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【書類名】明細書

【発明の名称】細胞提供装置、細胞提供システム及び細胞提供方法、並びに、細胞提供方
法のプログラム及びそのプログラムを記録した記録媒体

【技術分野】
　【０００１】

　本発明は、化粧品（スキンケア組成物など）、医薬品、医薬部外品若しくは飲食品また
は美容行為若しくは医療行為等に利活用するための細胞を提供する細胞提供装置、細胞提

供システム及び細胞提供方法に関する。また、本発明は、その細胞提供方法のプログラム
またはそのプログラムを記録した記録媒体に関するものであってもよい。

【背景技術】

　【０００２】
　医薬品の生産、遺伝子治療、再生医療、免疫療法などの医薬学・生化学分野において、

細胞（組織、微生物、ウイルスなどを含む）を人工的な環境下で培養する方法が提案され
ている。特許文献１では、培地成分の少なくとも１種が、刺激応答性高分子との結合体で

構成されている細胞培養培地を貯留して細胞を培養する培養槽と、前記結合体に所定の刺
激を付与して前記刺激応答性高分子に所定の応答変化を生じさせる刺激付与機構と、前記

応答変化によって前記刺激応答性高分子に現れる性状に基づいて前記結合体を前記細胞培
養培地に留めて前記結合体を除く他の前記培地成分のうちの少なくとも一部を前記細胞培

養培地から分離する分離機構と、を備えることを特徴とする細胞培養培地に関する技術を

開示している。特許文献２では、基礎培地に、ポリビニルアルコールとアルブミンとを添
加する工程を含む、幹細胞培養用培地の製造方法であって、アルブミンの脂肪酸担持量を

測定してアルブミン１ｇに対して９ｍｇよりも多い場合にアルブミンに対して脂肪酸低減
処理を施す工程を含む方法と、ポリビニルアルコールの臨界ミセル濃度が０．１～５ｍｇ

／ｍｌであり、加水分解率が６０～９５％である方法と、アルブミンとポリビニルアルコ
ールとの培地中の含有量の比が、１：１．１～１００である、方法に関する技術を開示し

ている。
【先行技術文献】

【特許文献】
　【０００３】

　　【特許文献１】特開２０１８－８２６６４号公報

　　【特許文献２】特開２０１８－１１５９９号公報
【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】
　【０００４】

　培養した細胞の利活用の方法に応じて、所望の細胞（特定の組成や数量の細胞）を提供
する方法が求められている。

　【０００５】
　本発明は、培養した細胞の利活用の方法に対応することができる所望の数の細胞を提供

する細胞提供装置、細胞提供システムまたは細胞提供方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、美容行為や医療行為、機能性食品などの効果や精度を向上するために、
化粧品、医薬品、医薬部外品若しくは飲食品または医療行為若しくは美容行為等に利活用

する所望の細胞（特定の組成や数量の細胞）を提供する細胞提供装置、細胞提供システム
または細胞提供方法を提供することを目的としてもよい。

【課題を解決するための手段】
　【０００６】

　上記課題を解決するために、本発明の一つの実施形態は、所望の数の細胞を提供する細
胞提供装置であって、前記所望の数を記憶する記憶手段と、培養した前記細胞の数を計数

する細胞計数手段とを有し、前記細胞計数手段は、前記細胞を培養する細胞培養部と、前
記細胞培養部が培養した前記細胞の数を算出する細胞算出部と、前記細胞算出部が算出し

た算出結果に基づいて前記記憶手段が記憶した前記所望の数に対応する数の前記細胞を抽
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出する細胞抽出部とを備える、ことを特徴とする細胞提供装置を提供する。本発明の他の

実施形態は、上記の細胞提供装置であって、前記細胞培養部は、複数の種類の前記細胞を
それぞれ培養し、前記細胞抽出部は、前記細胞培養部が培養した複数の種類の前記細胞を

、所望の混合比で混合してから、複数の種類の前記細胞からなる混合細胞組織を抽出する
、ことを特徴とする細胞提供装置であってもよい。本発明の他の実施形態は、上記のいず

れかの細胞提供装置であって、前記細胞計数手段は、前記細胞培養部が培養した前記細胞
を撮影する細胞撮影部をさらに備え、前記細胞算出部は、前記細胞撮影部が撮影した撮影

結果に基づいて、前記細胞の数を算出する、ことを特徴とする細胞提供装置であってもよ
い。本発明の他の実施形態は、上記のいずれかの細胞提供装置と、通信回線を介して前記

細胞提供装置と接続された情報端末と、前記細胞を搬送可能に梱包する梱包手段とを含む

細胞提供システムであって、前記情報端末は、少なくとも前記記憶手段が記憶する前記所
望の数に関する情報および培養する細胞情報を入力される入力手段と、前記細胞提供装置

から出力された出力情報を出力する出力手段とを備え、前記梱包手段は、前記細胞情報に
対応する保存方法で、前記細胞提供装置が抽出した前記所望の数の前記細胞を搬送可能に

梱包する、ことを特徴とする細胞提供システムであってもよい。
　【０００７】

　本発明の他の実施形態は、所望の数の細胞を提供する細胞提供方法であって、前記所望
の数を記憶する記憶手段と、培養した前記細胞の数を計数する細胞計数手段とを有し、前

記細胞計数手段は、前記細胞を培養する細胞培養部と、前記細胞培養部が培養した前記細

胞の数を算出する細胞算出部と、前記細胞算出部が算出した算出結果に基づいて前記記憶
手段が記憶した前記所望の数に対応する数の前記細胞を抽出する細胞抽出部とを備える、

細胞提供装置を用いて、前記所望の数を記憶する記憶ステップと、前記細胞を培養する細
胞培養ステップと、前記細胞培養ステップで培養した前記細胞の数を算出する細胞算出ス

テップと、前記細胞算出ステップで算出した算出結果に基づいて、前記記憶手段が記憶し
た前記所望の数に対応する数の前記細胞を抽出する細胞抽出ステップとを含む、ことを特

徴とする細胞提供方法を提供する。本発明の他の実施形態は、上記の細胞提供方法であっ
て、前記細胞培養ステップは、複数の種類の前記細胞をそれぞれ培養し、前記細胞抽出ス

テップは、前記細胞培養ステップで培養した複数の種類の前記細胞を、所望の混合比で混
合してから、複数の種類の前記細胞からなる混合細胞組織を抽出する、ことを特徴とする

細胞提供方法であってもよい。本発明の他の実施形態は、上記のいずれかの細胞提供方法

であって、通信回線を介して前記細胞提供装置と接続された情報端末と、前記細胞を搬送
可能に梱包する梱包手段とをさらに含む細胞提供方法であって、前記情報端末を用いて、

少なくとも前記記憶手段が記憶する前記所望の数に関する情報および培養する細胞情報を
入力される入力ステップと、前記細胞提供装置から出力された出力情報を出力する出力ス

テップと、前記梱包手段を用いて、前記細胞情報に対応する保存方法で、前記細胞提供装
置が抽出した前記所望の数の前記細胞を搬送可能に梱包する細胞梱包ステップとを含む、

ことを特徴とする細胞提供方法であってもよい。
　【０００８】

　本発明の他の実施形態は、上記のいずれか一つの細胞提供方法をコンピュータに実行さ

せるためのプログラムであってもよい。また、本発明の他の実施形態は、そのプログラム
を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であってもよい。

【発明の効果】
　【０００９】

　本発明に係る細胞提供装置、細胞提供システムおよび細胞提供方法によれば、培養した
細胞の利活用の方法に応じて、所望の細胞（特定の組成や数量の細胞）を提供することが

できる。また、本発明に係る細胞提供装置、細胞提供システムおよび細胞提供方法によれ
ば、美容行為や医療行為、機能性食品などの効果や精度を向上するために、化粧品、医薬

品、医薬部外品若しくは飲食品または医療行為若しくは美容行為等に利活用する所望の細
胞（特定の組成や数量の細胞）を提供することができる。さらに、本発明に係る細胞提供

装置、細胞提供システムおよび細胞提供方法によれば、所望の細胞（特定の組成や数量の



整理番号:P184SC31   特願2019-088007　 (Proof)  提出日:令和 1年 5月 8日         3
細胞）を提供することができるので、医療や美容、健康、再生医療などの医薬学分野、生

化学分野において大きく貢献できるものである。また、本発明によれば、大量の細胞を培
養する高生産性の連続培養プロセスにおいて、培養中の細胞の数をより高精度に直接、計

数でき、リアルタイムで培養中の細胞の数を監視（モニタリング）することができる。ま
た、本発明によれば、大量の細胞を培養する高生産性の連続培養プロセスにおいて、培養

中の細胞を監視（モニタリング）することができるので、不良細胞などの不具合に対応す
ることができ、高品質の細胞を培養及び提供することができる。

【図面の簡単な説明】
　【００１０】

　　【図１】本発明の実施形態に係る細胞提供システムの一例を示す概略構成図である。

　　【図２】本発明の実施形態に係る細胞提供システムの動作の一例を説明するフローチ
　　ャート図である。

　　【図３】培養した細胞の一例を説明する説明図である。
　　【図４】本発明の実施形態に係る細胞提供装置（記憶手段）が記憶する情報の一例を

　　説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】

　【００１１】
　実施形態に係る細胞提供装置、細胞提供システム及び細胞提供方法の例を用いて、本発

明を説明する。なお、本発明は、以後に説明する細胞提供装置、細胞提供システム及び細

胞提供方法以外でも、細胞を培養するもの（装置、機械、部品、手段、システム、アプリ
ケーションなど）または方法であれば、いずれのものまたは方法にも用いることができる

。なお、培養する細胞は、特に限定されない。
　【００１２】

　本発明において、培養の対象となる細胞として、例えば幹細胞、動物細胞、植物細胞、
真菌細胞、細菌細胞、プロトプラスト、樹立された細胞株、人為的に遺伝子改変が施され

た細胞、等のあらゆる細胞が対象となり得る。幹細胞は、自己複製能と分化能とを有する
細胞であれば特に制限されず、多能性幹細胞でもよく、体性幹細胞でもよい。多能性幹細

胞は、自己複製能と、外胚葉、中胚葉および内胚葉のいずれにも分化し得る多分化能とを
有する細胞である。多能性幹細胞としては、胚性幹細胞、人工多能性幹細胞、胚性生殖細

胞、胚性癌細胞、多能性成体前駆細胞、成体多能性幹細胞、Ｍｕｓｅ細胞などが挙げられ

る。体性幹細胞としては、例えば、間葉系幹細胞、造血幹細胞、神経幹細胞などが挙げら
れる。

　【００１３】
　培養の対象となる細胞の他の例は、生体を構成する体細胞である。具体的には、リンパ

球、好中球、単球、巨核球、マクロファージ、線維芽細胞、基底細胞、ケラチノサイト、
上皮前駆細胞、周皮細胞、内皮細胞、脂肪前駆細胞、筋芽細胞、骨芽細胞、軟骨細胞、肝

実質細胞、膵β細胞、グリア細胞、等が挙げられる。
　【００１４】

　下記に示す順序で、本発明を説明する。

　１．細胞提供装置の構成
　２．細胞提供システムの構成

　３．細胞提供方法
　【００１５】

　（１．細胞提供装置の構成）
　図１を用いて、本発明の実施形態に係る細胞提供装置の構成を説明する。ここで、図１

は、本発明の実施形態に係る細胞提供システムの一例を示す概略構成図である。なお、図
１等に示す例は一例であり、本発明は図１等に示す例に限定されるものではない。

　【００１６】
　図１に示すように、細胞提供装置１００は、所望の数の細胞を提供するものである。本

発明に係る細胞提供装置１００は、所望の数を記憶する記憶手段１１と、培養した細胞の



整理番号:P184SC31   特願2019-088007　 (Proof)  提出日:令和 1年 5月 8日         4
数を計数する細胞計数手段１２とを有する。

　【００１７】
　以下に、各構成を具体的に説明する。

　【００１８】
　記憶手段１１は、細胞を提供するために必要な情報を記憶する手段である。記憶手段１

１は、本実施形態では、少なくとも「所望の数に関する情報」および「培養する細胞に関
する情報（以下、「細胞情報」という）」を記憶する。また、記憶手段１１は、外部から

入力される情報（後述する入力手段１４から入力される情報、以下「入力情報」という）
および外部に出力する情報（後述する出力手段１５から出力される情報、以下「出力情報

」という）を記憶する。

　【００１９】
　また、記憶手段１１は、細胞計数手段１２が設定・撮影・算出・抽出した結果（以下、

「算出結果」という）を記憶する。記憶手段１１は、「所望の数に関する情報」「細胞情
報」「入力情報」「出力情報」および「算出結果」をデータベースとして記憶する公知の

技術（ハードディスク、メモリなど）を用いることができる。なお、記憶手段１１は、「
所望の数に関する情報」「細胞情報」「入力情報」「出力情報」および「算出結果」以外

の情報も記憶する構成であってもよい。
　【００２０】

　ここで、「所望の数に関する情報」とは、提供する細胞の数に関する情報である。「細

胞情報」とは、細胞の種類や状態、特性、保存・保管方法・利活用方法などの情報である
。

　【００２１】
　細胞計数手段１２は、細胞の数を培養し、培養した細胞の数を計数し、所望の数に対応

する数の細胞を抽出する手段である。細胞計数手段１２は、本実施形態では、細胞を培養
する細胞培養部１２ａと、細胞培養部１２ａが培養した細胞の数を算出する細胞算出部１

２ｃと、細胞算出部１２ｃが算出した算出結果に基づいて記憶手段１１が記憶した所望の
数に対応する数の細胞を抽出する細胞抽出部１２ｄとを備える。また、細胞計数手段１２

は、本実施形態では、細胞培養部１２ａが培養した細胞を撮影する細胞撮影部１２ｂをさ
らに備える。

　【００２２】

　細胞培養部１２ａは、細胞を培養するものである。細胞培養部１２ａは、基礎培地に細
胞（培養する細胞）を配置し、所定の環境（温度、ＣＯ２濃度、培養時間など）で培養す

る。基礎培地（培養液）は、特に制限されず、あらゆる培地を適用することができる。な
お、所定の環境は、公知の技術を利用することができ、実験、設計、計画などで予め定め

られた環境とすることができる。また、細胞の培養は、例えば数日おきに培地の交換を行
い細胞の遊走・成長を促し、細胞の増殖が十分に確認されたら継代を行い、さらに細胞数

を増やしてもよい。
　【００２３】

　細胞撮影部１２ｂは、細胞培養部１２ａが培養した細胞を撮影し、撮影結果（たとえば

後述する図３）を記録するものである。細胞撮影部１２ｂは、所定の撮影範囲（例えば培
養した細胞の一部）を撮影してもよい。なお、細胞を撮影する方法は、公知の技術を利用

することができ、実験、設計、計画などで予め定められた所定の撮影範囲で撮影すること
ができる。

　【００２４】
　細胞算出部１２ｃは、細胞培養部１２ａが培養した細胞の数を算出するものである。細

胞算出部１２ｃは、本実施形態では、細胞撮影部１２ｂが撮影した撮影結果に基づいて、
細胞の数を算出する。具体的には、細胞算出部１２ｃは、細胞撮影部１２ｂが撮影した所

定の撮影範囲（例えば培養した細胞の一部）について画像処理技術により細胞の数をカウ
ントし（数え）、カウントした結果に培養した領域全体に対応する係数をかけて、培養し

た全細胞数を算出する。なお、画像処理技術によりカウントする方法は、公知の技術を利
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用することができる。

　【００２５】
　細胞抽出部１２ｄは、細胞算出部１２ｃが算出した算出結果に基づいて、記憶手段１１

が記憶した所望の数に対応する数の細胞を抽出するものである。細胞抽出部１２ｄは、は
、本実施形態では、培養した全細胞数に対する所望の数の割合に基づいて、培養した領域

全体に対して一部の領域（所望の数に対応する部分）を抽出する。これにより、細胞抽出
部１２ｄ（細胞提供装置）は、所望の数に対応する数の細胞を抽出（提供）することがで

きる。また、細胞抽出部１２ｄは、細胞算出部１２ｃが算出した算出結果に基づいて培養
を継続し、培養している細胞の数が記憶手段１１が記憶した所望の数に到達した時点で培

養を終了し、所望の数の細胞を抽出（提供）することができる。なお、細胞抽出部１２ｄ

が所望の数に対応する数の細胞を抽出する方法は、その他の公知の技術を利用してもよい
。

　【００２６】
　細胞計数手段１２（細胞提供装置）は、細胞培養部１２ａを用いて、複数の種類の細胞

をそれぞれ培養してもよい。また、細胞計数手段１２（細胞提供装置）は、細胞抽出部１
２ｄを用いて、細胞培養部１２ａが培養した複数の種類の細胞を、所望の混合比で混合し

てから、複数の種類の細胞からなる混合細胞組織を抽出してもよい。これにより、本発明
に係る細胞計数手段１２（細胞提供装置）は、培養した細胞の利活用の方法に応じて、所

望の混合比で混合した複数の種類の細胞からなる混合細胞組織を高精度の混合比（細胞数

）で提供することができる。
　【００２７】

　細胞計数手段１２（細胞提供装置）は、細胞培養部１２aの内部に配置された細胞吸着
平板部の表面に生細胞または細胞を吸着配置し、細胞吸着平板部の表面を撮影して、撮影

した画像データを画像処理した画像処理結果に基づいて細胞の数を計数することができる
。また、本発明に係る細胞提供装置１００は、細胞吸着平板部の表面を撮影することで、

細胞が成長していく様子を日々観察することができ、細胞吸着平板部の表面上で成長し続
ける細胞のコンフルエンシー（集密度）及び状態を確認することができる。

　【００２８】
　細胞計数手段１２（細胞提供装置）は、撮影した画像データを用いて、「生細胞が配置

された部分」と「生細胞が配置されていない部分」とを区別する修正画像データ（画像処

理結果）を作成し、たとえば（１）スケーリング処理（画像データの画像のサイズを変更
して処理速度を向上）、（２）背景除去処理（バックグラウンドを除去し、強いぼかしを

かけた画像を作成し、入力画像から差し引く）、（３）レベル調整処理（明るさ／コント
ラスト、ＲＧＢ度合、ガンマ補正、エッジ強調、およびその他画像編集処理）、（４）ぼ

かし処理（細胞輪郭をもとに画像をぼかし細胞部分を塗りつぶす）、（５）二値化処理（
たとえば中央値付近で二値化）、などにより画像処理することで、修正画像データを生成

することができる。これにより、細胞計数手段１２（細胞提供装置）は、「生細胞が配置
された部分」と「生細胞が配置されていない部分」とを区別する修正画像データ（画像処

理結果）を作成することができる。また、細胞計数手段１２（細胞提供装置）は、画像処

理した修正画像データに基づいて、たとえば（１）面積算出処理（二値化処理した画像か
ら被覆面積（「生細胞が配置された部分」）を算出）、（２）基準値処理（培養した細胞

の情報から基準値（細胞１つの面積）を算出）、（３）細胞数算出処理（被覆面積を基準
値で割って、撮影面積あたりの細胞数を算出）、（４）全細胞数算出処理（全領域に対応

した係数をかけて、培養容器の全領域の細胞の総数を算出）、などにより細胞の数を高精
度に計数することができる。

　【００２９】
　本発明に係る細胞提供装置によれば、培養した細胞の利活用の方法に応じて、所望の細

胞（特定の組成や数量の細胞）を提供することができる。具体的には、本発明に係る細胞
提供装置によれば、図４に示す入力情報及び出力情報を記した札を貼付した状態で、細胞

の利活用に対応した所望の細胞（特定の組成や数量の細胞）を提供することができる。ま
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た、本発明に係る細胞提供装置によれば、美容行為や医療行為、機能性食品などの効果や

精度を向上するために、化粧品、医薬品、医薬部外品若しくは飲食品または医療行為若し
くは美容行為等に利活用する所望の細胞（特定の組成や数量の細胞）を提供することがで

きる。さらに、本発明に係る細胞提供装置によれば、今まで行われてこなかった細胞の数
を指定して提供するサービスを実現することができ、培養細胞の商業利用を加速し、医療

や美容、健康、再生医療などの医薬学分野、生化学分野においても大きく貢献できるもの
である。

　【００３０】
　本発明に係る細胞提供装置によれば、培養した細胞の利活用の方法に応じて、所望の細

胞（特定の組成や数量の細胞）を提供することができるので、依頼や委託された特定種の

細胞を指定の数で受注し生産することができ、「高精度に細胞数を保証する一定数の細胞
」という製品を提供することができる。また、本発明に係る細胞提供装置によれば、培養

した細胞の利活用の方法に応じて、所望の細胞（特定の組成や数量の細胞）を提供するこ
とができるので、年齢、既往歴、症状、体重に応じた細胞及び細胞数（医薬など）の正確

性が求められる場合でも、最小限のリスクで最大限の効果を出すために患者ごとに最適な
細胞及び細胞数を設定することができる「高精度に細胞数を保証する一定数の細胞」とい

う製品を提供することができる。
　【００３１】

　（２．細胞提供システムの構成）

　図１を用いて、本発明の実施形態に係る細胞提供システムの構成を説明する。ここで、
図１は、本発明の実施形態に係る細胞提供システムの一例を示す概略構成図である。なお

、図１等に示す例は一例であり、本発明は図１等に示す例に限定されるものではない。
　【００３２】

　図１に示すように、本発明に係る細胞提供システム１００Ｓは、前述の（１．細胞提供
装置の構成）の細胞提供装置を含むものである。このため、以下の説明では、（１．細胞

提供装置の構成）と異なる部分を主に説明する。
　【００３３】

　図１に示すように、本発明に係る細胞提供システム１００Ｓは、細胞提供装置１００と
、システム全体の動作を制御する制御手段１０と、通信回線を介して細胞提供装置１００

と接続された情報端末１００ｔと、細胞を搬送可能に梱包する梱包手段１３とを含むシス

テムである。また、細胞提供システム１００Ｓは、本実施形態では、細胞を搬送可能に梱
包する梱包手段１３が梱包した細胞を搬送する搬送手段１００ｈと、細胞提供システム１

００Ｓ外部と情報の入出力を行う通信手段１００ｎと、を更に含む。
　【００３４】

　制御手段１０は、細胞提供システム１００Ｓの各構成に動作を指示し、細胞提供システ
ム１００Ｓの動作を制御する手段である。制御手段１０は、例えばＣＰＵ及びメモリで構

成される演算装置を用いることができる。また、制御手段１０は、細胞提供システム１０
０Ｓに予め搭載されている演算装置、コントローラ又はその他制御手段を利用する構成で

あってもよい。

　【００３５】
　情報端末１００ｔは、本実施形態では、少なくとも記憶手段１１が記憶する所望の数に

関する情報および培養する細胞情報を入力される入力手段１４と、細胞提供装置１００か
ら出力された出力情報を出力する出力手段１５とを備える。情報端末１００ｔは、通信手

段１００ｎ（ＬＡＮ、無線ＬＡＮ、インターネットなど）を介して、情報の入出力を行う
端末である。情報端末１００ｔは、例えばタブレット、スマートフォン、携帯端末、ノー

トＰＣ、ＰＣなどであってもよい。
　【００３６】

　入力手段１４は、細胞提供システム１００Ｓ外部から情報を入力される手段である。入
力手段１４は、通信手段１００ｎを介して、少なくとも記憶手段１１が記憶する所望の数

に関する情報および培養する細胞情報を入力される。なお、入力手段１４は、情報端末（
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タブレットなど）に予め搭載されている機能（タッチパネル、キーボード、マウスなど）

を利用する構成であってもよい。
　【００３７】

　出力手段１５は、細胞提供システム１００Ｓ外部に情報を出力する手段である。出力手
段１５は、通信手段１００ｎを介して、細胞提供装置１００から出力された出力情報を出

力する。なお、出力手段１５は、情報端末（タブレットなど）に予め搭載されている機能
（無線通信機能、有線通信機能など）を利用する構成であってもよい。また、出力手段１

５は、情報端末（タブレットなど）に予め搭載されている機能（液晶、有機ＥＬ、タッチ
パネルなど）を利用して、細胞提供装置１００から出力された出力情報を表示するもので

あってもよい。

　【００３８】
　梱包手段１３は、細胞情報に対応する保存方法に基づいて、細胞提供装置１００が抽出

した所望の数の細胞を搬送可能に梱包する。梱包手段１３は、抽出した所望の数の細胞を
冷凍、冷蔵または常温で保存するものであってもよい。なお、梱包手段１３の梱包方法は

、公知の技術を利用することができ、実験、設計、計画などで予め定められた方法とする
ことができる。

　【００３９】
　搬送手段１００ｈは、細胞情報に対応する保存方法に基づいて、梱包手段１３が梱包し

た細胞を搬送する。搬送手段１００ｈは、抽出した所望の数の細胞を冷凍、冷蔵または常

温で搬送するものであってもよい。なお、搬送手段１００ｈの搬送方法は、公知の技術を
利用することができ、実験、設計、計画などで予め定められた方法とすることができる。

　【００４０】
　以上のとおり、本発明に係る細胞提供システム１００Ｓによれば、上記の（１．細胞提

供装置の構成）と同様の効果を得ることができる。
　【００４１】

　（３．細胞提供方法）
　図２を用いて、本発明に係る細胞提供方法を説明する。ここで、図２は、本発明の実施

形態に係る細胞提供方法の一例を説明する説明図である。なお、図２に示す細胞提供方法
は一例であり、本発明は図２に示す細胞提供方法に限定されるものではない。

　【００４２】

　図２に示すように、本発明の実施形態に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０１におい
て、先ず、細胞を提供する動作を開始する。細胞提供方法は、例えば培養者、使用者、利

用者の都合のよいタイミングで、入力手段１４（図１）から入力された入力情報に基づい
て、細胞を提供する動作を開始することができる。本発明に係る細胞提供方法は、上記の

（１．細胞提供装置の構成）に記載の細胞提供装置を用いて、所望の細胞を提供する動作
を開始する。その後、本発明に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０２に進む。

　【００４３】
　次に、本発明に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０２において、入力手段１４を用い

て、入力情報（たとえば細胞提供に関する情報）を入力される（入力ステップ）。その後

、本発明に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０３に進む。
　【００４４】

　次いで、本発明に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０３において、入力手段１４から
入力された入力情報（たとえば図４）を記憶する（記憶ステップ）。その後、本発明に係

る細胞提供方法は、ステップＳ２０４に進む。
　【００４５】

　ステップＳ２０４において、本発明に係る細胞提供方法は、細胞培養部１２ａ（図１）
を用いて、入力情報に基づいて、細胞を培養する（細胞培養ステップ）。細胞を培養する

方法は、上記の（１．細胞提供装置の構成）に記載の方法を利用することができる。その
後、本発明に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０５に進む。なお、細胞培養部１２ａは

、細胞を、所定の環境（温度、ＣＯ２濃度、培養時間など）で培養する。また、細胞培養
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部１２ａは、複数の種類の細胞をそれぞれ培養してもよい。なお、所定の環境は、公知の

技術を利用することができ、実験、設計、計画などで予め定められた環境とすることがで
きる。なお、細胞の培養は、例えば数日おきに培地の交換を行い細胞の遊走・成長を促し

、細胞の増殖が十分に確認されたら継代を行い、さらに細胞数を増やしてもよい。また、
培養した細胞は濾過滅菌をしてもよいし、短期間の保存の場合は冷蔵庫（摂氏４度以下）

で保存をしてもよいし、長期間の保存の場合は凍結保存（摂氏マイナス２０度からマイナ
ス８０度）で保存をしてもよい。

　【００４６】
　ステップＳ２０５において、本発明に係る細胞提供方法は、細胞算出部１２ｃ（図１）

を用いて、ステップＳ２０４で培養した細胞の数を算出する（細胞算出ステップ）。その

後、本発明に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０６に進む。ここで、細胞提供方法は、
細胞撮影部１２ｂ（図１）を用いて培養した細胞を撮影し（細胞撮影ステップ）、撮影し

た撮影結果に基づいて細胞の数を算出してもよい。
　【００４７】

　ステップＳ２０６において、本発明に係る細胞提供方法は、細胞抽出部１２ｄ（図１）
を用いて、ステップＳ２０４で培養した細胞を抽出する（細胞抽出ステップ）。その後、

本発明に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０７に進む。ここで、細胞提供方法は、ステ
ップＳ２０５で細胞算出部１２ｃが算出した算出結果に基づいて、ステップＳ２０３で記

憶手段１１が記憶した所望の数に対応する数の細胞を抽出することができる。また、細胞

提供方法は、複数の種類の細胞をそれぞれ培養した場合に、複数の種類の細胞を所望の混
合比で混合してから、複数の種類の細胞からなる混合細胞組織を抽出してもよい。

　【００４８】
　ステップＳ２０７において、本発明に係る細胞提供方法は、出力手段１５（図１）を用

いて、ステップＳ２０４乃至ステップＳ２０６で計数した計数結果及び培養の結果（細胞
提供装置から出力された出力情報など）を出力する（出力ステップ）。その後、本発明に

係る細胞提供方法は、ステップＳ２０８に進む。
　【００４９】

　ステップＳ２０８において、本発明に係る細胞提供方法は、梱包手段１３（図１）を用
いて、細胞情報に対応する保存方法で、ステップＳ２０６で抽出した所望の数の細胞を搬

送可能に梱包する（細胞梱包ステップ）。また、本発明に係る細胞提供方法は、搬送手段

１００ｈ（図１）を用いて、細胞情報に対応する保存方法で、梱包した所望の数の細胞を
搬送する（細胞搬送ステップ）。その後、本発明に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０

９に進む。ここで、本発明に係る細胞提供方法は、図４に示す入力情報及び出力情報を記
した札を貼付した状態で、細胞の利活用に対応した所望の数の細胞を提供することができ

る。これにより、提供先にとって有益な情報提供とともに、所望の数の細胞（例えば特定
の組成や数量の細胞）を提供することができる。

　【００５０】
　ステップＳ２０９において、本発明に係る細胞提供方法は、細胞を提供する動作を繰り

返すか否かを判断する。これにより、本発明に係る細胞提供方法は、所望の個数の細胞を

提供することができる。その後、細胞を提供する動作を繰り返すと判断した場合には、本
発明に係る細胞提供方法は、ステップＳ２０４に戻る。細胞を提供する動作を終了すると

判断した場合には、本発明に係る細胞提供方法は、図中の「ＥＮＤ」に進み、動作を終了
する。

　【００５１】
　以上のとおり、本発明に係る細胞提供方法によれば、前述の（１．細胞提供装置の構成

）及び（２．細胞提供システムの構成）と同様の効果を得ることができる。
　【００５２】

　本発明に係る細胞提供方法のプログラムは、図２のステップ２０１からステップ２０９
の方法を実行する。上記のプログラムによれば、前述の（１．細胞提供装置の構成）及び

（２．細胞提供システムの構成）と同等の効果が得られる。また、本発明は、上記のプロ
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グラムを記録したコンピュータによって読み取り可能な記録媒体としてもよい。記録媒体

には、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、及び、メモリーカード等、コンピ
ュータ読み取り可能な媒体を利用することができる。更に、本発明は、プログラムをイン

ターネット等のネットワークを介して送信することが可能な伝送可能媒体であってもよい
。上記の記録媒体によれば、前述の（１．細胞提供装置の構成）及び（２．細胞提供シス

テムの構成）と同等の効果が得られる。
【産業上の利用可能性】

　【００５３】
　本発明は、培養した細胞を利活用する遺伝子治療、免疫療法、再生医療、抗体医薬生産

、美容分野（化粧品など）、食品分野などにおいて好適に利用することが可能である。本

発明は、上記の（１．細胞提供装置の構成）の細胞提供装置を用いて培養した細胞、上記
の（２．細胞提供システムの構成）の細胞提供システムを用いて培養した細胞、または、

上記の（３．細胞提供方法）で培養した細胞であってもよい。また、その細胞を含有する
化粧品、医薬品若しくは医薬部外品、飲食品であってもよい。なお、培養した細胞を化粧

品、医薬品若しくは医薬部外品または飲食品に加工する方法は、公知の技術を利用するこ
とができる。

　【００５４】
　また、　本発明によれば、培養した細胞の利活用の方法に応じて、所望の細胞（特定の

組成や数量の細胞）を提供することができるので、依頼や委託された特定種の細胞を指定

の数で受注し生産することができ、「高精度に細胞数を保証する一定数の細胞」という製
品を提供することができる。また、本発明によれば、培養した細胞の利活用の方法に応じ

て、所望の細胞（特定の組成や数量の細胞）を提供することができるので、年齢、既往歴
、症状、体重に応じた細胞及び細胞数（医薬など）の正確性が求められる場合でも、最小

限のリスクで最大限の効果を出すために患者ごとに最適な細胞及び細胞数を設定すること
ができる「高精度に細胞数を保証する一定数の細胞」という製品を提供することができる

。
　【００５５】

　以上のとおり、本発明に係る実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に
限定されるものではない。すなわち、本発明は、請求の範囲に記載の内容に基づいて、様

々に変形、変更又はその他任意に改変され得る。

【符号の説明】
　【００５６】

　１００　：　細胞提供装置
　１００Ｓ：　細胞提供システム

　１００ｈ：　搬送手段
　１００ｎ：　通信手段

　１００ｔ：　情報端末
　　１０　：　制御手段

　　１１　：　記憶手段

　　１２　：　細胞計数手段
　　１２ａ：　細胞培養部

　　１２ｂ：　細胞撮影部
　　１２ｃ：　細胞算出部

　　１２ｄ：　細胞抽出部
　　１３　：　梱包手段

　　１４　：　入力手段
　　１５　：　出力手段


