
 

 

Biomek FXP による 3 次元細胞培養とスクリーニングの自動化 

- イメージングおよびフローサイトメトリーによる解析 - 
 

スフェロイドによる化合物スクリーニングを実現する 

自動化ソリューション 

 

Abstract 
 

細胞相互作用研究および化合物スクリーニングにおいて、3 次元

（3D）細胞培養は、単層細胞培養よりも、より生体に近い情報を得

ることが可能です。しかし 3D 細胞培養をマニュアル操作で行うには多

くの時間と労力を必要とし、サンプル数の増大に伴い、細胞培養の

困難さも増大します。本アプリケーションノートでは、3 次元培養細胞

を用いたスクリーニングシステムの例として、Biomek FXP を中心に構

築した自動化システムを用い、Perfecta3D Hanging Drop Plate によ

る癌スフェロイドの培養、および形成されたスフェロイドを用いた化合

物スクリーニングを実施し、化合物に対するスフェロイド細胞の応答を

測定しました。自動化されているステップは、1) 細胞の播種、2) ア

ポトーシスを誘導するための3D細胞培養プレートへの化合物の添加、

3) 染色試薬の添加、4) スフェロイドの単一の細胞へ分散および染

色が含まれます。解析には、染色したスフェロイドのハイコンテントイ

メージングと、分散させた細胞のフローサイトメトリー解析を行い、化

合物に対する局在及び分布での両面での解析を行いました。結果、

自動化されたステップで培養された癌スフェロイドの形状はウェル間差

がなく、信頼されるスクリーニングアッセイ系を提供し、また 2 種の互い

に補完し合う解析方法により、癌スフェロイドに対する化合物応答を

より詳細に解析することができました。 

 

 

Introduction 
 

3次元（3D）細胞培養は、2次元細胞培養

よりも生体に近い環境を再現することが可

能であると考えられることから、医薬品開発

における化合物スクリーニングの対象として

3D 細胞培養細胞の適用が急速に進んで

います。スフェロイドは簡便で良好に特性化されたin vitro腫瘍モデル

系であり、多くの細胞型への適用での成功に伴って、有用なオルガノ

イドモデルとしての重要性が高まってきています。これらの 3D 培養細

胞は、単層培養細胞と比較すると高いレベルの細胞間相互作用を

有し、さらにその球体構造により拡散勾配が作り出されます。これら

の拡散勾配は、固形腫瘍への薬物適用時に発生する状態を再現

すると考えられることからも、生体に近い薬物反応モデルとなり得ます。

多くの抗癌治療は急速に分裂する細胞を標的とすることから、球体

構造の内部に存在する細胞が酸素または栄養素のグラジエントによ

り休止状態へ導かれると、それらの細胞は薬物に対して異なる反応

を示すことがあります。 

3D スフェロイド培養細胞を作製するための方法の一つとして、ハンギ

ングドロップ法があり、長い間、胚幹細胞を分化させるための工程の

一部としての胚様体の形成に使用されてきました 1。この方法は、

シャーレの蓋などに培養液を吊り下げた液滴（ハンギングドロップ）の

底部でスフェロイドの形成を行います。多くのタイプの癌細胞は、ハン

ギングドロップの底部に沈殿すると単一のスフェロイドへと自発的に凝

集します。細胞のタイプによっては、細胞外マトリックス化合物または

ポリビニルアルコールなどの凝集剤の添加がその凝集に必要、または

促進する場合もあります。 

ハンギングドロップ法は、特殊な加工や素材が必要なく、シャーレなど

の容器との接触によるシグナルを排除することが可能な、非常に有用

なスフェロイドの作製方法ですが、手技に熟練が必要な手法であり、

また均一なスフェロイドを作製することが困難でした。Perfecta3D 

Hanging Drop Plate（図 1）は、ハンギングドロップでの均一なスフェロ

イドの作製が簡便にできるようにデザインされています。 

 

図 1 Perfecta3D Hanging Drop Plate 

プレートから吊り下がった液滴の株で細胞を培養し、スフェロイドが形成されます。同時にリザーバーにより蒸発を防ぎます。 



 

 

Perfecta3D Hanging Drop Plate のウェルはハンギングドロップを一定

のサイズとするようにデザインされているため、均一性のあるスフェアサイ

ズが確実に得られ、さらにハンギングドロップの上下のプレートリザー

バーにより蒸発が抑えられます。 

フレキシブルなプレートフォーマットにより、ユーザーは開始細胞数やイ

ンキュベーション時間などを変更することができるため、ユーザー独自

のモデルシステムを構築することも可能です 2。さらに、複数種の細胞

の共培養（同時添加または連続添加）から形成されるスフェロイドを

使用して、異なる細胞種間の相互作用や浸潤などの過程を研究す

ることも可能です 3。これらの特徴から Perfecta3D Hanging Drop 

Plate は 3D 細胞培養を用いたハイスループットなアプリケーションを可

能としますが、依然として、サンプル数が増大すると、これらのスフェロ

イド培養細胞の播種、維持、および処理に多大な時間および労力

が必要です。本アプリケーションノートでは、自動化によりこれらの 3D

細胞培養の操作に費やされる時間や労力を削減し、よりハイスルー

プットなスクリーニング系の実施を可能とすると同時に、均一性が向

上するなど、自動化が 3D 細胞培養を行う研究室に様々な有用性

を提供することが可能であることを示しました。 

また、3D スフェロイドの解析にはさまざまな方法があり、それぞれ長所

または短所があります。ハイコンテントイメージングは、細胞の局在な

ど、スフェロイド全体としての情報を取得することが可能ですが、スフェ

ロイド全体を可視化するために低倍率での測定が必要であり、また

単一の焦点面が存在しないため、細胞レベルでの定量的なデータの

入手が困難です。一方でフローサイトメトリーは、細胞レベルで解析

に使用することができますが、その解析のためにはスフェロイドを単一

細胞の懸濁液に分散する必要があり、スフェロイドの局在情報が失

われます。ここでは、培養で使用した自動化システムを用いて、これら

の両解析のサンプル調製の自動化も行い、スフェロイドの化合物応

答を適切に解析するために、これらの両方の測定が有用であることを

示しました。 

 

 

Material and Methods 
 

細胞培養および試薬： HCT 116 大腸癌細胞を、10% FBS を含む

マッコイ 5A 改変培地で培養しました。Perfecta3D Hanging Drop 

Plate に、4000 cell の細胞を、細胞初期の細胞凝縮を促進するた

めの 0.25%ポリビニルアルコールを含む 40 μL の培地に播種し、3 日

間培養しました。最高濃度が 1 μM の 5-フルオロウラシル、5 μM

のカンプトテシン、および 2.5 μM のスタウロスポリンとなるような、それ

ぞれの段階希釈液を作製し、スフェロイド形成後、それぞれを添加し

ました。化合物添加 24 時間培養後に、CellEvent Caspase-3/7 

Green（ライフテクノロジー社）およびヨウ化プロピジウムを使用した染

色によりスフェロイドのアポトーシスに関するアッセイを行いました。蛍光

イ メ ー ジ ン グ ア ッ セ イ に 関 し て は 、 細 胞 核 を NucBlue Live 

ReadyProbes Reagent（ライフテクノロジー社）により染色しました。 

自動化： 96 マルチチャネルヘッドおよび Span 8 ピペッターを備えた

Biomek FXP（図 2A）を使用して、播種、化合物の希釈と添加、およ

びサンプル調製工程を含むすべての工程を行いました。96 マルチチャ

ネルヘッドはセレクティブチップオプションにより、1 列のみなど、様々な

パターンのチップ装着が可能となります（図 2B）。HEPA フィルターを装

着したクリーンブースにより細胞操作を無菌環境で実施でき、また、フ

レキシブルな拡張性により、CO2 インキュベーターやその他の装置を接

続し、細胞培養およびアッセイのワークフローのすべての工程の自動

化を実現しています。 

ハイコンテントイメージング： スフェロイドのイメージを ImageXpress 

Micro ハイコンテントイメージングシステム（モレキュラーデバイス社）で

取得しました。サイズおよび円形度の解析は、培養開始後 3 日目の

スフェロイドを、10 倍の倍率の明視野でイメージングしました。蛍光イ

メージは、化合物処理および染色後のスフェロイドを、DAPI、FITC お

よび Cy3 フィルターを使用して 10 倍の倍率で取得しました。各ウェル

の測定後に一時停止ステップを追加し、イメージ取得中にスフェロイ

ドが動かないようにしました。Z スタックス撮影機能を利用して、各ス

フェロイドの最適な焦点面のイメージを取得しました。 

B. A. 
図 2 細胞培養用自動化システム 

A) 細胞培養用に HEPA フィルター

付きクリーンブース内配置された

Biomek FXP。Biomek FXP は 96 マ

ルチチャネルヘッドおよび Span 8 ピ

ペ ッ タ ー を 備 え た Biomek FXP 

Hybrid モデル。CO2 インキュベー

ターが接続されており、培養を含め

た完全な自動化ワークフローを実

現可能です。 

B) 96 マルチチャネルヘッドは、セレク

ティブチップオプションにより柔軟に

チップを装着可能で、様々な分注

パターンに対応可能です。 



 

 

フローサイトメトリー：フローサイトメトリーのサンプル調製には、

Perfecta3D Hanging Drop Plate からのスフェロイドの回収と、

Accumax（EMD ミリポア社）の添加、およびピペッティング操作によるス

フェロイドの単一細胞への分散が必要です。分散された細胞は染色

し、フローサイトメーターGallios（ベックマン･コールター社）で解析しまし

た。各サンプル当たり 2500 イベントが取得され、蛍光は FL1 および

FL3 チャネルで検出しました。データは Kaluza ソフトウェア（ベックマン･

コールター社）で解析しました。 

 

 

3D 培養スクリーニングの自動化ワークフロー 
 

一般に、自動化は実験の精確性を改善させると同時に、ユーザー間

のばらつきや人為的エラーを軽減させ、その結果実験の再現性を向

上させることが可能です。さらに自動化により、研究者は長時間を必

要とする煩雑または複雑な実験操作から解放されます。Perfecta3D 

Hanging Drop Plate でのスフェロイドの培養とハイスループットなスク

リーニングを、マニュアル操作で実施するにはいくつかの問題点が存在

し、これらを改善するには自動化が不可欠です。これらの問題点およ

びそのソリューションに関する詳細をワークフローのステップ毎に示しまし

た。 

 

0 日目 ‐ 細胞播種： 96 マルチチャネルヘッドのセレクティブチップを

使用して、細胞を Perfecta3D Hanging Drop Plate に列方向に添

加します。1 列のみチップを使用することにより、デッド･ボリュームが 1 

mL 未満の小さなリザーバーへのアク

セスが可能となり、96 マルチチャネル

で使用する一般的なリザーバーのよ

うな 20 mL を超えるデッド･ボリュー

ムを大きく減少させることが可能で

す。ハンギングドロップの播種には正

確な位置への分注が求められ、手

動操作で実施するには長時間を

必 要 と し ま す が、 最 適 化 さ れ た

Biomek による分注で、均一なド

ロップの形成を実施することが可能

と な り ま す 。 ま た 、 Perfecta3D 

Hanging Drop Plate を CO2 インキュ

ベーターへ移動させる際に傾けたり

衝撃を与えたりすると、ハンギングド

ロップは容易に失われてしまいます。

そのような事態を回避するために、

Biomek では Perfecta3D Hanging 

Drop Plate を移動させるときのみ、

適切な速度に減速して動作します。

その他の操作（チップのローディング、

液体の分注など）は素早く動作す

ることができ、その結果、96 ウェルの播種はわずか 8 分間以内で実施

可能です。 

 

3 日目 ‐ 化合物の希釈および添加： 96 ウェルプレートの 1 列目に

アポトーシスを誘発する化合物を添加し、1%の DMSO を含む培地を、

Span 8 ピペッターを使用して残りの列に添加します。続いて、96 マル

チチャネルポッドのセレクティブチップを使用して、化合物を列ごとに段

階希釈します。最終列はネガティブコントロールとします（DMSO のみ）。

DMSO の添加によって、ハンギングドロップの表面張力が低下するた

め、化合物を添加する前に、Perfecta3D Hanging Drop Plate の上

清から少量の培地を除去する必要があります。 

96 マルチチャネルヘッドのセレクティブチップを使用してハンギングドロッ

プの上部から 10 μL の培地を除去し、10 μL の化合物を添加しま

した。チップの位置および吸引速度を微細に制御できるため、このス

テップにおけるハンギングドロップおよびスフェロイドの損失を完全に防ぐ

ことができます。96 ウェルの化合物添加を 7 分間以内で処理すること

が可能です。 

 

4 日目 ‐ サンプル調製： a）ハイコンテントイメージング： 上記の化

合物添加と同様の動作で、96 マルチチャネルヘッドのセレクティブチッ

プを用い、各ハンギングドロップの上部から 6 μL の培地を除去し、6 

μL の希釈した染色試薬を添加します。プレート全体が 8 分間以内

に処理され、その後 CO2 インキュベーターに格納され、2 時間のイン

キュベーションの後にイメージングを行います。b）フローサイトメトリー： 

Span 8 ピペッターを使用して PBS を 96 ウェルプレートに添加します。

Day 0
播種

•ハンギングドロップに最適化された分注方法
•セレクティブチップによるデッドボリュームの低減
•ハンギングドロップに最適化されたプレート搬送

Day 3
化合物の添加

•セレクティブチップによる列分注
•セレクティブチップによる複数列同時分注
•スフェロイドを損なわない分注操作

Day 4
測定の前処理

•分注操作によるスフェロイドの回収
•スフェロイド分散のためのピペッティングの反復
•Span8 ピペッターによるチューブへの分注

図 3 3D 培養のワークフロー 

癌スフェロイドの形成、化合物処理、染色を、4 日間、3 ステップのプロセスで行いました。各ステップは Biomek FXP の特徴を活かし

て、完全な自動化を実現しています。 



 

 

96 マルチチャネルヘッドのセレクティブチップを使用して Perfecta3D 

Hanging Drop Plate からスフェロイドを吸引し、PBS の入った 96 ウェ

ルプレートに移します。Perfecta3D Hanging Drop Plate を PBS で洗

浄し、残存するすべてのスフェロイドを回収します。手動操作によるス

フェロイドの吸引は失敗率が高く、遠心操作での下方からの回収な

ど異なる回収方法が必要となりますが、自動化することにより、上方

からのピペット操作でもスフェロイドの回収が可能です。血清が残存す

るとスフェロイドを分散するための酵素反応が阻害されるため、回収し

たスフェロイドの上清をできる限り除去する必要があります。ウェル内

でのチップの位置を制御することが可能なため、ウェルの縁からゆっくり

上清を吸引することで、スフェロイドを吸引することなく、できる限りの

上清を除去することができます。Accumax の添加ののちに定期的に

ピペッティングを30分間繰り返し行い、スフェロイドを分散させます。最

後に、Span 8 ピペットを使用して、染色試薬および分散された細胞

をフローサイトメトリーのチューブに添加します。96 ウェルを 48 分間以

内に処理することができ、細胞は 37˚C で 1 時間染色した後に解析し

ます。 

 

すべての細胞培養操作において、コンタミネーションの可能性が常に

存在します。しかし、抗生物質を培地に一切使用しないにもかかわら

ず、4 日間の過程においてコンタミネーションは検出されませんでした。 

 

 

 

 

3D 培養細胞の解析 
 

球形の均一性： 化合物のスクリーニングにスフェロイドを使用するた

めには、スフェロイドがすべてのウェルにわたって均一であることが必要

です。化合物処理を行う時点でのスフェロイドの均一性を評価するた

め、培養開始後 3 日目のスフェロイドのイメージングを行い、大きさ

（面積および周長）および円形度（Shape Factor）を解析しました。

47 ウェルの画像において（図 4A）、変動係数（CV）が面積（5.95%、

図 4B）および周長（2.86%）で、いずれにおいても低値を示したことから、

スフェロイドの大きさが均一であることがわかりました。また、Shape 

Factor が 0.85（1.0 が完全な円形）であることから、スフェロイドは高い

円形度を有することがわかりました。この値も、CV が 1.96%とすべての

スフェロイドに関して均一性があり、得られたスフェロイドはスクリーニン

グのための十分な均一性を備えていることが示唆されました。 

 

アポトーシス解析： 図 5 は、各希釈率において、5-フルオロウラシル、

カンプトテシン、およびスタウロスポリンで、24 時間処理し、アポトーシ

ス用のマーカーで染色されたスフェロイドのイメージです。活性化カス

パーゼ 3/7 を検出するために蛍光物質を使用し、細胞死を検出する

ためにヨウ化プロピジウム（PI）を使用しました。2 種類の染色の間に

高い相関性がみられたことから、処理されたスフェロイドの細胞にアポ

トーシスが発生していることが明らかになりました。スタウロスポリンでは、

一般的な用量反応曲線が得られ、最高濃度で最も強い発色がみ

られ、濃度が低下するにしたがい、発色は低下しました。一方、カン

プトテシンは 1：4 から 1：8 の希釈率（約 1.25 μM）で強い発色を示

A. B. 

図 4 ウェル間のスフェロイド形状の均一性 

A) 培養 3 日目のスフェロイドの 10 倍倍率での明視野像。 

B) スフェロイドの形状は、大きさ（面積および周長）および円形度（Shape Factor）で評価した。47 ウェル間のスフェロイドの形状の変動係数は 6%以

下となった。平均 Shape Factor は 0.85 であり、円形に非常に近いことが示された。 



 

 

し、非単調性の用量反応曲線が示されました。5-フルオロウラシルは

いずれの試薬でも発色が弱く、用量反応がみられなかったことから、

5-フルオロウラシルはスフェロイドにおけるアポトーシスに効果がないこと

が示唆されました。 

 

図 6 は、上記と同一の処理が行われたスフェロイドを、単一細胞に分

散して染色し、フローサイトメトリー解析を行った結果です。フローサイ

トメトリーの結果はイメージングのデータと高い類似性を示しています。

PI 染色とカスパーゼ染色の間には高い相関性がみられ、スタウロスポ

リン処理においては、一般的な用量反応曲線がみられました。カンプ

トテシンでは非単調性の用量反応曲線がみられ、1：4 の希釈率で

陽性細胞数が最大化しました。またフローサイトメトリーでは、すべて

のマーカーに関して陽性細胞の割合を定量的に評価することが可能

です。スタウロスポリンおよびカンプトテシンの処理はいずれも、最大で

約 70%の細胞が陽性であることが示されました。さらに、カンプトテシン

の最高濃度および 1：2 の希釈率において、染色されていない細胞

（灰色）の割合が増加していることから、イメージングでの高濃度領域

でのシグナル低下は、アポトーシス誘導の低下によるものであり、毒

性に起因する細胞の分解によるものではないことが示されました。 

興味深いことに、5-フルオロウラシルで処理したサンプルにおいては、フ

ローサイトメトリーの結果とイメージングデータとの間に顕著な違いが

観察されました。フローサイトメトリーでは、最高用量の 5-フルオロウラ

シルで処理されたスフェロイドのかなりの割合（>50%）の細胞が、アポ

トーシスマーカーにより陽性染色されることが観察されました。明らか

な用量反応も観察され、化合物濃度の低下に伴い陽性細胞が低

下することから、スフェロイドの分散によるアーティファクトではないことが

示唆されます。このことから、スフェロイドは 5-フルオロウラシルによりア

ポトーシスが誘発されるものの、染色試薬がスフェロイド内部まで拡

散されず、これにより偽陰性の結果が得られたことが示唆されます。カ

ンプトテシンおよびスタウロスポリンの細胞毒性は 5-フルオロウラシルの

細胞毒性よりも大きく、スフェロイド構造を十分に乱すことにより拡散

勾配を消失させることが可能であることが考えられます。 

 

 

Discussion 
 

本アプリケーションノートでは、Biomek FXP を使用した Perfecta3D 

Hanging Drop Plate での 3D 細胞培養の自動化をご紹介しました。

この自動化ワークフローには、細胞の播種からスフェロイドの処理、お

よびイメージングやフローサイトメトリーによる解析の前処理に至るすべ

ての必要なステップが含まれています。最適化された分注動作により、

マニュアルでの操作に比べて、細胞の播種やスフェロイド回収のステッ

プでの成功率の劇的な向上が示されました。フローサイトメトリー用の

サンプル調製の間に失われるスフェロイドの数は、自動化により大きく

減少しました（data not shown）。自動化された細胞播種により、均

一なスフェロイド形成を可能とし、化合物の段階希釈により用量反

応情報を簡単得られます。また、細胞の分散を行うためのピペッッティ

ング操作を 96 ウェルプレートで手動で実施するには多大な労力が必

要です。 

 

図 5 イメージングによるアポトーシス解析 

スフェロイドは 5-フルオロウラシル（5-FU）、カンプトテシン（Campto）、およびスタウロス

ポリン（Stauro）を特定の濃度に希釈し 24 時間処理し、アポトーシスマーカーで染色

したイメージング結果。ネガティブコントロール（Con）は DMSO のみを処理した。スタウ

ロスポリンでは一般的な用量反応曲線が得られたが、カンプトテシンは 1：4 から 1：8 の

希釈率で強い発色を示した。5-フルオロウラシルは発色が弱かった。 

図 6 フローサイトメトリーによるアポトーシス解析 

図 5 のイメージングでの解析と同じ条件でのフローサイトメトリーの結果。スタウロスポリ

ンとカンプトテシンはイメージングの結果と相関がみられたが、5-フルオロウラシルでは最

大で 50%以上の細胞が陽性でイメージングとは異なる結果となった。 



 

 

Perfecta3D Hanging Drop Plate を使用して完全に自動化されたス

クリーニングを実行するために、Biomek FXP にさまざまな機器を接続

させた統合システムを構築することが可能です。クリーンブースおよび

自動化された CO2 インキュベーターにより、すべての培養およびサンプ

ル調製ステップの自動化が可能となり、チップおよびプレートの供給装

置を接続させることで、処理数を増加させることが可能となります。複

数日にわたるワークフローをもつアッセイを統合するスケジューリングソフ

トウェアにより、長期間にわたるアッセイを簡単に計画し、実行すること

が可能です（図 7）。また、バーコードを添付したプレートを使用するこ

とで、ソフトウェアはプレート情報の管理、外部のデータへのアクセス、

およびこのデータを用いたプロセス判断を実行することが可能になりま

す。ベックマン・コールターでは、スフェロイドのスクリーニングの完全自

動化のために ImageXpress Micro イメージャーを統合したシステム

（図 8）の構築の実績もあり、アッセイに合わせて柔軟なシステムを提

供することが可能です。 

 

 

ここに示した結果は、2 種類の異なる測定方法により、互いに補完し

合うデータが得られる点も重要です。また、スフェロイド形成時または

化合物処理後の継時的なイメージングデータを取得することも可能

です。これは、5-フルオロウラシルの結果から予測されるような、化合

物や染色試薬のインキュベーション時間の増加により変化が生じる場

合に極めて重要です。さらにイメージングデータにより、スフェロイド内

の細胞の反応の局在情報を得ることも可能です。アポトーシスを誘

導する化合物は、分裂細胞のみに影響を与え、より成熟したスフェロ

イド内部の細胞には影響が生じない可能性があります。このことは、

主としてスフェロイドの外側部分が染色されていることからわかります。

しかし、先述したとおり、スフェロイド内部における染色の欠如は、染

色時間内に球体の内部までに拡散しなかったことを意味する可能性

もあります。フローサイトメトリーはこの偽陰性の可能性を排除すると

同時に、個別の細胞レベルの情報を提供します。フローサイトメトリー

は、染色の強度がより高いスフェロイドが、陽性の細胞数の増加に起

因するものか、あるいは陽性細胞の強度の増加に起因するものであ

るかを識別することができます。このような 2 種類の解析を組み合わせ

ることにより、スフェロイドにおける反応のより完全な全体像が入手で

きます。 

 

Perfecta3D Hanging Drop Plate は、3D 細胞培養研究のための方

法の一つですが、ここではこの方法が癌スフェロイドにおけるアポトーシ

ス誘導性物質に対する感受性のスクリーニングに使用することができ

ることが示されました。ハンギングドロップ法の取り扱いが煩雑であるこ

とから、この過程を自動化することが、信頼性および時間短縮の両

方の観点から求められます。3D 細胞培養の工程の完全な自動化に

より、スクリーニングに必要な均一性のあるスフェロイドが作製でき、複

数の解析手法の前処理の自動化により、スフェロイドの化合物反応

を完全に理解するために必要な補完的なデータ収集を容易にしま

す。 

  

図 7 長期での自動化フローを実施するプロセスマネージメントソフトウェア 

4 日間にわたるワークフローを、要素となるステップをリンクしていくことで計画し、実施することが可能です。 

カレンダー表示でシステムの空き時間を確認することも可能です。 

図 8 ImageXpress Micro イメージャーを統合した自動化システム 

3 次元培養による 1 次スクリーニングのための自動化システム。播種、化合物

の添加、染色などの分注工程は Biomek NXP マルチチャンネルモデルを用いて

実施し、イメージングまで自動化しています。 
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