅菌すべき場所は操作部１１のみなので、各インキュ
ベータ部１４の密閉扉１８ａ、入出庫部１５の密閉扉１８ｂ、冷蔵保管部１６の密閉扉１
８ｃ、常温保管部１７の密閉扉１８ｄ、並びにフィルタ部２０ａ及び２０ｂの密閉扉３０
ａ及び３０ｂが閉じられる。次に、蒸気供給部２２から操作部１１に、例えば１２１℃の
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飽和蒸気が供給される（図６）。その際、密閉扉１８ａ～ｄは前述のように高い機密性及
び断熱性を有するので、各インキュベータ部１４内の培養中の細胞、冷蔵保管部１６及び
常温保管部１７に収蔵されている試薬類、培養器具類に損傷を与えることはない。滅菌に
十分な時間が経過した後、蒸気供給を止め、操作部１１が常温に戻れば、引き続いて別の
被検者の細胞の培養操作を行うことが可能となる。
【００４１】
　次に、一人の被検者についての細胞培養が完了した後に行われるオートクレーブ滅菌に
ついて説明する。この場合の滅菌は、培地交換操作、継代操作等の培養操作を繰り返して
行うことにより、所定の程度までの培養が完了し、その培養細胞を取り出した後において
行われるものである。この場合、滅菌すべき場所は操作部１１と特定のインキュベータ部
１４のみなので、そのインキュベータ部１４の密閉扉１８ａを開けると共に、他の全ての
密閉扉１８ａ～ｄ、並びに密閉扉３０ａ及び３０ｂが閉じられる。次に、蒸気供給部２２
から例えば１２１℃の飽和蒸気が供給される。その際、滅菌すべきインキュベータ部１４
の密閉扉１８ａは開けられているので、滅菌蒸気により操作部１１及び当該インキュベー
タ部１４のみの滅菌が行われることとなる。滅菌に十分な時間が経過した後、蒸気供給を
止め、当該インキュベータ部１４及び操作部１１が常温に戻れば、滅菌済みのインキュベ
ータ部１４を用いて別人の細胞培養が開始されることとなる。
【００４２】
　更に、オートクレーブ滅菌は、自動細胞培養装置の保守時にも行われる。この場合の滅
菌は、冷蔵保管部１６の密閉扉１８ｃ及び常温保管部１７の密閉扉１８ｄの何れか一方又
は両方と、滅菌が必要なインキュベータ部１４の密閉扉１８ａを開き、他の全ての密閉扉
１８ａ～ｂ、並びに密閉扉３０ａ及び３０ｂが閉じられる。この状態で、蒸気供給部２２
から例えば１２１℃の飽和蒸気が供給される。これにより、操作部１１と、冷蔵保管部１
６、常温保管部１７及び滅菌すべきインキュベータ部１４とが同時に滅菌されることとな
る。なお、図７は、インキュベータ部１４及び常温保管部１７の滅菌は行わず、冷蔵保管
部１６及び操作部１１のみの滅菌を行う場合を表している。
【００４３】
　また、本実施形態の自動細胞培養装置に於いては、入出庫部１５のオートクレーブ滅菌
も適宜行われる。入出庫部１５の滅菌は、入出庫部１５の密閉扉１８ｂを開けておくこと
により行うことができ、培養細胞、試薬類、培養器具類等をこの装置内に搬入又はこの装
置から搬出した時に随時行うことができ、上述の培養操作後の操作部１１の滅菌、一人の
被検者の細胞培養完了後に於ける操作部１１とインキュベータ部１４の滅菌、自動細胞培
養装置の保守時の滅菌等と同時に行うことができる。
【００４４】
　加えて、本実施形態の自動細胞培養装置では、機器設置部１２と培養操作部１３との間
に密閉シャッター２８が設けられているので、蒸気供給部２２からの滅菌蒸気を培養操作
部１３のみに導入するようにすれば、密閉シャッター２８を閉じることにより、培養操作
部１３のみの滅菌を行うことができる。また、蒸気供給部２２からの滅菌蒸気を機器設置
部１２のみに導入するようにすれば、密閉シャッター２８を閉じることにより、機器設置
部１２のみの滅菌を行うこともできる。
【００４５】
　更に、本実施形態の自動細胞培養装置は、その内部全体の滅菌を行うこともできる。即
ち、密閉扉３０ａ及び３０ｂを閉じるとともに全ての密閉扉１８ａ～ｄを開けることによ
り、操作部１１の機器設置部１２及び培養操作部１３、インキュベータ部１４、入出庫部
１５、冷蔵保管部１６並びに常温保管部１７を同時に滅菌することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明のオートクレーブ滅菌を利用した自動細胞培養装置及びその使用方法によれば、
細胞の培養操作を自動で行うことができるので、再生医療の分野で利用することができる
。
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【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態に係る自動細胞培養装置の平面図である。
【図２】図１の装置をＰ－Ｐ線で破断して矢視右側上方から見た場合の斜視図である。
【図３】図１のＱ－Ｑ線矢視断面図である。
【図４】図１のＱ－Ｑ線矢視断面図である。
【図５】図１のＰ－Ｐ線矢視断面図である。
【図６】図５に於いて、蒸気供給部２２から操作部１１に滅菌蒸気を供給した場合を表し
ている。
【図７】図１のＰ－Ｐ線矢視断面図であり、冷蔵保管部１６と操作部１１とを滅菌する場
合を表している。
【符号の説明】
【００４８】
　　　　　　１１　操作部
　　　　　　１２　機器設置部
　　　　　　１３　培養操作部
　　　　　　１４　インキュベータ部
　　　　　　１５　入出庫部
　　　　　　１６　冷蔵保管部
　　　　　　１７　常温保管部
　　　１８ａ～ｄ　密閉扉
　３０ａ，３０ｂ　密閉扉
　　　　　　１９　操作ロボット
　２０ａ，２０ｂ　フィルタ部
　　　　　　２１　遠心分離器
　　　　　　２２　蒸気供給部
　　　　　　２３　コントローラ
　　　　　　２４　給気用ファン
　２４ａ，２５ａ　プレフィルタ
　　　　　　２５　排気用ファン
　　　　　　２６　シャッター
　　　　　　２７　ダンパー
　　　　　　２８　密閉シャッター
　　　　　　３１　ターンテーブル
　　　　　　３２　ピペット装置
　　　　　　３３　遠心管ハンドリング装置
　　　　　　３４　シャーレ
　　　　　　３５　シャーレラック



(10) JP 4549806 B2 2010.9.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(11) JP 4549806 B2 2010.9.22

【図６】

【図７】



(12) JP 4549806 B2 2010.9.22

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100114834
            弁理士　幅　慶司
(74)代理人  100122264
            弁理士　内山　泉
(74)代理人  100125645
            弁理士　是枝　洋介
(72)発明者  高木　睦
            北海道札幌市中央区宮の森３条１０丁目５番２号　宮の森住宅４０２－２４
(72)発明者  中嶋　勝己
            兵庫県明石市川崎町１番１号　川崎重工業株式会社　明石工場内
(72)発明者  土井　利尚
            兵庫県明石市川崎町１番１号　川崎重工業株式会社　明石工場内
(72)発明者  緒方　隆昌
            兵庫県明石市川崎町１番１号　川崎重工業株式会社　明石工場内

    審査官  石丸　聡

(56)参考文献  国際公開第２００４／０１１５９３（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ１２Ｍ　　　１／００　　　　
              Ｃ１２Ｍ　　　３／００　　　　
              ＣＡ／ＢＩＯＳＩＳ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＷＰＩＤＳ（ＳＴＮ）
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

