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サイトセルチャンバー®   
 コストを抑えたガラスボトム観察のためのリユーサブルディッシュ 

Cyto-cell chamber  
 ― High Cost Performance Re-usable Dish for Glass-bottom Observation 

耳内型持続温度計による高体温障害予防 
Ear thermometer for heat illness prevention 

プレゼンテーションを 
９月６日（木）１１:１５～１１:４０ 
ライフサイエンスイノベーションゾーン 
第２会場で行います。 

   



◆ リユーサブル機構による 
                 高いコストパフォーマンス 
     サイトセルチャンバー：1サンプル約50円  
      6ウェルガラスボトムプレート：1サンプル約560円 

◆ 独自機構により高倍率＋全面観察が可能 
  W.D. > 0.13㎜のレンズに対応  

◆ 少ない培地量で観察が可能 

サイトセルチャンバー® 

コストを抑えたガラスボトム観察のためのリユーサブルディッシュ 
Cyto-cell chamber 

High Cost Performance Re-usable Dish for Glass-bottom Observation 
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井上 貴文  
理工学術院 生命医科学科 

◆ 多サンプル＋ガラスボトムディッシュ   
      ＝コスト高  

●  Using reusable dishes 

●  Adopted round cover glass for cell seeding port. 

●  High cost performance. 
      (1/10 of conventional 6 well glass-bottom plate) 
●  Allow the both of the high magnification  
      (objective lens W.D. > 1.3mm)   
       and whole bottom surface observation by original mechanism. 
●  Observable with a small amount of medium. 

◆ ディッシュのリユーサブル化   
◆ 細胞播種部は丸カバーガラスを採用 

◆ 多サンプルでガラスボトム観察を行う研究者   
◆ 高価な培地を使用する培養系 

本製品は株式会社東海ヒットとの共同成果です。 
お問い合わせは㈱東海ヒットにお願いいたします。 
TEL:0544-24-6699 FAX:0544-24-6641 

課 題   Problems 

解決手段      Solutions 

優位性       Advantages 

タ ー ゲ ッ ト 市 場    Targets 

0.00 s 0.01 s 0.02 s 0.03 s 
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O-リング 

丸カバーガラス 

ステンレス板 

6 well plate 

cells round  
cover glass 

Culture Observation 

使用例： 

regent 

●  Multi samples + Glass bottom dishes = High cost 

株式会社東海ヒット社製 
Stagetop®Incubator内へ 
設置にも対応 

●  Multi - sample observation with glass bottom dish.   

●  Culture system requiring expensive medium. 

サイトセルチャンバーで撮影したカルシウムイメージング (Fura-2蛍光画像） 

サイトセルチャンバーで撮影した初
代培養海馬細胞（免疫蛍光画像） 



 耳内型持続温度計による高体温障害予防 
Ear thermometer for heat illness prevention 

タ ー ゲ ッ ト 市 場    Targets 

優位性       Advantages 

課 題   Problems 

解決手段      Solutions 

◆ 労働や運動中の熱中症対策は今後大きな問題となる 
◆ 個人の高体温障害を判断するための生体モニタリング手段はない 
◆ リスク予知、判断のためのフィールド用深部体温計の開発が必要 
●  Health risks associated with hot climate during labor and sports are 
   increasing.   
●  However, there are no effective bio-sensing devices to predict or judge 
       such personal risk.  
●  We need to develop an accurate and simple device evaluating deep 
       body temperature for this purpose.  

◆ フィールドでの深部体温測定を可能とするデバイス作成 
◆ 環境温度や生体の状態(過剰な発汗や意識レベル、活動)に 
    影響されにくいデバイス開発 
◆ 個人の連続測定が可能なデバイス作成 

◆ 深部体温(直腸温)と相関する耳内型鼓膜温度センサー提供 
◆ 生理学実験によって実証された正確性と再現性 
◆ 携帯端末を用いた生体信号ログの利用、中央管理の可能性 

◆ 極限暑熱環境での労働安全管理システム 
◆ 学校現場でのスポーツ時の安全管理 
◆ 体力づくり、暑熱順化の指標など個人スポーツアイテム 

●  We have developed devices monitoring deep body temperature on fields.  

●  The device provides accurate data with less influence of sweating,  
       consciousness level, and physical activity, etc.  
●  Collecting continuous personal data with BLE and/or Wifi device.  

●  The ear-piece sensor detects tympanic temperature,  
       reflecting well deep body temperature (rectal temperature).   
●  The device provides accuracy and repeatability,  
       verified by physiological experiments.  
●  In the future, we will develop a system analyzing personal log  
       and mass data.  

●  Work environment in extreme heat and needing protective clothes, etc.   

●  Sports safety during activities in school.  

●  Personal health development and indices for heat acclimation.  

平均気温の上昇と夏期の長期化 

暑さ指数は熱中症予防に有用であるが 
個人のリスクは教えてくれない。 

耳掛け型体温計で採取したデータは、同時に測定
した直腸温度（深部体温）によく相関した。 

永島 計  
人間科学学術院 健康福祉科学科 

人の深部体温（赤）は体表近く
の温度（黒）とは異なる。正確
な判断には深部体温の測定が必
須である。 

イアピース型の鼓
膜温度センサー。 

モニター型デバイス 

Bluetooth連動型デバイス 
(中央とセンサー） 
左は脈拍センサー、右の
ipodを使用してデータ通信、
同時解析を可能とする。 
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早稲田大学産学官研究推進センター  
 E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp 
 Tel : 03-5286-9867 



早稲田大学研究・特許シーズ公開データベース 

「Seeds N@vi」 
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/ 

産学連携を希望する研究課題を一度にご覧いただけます。 
今後とも内容の充実を図ってまいりますので、ぜひご活用ください！ 

重点8分野のシーズ 
が検索できます。 

フリーワードで 
全文検索できます。 

研究者所属、 
キーワードから 
検索できます。 

特許・研究の全シーズ 
一覧はこちらから！ 

  新着のシーズが 
  ランダムに表示 
  されます。 

発行元 

早稲田大学  研究推進部 
産学官研究推進センター（承認TLO） 
WASEDA UNIVERSITY 
Research Collaboration and Promotion Center 
（WASEDA Technology Licensing Organization） 

TEL +81-3-5286-9867 FAX +81-3-5286-8374 
E-mail contact-tlo@list.waseda.jp 
U R L  http://www.waseda.jp/top/research/tlo   
U R L  https://www.waseda.jp/top/en/research/tlo 
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