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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　培養細胞群が収容された培養容器と、この培養容器に接続され、少なくとも上記培養細
胞群の細胞接着性を低下させる剥離液を上記培養容器に供給する試薬供給手段と、上記培
養容器内の上記剥離液等の流体収容物を面方向に流動させ、上記培養容器の内壁面に付着
している上記培養細胞群を上記内壁面から剥離させる剥離手段と、上記培養容器に接続さ
れた上記培養細胞群の流通手段とを有し、かつ上記流通手段は、上記培養細胞群の細胞同
士の接着を解く細管が介装されているとともに、この細管に上記培養細胞群を通過させる
吸引機構が設けられていることを特徴とする閉鎖系の細胞回収装置。
【請求項２】
　上記剥離手段は、上記培養容器を水平方向に振動させる加振装置であることを特徴とす
る請求項１に記載の閉鎖系の細胞回収装置。
【請求項３】
　上記剥離手段は、上記培養容器内に空気を供給する空気供給機構と、上記培養容器を上
記流体収容物が面方向に流動するようにシーソー運動させる揺動機構とを有することを特
徴とする請求項１に記載の閉鎖系の細胞回収装置。
【請求項４】
　上記細管は、内径が０．２ｍｍ以上であって、かつ１．０ｍｍ以下であることを特徴と
する請求項１ないし３のいずれか１項に記載の閉鎖系の細胞回収装置。
【請求項５】
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　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の閉鎖系の細胞回収装置を用いて、上記培養細
胞を再培養する細胞培養装置であって、
　上記流通手段と並列的に上記培養容器に接続されるとともに、上記試薬供給手段と直列
的に上記培養容器に接続された廃液回収手段と、上記流通手段の下流端部に接続可能に設
けられ、上記培養細胞を再培養する細胞回収容器とが備えられていることを特徴とする細
胞培養装置。
【請求項６】
　上記流通手段には、上記培養細胞を培地に希釈分散させる希釈機構が設けられており、
かつ上記細胞回収容器は、複数設けられ、各々が上記流通手段の下流端部に並列的に接続
可能に設けられていることを特徴とする請求項５に記載の細胞培養装置。
【請求項７】
　上記培養容器、上記試薬供給手段、上記剥離手段、上記流通手段、上記廃液回収手段及
び上記細胞回収容器は、インキュベータ内に収容されていることを特徴とする請求項６に
記載の細胞培養装置。
【請求項８】
　培養細胞群が収容されている培養容器内に、上記培養細胞群の細胞接着性を低下させる
剥離液を供給し、この剥離液と上記培養細胞群とを反応させる反応工程と、
　この反応工程の後に、上記培養容器内に洗浄液を供給し、上記培養細胞群を上記培養容
器の内壁面に付着させたまま上記剥離液を洗い流すことにより、上記剥離液と上記洗浄液
とを置換させる洗浄工程と、
　上記培養容器内に収容されている上記洗浄液等の流体収容物を面方向に流動させること
により、上記培養細胞群を上記培養容器の内壁面から剥離させる剥離工程と、
　この剥離工程の後に、上記培養容器の内壁面から剥離された培養細胞群を、上記培養容
器の排出口に接続されている流通手段に介装された細管に流通させることにより、上記培
養細胞群の細胞同士の接着を解き、上記培養細胞を上記流体収容物に分散させる細胞分散
工程を有し、
　上記流体収容物に分散させた培養細胞群を、上記流通手段に排出することを特徴とする
細胞の回収方法。
【請求項９】
　上記剥離液は、２価金属のキレート剤であることを特徴とする請求項８に記載の細胞の
回収方法。
【請求項１０】
　上記洗浄工程の後に、上記培養容器内に培地等のカルシウム含有溶液を供給し、上記培
養容器内の上記洗浄液の一部を外部に流出させ、上記培養容器内の上記洗浄液の一部を上
記カルシウム含有溶液に置換する置換工程が設けられており、上記培養容器内の上記カル
シウム含有溶液及び上記洗浄液等の流体収容物を、上記剥離工程において面方向に流動さ
せることを特徴とする請求項８又は９に記載の細胞の回収方法。
【請求項１１】
　上記剥離工程においては、上記培養容器を水平方向に振動させることを特徴とする請求
項８ないし１０のいずれか一項に記載の細胞の回収方法。
【請求項１２】
　上記剥離工程においては、上記培養容器内に空気を供給するとともに、上記培養容器を
上記流体収容物が面方向に流動するようにシーソー運動させることを特徴とする請求項８
ないし１０のいずれか一項に記載の細胞の回収方法。
【請求項１３】
　上記培養細胞群を上記細管に複数回通過させることにより、上記培養細胞を流体収容物
に分散させることを特徴とする請求項８ないし１２のいずれか一項に記載の細胞の回収方
法。
【請求項１４】
　請求項８ないし１３のいずれか一項に記載の細胞の回収方法を用いて、培養細胞を再培
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養する細胞の培養方法であって、
　上記細胞分散工程の後に、上記培養細胞群の細胞同士の接着が解かれた培養細胞を複数
の細胞回収容器に供給する播種工程と、
　上記細胞回収容器内において上記培養細胞を再培養させる培養工程とを有することを特
徴とする細胞の培養方法。
【請求項１５】
　上記細胞分散工程の後に、上記培養細胞を培地に希釈分散させる希釈工程が設けられて
おり、この希釈分散された細胞液を、上記播種工程において、上記細胞回収容器に供給す
ることを特徴とする請求項１４に記載の細胞の培養方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、動物の組織や臓器を形成する接着依存性細胞を繰り返し継代培養する
ことができる細胞培養装置及び細胞の剥離分散方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上記接着依存性細胞等の培養細胞の回収は、細胞が接着しやすいように処理されている
シャーレ等の培養容器内の培養細胞に、トリプシンやコラゲナーゼ等のタンパク質分解酵
素を供給し、補助剤としてＥＤＴＡ等を加えて、培養容器内壁面に細胞を付着させている
インテグリン等の接着因子を切断するとともに、上記細胞同士を接着させているカドヘリ
ン等の接着因子を切断した後に、培養容器の蓋を開け、培養細胞をピペッティングで培養
容器から剥離することにより成されている。
【０００３】
　さらに、培養細胞の回収は、上記タンパク質分解酵素が上記接着因子以外の細胞表面マ
ーカ、チャネルやレセプター等までも分解、破壊し、培養細胞に悪影響を与えてしまうた
め、培養細胞とともにピペッティングで回収されたタンパク質分解酵素をＰＢＳ等の緩衝
液に置換する遠心操作等の処理が成されている。
【０００４】
　このように、上述の培養細胞の回収は、培養容器の蓋を開ける等、開放系の手作業とな
るために汚染物の混入の恐れがある上、煩わしさに耐えない。さらに、タンパク質分解酵
素は生体由来タンパク質であり、プリオンやウイルス等が混入する可能性があり、培養細
胞を医療に使用する場合は、タンパク質分解酵素の使用を避けることが望ましい。
　そこで、培養細胞の回収は、閉鎖系の装置によって、簡易的に行えるよう自動化するこ
とが望まれているものの、ピペッティングや遠心操作が必要になる等、作業工程が複雑で
あるため、自動化することが困難とされてきた。
【０００５】
　これに対して、例えば特許文献１に示すように、タンパク質分解酵素等の剥離液、緩衝
液等の洗浄液及び培地を供給する試薬供給手段と、これらの試薬供給手段に並列的に接続
された複数の培養容器と、これらの培養容器と接続され、底部に培養細胞の通過を阻止す
るフィルタが設けられた処理容器と、処理溶液の底部に接続された培地供給手段とを有す
る細胞培養装置が提案されている。
【０００６】
　この細胞培養装置によれば、一の上記培養容器内の培養細胞群を、試薬供給手段から供
給された剥離液によって、培養容器の内壁面から剥離させ、処理容器に供給することがで
きる。
　次いで、剥離された培養細胞群が剥離液とともに、一定の流速を有して処理容器に供給
され、培養細胞群のみがフィルタを通過できずに蓄積され、剥離液等が処理容器から排出
されると、培地供給手段によって処理容器の底部から培地が供給され、この培地とともに
フィルタ上の培養細胞群が上記複数の培養容器に再供給される。
　このように、培養細胞群を培養容器から剥離する際に、ピペッティングや遠心操作が不
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要であるため、自動化することが可能となり、培養細胞群の回収を簡易的に行うことがで
きる。
【０００７】
　しかしながら、上述の細胞培養装置は、培養細胞群を剥離液との反応のみによって培養
容器内から剥離するため、強力な剥離液を用いる必要がある。このため、上述のように、
接着因子以外の細胞表面マーカ等までも破壊し、回収した細胞に悪影響が及ぶ危険性があ
る。
　さらに、この回収した培養細胞群は、フィルタに補足されてしまい、再度、新たな培養
容器に供給しても、継代培養による細胞の回収率が著しく低くなってしまうという問題が
ある。これに加えて、細胞同士の接着を解く手段がなく、多くの細胞同士が互いに接着し
たままでの状態で細胞密度が高く、細胞分裂を行えない状態である上に、細胞が底部から
供給された培地に均等に分散されないため、培養容器に均等に分配できず、効率的に継代
培養を行うことができないという問題がある。
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１９８６２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたもので、剥離液による培養細胞への悪影響を抑
えつつも、ピペッティング等を不要とし、培養細胞の回収を自動化することが可能となる
閉鎖系の細胞回収装置及び細胞の回収方法並びに効率的に継代培養することができる細胞
培養装置及び細胞の培養方法を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の発明に係る閉鎖系の細胞回収装置は、培養細胞群が収容された培養容
器と、この培養容器に接続され、少なくとも上記培養細胞群の細胞接着性を低下させる剥
離液を上記培養容器に供給する試薬供給手段と、上記培養容器内の上記剥離液等の流体収
容物を面方向に流動させ、上記培養容器の内壁面に付着している上記培養細胞群を上記内
壁面から剥離させる剥離手段と、上記培養容器に接続された上記培養細胞群の流通手段と
を有し、かつ上記流通手段は、上記培養細胞群の細胞同士の接着を解く細管が介装されて
いるとともに、この細管に上記培養細胞群を通過させる吸引機構が設けられていることを
特徴としている。
【００１１】
　ここで、細胞接着性とは、細胞同士の結合等の接着性と、細胞及び培養容器の内壁面等
の細胞－マトリックス接着性とを含む広義の細胞接着性を意味するものである。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の閉鎖系の細胞回収装置において、上記剥離
手段が上記培養容器を水平方向に振動させる加振装置であることを特徴としている。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の閉鎖系の細胞回収装置において、上記剥離
手段が上記培養容器内に空気を供給する空気供給機構と、上記培養容器を上記流体収容物
が面方向に流動するようにシーソー運動させる揺動機構とを有することを特徴としている
。
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１ないしのいずれか一項に記載の閉鎖系の細胞回収装
置において、上記細管の内径が０．２ｍｍ以上であって、かつ１．０ｍｍ以下であること
を特徴としている。
【００１６】
　請求項５に記載の発明は、請求項１ないし４のいずれか一項に記載の閉鎖系の細胞回収
装置を用いて、上記培養細胞を再培養する細胞培養装置であって、上記流通手段と並列的
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に上記培養容器に接続されるとともに、上記試薬供給手段と直列的に上記培養容器に接続
された廃液回収手段と、上記流通手段の下流端部に接続可能に設けられ、上記培養細胞を
再培養する細胞回収容器とが備えられていることを特徴としている。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の細胞培養装置において、上記流通手段には
、上記培養細胞を培地に希釈分散させる希釈機構が設けられており、かつ上記細胞回収容
器は、複数設けられ、各々が上記流通手段の下流端部に並列的に接続可能に設けられてい
ることを特徴としている。
【００１８】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の細胞培養装置において、上記培養容器、上
記試薬供給手段、上記剥離手段、上記流通手段、上記廃液回収手段及び上記細胞回収容器
は、インキュベータ内に収容されていることを特徴としている。
【００１９】
　請求項８に記載の発明に係る細胞の回収方法は、培養細胞群が収容されている培養容器
内に、上記培養細胞群の細胞接着性を低下させる剥離液を供給し、この剥離液と上記培養
細胞群とを反応させる反応工程と、この反応工程の後に、上記培養容器内に洗浄液を供給
し、上記培養細胞群を上記培養容器の内壁面に付着させたまま上記剥離液を洗い流すこと
により、上記剥離液と上記洗浄液とを置換させる洗浄工程と、上記培養容器内に収容され
ている上記洗浄液等の流体収容物を面方向に流動させることにより、上記培養細胞群を上
記培養容器の内壁面から剥離させる剥離工程と、この剥離工程の後に、上記培養容器の内
壁面から剥離された培養細胞群を、上記培養容器の排出口に接続されている流通手段に介
装された細管に流通させることにより、上記培養細胞群の細胞同士の接着を解き、上記培
養細胞を上記流体収容物に分散させる細胞分散工程を有し、上記流体収容物に分散させた
培養細胞群を、上記流通手段に排出することを特徴としている。
【００２０】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の細胞の回収方法において、上記剥離液が２
価金属のキレート剤であることを特徴としている。
【００２１】
　請求項１０に記載の発明は、請求項８又は９に記載の細胞の回収方法において、上記洗
浄工程の後に、上記培養容器内に培地等のカルシウム含有溶液を供給し、上記培養容器内
の上記洗浄液の一部を外部に流出させ、上記培養容器内の上記洗浄液の一部を上記カルシ
ウム含有溶液に置換する置換工程が設けられており、上記培養容器内の上記カルシウム含
有溶液及び上記洗浄液等の流体収容物を、上記剥離工程において面方向に流動させること
を特徴としている。
【００２２】
　請求項１１に記載の発明は、請求項８ないし１０のいずれか一項に記載の細胞の回収方
法において、上記剥離工程では、上記培養容器を水平方向に振動させることを特徴として
いる。
【００２３】
　請求項１２に記載の発明は、請求項８ないし１０のいずれか一項に記載の細胞の回収方
法において、上記剥離工程においては、上記培養容器内に空気を供給するとともに、上記
培養容器を上記流体収容物が面方向に流動するようにシーソー運動させることを特徴とし
ている。
【００２５】
　請求項１３に記載の発明は、請求項８ないし１２のいずれか一項に記載の細胞の回収方
法において、上記培養細胞群を上記細管に複数回通過させることにより、上記培養細胞を
流体収容物に分散させることを特徴としている。
【００２６】
　請求項１４に記載の発明は、請求項８ないし１３のいずれか一項に記載の細胞の回収方
法を用いて、培養細胞を再培養する細胞の培養方法であって、上記細胞分散工程の後に、
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上記培養細胞群の細胞同士の接着が解かれた培養細胞を複数の細胞回収容器に供給する播
種工程と、上記細胞回収容器内において上記培養細胞を再培養させる培養工程とを有する
ことを特徴としている。
【００２７】
　請求項１５に記載の発明は、請求項１４に記載の細胞の培養方法において、上記細胞分
散工程の後に、上記培養細胞を培地に希釈分散させる希釈工程が設けられており、この希
釈分散された細胞液を、上記播種工程において、上記細胞回収容器に供給することを特徴
としている。
【発明の効果】
【００２８】
　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の閉鎖系の細胞回収装置によれば、試薬供給手
段から培養容器に剥離液を供給し、培養容器に収容されている培養細胞群の培養容器の内
壁面に対する接着性及び細胞同士の接着性を低下させ、剥離手段によって、培養容器内の
流体収容物を面方向に流動させることにより、培養容器に付着している培養細胞群とその
内壁面との間に剪断応力を作用させ、培養細胞群を剥離させることができる。
【００２９】
　この剥離手段としては、請求項２に記載の発明のように、培養容器を水平方向に振動さ
せる加振装置を好適に用いることができる。また、請求項３に記載の発明のように、空気
供給機構と揺動機構とを用いることができる。この場合には、空気供給機構によって培養
容器内に空気を供給するとともに、揺動機構によって培養容器をシーソー運動させ、シー
ソー運動の度に流体収容物を面方向に流動させることにより、培養細胞群を剥離させるこ
とができる。
【００３０】
　このため、剥離液は、培養細胞群が剥離手段によって上記培養容器の内壁面から剥離可
能なものであればよい。その結果、剥離液として、細胞接着性能を著しく低下させる強力
なものを用いることによって、剥離液と培養細胞との反応により、細胞に悪影響を与える
ことを抑制でき、細胞の生存率を高めて、培養細胞群を回収することができる。
　加えて、上述のように、培養細胞群をピペット等によって回収する必要がないため、装
置全体を自動化することができる。
【００３１】
　次いで、この剥離された培養細胞群を流通手段に排出することにより、流通手段の下流
端部に培地が収容された回収容器等を接続することによって、閉鎖系の装置内において汚
染物の混入を防止し、簡易的に細胞培養群を回収することができる。
【００３２】
　その際、請求項１～３のいずれか一項に記載の発明によれば、吸引機構によって、培養
細胞群を流通手段に介装されている細管に通過させ、培養細胞群の細胞同士の接着を解く
ことができ、培養細胞として回収することができる。このため、剥離液は、細管によって
細胞同士の接着を解くことが可能なものであればよく、剥離液との反応によって培養細胞
に悪影響を与えることを抑制できる。
　加えて、上述の接着が解かれた培養細胞を細胞回収容器に播種することによって、細胞
回収容器内において効率的に増殖させることができる。
【００３３】
　特に、請求項４に記載の発明のように、細管の内径を０．２ｍｍ以上であって、かつ１
．０ｍｍ以下にすることによって、数１０μｍ～数１００μｍ程度の直径の培養細胞が塊
状のまま培養細胞群として供給されても、細管内の中央部と内壁近傍と流速差により、細
胞間に剪断応力を作用させて、細胞同士の接着を解くため、当該細胞群の外周に付着して
いる細胞に傷が付くことを防止できる。このため、培養細胞の死滅を防止し、培養細胞の
生存率を高めることができる。その際、細管の内径が小さめの場合には、流量を減少させ
、内径が大きめの場合には、流量を増加させることによって、培養細胞群等の線速度を均
一に保つことができる。
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【００３４】
　また、請求項５に記載の発明によれば、廃液回収手段を上記試薬供給手段と直列的に接
続するとともに、上記流通手段と並列的に接続し、かつこの流通手段の下流端部に細胞回
収容器を接続可能に設けたため、培養容器内に収容されている剥離液を、例えば、試薬供
給手段から洗浄液を培養容器に供給することによって、試薬供給手段と直列的に接続され
た廃液回収手段に排出させることができる。これにより、培養細胞群を剥離液から分離し
て、流通手段に供給することができるため、装置全体の自動化を現実的なものにすること
ができるとともに、培養細胞群をフィルタ上等に一時的に蓄積する必要がなく、培養細胞
がフィルタ等の障害物によって補足されることを防止できる。
　その結果、簡易的に継代培養を行うことができるとともに、細胞回収容器に植える培養
細胞の生存率を高めて、継代培養による細胞の回収率を高めることができる。
【００３５】
　さらに、請求項７に記載の発明によれば、上記培養容器、上記試薬供給手段、上記剥離
手段、上記流通手段、上記廃液回収手段をインキュベータ内に収容することによって、培
養細胞を常に恒温条件に保つことができるため、確実に温度条件の劣悪による培養細胞の
死滅を防ぐことができる。
【００３６】
　他方、請求項８ないし１３のいずれか一項に記載の細胞の回収方法によれば、反応工程
において、培養容器内に剥離液を供給し、培養容器に収容されている培養細胞群と反応さ
せることにより、培養細胞群の培養容器の内壁面に対する接着性及び細胞同士の接着性を
低下させることができる。
【００３７】
　次いで、洗浄工程においては、上記培養容器内に洗浄液を供給して、上記剥離液を洗い
流し、上記剥離液と上記洗浄液とを置換させることにより、剥離液が接着因子以外の細胞
表面マーカ等までも破壊し、培養細胞に悪影響を与えることを抑制できる。
【００３８】
　その後、請求項１０に記載の発明によれば、置換工程において、培養容器内の洗浄液に
、培地等のカルシウム含有溶液を添加することにより、剥離液によって失われたカルシウ
ムを補給し、膜強度が下がり、壊れやすくなっている細胞を強化保護することができる。
【００３９】
　次いで、剥離工程においては、洗浄液等の流体収容物を面方向に流動させることによっ
て、培養容器に付着している培養細胞とその付着面との間に剪断応力を作用させ、上記培
養細胞群を上記培養容器の内壁面から剥離させることができる。
【００４０】
　具体的には、請求項１１に記載の発明のように、培養容器を水平方向に振動させること
によって、培養細胞群を上記剪断応力の作用により剥離させることができる。また、請求
項１２に記載の発明のように、培養容器内に空気を供給するとともに、培養容器をシーソ
ー運動させることによって、シーソー運動の度に、流体収容物が面方向に流動するため、
培養細胞群を上記剪断応力の作用により剥離させることができる。
【００４１】
　このため、培養細胞は、上述の細胞回収装置と同様に、剥離工程において培養細胞群が
剥離可能なものであればよく、反応工程において培養細胞に悪影響を与えることを抑制で
きるとともに、培養細胞群をピペット等によって回収する必要がなく、回収方法を自動化
することができる。
　次いで、剥離された培養細胞群を、培養容器の排出口に接続されている流通手段に排出
することにより、流通手段の下流端部から培養細胞群を回収することができる。
【００４２】
　その際、請求項８ないし１３のいずれか一項に記載の発明によれば、剥離工程の後の細
胞分散工程において、培養細胞群を流通手段に介装されている細管に通過させ、培養細胞
群の細胞同士の接着を解くことができるとともに、培養細胞を流体収容物に分散させるこ



(8) JP 4775218 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

とができる。
　このため、剥離液としては、上述のように、培養細胞群が剥離工程において剥離可能で
あるとともに、細管によって細胞同士の接着を解くことが可能なものであればよく、請求
項９に記載の発明のように２価のキレート剤を好適に用いることができる。その結果、剥
離液との反応によって培養細胞に悪影響を与えることを抑制できる。
　加えて、流体収容物に均一に分散された培養細胞を細胞回収容器に播種することによっ
て、細胞の増殖を効率的に行うことができる。
【００４３】
　特に、請求項１３に記載の発明によれば、培養細胞群を剥離液等とともに流通手段に介
装された細管に複数回通過させることによって、細管を短く設計しても、複数倍の長さに
設計した場合と同等の効率で細胞を流体収容物に均等に分散させることができる。このた
め、培養細胞群を細管に複数回通過させることによって、細管の長さを稼ぐことができ、
細胞播種後の細胞の増殖を著しく効率的に行うことができる。
【００４４】
　次いで、請求項１４に記載の発明によれば、播種工程において、培養細胞の細胞同士の
接着が解かれた培養細胞を細胞回収容器に供給した後、培養工程において、当該細胞回収
容器内にて上記培養細胞を培養させることによって、継代培養を行うことができる。
【００４５】
　また、請求項６又は１５に記載の発明によれば、希釈機構又は希釈工程によって、培養
細胞を培地に希釈分散させ、複数の細胞回収容器に均等に培養細胞を分配でき、その結果
、培養細胞を繰り返し複数倍に増殖させることができ、効率的に継代培養を行うことがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　本発明に係る細胞培養装置の一実施形態について、図１及び図２を用いて説明する。
　本実施形態の細胞培養装置は、図１に示すように、培養細胞群が収容された培養容器１
を載置する載置台（加振装置）２と、培養容器１に試薬を供給する試薬供給手段３と、培
養容器１から培養細胞群を排出する流通手段４と、この流通手段４の下流端部に接続可能
に設けられた細胞回収容器５と、流通手段４と並列的に培養容器１に接続されている廃液
回収手段６とによって概略構成されている。そして、これらの培養容器１、載置台２、試
薬供給手段３、流通手段４、細胞回収容器５、廃液回収手段６は、全て炭酸ガスインキュ
ベータ（図示を略す）内に収容されているとともに、これらの装置全体を作動させる制御
システム（図示を略す）によって作動するようになっている。
【００４７】
　培養容器１及び細胞回収容器５は、いずれも透明の合成樹脂からなる平面視長方形状に
形成されており、その中央部に、平面視略菱形形状の空洞１１が形成され、培養細胞群が
収容されている。そして、この空洞１１における容器１の長手方向の両端角部に連通する
流路１２、１３が形成されており、この流路１２、１３は、容器１の長手方向の一側面１
ａに向けて互いに平行に形成されている。
【００４８】
　この培養容器１を載置する上記載置台２は、図２に示すように、水平に配設された載置
板２１と、この載置板２１の下部に一体的に設けられた垂直棒２２と、この垂直棒２２の
下部と一体的に設けられ、２枚の水平円板が上下方向に配設されるとともに互いに連結さ
れてなる回転数６００ｒｐｍ～４２００ｒｐｍの偏心カム２３と、この偏心カム２３を回
転させるモータ２４とを有している。
　このモータ２４は、その上部に水平に配設された円板状のホイール２５を回転させ、こ
のホイール２５と偏心カム２３における下部の水平円板との外周周りに配設された無端ベ
ルト２６を周方向に移動させることにより、偏心カム２３を培養容器１内の培養細胞群の
剥離のために回転数２０００ｒｐｍ以上で回転させるようになっている。すると、この偏
心カム２３は、上部の水平円板の中心外方に一体的に設けられた垂直棒２２を回転中心周
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りに移動させることにより、支持枠体２７上において載置板２１を水平移動させるように
なっている。
　また、図示していない傾斜機構によって、載置板２１は、培養容器１の流路１２と流路
１３間の中央部を軸として、容器１の底部を４５度に傾斜させるように流路１３側が上方
に移動可能に設けられている。
【００４９】
　試薬供給手段３は、カルシウム含有溶液が充填されているカルシウム供給用シリンジ３
１、ＥＤＴＡ等の剥離液が充填されている剥離液供給用シリンジ３２及びＰＢＳ等の洗浄
液が充填されている洗浄液供給用シリンジ３３の３本のシリンジが設けられている。
　ここで、カルシウム含有溶液には、培地や塩化カルシウム溶液が用いられ、好ましくは
０．０１～４０ｍＭの塩化カルシウム溶液、さらに好ましくは１～４ｍＭの塩化カルシウ
ム溶液が用いられる。
【００５０】
　また、剥離液としては、０、５ｍＭ～１０ｍＭのＥＤＴＡの他、ＥＧＴＡ、ＤＴＰＡ、
ＮＴＡ、ＴＴＨＡ等の２価金属のキレート剤又は、トリプシンやコラゲナーゼ等のタンパ
ク質分解酵素、又は、インテグリンやカドヘリン等の接着タンパク質の接着を競合的に阻
害するペプチドが用いられる。好ましくは、培養細胞との反応により、培養細胞への悪影
響を抑えることができるＥＤＴＡ等の２価金属のキレート剤が用いられ、細胞接着性が強
固な場合にも、２価金属のキレート剤を主として、一部タンパク質分解酵素、又は、上記
ペプチドが混合されたものが用いられる。
　洗浄液としては、カルシウムを含まず、かつ培養細胞に悪影響を与えないものが用いら
れており、例えば、ＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン－塩
酸緩衝液（Ｔｒｉｓ）等の等張緩衝液や培養細胞と浸透圧が同一となる濃度のショ糖溶液
、食塩水、塩化カリウム水溶液等の等張液が用いられる。
【００５１】
　そして、各シリンジ３１、３２、３３は、充填剤の排出口にチューブ３４が接続され、
これらのチューブ３４には、各シリンジに対応してチューブポンプ３１ａ、３２ａ、３３
ａが介装されている。また、それぞれチューブ３４の下流端部が４口の接続口を有する配
管接続具３６に接続され、残部の接続口に培養容器１に向けて水平に配設された接続チュ
ーブ３７が接続されている。この接続チューブ３７には、三つ又の配管接続具３８が介装
されており、配管接続具３８の下流側のチューブ３７が垂直に配設され、培養容器１の上
記長手方向の一側部に一体的に設けられた細管１０を介して流路１２に接続されている。
【００５２】
　そして、上記制御システムによって、ポンプ３２ａが所定時間作動し、シリンジ３２内
の剥離液がチューブ３４、配管接続具３６、接続チューブ３７及び細管１０を介して培養
容器１内に供給された後、ポンプ３２ａの作動が停止して、培養容器１内において剥離液
と培養細胞群とが反応するようになっている。次いで、制御システムによって、ポンプ３
３ａが所定時間作動し、シリンジ３３内の洗浄液が同様に、培養容器１内に供給された後
、ポンプ３３ａが停止し、その後、ポンプ３１ａが所定時間作動し、シリンジ３１内のカ
ルシウム含有溶液が同様に、培養容器１内に供給され、ポンプ３１ａが停止するようにな
っている。
【００５３】
　次いで、制御システムによって、上述の載置台２のモータ２４を作動させ、偏心カム２
３が２０００ｒｐｍ～４２００ｒｐｍで回転し、載置板２１が水平移動することにより、
培養容器１内の洗浄液及びカルシウム含有溶液等の流体収容物が流動し、培養容器１に付
着している培養細胞群とその付着面との間に剪断応力が作用し、培養細胞群が剥離される
ようになっている。
【００５４】
　一方、上記配管接続具３８の残部の接続口には、垂直に配設されたチューブ４１が接続
されており、このチューブ４１は、ピンチバルブ４１ａが介装されるとともに、その下流
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端部が配管接続具４２の上端部の配設口に接続されている。この配管接続具４２は、垂直
方向に配設されており、下端部の配設口にチューブ４１の真下に配設されたシリンジポン
プ４４の排出口が接続されている。
【００５５】
　そして、上記制御システムによって、上記載置板２の載置板２１を傾斜させるとともに
、ピンチバルブ４１ａを開き、シリンジポンプ４４のプランジャーを所定の速度で引くこ
とにより、剥離された培養細胞群が流体収容物とともに流路１２から細管１０に供給され
るようになっている。
　このシリンジポンプ４４は、チューブ４１及び配管接続具４２とともに吸引機構を構成
している。
【００５６】
　この細管１０は、内径が０．２ｍｍ以上であって、かつ１．０ｍｍ以下に形成されてお
り、より好ましくは内径が０．３ｍｍ以上であって、かつ０．８ｍｍ以下に形成されてい
る。内径が０．２ｍｍ未満の場合には、直径が数１０μｍ～数１００μｍ程度である培養
細胞群が塊状のまま流通し、外周に付着している細胞が傷付き、死滅する恐れがある。一
方、１．０ｍｍを超えると、培養細胞群が細管内の中央部のみを流通するため、細胞同士
の接着を解くことができず、細胞回収容器５に再培養しても、細胞が周囲の細胞によって
覆われ、増殖効率が低下し、均一に播種できないためである。
【００５７】
　これに対し、内径が０．２ｍｍ以上であって、かつ１．０ｍｍ以下の場合には、内径が
小さめの場合には、流量を減少させ、内径が大きめの場合には、流量を増加させることに
よって、中央部と外周部との流速差により、細胞間に剪断応力を作用させて、細胞同士の
接着を解き、培養細胞群を上記流体収容物に分散させることができる。特に、内径が０．
３ｍｍの場合には流量を０．１８ｍｌ／ｓにすることができ、内径が０．５ｍｍの場合に
は流量を０．４５ｍｌ／ｓにすることができ、内径が０．８ｍｍの場合には流量を１．２
８ｍｌ／ｓにすることができるため、内径が０．３ｍｍ以上であって、かつ０．８ｍｍ以
下の場合には、流量を０．１８～１．２８ｍｌ／ｓにすることができるため、実用的であ
る。
【００５８】
　次いで、上記制御システムによって、上記シリンジポンプ４４のプランジャーを所定の
速度で押すことにより、培養細胞及び流体収容物等が細管１０に流通し、培養容器１内に
再供給されるようになっている。その後、上述のように載置板２１を傾斜させるとともに
、シリンジポンプ４４を所定の速度で引くことにより、培養細胞等が細管１０に流通し、
上述のシリンジポンプ４４等の作動が所定回数、繰り返されることにより、培養細胞が流
体収容物に均一に分散され、細胞混濁液となる。
【００５９】
　一方、配管接続具４２は、接続口を４口有しており、側部に設けられた残りの２口の配
設口のうち上部の配設口には、細胞回収容器５に向けて配設されチューブ４３が接続され
ている。また、下部の配設口には、培地が充填されたシリンジポンプ４５の排出口とが接
続されている。なお、チューブ４３には、ピンチバルブ４３ａが介装されている。
【００６０】
　そして、制御システムによって、ピンチバルブ４１ａを閉じ、シリンジポンプ４４、４
５のプランジャーを所定の速度で交互に所定回数押し出すことにより、接続具４２を介し
てシリンジポンプ４４内の培養細胞のシリンジポンプ４５への供給及びシリンジポンプ４
５内の培地のシリンジポンプ４４への供給が交互に繰り返し行われる。これにより、細胞
混濁液が培地によって希釈分散され、細胞液となって、シリンジポンプ４５のシリンジ内
に充填される。その際に、ピンチバルブ４１ａ、４３ａが閉じられているため、培養細胞
等のチューブ４１、４３への流出が防止される。
　このシリンジポンプ４４、４５は、このピンチバルブ４１ａ、４３ａ及び接続具４２と
ともに、希釈機構を構成しており、上記細管１０からチューブ３７の一部、配管接続具３
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８、チューブ４１、シリンジポンプ４４、４５及び及びチューブ４３は、上記流通手段４
を構成している。
【００６１】
　他方、細胞回収容器５は、棚５０内に上下方向に向けて複数枚積まれており、それぞれ
上記チューブ４３の下流端部が接続可能に設けられている。
　そして、上記制御システムによって、ピンチバルブ４３ａを開き、シリンジポンプ４５
のプランジャーを押すことにより、所定の速度で所定量の細胞液が各容器５に播種される
。
【００６２】
　一方、上記廃液回収手段６は、流路１３に連通するように培養容器１の長手方向の一側
面１ａに接続されたチューブ６１と、このチューブ６１の下流端部が配設された回収瓶６
２と、この回収瓶６２内に無菌フィルタ６３ａを介して外部の空気を供給する外気供給管
６３とによって構成されている。
　そして、上記制御システムによって、ポンプ３３ａが作動している際に、培養容器１内
の剥離液がチューブ６１を通じて回収瓶６２に排出されるようになっている。なお、上記
制御システムは、上述の温度、回数等の各所定値を入力するインターフェースを備えてい
る。
【００６３】
　［他の実施形態］
　上記載置台２に換えて、上記廃液回収手段６を含む空気供給機構及び揺動機構（図示を
略す）を用いて培養細胞群を培養容器１の内壁面から剥離させることができる。
　廃液回収手段６は、シリンジポンプ４４を引くことにより、無菌フィルタ６３ａを介し
て外気供給管６３によって供給された回収瓶６２内の外部の空気がチューブ６１を介して
流路１３から培養容器１内に供給されるようになっており、シリンジポンプ４４とともに
空気供給機構を構成している。
【００６４】
　揺動機構は、載置台２と同様に、載置板上に培養容器１を載置するようになっている。
そして、載置板が流路１２と流路１３との間の中央部を軸として流路１２側を下方にして
培養容器１を３０度に傾斜保持可能であるとともに、流路１３側を下方にして培養容器１
を３０度に傾斜保持可能になっている。さらには、載置板が培養容器１を流路１２側と流
路１３側とが交互に下方に位置するように１回／秒の速度でシーソー運動させるようにな
っている。また、載置台２と同様に、傾斜機構を備えており、シーソー運動後に、流路１
２側を下方にして培養容器１を４５度に傾斜させるようになっている。
【００６５】
　このため、上記制御システムによって、シリンジポンプ４４を引いて、空気を培養容器
１内に供給した後に、揺動機構により、培養容器１をシーソー運動させることにより、培
養容器１内の洗浄液及びカルシウム含有溶液等の流体収容物が流動し、培養容器１に付着
している培養細胞群とその付着面との間に剪断応力が作用し、培養細胞分が剥離されるよ
うになっている。その後、上記制御システムによって、流路１２側を下方にして培養容器
１を４５度に傾斜させることにより、この剥離された培養細胞群が流体収容物とともに流
路１２から細管１０に排出され、細管１０内において漸次、細胞同士の接着が解かれるよ
うになっている。
【００６６】
　次いで、上述の細胞培養装置による本発明に係る細胞の培養方法について、説明する。
　本実施形態の細胞の培養方法は、培養容器１内にＥＤＴＡ等の剥離液を供給し、培養細
胞群と反応させる反応工程の後に、培養容器１内にＰＢＳ等の洗浄液を供給する洗浄工程
と、この洗浄液の一部をカルシウム含有溶液に置換する置換工程と、培養容器１を水平方
向に振動させ、培養細胞群を培養容器１から剥離させる剥離工程と、この剥離された培養
細胞群を細管に供給することにより、培養細胞同士の接着を解き、上記培養細胞をカルシ
ウム含有溶液等と分散させる細胞分散工程と、この接着が解かれた培養細胞を培地に希釈



(12) JP 4775218 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

分散させる希釈工程と、この希釈分散された細胞液を細胞回収容器に供給する播種工程と
、細胞回収容器内において上記培養細胞を培養させる培養工程とを有している。
　ここで、剥離液、洗浄液及びカルシウム含有溶液は、上述の細胞培養装置において説明
したものと同様のものが用いられる。
【００６７】
　上記反応工程は、ピンチバルブ４１ａ、４３ａを閉めた状態において、剥離液供給用シ
リンジ３２を作動させるとともに、チューブポンプ３２ａを作動させることにより、剥離
液を培養容器１内に供給する。そして、培養容器１内に培養細胞群とともに充填されてい
る培地をチューブ６１から回収瓶６２へと排出させることにより、培養容器１内を剥離液
に置換する。
　そして、炭酸ガスインキュベータによって所定時間、温度及び二酸化炭素濃度を一定に
保ち、培養細胞群と剥離液とを反応させることにより、培養細胞群の細胞接着性を低下さ
せる。
【００６８】
　次いで、上記洗浄工程は、洗浄液供給用シリンジ３３を作動させるとともに、チューブ
ポンプ３３ａを作動させ、剥離液と同量の洗浄液を供給することによって、培養容器１内
の約９０％の剥離液を洗浄液に置換し、剥離液を回収瓶６２へ排出させる。その際、培養
細胞群は、培養容器１の内壁面に付着したままの状態である。
　これにより、剥離液によって、接着因子以外の細胞表面マーカ等までが破壊されること
を防止し、培養細胞群に悪影響が及ぶことを阻止する。
【００６９】
　次ぎに、上記置換工程は、カルシウム供給用シリンジ３１を作動させるとともに、チュ
ーブポンプ３１ａを作動させることにより、培養容器１内の洗浄液の一部をカルシウム含
有溶液に置換し、洗浄液の一部を回収瓶６２へ排出させる。これにより、剥離液によって
分解されたタンパク質等の細胞にとって必要とされる栄養分が補われ、細胞が強化保護さ
れる。
【００７０】
　そして、上記剥離工程においては、置換工程により、カルシウム含有溶液が供給された
直後に（すなわち、カルシウム含有溶液が供給されることにより、培養細胞の細胞接着性
が再現し、培養細胞群が培養容器に再度付着し、剥離できなくなる前に）、洗浄液及び培
地等の流体収容物とともに培養細胞群が収容されている載置板２１上の培養容器１を、載
置台２のモータ２４を作動させることにより、Ｘ軸方向及びＹ軸方向を合わせた面内の合
成ベクトル方向に向けて水平移動させ、培養細胞群を培養容器１の内壁面から剥離する。
【００７１】
　なお、載置台２に換えて、上述の細胞培養装置と同様に、空気供給機構及び揺動機構を
用いて、空気供給機構によってシリンジポンプ４４を引いて、空気を培養容器１内に供給
した後に、揺動機構によって培養容器１をシーソー運動させ、培養細胞群を培養容器１か
ら剥離させることも可能である。
【００７２】
　次いで、上記細胞分離工程は、載置板２１を培養容器１の流路１２、１３間の中央部を
軸として、容器１の底部を４５度に傾斜させるように流路１３側を上方に移動させるとと
もに、ピンチバルブ４１ａを開き、シリンジポンプ４４のプランジャーを引くことにより
、培養細胞群を流体収容物とともに流路１２から細管１０に供給する。その際、上記プラ
ンジャーの引き具合によって、細管１０内における流速を調整し、この細管１０内におい
て細胞同士の接着を解き、培養細胞を流体収容物に分散させる。
【００７３】
　続いて、シリンジポンプ４４のプランジャーを押し出すことにより、培養細胞群等が流
体収容物とともに培養容器１内に再供給される。その際、培養細胞群は、細管１０内にお
いて、流れ方向が変化する際に、細胞同士に大きな剪断応力が発生するため、細胞同士の
接着が効率的に解かれ、培養細胞が流体収容物に分散される。そして、再度、載置板２１
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を傾斜させて、培養細胞等を細管１０に供給する。
【００７４】
　上述のように、上記分離工程を所定回数（本実施形態においては１０回）繰り返し、培
養細胞を（２０回）細管１０に流通させることにより、確実に細胞同士の接着を解き、確
実に培養細胞を流体収容物に分散させ、細胞混濁液にする。
　その後、この細胞混濁液は、シリンジポンプ４４のプランジャーを引くことにより、垂
直方向下方に配設されている配管接続具３８からチューブ４１、配管接続具４２を経てシ
リンジポンプ４４のシリンジ内に充填される。
【００７５】
　次いで、上記希釈工程は、上記ピンチバルブ４１ａを閉じ、シリンジポンプ４４、４５
を交互に４回ずつ作動させ、シリンジポンプ４４のシリンジ内に充填された培養混濁液を
、予めシリンジポンプ４５のシリンジ内に充填されている培地に希釈分散させ、細胞液と
した後に、同ポンプ４４を作動させることによって細胞液をシリンジポンプ４５のシリン
ジ内に充填する。
　なお、上述の剥離工程におけるカルシウム含有溶液の供給から希釈工程までを５分以内
に終了させる。
【００７６】
　次いで、上記播種工程は、バルブ４１ａを閉じるとともに、ピンチバルブ４３ａを開き
、シリンジポンプ４５のプランジャーを押し出すことにより、同ポンプ４５のシリンジ内
に充填されている細胞液をチューブ４３に供給し、チューブ４３の下流端部を各細胞回収
容器５に順次接続することにより、細胞液を各細胞回収容器５に均等に分配する。すると
、各細胞回収容器５内の空気が排出され、接続配管５１を介して回収瓶６２内に供給され
る。
【００７７】
　上記培養工程は、炭酸ガスインキュベータ内を所定期間、温度及び炭酸ガス濃度を一定
に保つことにより、各細胞回収容器５内の細胞を培養する。その間、細胞ごとの適切な日
数経過後に培地交換すると、各細胞回収容器５内の培養細胞が目的の細胞密度になる。そ
の後、各細胞回収容器５を取り出し、順次、培養容器１として載置台２上に載置するとと
もに、棚５０内に複数枚の新たな細胞回収容器５を積むことにより、繰り返し継代培養を
行う。
【実施例】
【００７８】
　次いで、実施例として、ヒト肝癌由来細胞株（ＨｅｐＧ２）及びシリアンハムスター膵
β細胞由来細胞株（ＨＩＴ－Ｔ１５）を継代培養した。
【００７９】
　［実施例１（ＨｅｐＧ２細胞の場合）］
　まず、ＨｅｐＧ２細胞を、１２．８×１０4個／ｍｌとなるように培地で希釈し、底面
にプラズマ処理を行った培養容器中に、４．５ｍｌ播種し、３日間培養した。その後、こ
の培養容器１を載置台２の載置板２１上に載置した。
　なお、チューブポンプ３１ａ、３２ａ、３３ａとしてペリスタポンプを用い、全て送液
速度を３ｍｌ／分に設定するとともに、シリンジ３１及びシリンジポンプ４５のシリンジ
には１．８ｍＭ塩化カルシウム含有の培地、シリンジ３２にはリン酸緩衝食塩液（ＰＢＳ
）で希釈した４ｍＭのエデト酸ナトリウム（ＥＤＴＡ）、シリンジ３３にはＰＢＳをそれ
ぞれ５０ｍｌずつ充填した。
【００８０】
　次いで、シリンジ３２からＰＢＳ希釈のＥＤＴＡを培養容器１に３ｍｌ／分で３分間供
給し、培養容器１の培地と置換した後、２５℃で２０分間インキュベートさせ、次いで、
シリンジ３３からＰＢＳを培養容器１に３ｍｌ／分で３分間供給し、ＥＤＴＡと置換した
。次ぎに、シリンジ３１から培地を３ｍｌ／分で１分間供給し、直ちに載置台２による２
６００ｒｐｍの振動を２０秒間与えて培養細胞群を培養容器１から剥離し、培養容器１を
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４５度に傾斜させるとともに、ピンチバルブ４１ａを開き、シリンジポンプ４４のプラン
ジャーを引いた。これにより、培養細胞群を培地等とともに、培養容器１から排出させ、
細管１０に流通させた後、培養細胞群を、同プランジャーを押すことにより、再度、細管
１０に流通させ、培養容器１に再供給した。そして、再度、載置台２によって培養容器１
を傾斜させ、培養細胞群を細管１０に流通させることを合計１０セット繰り返し、シリン
ジポンプ４４に供給した。
【００８１】
　次ぎに、シリンジポンプ４４の先端を配管接続具４２から外し、シリンジポンプ４４か
ら細胞混濁液を１ｍｌ採取し、細胞数を計数したところ、２．８１×１０6個の細胞が回
収され、後述する参考例１の細胞数に対して、９８％という高い回収率が得られた。
【００８２】
　次いで、再度、シリンジポンプ４４の先端を配管接続具４２に接続した後、ピンチバル
ブ４１ａを閉じ、シリンジポンプ４４、４５のプランジャーを交互に４回ずつ押し出すこ
とにより、シリンジポンプ４４内に供給された細胞混濁液を、シリンジポンプ４５の培地
と希釈分散させ、細胞液とした後に、シリンジポンプ４４のプランジャーを押して、シリ
ンジポンプ４５に収容した。その後、このシリンジポンプ４５のプランジャーを押し出す
ことにより、細胞液をチューブ４３に供給し、１２枚の細胞回収容器５に分配した。
【００８３】
　次いで、分配直後に、１２枚の細胞回収容器５内の培養細胞数をそれぞれ計数したとこ
ろ約同数であった。
【００８４】
　［実施例２（ＨＩＴ－Ｔ１５細胞の場合）］
　次ぎに、ＨＩＴ－Ｔ１５細胞を５×１０4個／ｍｌとなるように培地で希釈し、底面に
プラズマ処理を行った培養容器中に、４．５ｍｌ播種し、６日間培養した後、この培養容
器を載置台２の載置板２１上に載置した。また、チューブポンプ３１ａ、３２ａ、３３ａ
の種類及びその送液速度並びにシリンジ３１、３２、３３、シリンジポンプ４５のシリン
ジ内の充填剤は、実施例１と同一とした。
【００８５】
　次いで、実施例１と同様に、シリンジ３２から供給したＰＢＳ希釈のＥＤＴＡによって
、培養容器１の培地を置換した後、３７℃で２０分間インキュベートさせた。次ぎに、実
施例１と同様に、シリンジ３１から培地を供給し、直ちに振動を与えて、培養細胞群を剥
離させ、培養容器１から排出させ、細管１０に流通させた後に、培養容器１に再供給する
ことを１０セット繰り返し、シリンジポンプ４４に供給した。
【００８６】
　次ぎに、シリンジポンプ４４から細胞混濁液を１ｍｌ採取し、細胞数を計数したところ
、１．１４×１０6個の細胞が回収され、後述する参考例２の細胞数に対して、１０６％
という高い回収率が得られた。
【００８７】
　次ぎに、シリンジポンプ４４の先端を配管接続具４２に接続し、シリンジポンプ４４、
４５において希釈分散させ、実施例１と同様に、１２枚の細胞回収容器５に分配した直後
に、１２枚の細胞回収容器５内の培養細胞数を計数したところ約同数であった。
【００８８】
　［実施例３（ＨｅｐＧ２細胞の場合）］
　まず、ＨｅｐＧ２細胞を１２．８×１０4個／ｍｌとなるように培地で希釈し、実施例
１と同様に、３日間培養した後、細胞が収容されている培養容器１を載置板２１上に載置
した。また、チューブポンプ３１ａ、３２ａ、３３ａの種類及びその送液速度並びにシリ
ンジ３１、３２、３３シリンジポンプ４５のシリンジ内の充填剤は、実施例１と同一とし
た。
　その後、シリンジ３２からＰＢＳ希釈のＥＤＴＡを送液後、３７℃で２０分間インキュ
ベートさせた。
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【００８９】
　次いで、実施例１と同様に、シリンジ３３からＰＢＳ及びシリンジ３１から培地を供給
した後に、空気供給機構であるシリンジポンプ４４を２．４ｍｌ引いて、約２ｍｌの空気
を回収瓶６２内からチューブ６１を経由して培養容器１内に供給した。次いで、揺動機構
によって培養容器１を１回／秒の速度で２０秒間シーソー運動（１０往復）させ、培養細
胞を剥離した。その後、実施例１と同様に、培養容器１を４５度に傾斜させ、培養細胞群
等を細管１０に流通させた後、シリンジポンプ４４のプランジャーを押すことにより、培
養細胞群を細管１０に流通させ、培養容器１に再供給した。そして、上述と同様に、培養
容器１を４５度に傾斜させ、同様に培養細胞群を細管１０に流通させることを合計１０セ
ット繰り返し、シリンジポンプ４４に供給した。
【００９０】
　次ぎに、シリンジポンプ４４の先端を配管接続具４２から外し、シリンジポンプ４４か
ら細胞混濁液を１ｍｌ採取し、細胞数を計数したところ、３．０５×１０6個の細胞が回
収され、後述する参考例３の細胞数に対して、１０３％という高い回収率が得られた。
【００９１】
　［参考例１］
　実施例１と同様に、ＨｅｐＧ２細胞を、１２．８×１０4個／ｍｌとなるように培地で
希釈し、底面にプラズマ処理を施した密閉容器に、４．５ｍｌ播種し、３日間培養した。
　次いで、シリンジを用いてＨｅｐＧ２細胞の培地を捨て、密閉容器を分解後、底面部だ
けを取りだし、ＰＢＳで１回洗浄し、０．２５％トリプシン、１ｍＭのＥＤＴＡを溶液を
１ｍｌ加え、３７℃で１０分間反応させた。
　細胞が剥離していることを確認し、ピペッティングで細胞を底面から完全に剥離し、１
０ｍｌ遠沈管に採取し、１５００ｒｐｍで３分遠心後、上清を捨て、ピペッティングで細
胞を分散させた。この細胞混濁液に培地を２ｍｌ加え、培養細胞を計数したところ、２．
８６×１０6個の細胞が回収された。
【００９２】
　［参考例２］
　実施例２と同様に、ＨＩＴ－Ｔ１５細胞を、５×１０4個／ｍｌとなるように培地で希
釈し、底面にプラズマ処理を施した密閉容器に、４．５ｍｌ播種し、６日間培養した。
　次いで、シリンジを用いてＨＩＴ－Ｔ１５細胞の培地を捨て、密閉容器を分解後、底面
部だけ取りだし、参考例１と同様に、ＨＩＴ－Ｔ１５細胞をトリプシン及びＥＤＴＡを含
有する剥離液と反応させ、密閉容器の底面部から剥離させ、ピペッティングで細胞を底面
から完全に剥離し、１０ｍｌ遠沈管に採取し、１５００ｒｐｍで３分遠心後、上清を捨て
、ピペッティングで細胞を分散させた。次いで、この細胞混濁液に培地を２ｍｌ加え、培
養細胞を計数したところ、１．０７×１０6個の細胞が回収された。
【００９３】
　［参考例３］
　実施例３と同様に、ＨｅｐＧ２細胞を１２．８×１０4個／ｍｌとなるように培地で希
釈し、底面にプラズマ処理を施した密閉容器に、４．５ｍｌ播種し、６日間培養した。
　次いで、シリンジを用いてＨｅｐＧ２細胞の培地を捨て、密閉容器を分解後、底面部だ
け取りだし、参考例１と同様に、ＨｅｐＧ２細胞をトリプシン及びＥＤＴＡを含有する剥
離液と反応させ、密閉容器の底面部から剥離させ、ピペッティングで細胞を底面から完全
に剥離し、１０ｍｌ遠沈管に採取し、１５００ｒｐｍで３分遠心後、上清を捨て、ピペッ
ティングで細胞を分散させた。次いで、この細胞混濁液に培地を２ｍｌ加え、培養細胞を
計数したところ、２．９５×１０6個の細胞が回収された。
【００９４】
　上述の細胞培養装置又は細胞の培養方法によれば、剥離液供給用シリンジ３２から培養
容器に剥離液を供給し、培養容器に収容されている培養細胞群の培養容器の内壁面に対す
る接着性及び細胞同士の接着性を低下させた後、洗浄液供給用シリンジ３３から洗浄液を
供給することにより、剥離液が培養細胞に悪影響を与えることを抑制できる。



(16) JP 4775218 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

【００９５】
　次いで、カルシウム供給用シリンジ３１からカルシウム含有溶液を供給した後に、載置
台２によって、培養容器１を水平移動させることにより、培養容器１の底部内壁面に付着
している培養細胞群とその接着面との間に、剪断応力をＸ軸方向及びＹ軸方向の合成ベク
トル方向に作用させることができ、あらゆる方向に向けて付着している全ての培養細胞群
を効率的に剥離させることができる。
【００９６】
　次いで、傾斜機構によって、載置板２１を４５度に傾斜させるとともに、ピンチバルブ
４１ａを開き、シリンジポンプ４４のプランジャーを引くことにより、培養細胞群をカル
シウム含有溶液等とともに流路１２から細管１０に供給し、この細管１０内の中央部と内
壁近傍との流速差により細胞間に剪断応力を作用させて、細胞同士の接着を解くことがで
きる。
【００９７】
　続いて、シリンジポンプ４４のプランジャーを押し、細管１０の培養細胞群を、培養容
器１に供給する。すると、流れ方向が変化する際に、培養細胞同士に大きな剪断応力が発
生し、細胞同士の接着を解き、効率的に培養細胞群を流体収容物に分散させることができ
る。
【００９８】
　そして、再度、載置板２１を４５度に傾斜させ、培養細胞を繰り返し細管１０に流通さ
せることによって、漸次、細胞同士の接着を解くことができる。
　このため、培養細胞群を細管に一度流通させ、分散する場合と比較して、細管の内径を
大きくし、細管の長さを短くし、流通速度を遅くしても、細胞同士の接着を解くとともに
、カルシウム含有溶液等に分散させることができる。その結果、培養細胞の生存率を高め
、継代培養による細胞の回収率を著しく高めることができる。
【００９９】
　次いで、培養細胞群をシリンジポンプ４４に供給し、シリンジポンプ４４、４５を交互
に作動させることによって、培養細胞を簡易的に培地に希釈分散させることができる。こ
のため、細胞回収容器５に均等に培養細胞を供給することができ、その結果、効率的に継
代培養を行うことができる。
【０１００】
　他方、廃液回収手段６を流路１３に連通するチューブ６１等によって構成し、流通手段
４と並列的に設けたため、シリンジ３３やチューブポンプ３３ａを用いて加圧的に洗浄液
を流路１２から培養容器に供給することにより、剥離液を簡易に流路１３から回収瓶６２
に排出させることができ、装置全体の自動化を現実的なものにすることができる。
【０１０１】
　また、培養容器１、試薬供給手段３、流通手段４、細胞回収容器５及び廃液回収手段６
がチューブ３４、３７、４１、４３、６１によって気密的に接続され、閉鎖系の細胞培養
装置が構成されているため、系内に汚染物が混入し、細菌が汚染されることを防止できる
。
　さらに、試薬供給手段３、流通手段４及び廃液回収手段６におけるシリンジ３１、３２
、３３やチューブポンプ３１ａ、３２ａ、３３ａ等の機器類が全て使い捨て可能なチュー
ブ３４、３７、４１、４３、６１、ピンチバルブ４１ａ、４３ａ及び配管接続具３６、３
８、４２によって接続されているため、繰り返し使用することによる汚染物の混入を防止
することができる。
【０１０２】
　なお、本発明は、上述の実施の形態に何ら限定されるものでなく、例えば、試薬供給手
段３がシリンジ３１、３２、３３、チューブ３４、３７、チューブポンプ３１ａ、３２ａ
、３３ａや配管接続具３６以外によって構成されていてもよい。また、細管１０は、培養
容器１の一側部に一体的に設けられていなくてもよく、流通手段４に介装されていればよ
いものである。



(17) JP 4775218 B2 2011.9.21

10

【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の細胞培養装置の一実施形態を示す概念説明図である。
【図２】載置台２の説明図であり、（ａ）が正面図、（ｂ）が縦断面図である。
【符号の説明】
【０１０４】
１　培養容器
２　載置台（加振装置）
３　試薬供給手段
４　流通手段
５　細胞回収容器

【図１】 【図２】
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