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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
細胞培養容器上で培養される複数個の細胞からなる複数の細胞集合体のうち不要な細胞を
死滅させて必要な細胞集合体を育成するためのシステムであって、
細胞培養容器の一部または全部を撮像する撮像装置と、
前記撮像装置で撮像された画像を構成している画素値を基に、前記細胞培養容器上に存在
している複数の細胞集合体の各々の面積若しくは寸法を算出するとともに、細胞集合体の
面積若しくは寸法についての培養時間に応じて変動する上限値または下限値を記憶してお
り、細胞培養容器上に存在している各細胞集合体の面積若しくは寸法がその培養時間に応
じた上限値または下限値を超えていないかどうかを判定する解析部と、
前記解析部で算出した各細胞集合体の面積若しくは寸法を画面に表示し、また解析部によ
る各細胞集合体についてのその培養時間に応じた判定の結果を画面に表示する表示装置と
、
前記細胞培養容器に向けてレーザを照射することで細胞培養容器上に存在している細胞を
致死させるレーザ照射装置と、
ユーザの手による、前記細胞培養容器上に存在している細胞のうちの何れをレーザ照射に
より致死させ若しくはレーザ照射をせずに生存させるかを指定する操作入力、または前記
細胞培養容器上のどの位置にレーザを照射し若しくはレーザを照射しないかを指定する操
作入力を受け付ける入力装置と、
前記操作入力装置で受け付けた操作入力に応じて前記レーザ照射装置から前記細胞培養容
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器に向けてレーザを照射する際の照射位置を制御する制御部と
を具備する細胞処理システム。
【請求項２】
細胞培養容器上で培養される複数個の細胞からなる複数の細胞集合体のうち不要な細胞を
死滅させて必要な細胞集合体を育成するためのシステムであって、
細胞培養容器の一部または全部を撮像する撮像装置と、
前記撮像装置で撮像された画像を構成している画素値を基に、前記細胞培養容器上に存在
している複数の細胞集合体の各々の面積若しくは寸法を算出するとともに、細胞集合体の
面積若しくは寸法についての培養時間に応じて変動する上限値または下限値を記憶してお
り、細胞培養容器上に存在している各細胞集合体の面積若しくは寸法がその培養時間に応
じた上限値または下限値を超えていないかどうかを判定する解析部と、
前記細胞培養容器に向けてレーザを照射することで細胞培養容器上に存在している細胞を
致死させるレーザ照射装置と、
前記解析部による培養時間に応じた判定結果に基づき前記レーザ照射装置から前記細胞培
養容器に向けてレーザを照射する際の照射位置を制御する制御部と
を具備する細胞処理システム。
【請求項３】
前記制御部が、前記細胞培養容器上に存在している細胞集合体のうち、前記下限値よりも
面積若しくは寸法の小さい細胞集合体を致死させるべくレーザを照射する一方、前記上限
値よりも面積若しくは寸法の大きい細胞集合体を切断しまたはその面積若しくは寸法を縮
小するトリミングを行うべくレーザを照射するように、前記レーザ照射装置を制御する請
求項１または２記載の細胞処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、細胞培養容器上で培養される細胞のうち不要な細胞を死滅させて必要な細胞
集合体を育成するための細胞処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、体性幹細胞や胚性幹細胞（ＥＳ細胞（ｅｍｂｒｙｏｎｉｃ　ｓｔｅｍ　ｃｅｌｌ
ｓ））、人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞（ｉｎｄｕｃｅｄ　ｐｌｕｒｉｐｏｔｅｎｔ　ｓ
ｔｅｍ　ｃｅｌｌｓ））を用いた再生医療技術及び創薬の研究開発が勃興している。この
種の研究開発においては、必要となる目的細胞や組織を効率よく量産できることが極めて
重要となる。
【０００３】
　細胞培養の過程では、培地で増殖した細胞コロニーの一部をクランプとして取り出し、
そのクランプを新しい培地に移して再び培養する継代培養を行うことが通例である（例え
ば、下記特許文献を参照）。
【０００４】
　現状、増殖した細胞から複数のクランプを切り出す作業は、人の手によってなされてい
る。だが、これには手間を要する上、作業を行う者のスキルその他の個人差の影響を受け
るために、クランプの大きさが不揃いとなって、継代後の細胞の生育状態にばらつきを生
ずる原因ともなる。
【０００５】
　また、患者の傷ついた組織や臓器を補う再生医療の目的で用いる細胞集合体に不良のま
たは不要な細胞が混交していると、本来の効用を発揮できないおそれがあるだけでなく、
腫瘍化その他の患者の健康に悪影響を及ぼすことにもなりかねない。しかしながら、不要
細胞が混入している培養容器を丸ごと廃棄することは、目的細胞または組織の収率（歩留
まり）の低下につながり、再生医療のコストを高騰させる。目的細胞または組織の収率を
改善するためには、培養容器内に存在する不要細胞を死滅させまたは除去して、残りの細
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胞を無駄にせず利用することが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２０１４－５０９１９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、所望の大きさの細胞集合体をより容易に収穫できるようにすることを所期の
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、細胞培養容器上で培養される複数個の細胞からなる複数の細胞集合体のう
ち不要な細胞を死滅させて必要な細胞集合体を育成するためのシステムであって、細胞培
養容器の一部または全部を撮像する撮像装置と、前記撮像装置で撮像された画像を構成し
ている画素値を基に、前記細胞培養容器上に存在している複数の細胞集合体の各々の面積
若しくは寸法を算出するとともに、細胞集合体の面積若しくは寸法についての培養時間に
応じて変動する上限値または下限値を記憶しており、細胞培養容器上に存在している各細
胞集合体の面積若しくは寸法がその培養時間に応じた上限値または下限値を超えていない
かどうかを判定する解析部と、前記解析部で算出した各細胞集合体の面積若しくは寸法を
画面に表示し、また解析部による各細胞集合体についてのその培養時間に応じた判定の結
果を画面に表示する表示装置と、前記細胞培養容器に向けてレーザを照射することで細胞
培養容器上に存在している細胞を致死させるレーザ照射装置と、ユーザの手による、前記
細胞培養容器上に存在している細胞のうちの何れをレーザ照射により致死させ若しくはレ
ーザ照射をせずに生存させるかを指定する操作入力、または前記細胞培養容器上のどの位
置にレーザを照射し若しくはレーザを照射しないかを指定する操作入力を受け付ける入力
装置と、前記操作入力装置で受け付けた操作入力に応じて前記レーザ照射装置から前記細
胞培養容器に向けてレーザを照射する際の照射位置を制御する制御部とを具備する細胞処
理システムを構成した。
【００１０】
　また、本発明では、細胞培養容器上で培養される複数個の細胞からなる複数の細胞集合
体のうち不要な細胞を死滅させて必要な細胞集合体を育成するためのシステムであって、
細胞培養容器の一部または全部を撮像する撮像装置と、前記撮像装置で撮像された画像を
構成している画素値を基に、前記細胞培養容器上に存在している複数の細胞集合体の各々
の面積若しくは寸法を算出するとともに、細胞集合体の面積若しくは寸法についての培養
時間に応じて変動する上限値または下限値を記憶しており、細胞培養容器上に存在してい
る各細胞集合体の面積若しくは寸法がその培養時間に応じた上限値または下限値を超えて
いないかどうかを判定する解析部と、前記細胞培養容器に向けてレーザを照射することで
細胞培養容器上に存在している細胞を致死させるレーザ照射装置と、前記解析部による培
養時間に応じた判定結果に基づき前記レーザ照射装置から前記細胞培養容器に向けてレー
ザを照射する際の照射位置を制御する制御部とを具備する細胞処理システムを構成した。
【００１１】
　前記制御部が、前記細胞培養容器上に存在している細胞集合体のうち、前記下限値より
も面積若しくは寸法の小さい細胞集合体を致死させるべくレーザを照射する一方、前記上
限値よりも面積若しくは寸法の大きい細胞集合体を切断しまたはその面積若しくは寸法を
縮小するトリミングを行うべくレーザを照射するように、前記レーザ照射装置を制御する
ものとすれば、細胞培養容器上にある細胞集合体の大きさを均一に揃えることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、所望の大きさの細胞集合体をより容易に収穫することが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態の細胞処理システムの外観を示す図。
【図２】同実施形態の細胞培養システムのハードウェア資源構成を示す図。
【図３】同実施形態の細胞培養システムにおけるレーザ照射装置及び変位機構の概要を示
す斜視図。
【図４】同実施形態の細胞処理システムによる細胞の殺処理方法を説明する側断面図。
【図５】同実施形態の細胞培養システムにおけるコンピュータの機能ブロック図。
【図６】培養開始からの経過時間と正常な細胞集合体の面積若しくは寸法との関係を概念
的に示すグラフ。
【図７】同実施形態の細胞培養システムによる各細胞集合体の特徴量の画面表示例を示す
図。
【図８】同実施形態の細胞培養システムによる各細胞集合体の特徴量の画面表示例を示す
図。
【図９】同実施形態の細胞培養システムによる各細胞集合体の特徴量の画面表示例を示す
図。
【図１０】同実施形態の細胞培養システムによる細胞集合体の切断の模様を示す平面図。
【図１１】同実施形態の細胞培養システムによる細胞集合体のトリミングの模様を示す平
面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。図１ないし図５に示すように、本実
施形態の細胞処理システムは、細胞を培養するための細胞培養容器１の一部または全部を
撮像する撮像装置６と、撮像装置６で撮像された画像を基に当該細胞培養容器１上に存在
している一または複数の細胞集合体９の各々の特徴量を求める解析部５１と、解析部５１
で求めた各細胞集合体９の特徴量を画面表示してユーザに提示する表示装置７と、当該細
胞培養容器１に向けてレーザを照射することで細胞培養容器上に存在している不要な細胞
を致死させるレーザ照射装置３と、ユーザの手による操作入力を受け付ける入力装置８と
、レーザ照射装置３から当該細胞培養容器１に向けてレーザを照射する際の照射位置を制
御する制御部５２とを具備する。
【００１５】
　レーザ照射装置３は、支持体２に支持させた一または複数の細胞培養容器２に向けてレ
ーザビームＬを照射し、当該細胞培養容器１上で培養された細胞のうちの特定の細胞を死
滅させるレーザ照射処理を実行する。図３に示しているように、レーザ照射装置３は、レ
ーザ光源３１と、レーザ光源３１から供給されたレーザ光Ｌを細胞培養容器１に向けて出
射させる加工ノズル３３と、レーザ光源３１と加工ノズル３３との間に介在しレーザ光源
３１が出力するレーザ光Ｌを加工ノズル３３へと導く光学系３２とを備える。
【００１６】
　レーザ光源３１は、連続波レーザまたはパルスレーザ（連続波に近い、パルス幅の長い
高周波レーザでもよい）Ｌを発振する装置である。使用するレーザＬの波長は一意に限定
されず、例えば４０５ｎｍ、４５０ｎｍ、５２０ｎｍ、５３２ｎｍ、８０８ｎｍ等の可視
光レーザや赤外線レーザを採用することができる。尤も、後述する細胞培養容器１の被照
射層１２がそのレーザＬのエネルギを吸収できるような波長を選択する必要がある。また
、波長が３８０ｎｍ以下の紫外線レーザは、ＤＮＡやタンパク質に吸収される可能性があ
り細胞への影響が懸念される。故に、レーザＬの波長は３８０ｎｍよりも長いことが好ま
しい。本実施形態では、レーザ光源３１として、波長が４０５ｎｍ近傍にある最大出力５
Ｗの連続波ダイオードレーザを想定している。
【００１７】
　加工ノズル３３は、細胞培養容器１の被照射層１２に照射するべきレーザ光Ｌを集光す
るためのレンズや、レーザ光Ｌの出射のＯＮ／ＯＦＦを切り替えるためのシャッタまたは
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ミラー等を内蔵する。加工ノズル３３は、支持体２に支持される細胞培養容器１の下方に
位置し、上方に向かってレーザＬを出射させる。加工ノズル３３から出射するレーザビー
ムＬの光軸は、細胞培養容器１の被照射層１２に対して略直交する。
【００１８】
　レーザ光源３１から加工ノズル３３に向けてレーザＬを伝搬させる光学系３２は、光フ
ァイバ、ミラー、レンズ等の任意の光学要素を用いて構成できる。
【００１９】
　細胞培養容器１に対するレーザビームＬの照射位置を操作するための変位機構４は、支
持体２に支持させた細胞培養容器１に対してレーザ照射装置３の加工ノズル３３を相対的
に変位させるＸＹステージを主体とする。ＸＹステージ４は、リニアモータ台車等を介し
て対象物をＸ軸方向（左右方向）及びＹ軸方向（前後方向）に沿って高速かつ精密に移動
させ得る既知のものである。本実施形態では、加工ノズル３３をＸＹステージ４に支持さ
せ、加工ノズル３３を支持体２及び細胞培養容器１に対して移動させることとしている。
だが、支持体２をＸＹステージ４に支持させ、支持体２及び細胞培養容器１を加工ノズル
３３に対して移動させるようにしても構わない。何れにせよ、変位機構４により、細胞培
養容器１の被照射層１２とレーザビームＬの光軸とが交わる角度を略一定に保ちながら、
細胞培養容器１の被照射層１２に対するレーザＬの照射位置を変位させることができる。
【００２０】
　ここで、細胞培養容器１に関して補足する。図４に示すように、本実施形態における細
胞培養容器１は、加工ノズル３３から出射するレーザ光Ｌを透過させ得る容器本体１１に
、レーザ光Ｌの照射を受けて熱及び／または酸を発生させる光応答性材料を含む層である
被照射層１２を設けたものである。
【００２１】
　容器本体１１は、加工ノズル３３から出射するレーザＬが属する波長帯の光を透過させ
る透明性または透光性を有する、プラスチックやガラス等の材料により構成する。プラス
チックの例としては、ポリスチレン系ポリマー、アクリル系ポリマー（ポリメタクリル酸
メチル（ＰＭＭＡ）等）、ポリビニルピリジン系ポリマー（ポリ（４－ビニルピリジン）
、４－ビニルピリジン－スチレン共重合体等）、シリコーン系ポリマー（ポリジメチルシ
ロキサン等）、ポリオレフィン系ポリマー（ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチル
ペンテン等）、ポリエステルポリマー（ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエ
チレンナフタレート（ＰＥＮ）等）、ポリカーボネート系ポリマー、エポキシ系ポリマー
等を挙げることができる。既製の培養容器を、そのまま容器本体１１として用いてもよい
。容器本体１１の形状は、既製の培養容器と同様、ディッシュ（シャーレ）形、マルチデ
ィッシュ形、フラスコ形等とすることができる。
【００２２】
　ポリスチレン系樹脂を用いて作製した容器本体１１の光透過率は非常に高く、光波長約
３８０ｎｍ以上では８５％以上となる。但し、光波長約３８０ｎｍ以下では、光波長が短
くなるほど光透過率が低下、即ち容器本体１１による光の吸収が増大してゆく。これは、
ポリスチレン材料に含まれる不純物に起因するものと思われる。
【００２３】
　被照射層１２は、加工ノズル３３から出射するレーザＬが属する波長帯の光を吸収する
色素構造（発色団）を含んだポリマー（高分子）により構成することが好ましい。このよ
うな材料は、容器本体１１へのコーティングが容易であり、必要な細胞の接着性を確保で
き、かつ細胞への移行も起こりにくいものとなるからである。レーザ光Ｌを吸収する色素
構造の例としては、アゾベンゼン、ジアリールエテン、スピロピラン、スピロオキサジン
、フルギド、ロイコ色素、インジゴ、カロチノイド（カロテン等）、フラボノイド（アン
トシアニン等）、キノイド（アントラキノン等）等といった有機化合物の誘導体を挙げる
ことができる。並びに、ポリマーを構成する骨格の例としては、アクリル系ポリマー、ポ
リスチレン系ポリマー、ポリオレフィン系ポリマー、ポリ酢酸ビニルやポリ塩化ビニル、
ポリオレフィン系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマー、エポキシ系ポリマー等を挙げ
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ることができる。
【００２４】
　被照射層１２の材料となる色素構造含有ポリマーの一具体例として、ポリ［メチルメタ
クリラート－ｃｏ－（ジスパースイエロー　７　メタクリラート）］（化１、（Ｃ5Ｈ8Ｏ

2）m（Ｃ23Ｈ20Ｎ4Ｏ2）n）を示す。但し、このアゾポリマーにおけるアゾベンゼンの構
造については、無置換のアゾベンゼンの他、ニトロ基やアミノ基、メチル基等で修飾した
様々なバリエーションが考えられる。
【００２５】
【化１】

【００２６】
　上述の色素構造含有ポリマーを含む原料液、または当該色素構造含有ポリマーを溶剤（
１，２－ジクロロエタン、メタノール等）に溶解させた原料液を、スピンコート法やキャ
スト法等により容器本体１１の上向面即ちウェル１０の底に塗布して硬化させれば、レー
ザ光Ｌの照射を受けて熱を生じさせる被照射層１２を形成することが可能である。例えば
、色素構造としてアゾベンゼンを有するポリマーを７μｇ／ｃｍ2の密度で容器本体１１
の上向面即ちウェル１０の底に塗布すると、平均の厚みが７０ｎｍの被照射層１２をウェ
ル１０の底に敷設することができる。なお、レーザ光Ｌを吸収する色素を容器本体１１の
構成材料に含有させることで、または色素構造含有ポリマーを材料として容器本体１１を
作製することにより、レーザ光Ｌの照射を受けて熱を生じさせる被照射層１２を形成して
も構わない。
【００２７】
　色素構造としてアゾベンゼンを有するポリマーを容器本体１１にコーティングして構成
した、所定の厚みを有する被照射層１２の光吸収率は、光波長が約３６０ｎｍのときに約
６０％でピークとなり、光波長が約３６０ｎｍから長くなるほど低下してゆく。この被照
射層１２の光吸収率は、光波長が約４２５ｎｍ以上の領域では２０％を切る。だが、光波
長が長くなってもある程度以上の光吸収性が存在しており、４０５ｎｍ、４５０ｎｍ、５
２０ｎｍまたは５３２ｎｍの波長のレーザ光Ｌを当該被照射層１２に十分に吸収させるこ
とが可能である。
【００２８】
　被照射層１２の材料として、上述の色素構造含有ポリマーとともに、またはこれに代え
て、レーザ光Ｌの照射を受けて酸性物質を発生させる光酸発生剤を用いることも考えられ
る。上掲の特許文献１にも開示されている通り、光酸発生剤は、加工ノズル３３から出射
するレーザＬが属する波長帯の光を吸収する色素構造（発色団）と、分解後に酸性物質と
なる酸前駆体とを備えた構造を有するものとすることが好ましい。スルホン酸誘導体、カ
ルボン酸エステル類、オニウム塩類、ニトロベンズアルデヒド構造を有する光酸発生基等
は、このような光酸発生剤に該当する。
【００２９】
　特に、光酸発生剤となるスルホン酸誘導体の例として、チオキサントン系スルホン酸誘
導体（スルホン酸１，３，６－トリオキソ－３，６－ジヒドロ－１Ｈ－１１－チア－アザ
シクロペンタ［ａ］アントラセン－２－イルエステル等）及びナフタレンイミド系スルホ
ン酸誘導体（スルホン酸１，８－ナフタルイミド等）を挙げることができる。これら以外
に、ジスルホン類、ジスルホニルジアゾメタン類、ジスルホニルメタン類、スルホニルベ
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ンゾイルメタン類、イミドスルホネート類、ベンゾインスルホネート類等のスルホン酸誘
導体も採用することが可能である。
【００３０】
　また、カルボン酸エステルの例として、１，８－ナフタレンジカルボン酸イミドメチル
スルホネートや１，８－ナフタレンジカルボン酸イミドトシルスルホネート等を挙げるこ
とができ、オニウム塩の例として、テトラフルオロボレート（ＢＦ4

-）、ヘキサフルオロ
ホスフェート（ＰＦ6

-）、ヘキサフルオロアンチモネート（ＳｂＦ6
-）等のアニオンを有

するスルホニウム塩またはヨードニウム塩を挙げることができる。
【００３１】
　上述の光酸発生剤をプラスチック（特に、ＰＭＭＡのようなアクリル系ポリマーやポリ
スチレン系ポリマー等）に含ませた原料液、または当該光酸発生剤を溶剤（１，２－ジク
ロロエタン、メタノール等）に溶解させた原料液を、スピンコート法やキャスト法等によ
り容器本体１１の上向面即ちウェル１０の底に塗布して硬化させれば、レーザ光Ｌの照射
を受けて熱とともに酸を生じさせる被照射層１２を形成することが可能である。例えば、
色素構造としてチオキサントン骨格を有し、酸前駆体としてスルホン酸類を有するチオキ
サントン系スルホン酸誘導体を含んだポリマーを２００μｇ／ｃｍ2の密度で容器本体１
１のウェル１０の底に塗布すると、平均の厚みが２μｍの被照射層１２をウェル１０の底
に敷設することができる。なお、光酸発生剤を容器本体１１の構成材料に含有させること
により、レーザ光Ｌの照射を受けて熱及び酸を生じさせる被照射層１２を形成しても構わ
ない。
【００３２】
　色素構造としてチオキサントン骨格を有し、酸前駆体としてスルホン酸類を有するチオ
キサントン系スルホン酸誘導体を含んだポリマーを容器本体１１にコーティングして構成
した、所定の厚みを有する被照射層１２の光吸収率は、光波長が約３７５ｎｍから約４６
０ｎｍの範囲に亘って分布する。この範囲外の波長の光を当該被照射層１２が吸収するこ
とはできない。従って、４０５ｎｍまたは４５０ｎｍの波長のレーザ光Ｌであれば、当該
被照射層１２に吸収させることが可能である。尤も、当該被照射層１２の光吸収率は、色
素構造としてアゾベンゼンを有するポリマーを用いて構成した被照射層１２の光吸収率よ
りは小さくなり、光波長が約４００ｎｍから約７００ｎｍの可視光領域で２０％（さらに
言えば、１０％）を切る。
【００３３】
　被照射層１２は、レーザ光Ｌの照射を受けて蛍光を発しない材料を用いて構成すること
が好ましい。また、被照射層１２の厚みは、１０μｍ以下とすることが好ましい。
【００３４】
　なお、細胞培養容器１の被照射層１２の表面に、細胞の接着性を高めるための材料、例
えばラミニンやマトリゲル等のＥＣＭ（ｅｘｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒ　ｍａｔｒｉｘ）を
コーティングしてもよい。
【００３５】
　細胞を培養する際には、細胞培養容器１の容器本体１１に成形されているウェル１０内
に培地（特に、液体培地）１３を充填する。その培地１３は、ウェル１０の底に敷設され
ている被照射層１２の直上に所在することとなる。そして、培養される細胞は、当該被照
射層１２の表面に接着しつつ増殖して細胞集合体９を形成する。
【００３６】
　図４に示しているように、細胞培養容器１のウェル１０内に存在している細胞のうちの
所望の細胞を致死させるレーザ照射処理では、レーザ照射装置３の加工ノズル３３から出
射するレーザ光Ｌを、支持体２に支持させた細胞培養容器１の被照射層１２における、致
死させるべき細胞の直下の箇所に照射する。本実施形態では、加工ノズル３３を細胞培養
容器１の下方に配置し、加工ノズル３３から打ち上げたレーザ光Ｌを容器本体１１を透過
させた上、被照射層１２に裏面側から照射する。加工ノズル３３に内蔵されているレンズ
は、加工ノズル３３から出射するレーザ光Ｌの焦点を細胞培養容器１の被照射層１２に合
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わせる。被照射層１２におけるレーザ光Ｌの照射を受けた箇所は、レーザ光Ｌのエネルギ
を吸収して熱及び／または酸を生じ、その熱によって当該箇所の直上に存在する細胞を死
に至らしめる。
【００３７】
　特に、被照射層１２の構成材料に光酸発生剤を用いているならば、被照射層１２におけ
るレーザ光Ｌの照射を受けた箇所で酸性物質が発生し、その酸性物質が当該箇所の直上に
存在する細胞の死または被照射層１２からの剥離を促す。光酸発生剤がスルホン酸誘導体
である場合、発生する酸性物質はスルホン酸類である。
【００３８】
　レーザ光の波長は、例えば４０５ｎｍとする。レーザＬの出力の大きさは、０．４Ｗか
ら５Ｗの間とする。無論、出力が５Ｗを超えていても構わない。レーザＬのビーム径は、
５０μｍ以下とする。ビーム径を、２０μｍないし２５μｍ程度に絞っても構わない。連
続波レーザまたは連続波に近いパルスレーザＬを出射する加工ノズル３３（つまりは、レ
ーザビームＬ）を細胞培養容器１に対して移動させる走査の速さは、５０ｍｍ／秒から２
０００ｍｍ／秒の間とする。レーザＬの出力が５Ｗ、レーザビームＬ径が５０μｍ、走査
速度１５００ｍｍ／秒の場合、レーザ光Ｌの照射箇所においてレーザ光Ｌが与える単位面
積あたりのエネルギ量（エネルギ密度）は約８．７Ｊ／ｃｍ2となる。上記のレーザ光Ｌ
の波長、出力及びエネルギ量は、仮にレーザビームＬを細胞に直射したとしても細胞が死
に至らないような大きさであるが、被照射層１２の働きにより、不要な細胞を的確に死に
至らしめることができる。
【００３９】
　その上で、致死させるべき細胞以外の細胞、換言すれば不要細胞の周辺にある目的細胞
または組織への熱影響を最小限に抑えるためには、被照射層１２に照射するレーザ光Ｌの
波長、出力及びエネルギ量を、致死させるべき細胞が即死せず（レーザＬの照射から数分
後または十数分後の時点で当該細胞が生存しているような）レーザ光Ｌの照射からある程
度の時間が経過した後（例えば、数十分後、一時間後ないし数時間後。典型的には、６０
分後または１２０分後）には死に至っているような大きさに調整することが好ましい。レ
ーザ光Ｌの照射直後は対象の細胞が生存しており、その照射からある程度の時間が経過し
た後に当該細胞が死滅するという状況を作り出すことは現に可能である。
【００４０】
　レーザＬの出力または単位面積あたりのエネルギ量の調整を通じて、致死させる細胞の
幅または範囲の大きさを拡縮させることも可能である。レーザＬの出力及び／または単位
面積あたりのエネルギ量が大きいほど、細胞が死滅する幅または範囲は拡大する。また、
レーザＬの照射から不要細胞が死に至るまでの所要時間も、レーザＬの出力及び／または
単位面積あたりのエネルギ量が大きいほど短くなると考えられる。
【００４１】
　あるいは、被照射層１２における致死させるべき細胞の直下の箇所に、一回照射しただ
けでは当該細胞が即死しない（レーザＬの照射から数分後または十数分後の時点で当該細
胞が生存している）ような出力またはエネルギ量を持つレーザ光Ｌを、複数回照射するこ
とも好ましい。このような処理により、致死させる細胞以外の細胞への熱影響を最小限に
抑制しつつも、レーザ光Ｌの照射から対象の細胞の死滅までに要する時間を短縮すること
ができる。
【００４２】
　レーザ照射処理に用いるレーザＬの出力及び／または単位面積あたりのエネルギ量の好
適な条件は、細胞培養容器１に設ける被照射層１２の構成材料や厚み等の影響を受ける。
レーザ光Ｌの照射を受けた被照射層１２がレーザ光Ｌのエネルギを吸収して発生させる単
位面積あたりの熱量は、被照射層１２に照射されるレーザ光Ｌの持つ単位面積あたりエネ
ルギ量に、単位面積の被照射層１２が当該レーザ光Ｌのエネルギを吸収して利用できる割
合である光利用率を乗じたものとなる。この光利用率は、被照射層１２の構成材料の性質
即ち光吸収率に依存するのは勿論のこと、レーザ光Ｌを吸収して熱を発する光熱反応に寄
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与する材料が被照射層１２の単位面積あたりどれくらいの量存在しているかによっても変
化する。容器本体１１に被照射層１２を形成するために塗布する構成材料の塗布厚みを増
せば、光熱反応に寄与する材料の量が増加して、単位面積の被照射層１２の光利用率も増
大する。従って、被照射層１２において発生する単位面積あたりの熱量が増し、その分細
胞が死に至りやすくなる。よって、細胞培養容器１に設ける被照射層１２の光利用率に応
じて、細胞の死滅処理に適したレーザＬの出力及び／または単位面積あたりのエネルギ量
を実験的に求める必要がある。
【００４３】
　撮像装置６は、例えば位相差顕微鏡を介して得られる、細胞培養容器１上の培養細胞ま
たは細胞集合体９の像を、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の固体撮像素子（イメージセンサ）により
撮像するものである。
【００４４】
　表示装置７は、既知の液晶ディスプレイ等である。入力装置８は、ユーザが手指で操作
可能なタッチパネル、トラックパッド、マウスといったポインティングデバイスや、キー
ボード、押下ボタン等である。入力装置８としてのタッチパネルが、表示装置７としての
ディスプレイの画面に重ねて設けてあることがある。
【００４５】
　レーザ照射装置３の少なくとも加工ノズル３３、レーザ照射処理中の細胞培養容器１及
び支持体２は、ＣＯ2インキュベータと同等の雰囲気とした処理室０内に配置することが
好ましい。周知の通り、ＣＯ2インキュベータは、内部の雰囲気の温度、ＣＯ2濃度及び温
度を調節することで細胞の培養環境、例えば細胞培養容器１に充填されている培地のｐＨ
等を好適な状態に維持する役割を担う。撮像装置６による細胞培養容器１の撮影は、処理
室０内で行ってもよく、処理室０外で行ってもよい。
【００４６】
　解析部５１及び制御部５２は、汎用的なパーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ
、ワークステーション等、またはそれらと類似のコンピュータ５により構成される。図２
に示すように、このコンピュータ５は、ＣＰＵ５ａ、メインメモリ５ｂ、補助記憶デバイ
ス５ｃ、ビデオコーデック５ｄ、Ｉ／Ｏインタフェース５ｅ等を有し、これらがコントロ
ーラ（システムコントローラやＩ／Ｏコントローラ等）５ｆにより制御されて連携動作す
るものである。補助記憶デバイス５ｃは、フラッシュメモリ、ハードディスクドライブ、
その他である。ビデオコーデック５ｄは、ＣＰＵ５ａより受けた描画指示をもとに表示さ
せるべき画面を生成しその画面信号を表示装置７に向けて送出するＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉ
ｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、画面や画像のデータを一時的に格納しておく
ビデオメモリ等を要素とする。Ｉ／Ｏインタフェース５ｅは、レーザ光源３１やＸＹステ
ージ４、入力装置８や撮像装置６等と通信可能に接続してこれらを制御するためのデバイ
スである。Ｉ／Ｏインタフェース５ｅは、サーボドライバ（サーボコントローラ）を含む
ことがある。
【００４７】
　コンピュータ５が実行するべきプログラムは、補助記憶デバイス５ｃに記憶されており
、プログラム実行の際に、メインメモリ５ｂに読み込まれ、ＣＰＵ５ａによって解読され
る。そして、コンピュータ５は、プログラムに従い、本細胞培養システムにおける解析部
５１及び制御部５２としての機能を発揮する。
【００４８】
　解析部５１は、撮像装置６で撮像された画像を構成している画素値に基づき、当該画像
に写っている一または複数の細胞集合体９、つまりは撮影対象の細胞培養容器１上に存在
している一または複数の細胞集合体９のそれぞれの位置及び範囲を検出する。そして、そ
の特徴量として、少なくとも、各細胞集合体９の面積若しくは寸法（直径等）を算出する
。細胞集合体９の寸法を算出する場合、当該細胞集合体９の最大の幅（換言すれば、長径
）を求めてもよいし、最小の幅（換言すれば、短径）を求めてもよい。加えて、解析部５
１が、細胞培養容器１上に存在している細胞集合体９の特徴量として、撮像された画像の
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画素値に基づき、当該画像に写っている各細胞集合体９の透過度や、当該画像に写ってい
る各細胞集合体９の形状の指標値、例えば真円度、各細胞集合体９の細胞の密度等を算出
しても構わない。
【００４９】
　また、解析部５１が、細胞培養容器１上に存在している細胞集合体９の特徴量として、
撮像された画像の画素値に基づき、当該画像に写っている各細胞集合体９に含まれる細胞
の種類を判別して、細胞培養容器１上に存在しているどの細胞集合体９が培養目的である
必要な細胞であるか（換言すれば、どの細胞集合体９が目的細胞以外の不要細胞であるか
）、または各細胞集合体９のどの部分が目的細胞でどの部分が不要細胞であるかを求める
こともあり得る。
【００５０】
　今日では、細胞培養容器１に充填される培地に添加することで、細胞培養容器１上に存
在する未分化ＥＳ細胞または未分化ｉＰＳ細胞を固定せずに生きたまま染色可能な細胞毒
性の低い蛍光マーカ（未分化細胞の表面に存在する糖鎖と結合するレクチンプローブｒＢ
Ｃ２ＬＣＮ）が既に存在している。ＥＳ細胞やｉＰＳ細胞の培養において、この蛍光マー
カを使用すれば、細胞培養容器１に存在する目的細胞である未分化ＥＳ細胞または未分化
ｉＰＳ細胞を染色することができる。そして、目的細胞を染色した状態で細胞培養容器１
を撮影装置で撮像し、得られた画像を解析すれば、細胞培養容器１上に存在している目的
細胞の位置及び範囲と、それ以外の不要細胞（既に分化した細胞等）の位置及び範囲とを
それぞれ知得でき、それらの細胞集合体９の面積、寸法または真円度等を算出することも
できる。因みに、未分化細胞からｒＢＣ２ＬＣＮレクチンを剥離させるストリッピング溶
液も存在しており、ｒＢＣ２ＬＣＮレクチンを剥離させた後も未分化細胞の培養を続行す
ることができる。
【００５１】
　無論、必要な目的細胞または不要細胞を染色する染色材を使用せずとも、既知の画像解
析アルゴリズムを利用して、細胞培養容器１を撮影した画像に写っている目的細胞の位置
及び範囲、不要細胞の位置及び範囲を知得することが可能である。人工知能による学習を
通じて、画像に写っている細胞の種類の判定の精度を高めてゆくことも考えられる。
【００５２】
　解析部５１が、細胞培養容器１上に存在する細胞集合体９の何れが目的細胞であるか、
または各細胞集合体９のどの部分が目的細胞でどの部分が不要細胞であるかを解析した場
合には、各細胞集合体９毎の面積若しくは寸法、透過度、真円度等の特徴量を算出する際
にも、対象の細胞集合体９のうちの目的細胞が占める部分だけを検出してその部分の面積
若しくは寸法、透過度、真円度等を求めることが好ましい。
【００５３】
　さらに、解析部５１は、メインメモリ５ｃまたは補助記憶デバイス５ｃの所要の記憶領
域を利用して、あるべき細胞集合体９の特徴量についての上限値及び／または下限値を記
憶保持している。その上で、画像解析を通じて知得した細胞培養容器１上の各細胞集合体
９の特徴量がその上限値及び／または下限値を超えていないかどうかを判定する。
【００５４】
　必要な目的細胞を培養してその細胞集合体９（または、クランプ）を得る作業では、培
養の開始から経過した時間即ち培養時間（または、培養日数）と、その時間が経過した時
点における正常な目的細胞の集合体９の面積若しくは寸法の大きさとの間に、一定の関係
が存在する。図６に、培養開始からの経過時間と、正常な細胞集合体９の面積若しくは寸
法との関係を、概念的に示している。図６中、実線は細胞集合体９の面積若しくは寸法の
適正範囲の下限を表し、破線は細胞集合体９の面積若しくは寸法の適正範囲の上限を表し
ている。網掛けを施した領域が、細胞集合体９の面積若しくは寸法の適正範囲である。正
常な細胞集合体９の面積若しくは寸法の上限値及び下限値は、培養時間の長さに応じて変
動し得る。
【００５５】
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　面積若しくは寸法が培養時間に応じた適正範囲から逸脱している細胞集合体９は、細胞
培養容器１による培養の次の段階、例えば継代や分化誘導等に用いないことが望ましい。
面積若しくは寸法が適正範囲の下限よりも小さい細胞集合体９は、細胞がうまく増殖でき
ておらず、培養時間に見合った生長をしていない不良な集合体９であると考えられる。翻
って、面積若しくは寸法が適正範囲の上限よりも大きい細胞集合体９は、細胞の増殖自体
は進んでいるもののその増殖の速さが想定を越えており、これをそのまま次の段階の継代
や分化誘導に用いると、継代後または分化後の細胞の生育状態にばらつきを生ずる原因と
なり得る。
【００５６】
　そこで、解析部５１は、画像解析を経て算出した細胞培養容器１上の各細胞集合体９の
面積若しくは寸法が培養時間に応じた適正範囲から逸脱していないかどうかを判定するこ
とで、各細胞集合体９毎に、これを生かすべきか、死滅させるべきか、切断またはトリミ
ングを行うべきかを示す。面積若しくは寸法が適正範囲内にある細胞集合体９は、原則と
して、生かしておくべきものである。面積若しくは寸法が下限値よりも小さい細胞集合体
９は、不良であり死滅させるべきものである。他方、面積若しくは寸法が上限値よりも大
きい細胞集合体９については、これを切断して面積若しくは寸法が適正範囲内にある複数
の細胞集合体９とするか、または当該細胞集合体９の一部の細胞（特に、当該細胞集合体
９の周縁部の細胞）を死滅させてその面積若しくは寸法を縮小させる。
【００５７】
　コンピュータ５は、解析部５１で解析した、細胞培養容器１上に存在する各細胞集合体
９の特徴量の情報を表示装置７の画面に表示させる。図７ないし図９に、各細胞集合体９
の特徴量の画面表示例を示す。図７に示す例では、左方の領域６１に、一個の細胞培養容
器１の全体の撮影画像とともに当該細胞培養容器１上に存在する多数の細胞集合体９の位
置を表示している。並びに、右方の領域６２に、当該細胞培養容器１上に存在している各
細胞集合体９について、その特徴量である寸法（直径）、及び当該細胞集合体９の寸法が
適正範囲内にあるか否かの判定結果（直径が下限値よりも小さい細胞集合体９は「致死」
、直径が上限値よりも大きい細胞集合体９は「トリミング」）を一覧表示している。
【００５８】
　図８及び図９に示す例では、左方の領域６１に、細胞培養容器１上に存在する細胞集合
体９のうちユーザが選択した一つの細胞集合体９の撮影画像を拡大して示している。この
拡大画像に重ねて描画している外郭線６３は、細胞培養容器１の撮影画像を解析した解析
部５１が一つの細胞集合体９と判断した領域の外縁である。ユーザの手による、どの細胞
集合体９の拡大画像を表示させるのかを指定する操作入力は、入力装置８を介して受け付
ける。図８は寸法が下限値よりも小さい致死させるべき細胞集合体９の画面表示例であり
、図９は寸法が上限値よりも大きい切断またはトリミングするべき細胞集合体９の画面表
示例である。図９の左方の領域６１において、外郭線６３よりも内側に描画している円６
４は、対象の細胞集合体９の周縁部（即ち、この円６４の外側）にある細胞を死滅させる
トリミングを実行した結果得られる細胞集合体９の予想される大きさを示す。つまり、こ
れら外郭線６３及び円６４が、トリミングにおいて致死させる細胞の範囲を表しているこ
とになる。
【００５９】
　解析部５１が、細胞培養容器１上に存在する細胞集合体９の面積若しくは寸法以外の特
徴量、例えば細胞集合体９の形状の真円度や細胞の密度等を算出している場合には、その
各細胞集合体９毎の真円度等を表示装置７の画面に表示させることができる。
【００６０】
　加えて、解析部５１が、細胞培養容器１上に存在する細胞集合体９の何れが目的細胞で
あるか、または各細胞集合体９のどの部分が目的細胞でどの部分が不要細胞であるかを解
析した場合には、細胞培養容器１内のどの位置に目的細胞が存在しているのか、またはど
の位置に不要細胞が存在しているのかを、ユーザが視認できる態様で表示装置７の画面に
表示させることが好ましい。
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【００６１】
　解析部５１による判定のための条件は、任意に設定することができる。細胞集合体９の
面積若しくは寸法が上限値よりも大きい及び／または下限値よりも小さいという条件以外
にも、細胞集合体９の透過度とその上限値及び／または下限値との大小比較、細胞集合体
９の真円度とその上限値及び／または下限値との大小比較、細胞集合体９の細胞の密度と
その上限値及び／または下限値との大小比較、細胞が目的細胞であるか否か、等により、
各細胞集合体９を生かすべきか、死滅させるべきか、切断またはトリミングを行うべきか
を判定することが可能である。
【００６２】
　さらに、細胞集合体９についての複数の特徴量の条件を組み合わせて、対象の細胞集合
体を生かすべきか、死滅させるべきか、切断またはトリミングを行うべきかを判定するも
のとしても構わない。例えば、細胞集合体９の面積若しくは寸法が下限値から上限値まで
の間の適正範囲内に収まっており、なおかつ細胞集合体９の真円度が下限値から上限値ま
での間の適正範囲内に収まっている、というようなＡＮＤ条件が成立することを以て当該
細胞集合体９を生かすべきものと判定するようにしてもよいし、細胞集合体９の面積若し
くは寸法が下限値から上限値までの間の適正範囲内に収まっているか、または細胞集合体
９を構成する細胞が明らかに目的細胞である、というようなＯＲ条件が成立することを以
て当該細胞集合体９を生かすべきものと判定するようにしてもよい。
【００６３】
　制御部５２は、レーザ照射装置３の加工ノズル３３から細胞培養容器１に向けてレーザ
Ｌを照射する際の照射位置の制御を司る。既に述べた通り、細胞培養容器１上に存在する
細胞または細胞集合体９のうちの所望の細胞のみを死滅させるためには、細胞培養容器１
の被照射層１２における致死させるべき細胞の直下の箇所にのみレーザ光Ｌを照射する必
要がある。細胞培養容器１内のどの位置にレーザ光Ｌを照射するかを決定する手順は、複
数存在する：
　（Ｉ）表示装置７に表示出力した画像や情報を視認したユーザ自身が、細胞培養容器１
内のどの位置若しくはどの範囲にレーザＬを照射するか、またはどの位置若しくはどの範
囲にレーザＬを照射しないかを決定する。ユーザの手による、レーザＬの照射位置若しく
は範囲、または非照射位置若しくは範囲を指定する操作入力は、入力装置８を介して受け
付ける。ユーザがレーザＬの非照射位置若しくは範囲を指定した場合には、それ以外の位
置若しくは範囲にレーザＬを照射することとなる。
【００６４】
　（II）表示装置７に表示出力した画像や情報を視認したユーザ自身が、細胞培養容器１
上に存在している細胞若しくは細胞集合体９のうちの何れをレーザＬ照射により致死させ
るか、またはレーザＬ照射をせずに生存させるかを決定する。ユーザの手による、どの細
胞若しくは細胞集合体９を致死させるか、またはどの細胞若しくは細胞集合体９を致死さ
せずに生かすかを指定する操作入力は、入力装置８を介して受け付ける。ユーザが生存さ
せる細胞若しくは細胞集合体９を指定した場合には、細胞培養容器１におけるその指定さ
れた細胞若しくは細胞集合体９が占める領域以外の範囲にレーザＬを照射することとなる
。
【００６５】
　（III）コンピュータ５が、解析部５１による判定結果に応じて、細胞培養容器１内の
どの位置若しくはどの範囲にレーザＬを照射し、どの位置若しくはどの範囲にレーザＬを
照射しないかを決定する。解析部５１は、細胞培養容器１上に存在する細胞集合体９のう
ち、その面積若しくは寸法が下限値以上上限値以下の適正範囲内にある細胞集合体９につ
いてはこれを生存させると判定し、下限値よりも小さい細胞集合体９についてはこれを死
滅させると判定し、上限値よりも大きい細胞集合体９については切断またはトリミングを
行うと判定する。また、各細胞集合体９の形状の真円度を算定している場合には、その真
円度がメインメモリ５ｂまたは補助記憶デバイス５ｃに記憶している下限値よりも小さい
細胞集合体９についてはこれを致死させるものと判定するか、周縁部の細胞を死滅させる
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トリミングにより当該細胞集合体９の形状を真円に近づけると判定する。各細胞集合体９
の細胞の密度を算定している場合には、その密度がメインメモリ５ｂまたは補助記憶デバ
イス５ｃに記憶している下限値よりも小さいか上限値よりも大きい細胞集合体９について
はこれを致死させるものと判定する。なお、正常な細胞集合体９の真円度や細胞の密度等
の上限値及び／または下限値は、細胞の培養を開始してから経過した時間の長さに応じて
変動し得る。並びに、画像解析を通じて細胞培養容器１上に存在する細胞または細胞集合
体９の種類を判定している場合には、必要な目的細胞は生存させ、それ以外の不要細胞は
致死させると判定する。既に述べたとおり、細胞集合体９についての複数の特徴量の条件
をＡＮＤまたはＯＲで組み合わせて、対象の細胞集合体を生かすべきか、死滅させるべき
か、切断またはトリミングを行うべきかを判定しても構わない。
【００６６】
　本実施形態の細胞処理システムは、上記の（Ｉ）ないし（III）のうちの何れをとるこ
ともできる。即ち、制御部５２は、細胞培養容器１内の、ユーザが自身の手でレーザＬを
照射するべき位置若しくは範囲として指定した領域に属する一または複数の照射位置のＸ
Ｙ座標を得る。または、細胞培養容器１内の、生存させるべき目的細胞の細胞集合体９が
占める領域以外の領域、換言すれば不要細胞その他の致死させるべき細胞が存在し得る領
域を、レーザＬを照射するべき領域として特定し、その領域に属する一または複数の照射
位置のＸＹ座標を得る。そして、照射位置のＸＹ座標を、メインメモリ５ｂまたは補助記
憶デバイス５ｃに一時記憶する。
【００６７】
　なお、面積若しくは寸法の大きい細胞集合体９を切断してより面積若しくは寸法の小さ
い複数の細胞集合体９を作製する際には、図１０に示すように、細胞培養容器１の被照射
層１２における、対象の細胞集合体９を複数の部分に切り分ける境界線９１の直下の箇所
にレーザＬを照射することにより、境界線９１上にある細胞を致死させる。そのために、
制御部５２は、当該境界線９１上に位置している複数のＸＹ座標を、レーザＬの照射位置
の座標として得る。
【００６８】
　また、トリミング、即ち細胞集合体９の周縁部の細胞を死滅させてより面積若しくは寸
法の小さい、またはより真円度の高い細胞集合体９を作製する際には、図１１に示すよう
に、細胞培養容器１の被照射層１２における、対象の細胞集合体９の外周縁部位９２の直
下の箇所にレーザＬを照射することにより、外周縁部位に所在する細胞を致死させる。そ
のために、制御部５２は、当該外周縁部位９２に属している複数のＸＹ座標を、レーザＬ
の照射位置の座標として得る。
【００６９】
　制御部５２は、加工ノズル３３から細胞培養容器１の被照射層１２に向けたレーザＬの
出射のＯＮ／ＯＦＦ、及び被照射層１２に照射するレーザＬの出力強度つまりはレーザＬ
の持つエネルギ量を制御する。具体的には、加工ノズル３３からのレーザＬの出射のＯＮ
／ＯＦＦを指令する信号をＩ／Ｏインタフェース５ｅを介して加工ノズル３３に与えると
ともに、レーザＬの出力を制御する信号をＩ／Ｏインタフェース５ｅを介して加工ノズル
３３またはレーザ光源３１に与える。
【００７０】
　さらに、制御部５２は、加工ノズル３３を支持しているＸＹステージ４を操作すること
で、レーザＬの照射位置のＸＹ座標に向けて加工ノズル３３を移動させ、加工ノズル３３
から出射するレーザビームＬの光軸を当該ＸＹ座標に位置づける。具体的には、レーザＬ
の照射位置のＸＹ座標に対応する指令の信号を、Ｉ／Ｏインタフェース５ｅを介してＸＹ
ステージ４に与える。加工ノズル３３から連続波レーザＬまたは連続波に近い高周波数パ
ルスレーザＬを出射させつつ、照射位置のＸＹ座標の時系列に従って加工ノズル３３ひい
てはレーザビームＬを移動させれば、レーザＬを細胞培養容器１の被照射層１２に照射し
ながらその照射位置を連続的に移動させる走査を実行することができる。制御部５２は、
細胞培養容器１（の被照射層１２）における、ユーザ自身が指定した領域、または生存さ
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せるべき細胞集合体９が占める領域以外の領域を加工ノズル３３の光軸によってラスタス
キャンするように、加工ノズル３３を細胞培養容器１に対して相対的に移動させながら、
加工ノズル３３の光軸が致死させる対象の細胞の直下に到達するタイミングで加工ノズル
３３からレーザＬを出射させる。この結果、上記の領域に所在している不要細胞が死に至
り、必要な目的細胞の細胞集合体９のみが細胞培養容器１内に生存している状態が具現さ
れる。
【００７１】
　本実施形態の細胞処理システムは、目的細胞の培養の開始から一定の細胞期間を経た時
点で、一定の大きさを持つ目的細胞の集合体９を確実に収穫するために役立つ。例えば、
未分化ｉＰＳ細胞の培養では、細胞培養容器１を用いた培養の開始からその終了即ち継代
または分化誘導の着手までの期間が七日程度である。本細胞処理システムは、その七日間
の培養期間の中途で、増殖の遅い不良な細胞を死滅させて間引きするとともに、増殖が速
い細胞集合体９を切断またはトリミングしてその大きさを縮小する。これにより、培養の
開始から七日後の時点において、継代に適した大きさのｉＰＳ細胞の集合体９を確実に収
穫することが可能となる。
【００７２】
　その際、ｉＰＳ細胞の細胞培養容器１への播種から二日程度は未だ細胞集合体９が顕著
に小さいことから、本細胞処理システムを利用した細胞培養容器１の撮像、画像解析及び
レーザＬの照射による細胞集合体９の間引き、切断またはトリミング処理は、培養の開始
から三日が経過した時点より実行に着手する。また、細胞培養を開始してから日が経過す
るほど、細胞培養容器１内の細胞の個数が増え、その増殖の速度が指数関数的に加速する
。従って、細胞培養容器１の撮像、画像解析及びレーザＬの照射による細胞集合体９の間
引き、切断またはトリミング処理を行う周期は、細胞培養の開始からの経過時間が増すほ
ど短縮することが好ましい。
【００７３】
　必要な細胞培養期間が経過した後、細胞培養容器１のウェル１０内に培養液その他の液
体を注入する（または、細胞集合体９に培養液その他の液体を掛ける）等して、細胞集合
体９を浮かせて回収することが可能である。細胞培養容器１に接着する細胞をその表面か
ら剥離させるために酵素を使用することは必須ではないが、酵素を使用しても構わない。
【００７４】
　本実施形態では、細胞培養容器１上で培養される細胞のうち不要な細胞を死滅させて必
要な細胞集合体９を育成するためのシステムであって、細胞培養容器１の一部または全部
を撮像する撮像装置６と、前記撮像装置６で撮像された画像を構成している画素値を基に
、前記細胞培養容器１上に存在している一または複数の細胞集合体９の各々の面積若しく
は寸法を算出する解析部５１と、前記解析部５１で算出した各細胞集合体９の面積若しく
は寸法を画面に表示する表示装置７と、前記細胞培養容器１に向けてレーザＬを照射する
ことで細胞培養容器１上に存在している細胞を致死させるレーザ照射装置３と、ユーザの
手による、前記細胞培養容器１上に存在している細胞のうちの何れをレーザＬ照射により
致死させ若しくはレーザＬ照射をせずに生存させるかを指定する操作入力、または前記細
胞培養容器１上のどの位置にレーザＬを照射し若しくはレーザＬを照射しないかを指定す
る操作入力を受け付ける入力装置８と、前記操作入力装置８で受け付けた操作入力に応じ
て前記レーザ照射装置３から前記細胞培養容器１に向けてレーザＬを照射する際の照射位
置を制御する制御部５２とを具備する細胞処理システムを構成した。
【００７５】
　前記解析部５１は、細胞集合体９の面積若しくは寸法についての上限値または下限値を
記憶しており、前記細胞培養容器１上に存在している各細胞集合体９の面積若しくは寸法
がその上限値または下限値を超えていないかどうかを判定する。前記表示装置７は、前記
解析部５１による、前記細胞培養容器１上に存在している各細胞集合体９についての判定
結果を画面に表示する。
【００７６】
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　また、本実施形態では、細胞培養容器１上で培養される細胞のうち不要な細胞を死滅さ
せて必要な細胞集合体９を育成するためのシステムであって、細胞培養容器１の一部また
は全部を撮像する撮像装置６と、前記撮像装置６で撮像された画像を構成している画素値
を基に、前記細胞培養容器１上に存在している一または複数の細胞集合体９の各々の面積
若しくは寸法を算出するとともに、細胞集合体９の面積若しくは寸法についての上限値ま
たは下限値を記憶しており、細胞培養容器１上に存在している各細胞集合体９の面積若し
くは寸法がその上限値または下限値を超えていないかどうかを判定する解析部５１と、前
記細胞培養容器１に向けてレーザＬを照射することで細胞培養容器１上に存在している細
胞を致死させるレーザ照射装置３と、前記解析部５１による判定結果に応じて前記レーザ
照射装置３から前記細胞培養容器１に向けてレーザＬを照射する際の照射位置を制御する
制御部５２とを具備する細胞処理システムを構成した。
【００７７】
　前記制御部５２は、前記細胞培養容器１上に存在している細胞集合体９のうち、前記下
限値よりも面積若しくは寸法の小さい細胞集合体９を致死させるべくレーザＬを照射する
一方で、前記上限値よりも面積若しくは寸法の大きい細胞集合体９を切断しまたはその面
積若しくは寸法を縮小するべくレーザＬを照射するように、前記レーザ照射装置３を制御
する。
【００７８】
　細胞培養容器１上に存在する細胞集合体９の特徴量（面積若しくは寸法、真円度、細胞
の密度等）と比較するべき上限値及び／または下限値は、ユーザが任意に設定することが
できる。解析部５１として機能するコンピュータ５は、ユーザの手による上限値及び／ま
たは下限値の入力を入力装置８を介して受け付けるとともに、その入力された上限値及び
／または下限値をメインメモリ５ｂまたは補助記憶デバイス５ｃに記憶して保持し、細胞
培養容器１上の各細胞集合体９についての判定に用いる。
【００７９】
　本実施形態の細胞処理システムによれば、所望の大きさの細胞集合体９をより容易に、
かつ所定の細胞培養期間の経過時に安定して収穫することが可能となる。
【００８０】
　なお、本発明は以上に詳述した実施形態に限られるものではない。まず、不要細胞を致
死させるためのレーザ照射処理に使用するレーザＬの波長は、４０５ｎｍに限定されない
ことは言うまでもない。他の波長のレーザＬを採用する場合には、その波長の光を吸収す
ることができる色素構造を含んだ材料（特に、ポリマー）を用いて細胞培養容器１の被照
射層１２を構成することが求められる。例えば、波長が８０８ｎｍや１０６４ｎｍ等の近
赤外線レーザＬを使用するのであれば、フタロシアニン類（フタロシアニン誘導体、フタ
ロシアニン系近赤外線吸収色素）を材料として用いることが一案である。但し、その場合
には、細胞に移行しないよう、ポリマーの側鎖に化学結合により固定されることが望まし
い。また、配位錯体は、金属イオンが遊離することから、ポリマー化するものでも避けた
方がよいと思われる。
【００８１】
　レーザビームＬの径を、５０μｍよりもさらに小さく絞ってもよい。例えば、コア径の
小さい光ファイバを加工ノズル３３に接続し、レーザ光源３１から供給されるレーザ光Ｌ
をこの光ファイバを通じて加工ノズル３３に入力するようにすれば、加工ノズル３３から
出射するレーザビームＬの径を２５μｍ以下に絞ることができ、その分単位面積あたりの
レーザＬのエネルギ量（エネルギ密度）が増す。これにより、レーザ光源３１の最大出力
が大きくなくとも、レーザＬの照射箇所即ち不要細胞の存在する箇所に多量のエネルギを
ピンポイントに与えることが可能となる。
【００８２】
　レーザビームＬを被照射層１２に照射したときの投影形状は、点状または円形状には限
られない。レーザビームＬの投影形状を、所定方向に引き延ばした棒状のラインビームに
成形しても構わない。ラインビームを用いれば、細胞培養容器１（の被照射層１２）にお
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ける一定の領域をラスタスキャンするのに要する時間をより短縮できる。
【００８３】
　上記実施形態では、支持体２に支持させた細胞培養容器１に向けてレーザＬを照射する
加工ノズル３３をＸＹステージ４に搭載し、加工ノズル３３をＸ軸方向及びＹ軸方向に移
動させるようにしていたが、細胞培養容器１を支持する支持体２をＸＹステージ等の変位
機構４に搭載して、細胞培養容器１をＸ軸方向及びＹ軸方向に移動させるようにしても構
わない。あるいは、加工ノズル３３と支持体２とのうち一方をＸ軸方向に走行可能なリニ
アモータ台車等に搭載し、他方をＹ軸方向に走行可能なリニアモータ台車等に搭載するこ
とにより、加工ノズル３３から出射するレーザビームＬを細胞培養容器１の被照射層１２
に対して相対的にＸ軸方向及びＹ軸方向の両方向に変位させ得るようにすることも考えら
れる。
【００８４】
　細胞培養容器１の被照射層１２に対するレーザＬの照射位置を変位させるための変位機
構４として、ガルバノスキャナを採用してもよい。周知の通り、ガルバノスキャナは、レ
ーザ光源３１から供給されるレーザ光Ｌを反射するミラーをサーボモータやステッピング
モータ等によって回動させるもので、ミラーを介してレーザＬの光軸を高速に変化させる
ことが可能である。尤も、ガルバノスキャナを採用する場合、細胞培養容器１の被照射層
１２に対してレーザ光Ｌの光軸が交わる角度を厳密には一定に保つことができない。また
、レーザ光源が半導体レーザ等であり、当該レーザ光源が発振するレーザを光ファイバ等
を用いてガルバノスキャナまで伝送する場合、被照射層１２に照射されるレーザビームＬ
の径若しくは投影形状の寸法を極小に絞ることも容易でない。レーザビームＬの径若しく
は投影形状の寸法を極小に絞ってエネルギ密度を高めるためには、ＸＹステージ４やリニ
アモータ台車のような、レーザビームＬの光軸を細胞培養容器１の被照射層１２に対して
相対的に平行移動させ得る機構を用いることが好ましい。但し、ファイバーレーザをレー
ザ光源として採用したり、固体レーザ光を集光したりすることにより、被照射層１２に照
射されるレーザビームＬの径若しくは投影形状の寸法を極小に絞ることができるようにな
る。
【００８５】
　細胞培養容器１内の細胞を撮影する撮像装置６の構成要素となる固体撮像素子を、加工
ノズル３３に付設することも考えられる。
【００８６】
　細胞培養容器１内の細胞を撮影する際の照明光源として、加工ノズル３３から出射する
レーザ光Ｌを利用することも考えられる。無論、その場合に加工ノズル３３から細胞培養
容器１に照射するレーザＬの出力は、不要細胞を死滅させるために細胞培養容器１に照射
するレーザＬの出力よりも十分に弱める必要がある。
【００８７】
　上記実施形態では、細胞培養容器１の容器本体１１に成形されているウェル１０の底に
被照射層１２の材料となるポリマーを塗布して被照射層１２を構成していた。だが、複数
のウェルを包有するマルチディッシュ形の容器本体に、スピンコート等によりポリマーを
塗布して被照射層を形成することは困難を伴う。そこで、レーザ光Ｌの照射を受けて熱を
生じさせる材料を含有する板状体を作製し、この板状体を容器本体の各ウェルの底に設置
または接着することにより、細胞培養容器の被照射層を構成するようにすることが考えら
れる。板状体は、レーザ光Ｌを透過させる透明性または透光性を有するプラスチックやガ
ラス等の材料により構成した薄板にレーザ光Ｌを吸収する色素を塗布したものであっても
よく、そのような薄板の構成材料にレーザ光Ｌを吸収する色素を含有させたものであって
もよい。上記実施形態において述べた色素構造含有ポリマーや光酸発生剤を、レーザ光Ｌ
を吸収する色素として用いることも当然に可能である。
【００８８】
　上記実施形態では、レーザ光Ｌを細胞培養容器１の下方から容器本体１１を透過させた
上で被照射層１２に照射していたが、レーザ光Ｌを上方即ち被照射層１２の表面側から（
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容器本体１１を透過させずに）被照射層１２に直接照射することも考えられる。この場合
、容器本体１１がレーザ光Ｌを透過させる透明性または透光性を有している必要はない。
照射するレーザ光Ｌの焦点は、被照射層１２の上にある細胞に合わせるのではなく、被照
射層１２に合わせることが好ましい。
【００８９】
　細胞培養容器１を用いてｉＰＳ細胞その他の細胞を培養する場合に、フィーダー細胞を
併用してもよい。本発明に係るレーザ加工機は、細胞培養容器１内の不要となったフィー
ダー細胞を死滅処理するためにも利用できる。
【００９０】
　被照射層１２が敷設されていない細胞培養容器で培養された細胞集合体９について、上
述した間引きや切断、トリミング処理を実行する場合には、レーザ加工機の加工ノズル３
３から出射するレーザ光Ｌの焦点を細胞培養容器上の細胞集合体９の層に合わせ、レーザ
光Ｌを細胞集合体９に直接照射することで、致死させるべき不要な細胞を死滅させるよう
にしてもよい。この場合のレーザ光Ｌは、ピコ秒レーザやフェムト秒レーザのようなパル
ス幅が極小のパルスレーザであることがある。
【００９１】
　本発明に係る細胞処理システムは、未分化ｉＰＳ細胞の培養のみならず、ｉＰＳ細胞コ
ロニー作製の後の分化誘導にも援用することができる。目的細胞即ち分化した細胞からな
る必要な大きさの細胞集合体９を所定の細胞培養期間後に収穫するべく、増殖の遅い細胞
集合体９を間引いたり、増殖の速い細胞集合体９を切断またはトリミングしたり、不要細
胞即ち未分化の細胞や目的細胞以外の細胞に分化した細胞を死滅させて排除したりする点
は、未分化ｉＰＳ細胞の培養における処理と同様であるからである。
【００９２】
　細胞集合体９の外周縁部９２の細胞を致死させるトリミングは、面積若しくは寸法が上
限値以下である適正な大きさの細胞集合体９に施しても構わない。細胞集合体９のトリミ
ング処理において、細胞集合体９の周縁部９２をどれぐらいの幅で死滅させるか、または
トリミング後の細胞集合体９の寸法（円６４の径の大きさ）は、ユーザが任意に設定する
ことができる。コンピュータ５は、ユーザの手によるトリミングの対象となる周縁部９２
の幅またはトリミング後の細胞集合体９の寸法の値の入力を入力装置８を介して受け付け
るとともに、その入力された値をメインメモリ５ｂまたは補助記憶デバイス５ｃに記憶し
て保持し、細胞培養容器１上の細胞集合体９のトリミング処理におけるレーザＬの照射位
置の座標の決定に用いる。
【００９３】
　その他、各部の具体的構成は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、細胞培養容器上で培養される細胞のうち不要な細胞を死滅させて必要な細胞
集合体９を育成するために利用できる。
【符号の説明】
【００９５】
　１…細胞培養容器
　３…レーザ照射装置
　３３…加工ノズル
　４…変位機構（ＸＹステージ）
　５１…解析部
　５２…制御部
　６…撮像装置
　７…表示装置
　８…入力装置
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　９…細胞集合体
　Ｌ…レーザ光
【要約】
【課題】細胞培養容器上で培養される細胞のうち不要な細胞を死滅させて所望の大きさの
細胞集合体を収穫する。
【解決手段】細胞培養容器を撮像する撮像装置と、撮像された画像を基に細胞培養容器上
に存在している各細胞集合体の面積若しくは寸法を算出する解析部と、各細胞集合体の面
積若しくは寸法を画面に表示する表示装置と、細胞培養容器に向けてレーザを照射するこ
とで細胞培養容器上に存在している細胞を致死させるレーザ照射装置と、細胞培養容器上
に存在している細胞のうちの何れをレーザ照射により致死させ若しくはレーザ照射をせず
に生存させるかを指定する操作入力、または細胞培養容器上のどの位置にレーザを照射し
若しくはレーザを照射しないかを指定する操作入力を受け付ける入力装置と、受け付けた
操作入力に応じて細胞培養容器に向けてレーザを照射する際の照射位置を制御する制御部
とを具備する細胞処理システムを構成した。
【選択図】図１

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１１】
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【図８】

【図９】
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