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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月14日(2017.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
回収チャンバと、
該回収チャンバに接続する回収チャンバアウトレットバルブと、
該回収チャンバに接続する回収チャンバインレットバルブと、
該回収チャンバインレットバルブに接続する近位液体抽出チューブ、該近位液体抽出チュ
ーブは医薬品等級の材料を含む、と、
該近位液体抽出チューブに接続する遠位液体抽出チューブ、該遠位液体抽出チューブは移
送部位及びインレットを含む、と、
を含む羊水回収装置であって、
該インレットは、主インレット、柔らかい貫通する先端、及び１つ以上の側面インレット
を含み、
該柔らかい貫通する先端は、胎児の皮膚を貫通する又はダメージを与えることなく、羊膜
を貫通することが可能である
ことを特徴とする羊水回収装置。
【請求項２】
請求項１に記載の装置であって、該遠位液体抽出チューブが柔軟であることを特徴とする
装置。
【請求項３】
胎児細胞又は幼児細胞を単離する方法であって、該方法が、（ａ）請求項１又は２に記載
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の羊水回収装置を使用して、羊水を、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８
、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、又は３９週より長い
妊娠段階で獲得すること、及び、
（ｂ）該羊水から胎児細胞又は幼児細胞を回収すること、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
請求項３に記載の方法であって、ステップ（ａ）における獲得が、帝王切開によって羊水
を回収することを含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
請求項３又は４に記載の方法であって、ステップ（ｂ）における回収が、該羊水から粒状
物質を除くことを含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
請求項５に記載の方法であって、ステップ（ｂ）における回収が、勾配遠心分離を行うこ
とを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
請求項３～６の何れか１項に記載の方法であって、回収された細胞を、細胞が増殖する条
件下で培養することを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
請求項３～７の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ｂ）において回収された細
胞が、ステップ（ａ）において獲得された羊水１リッター当たり少なくとも１００万の細
胞を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
請求項３～８の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ａ）において獲得された羊
水の量が、少なくとも１０ｍＬ、２０ｍＬ、３０ｍＬ、４０ｍＬ、５０ｍＬ、６０ｍＬ、
７０ｍＬ、８０ｍＬ、９０ｍＬ、１００ｍＬ、２００ｍＬ、３００ｍＬ、４００ｍＬ、５
００ｍＬ、６００ｍＬ、７００ｍＬ、８００ｍＬ、９００ｍＬ、又は１０００ｍＬである
ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
請求項３～９の何れか１項に記載の方法であって、当該羊水が臨月の羊水であることを特
徴とする方法。
【請求項１１】
請求項３～１０の何れか１項に記載の方法であって、該胎児細胞又は幼児細胞が、ＣＤ７
３及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの表面発現に関して陽性である細胞を
含み、該細胞が、ＣＤ１０５発現の表面発現に関して陰性であり、又はＣＤ３４の表面発
現に関して陽性であることを特徴とする方法。
【請求項１２】
請求項１１に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ７３及びＣＤ９０の表面発現に関して
陽性であることを特徴とする方法。
【請求項１３】
請求項１１又は１２に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ１０５の表面発現に関して陰
性であり、かつＣＤ３４の表面発現に関して陽性であることを特徴とする方法。
【請求項１４】
請求項１１～１３の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が、転写因子Ｏｃｔ－４を
発現することを特徴とする方法。
【請求項１５】
請求項１１～１４の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ４５表面発現に関
して陰性であることを特徴とする方法。
【請求項１６】
請求項１１～１５の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が接着性であることを特徴
とする方法。
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【請求項１７】
請求項１１～１６の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が繊維芽細胞様形態を有す
ることを特徴とする方法。
【請求項１８】
請求項１１～１７の何れか１項に記載の方法であって、該細胞が、多能性（pluripotent
）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする方法。
【請求項１９】
請求項１１～１８の何れか１項に記載の方法であって、
該細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、
該細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、
又は、
該細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能で
あることを特徴とする方法。
【請求項２０】
請求項３～１９の何れか１項に記載の方法であって、該方法が、回収された細胞を再プロ
グラミングすることを更に含み、それにより、マルチ多能性（multipotent）であるか又
は多能性（pluripotent）である細胞を生ずることを特徴とする方法。
【請求項２１】
請求項２０に記載の方法であって、該再プログラミングが、多能性幹細胞（ｉＰＳＣ）の
手順の誘導を行うことを含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
請求項３～２１の何れか１項に記載の方法であって、該方法が、該細胞を所望の細胞又は
組織タイプに分化させることを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
請求項２２の方法であって、該所望の細胞又は組織タイプが、造血細胞、神経細胞、内胚
葉細胞、外胚葉細胞、及び中胚葉細胞からなる群より選択されることを特徴とする方法。
【請求項２４】
ＣＤ７３及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの表面発現を含む請求項３～２
３の何れか１項に記載の方法を使用して単離された、単離された胎児細胞又は幼児細胞で
あって、
該細胞の表面が、ＣＤ１０５発現に関して陰性であり、又は
該細胞の表面が、ＣＤ３４を発現する
ことを特徴とする単離された胎児細胞又は幼児細胞。
【請求項２５】
請求項２４に記載の単離された細胞であって、該細胞がＣＤ７３及びＣＤ９０の表面発現
を含むことを特徴とする単離された細胞。
【請求項２６】
請求項２４又は２５に記載の単離された細胞であって、該細胞表面が、ＣＤ１０５発現に
関して陰性であり、かつＣＤ３４を発現することを特徴とする単離された細胞。
【請求項２７】
請求項２４～２６の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が、転写因子Ｏ
ｃｔ－４を発現することを特徴とする単離された細胞。
【請求項２８】
請求項２４～２７の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞表面が、ＣＤ４
５表面発現に関して陰性であることを特徴とする単離された細胞。
【請求項２９】
請求項２４～２８の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が接着性である
ことを特徴とする単離された細胞。
【請求項３０】
請求項２４～２９の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が、繊維芽細胞
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様形態を有することを特徴とする単離された細胞。
【請求項３１】
請求項２４～３０の何れか１項に記載の単離された細胞であって、該細胞が、多能性（pl
uripotent）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする単離され
た細胞。
【請求項３２】
請求項２４～３１の何れか１項に記載の単離された細胞であって、
該細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、
該細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、
又は、
該細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能で
あることを特徴とする単離された細胞。
【請求項３３】
請求項２４～３２の何れかに記載の胎児細胞又は幼児細胞を含む組成物。
【請求項３４】
請求項３～２３の何れか１項に記載の方法を使用して単離された、複数の胎児細胞又は幼
児細胞を含む組成物であって、少なくとも１０％の細胞が、ＣＤ９０、ＣＤ７３、及びＣ
Ｄ３４の表面発現を有し、そして、
５％未満の細胞が、ＣＤ１０５の表面発現を有することを特徴とする組成物。
【請求項３５】
請求項３４に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が、転写因子Ｏｃｔ－４を
発現することを特徴とする組成物。
【請求項３６】
請求項３４又は３５に記載の組成物であって、５％未満の細胞が、ＣＤ４５表面発現を有
することを特徴とする組成物。
【請求項３７】
請求項３４～３６の何れか１項に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が接着
性であることを特徴とする組成物。
【請求項３８】
請求項３４～３７の何れか１項に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が繊維
芽細胞様形態を有することを特徴とする組成物。
【請求項３９】
請求項３４～３８の何れか１項に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が、多
能性（pluripotent）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする
組成物。
【請求項４０】
請求項３４～３９の何れか１項に記載の組成物であって、
少なくとも５０％の細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能
であり、又は、
複数の細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であ
り、又は、
複数の細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可
能であることを特徴とする組成物。
【請求項４１】
請求項３３～４０の何れか１項に記載の組成物であって、羊水を更に含むことを特徴とす
る組成物。
【請求項４２】
請求項４１に記載の組成物であって、該細胞が、１リッター当たり、少なくとも１００万
の細胞濃度で存在することを特徴とする組成物。
【請求項４３】
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細胞を預けるための方法であって、
（ａ）一以上のサンプルを獲得すること、そのそれぞれは、請求項２４～３２の何れかに
記載の細胞を含み、
（ｂ）該サンプルを、サンプル中の少なくともいくつかの細胞の生存性を保つ状態下に保
存すること、及び、
（ｃ）該サンプルが獲得された対象のアイデンティティに関するデータを保存すること
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４４】
請求項４３に記載の方法であって、該保存が、該サンプルを１以上の凍結防止剤で処置す
ることを含むことを特徴とする方法。
【請求項４５】
請求項４３又は４４に記載の方法であって、ステップ（ａ）が、複数のサンプルを獲得す
ることを含み、そのそれぞれが、異なった対象から獲得されることを特徴とする方法。
【請求項４６】
（ａ）複数のサンプル、そのそれぞれが請求項２４～３２の何れかに記載の細胞又は請求
項３３～４２の何れかに記載の組成物を含み、及び、
（ｂ）該サンプルの個々の識別及び回収（retrieval）に関するデータを含むデータベー
ス
を含む細胞バンク。
【請求項４７】
請求項４６に記載の細胞バンクであって、複数のサンプルのそれぞれが、個々の対象由来
であることを特徴とする細胞バンク。
【請求項４８】
請求項４６又は４７に記載の細胞バンクであって、該データが、個々のサンプルが由来し
た対象のアイデンティティについての情報を含むことを特徴とする細胞バンク。
【請求項４９】
（ａ）対象の子宮壁における切り口を介して請求項１又は２に記載の羊水回収装置の貫通
する先端を挿入すること、
（ｂ）該対象の羊膜を貫通すること、及び
（ｃ）該羊水回収装置の回収チャンバに該対象の羊膜嚢から羊水を回収することを含む、
羊水を回収する方法であって、該対象が、少なくとも妊娠３０週の段階の妊婦であること
を特徴とする方法。
【請求項５０】
請求項４９に記載の方法であって、該対象は、妊娠の臨月段階であることを特徴とする方
法。
【請求項５１】
請求項４９又は５０に記載の方法であって、ステップ（ｂ）が、絨毛膜を貫通することを
更に含むことを特徴とする方法。
【請求項５２】
請求項４９～５１の何れか１項に記載の方法であって、ステップ（ｃ）の回収が、
（ｉ）羊水回収装置のインレットバルブを開口することによって羊水を該羊水回収装置の
回収チャンバに移送するためにサイホンを開始すること、
（ｉｉ）該羊水回収装置のインレットの下に該羊水回収装置の回収チャンバを配置させる
こと、
（ｉｉｉ）負圧ソースを該羊水回収装置のアウトレットに接続し該羊水の移送を開始させ
ること、そして、
（ｉｖ）該羊水回収装置のインレットを再配置させ、実質的に全ての利用できる羊水を回
収すること、の１つ以上を含むことを特徴とする方法。
【請求項５３】
請求項４９～５２の何れか１項に記載の方法であって、該羊水回収装置を取り除くステッ
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プ（ｄ）を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項５４】
請求項４９～５３の何れか１項に記載の方法であって、切り口が、該羊水回収装置により
作られることを特徴とする方法。
【請求項５５】
請求項４９～５４の何れか１項に記載の方法であって、該方法が１０分、９分、８分、７
分、６分、５分、４分、３分、２分、又は１分未満で行われることを特徴とする方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５０】
　特許請求の範囲の例示的な請求項の記載は、本発明のいくつかの実施形態を更に例示す
るために提供され、出願人が本願発明と見なすものの範囲を限定すると理解されるべきで
はない。
　なお、本発明は以下のようにも記載される。
（付記１）
回収チャンバと、
該回収チャンバに接続する回収チャンバアウトレットバルブと、
該回収チャンバに接続する回収チャンバインレットバルブと、
該回収チャンバインレットバルブに接続する近位液体抽出チューブ、該近位液体抽出チュ
ーブは医薬品等級の材料を含む、と、
該近位液体抽出チューブに接続する遠位液体抽出チューブ、該遠位液体抽出チューブは移
送部位及びインレットを含む、と、
を含む羊水回収装置であって、
該インレットは、主インレット、柔らかい貫通する先端、及び１つ以上の側面インレット
を含み、
該柔らかい貫通する先端は、胎児の皮膚を貫通する又はダメージを与えることなく、羊膜
を貫通することが可能である
ことを特徴とする羊水回収装置。
（付記２）
付記１に記載の装置であって、該遠位液体抽出チューブが柔軟であることを特徴とする装
置。
（付記３）
胎児細胞又は幼児細胞を単離する方法であって、該方法が、（ａ）付記１又は２に記載の
羊水回収装置を使用して、羊水を、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、
２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、又は３９週より長い妊
娠段階で獲得すること、及び、
（ｂ）該羊水から胎児細胞又は幼児細胞を回収すること、
を含むことを特徴とする方法。
（付記４）
付記３に記載の方法であって、ステップ（ａ）における獲得が、帝王切開によって羊水を
回収することを含むことを特徴とする方法。
（付記５）
付記３又は４に記載の方法であって、ステップ（ｂ）における回収が、該羊水から粒状物
質を除くことを含むことを特徴とする方法。
（付記６）
付記５に記載の方法であって、ステップ（ｂ）における回収が、勾配遠心分離を行うこと
を更に含むことを特徴とする方法。
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（付記７）
付記３～６の何れか１つに記載の方法であって、回収された細胞を、細胞が増殖する条件
下で培養することを更に含むことを特徴とする方法。
（付記８）
付記３～７の何れか１つに記載の方法であって、ステップ（ｂ）において回収された細胞
が、ステップ（ａ）において獲得された羊水１リッター当たり少なくとも１００万の細胞
を含むことを特徴とする方法。
（付記９）
付記３～８の何れか１つに記載の方法であって、ステップ（ａ）において獲得された羊水
の量が、少なくとも１０ｍＬ、２０ｍＬ、３０ｍＬ、４０ｍＬ、５０ｍＬ、６０ｍＬ、７
０ｍＬ、８０ｍＬ、９０ｍＬ、１００ｍＬ、２００ｍＬ、３００ｍＬ、４００ｍＬ、５０
０ｍＬ、６００ｍＬ、７００ｍＬ、８００ｍＬ、９００ｍＬ、又は１０００ｍＬであるこ
とを特徴とする方法。
（付記１０）
付記３～９の何れか１つに記載の方法であって、当該羊水が臨月の羊水であることを特徴
とする方法。
（付記１１）
付記３～１０の何れか１つに記載の方法であって、該胎児細胞又は幼児細胞が、ＣＤ７３
及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの表面発現に関して陽性である細胞を含
み、該細胞が、ＣＤ１０５発現の表面発現に関して陰性であり、又はＣＤ３４の表面発現
に関して陽性であることを特徴とする方法。
（付記１２）
付記１１に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ７３及びＣＤ９０の表面発現に関して陽
性であることを特徴とする方法。
（付記１３）
付記１１又は１２に記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ１０５の表面発現に関して陰性
であり、かつＣＤ３４の表面発現に関して陽性であることを特徴とする方法。
（付記１４）
付記１１～１３の何れか１つに記載の方法であって、該細胞が、転写因子Ｏｃｔ－４を発
現することを特徴とする方法。
（付記１５）
付記１１～１４の何れか１つに記載の方法であって、該細胞が、ＣＤ４５表面発現に関し
て陰性であることを特徴とする方法。
（付記１６）
付記１１～１５の何れか１つに記載の方法であって、該細胞が接着性であることを特徴と
する方法。
（付記１７）
付記１１～１６の何れか１つに記載の方法であって、該細胞が繊維芽細胞様形態を有する
ことを特徴とする方法。
（付記１８）
付記１１～１７の何れか１つに記載の方法であって、該細胞が、多能性（pluripotent）
であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする方法。
（付記１９）
付記１１～１８の何れか１つに記載の方法であって、
該細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、
該細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、
又は、
該細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能で
あることを特徴とする方法。
（付記２０）
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付記３～１９の何れか１つに記載の方法であって、該方法が、回収された細胞を再プログ
ラミングすることを更に含み、それにより、マルチ多能性（multipotent）であるか又は
多能性（pluripotent）である細胞を生ずることを特徴とする方法。
（付記２１）
付記２０に記載の方法であって、該再プログラミングが、多能性幹細胞（ｉＰＳＣ）の手
順の誘導を行うことを含むことを特徴とする方法。
（付記２２）
付記３～２１の何れか１つに記載の方法であって、該方法が、該細胞を所望の細胞又は組
織タイプに分化させることを更に含むことを特徴とする方法。
（付記２３）
付記２２の方法であって、該所望の細胞又は組織タイプが、造血細胞、神経細胞、内胚葉
細胞、外胚葉細胞、及び中胚葉細胞からなる群より選択されることを特徴とする方法。
（付記２４）
ＣＤ７３及びＣＤ９０からなる群より選択されるマーカーの表面発現を含む付記３～２３
の何れか１つに記載の方法を使用して単離された、単離された胎児細胞又は幼児細胞であ
って、
該細胞の表面が、ＣＤ１０５発現に関して陰性であり、又は
該細胞の表面が、ＣＤ３４を発現する
ことを特徴とする単離された胎児細胞又は幼児細胞。
（付記２５）
付記２４に記載の単離された細胞であって、該細胞がＣＤ７３及びＣＤ９０の表面発現を
含むことを特徴とする単離された細胞。
（付記２６）
付記２４又は２５に記載の単離された細胞であって、該細胞表面が、ＣＤ１０５発現に関
して陰性であり、かつＣＤ３４を発現することを特徴とする単離された細胞。
（付記２７）
付記２４～２６の何れか１つに記載の単離された細胞であって、該細胞が、転写因子Ｏｃ
ｔ－４を発現することを特徴とする単離された細胞。
（付記２８）
付記２４～２７の何れか１つに記載の単離された細胞であって、該細胞表面が、ＣＤ４５
表面発現に関して陰性であることを特徴とする単離された細胞。
（付記２９）
付記２４～２８の何れか１つに記載の単離された細胞であって、該細胞が接着性であるこ
とを特徴とする単離された細胞。
（付記３０）
付記２４～２９の何れか１つに記載の単離された細胞であって、該細胞が、繊維芽細胞様
形態を有することを特徴とする単離された細胞。
（付記３１）
付記２４～３０の何れか１つに記載の単離された細胞であって、該細胞が、多能性（plur
ipotent）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする単離された
細胞。
（付記３２）
付記２４～３１の何れか１つに記載の単離された細胞であって、
該細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能であり、又は、
該細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であり、
又は、
該細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可能で
あることを特徴とする単離された細胞。
（付記３３）
付記２４～３２の何れかに記載の胎児細胞又は幼児細胞を含む組成物。
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（付記３４）
付記３～２３の何れか１つに記載の方法を使用して単離された、複数の胎児細胞又は幼児
細胞を含む組成物であって、少なくとも１０％の細胞が、ＣＤ９０、ＣＤ７３、及びＣＤ
３４の表面発現を有し、そして、
５％未満の細胞が、ＣＤ１０５の表面発現を有することを特徴とする組成物。
（付記３５）
付記３４に記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が、転写因子Ｏｃｔ－４を発
現することを特徴とする組成物。
（付記３６）
付記３４又は３５に記載の組成物であって、５％未満の細胞が、ＣＤ４５表面発現を有す
ることを特徴とする組成物。
（付記３７）
付記３４～３６の何れか１つに記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が接着性
であることを特徴とする組成物。
（付記３８）
付記３４～３７の何れか１つに記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が繊維芽
細胞様形態を有することを特徴とする組成物。
（付記３９）
付記３４～３８の何れか１つに記載の組成物であって、少なくとも５０％の細胞が、多能
性（pluripotent）であるか又はマルチ多能性（multipotent）であることを特徴とする組
成物。
（付記４０）
付記３４～３９の何れか１つに記載の組成物であって、
少なくとも５０％の細胞が、連続培養において、少なくとも５０日間成長することが可能
であり、又は、
複数の細胞が、培養において、少なくとも３０回の集団倍化で増殖をすることが可能であ
り、又は、
複数の細胞が、連続培養において、少なくとも１，０００，０００倍に拡張することが可
能であることを特徴とする組成物。
（付記４１）
付記３３～４０の何れか１つに記載の組成物であって、羊水を更に含むことを特徴とする
組成物。
（付記４２）
付記４１に記載の組成物であって、該細胞が、１リッター当たり、少なくとも１００万の
細胞濃度で存在することを特徴とする組成物。
（付記４３）
細胞を預けるための方法であって、
（ａ）一以上のサンプルを獲得すること、そのそれぞれは、付記２４～３２の何れかに記
載の細胞を含み、
（ｂ）該サンプルを、サンプル中の少なくともいくつかの細胞の生存性を保つ状態下に保
存すること、及び、
（ｃ）該サンプルが獲得された対象のアイデンティティに関するデータを保存すること
を含むことを特徴とする方法。
（付記４４）
付記４３に記載の方法であって、該保存が、該サンプルを１以上の凍結防止剤で処置する
ことを含むことを特徴とする方法。
（付記４５）
付記４３又は４４に記載の方法であって、ステップ（ａ）が、複数のサンプルを獲得する
ことを含み、そのそれぞれが、異なった対象から獲得されることを特徴とする方法。
（付記４６）
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（ａ）複数のサンプル、そのそれぞれが付記２４～３２の何れかに記載の細胞又は付記３
３～４２の何れかに記載の組成物を含み、及び、
（ｂ）該サンプルの個々の識別及び回収（retrieval）に関するデータを含むデータベー
ス
を含む細胞バンク。
（付記４７）
付記４６に記載の細胞バンクであって、複数のサンプルのそれぞれが、個々の対象由来で
あることを特徴とする細胞バンク。
（付記４８）
付記４６又は４７に記載の細胞バンクであって、該データが、個々のサンプルが由来した
対象のアイデンティティについての情報を含むことを特徴とする細胞バンク。
（付記４９）
（ａ）対象の子宮壁における切り口を介して付記１又は２に記載の羊水回収装置の貫通す
る先端を挿入すること、
（ｂ）該対象の羊膜を貫通すること、及び
（ｃ）該羊水回収装置の回収チャンバに該対象の羊膜嚢から羊水を回収することを含む、
羊水を回収する方法であって、該対象が、少なくとも妊娠３０週の段階の妊婦であること
を特徴とする方法。
（付記５０）
付記４９に記載の方法であって、該対象は、妊娠の臨月段階であることを特徴とする方法
。
（付記５１）
付記４９又は５０に記載の方法であって、ステップ（ｂ）が、絨毛膜を貫通することを更
に含むことを特徴とする方法。
（付記５２）
付記４９～５１の何れか１つに記載の方法であって、ステップ（ｃ）の回収が、
（ｉ）羊水回収装置のインレットバルブを開口することによって羊水を該羊水回収装置の
回収チャンバに移送するためにサイホンを開始すること、
（ｉｉ）該羊水回収装置のインレットの下に該羊水回収装置の回収チャンバを配置させる
こと、
（ｉｉｉ）負圧ソースを該羊水回収装置のアウトレットに接続し該羊水の移送を開始させ
ること、そして、
（ｉｖ）該羊水回収装置のインレットを再配置させ、実質的に全ての利用できる羊水を回
収すること、の１つ以上を含むことを特徴とする方法。
（付記５３）
付記４９～５２の何れか１つに記載の方法であって、該羊水回収装置を取り除くステップ
（ｄ）を更に含むことを特徴とする方法。
（付記５４）
付記４９～５３の何れか１つに記載の方法であって、切り口が、該羊水回収装置により作
られることを特徴とする方法。
（付記５５）
付記４９～５４の何れか１つに記載の方法であって、該方法が１０分、９分、８分、７分
、６分、５分、４分、３分、２分、又は１分未満で行われることを特徴とする方法。
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