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培養細胞を用いた創薬テストにおける画像処理
Image Processing for Drug Discovery Test with Cultured Live Cells

横河電機では，ゲノム創薬のための開発支援テストシステムの研究試作を行っている。このシステムは，生物

の基本構成要素である細胞に薬の候補となる化合物を投与して，細胞内におけるターゲット分子の増減，局在の

変化などを共焦点スキャナ（CSU）と超高感度カメラで撮像し，得られた画像を処理して数値化する。この手法に

よって，化合物の薬効および副作用を確認して，薬の候補を見出す。本稿では，試作した創薬テストシステムに

おける画像処理技術について述べる。
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We have been developing a Drug Discovery Test System for Genome-based Drug Discovery. This

system administers chemical compounds that serve as potential candidate drugs into live cells, which

are the most basic components of all living organisms, records the changes in the amount and/or

localization of target molecules inside cells with our CSU confocal scanner and a highly sensitive CCD

camera, and processes and quantifies the captured high-resolution image data. This screening method

enables the drug efficacy and adverse drug reactions of the candidate chemicals to be verified and the

candidate drugs to be confirmed in live cells. This paper describes an image processing technology we

have developed for our prototype Drug Discovery Test System.

1. は じ め に

横河電機では，当社の共焦点スキャナ（CSU）を用いた

ゲノム創薬のための開発支援テストシステムの研究試作

を行っている。このシステムは，生物の基本構成要素であ

る細胞に薬の候補となる化合物を投与して，細胞内にお

けるターゲット分子の増減，局在の変化などを，CSUと

超高感度カメラで撮像し，得られた画像を処理して数値

化する。この手法によって，化合物の薬効および副作用を

確認して薬の候補を見出す。本稿では，試作した創薬テス

トシステムにおける画像処理技術について述べる。

2. 観察対象画像の概要

1次スクリーニングにおいて，試験管内でタンパク質と

化合物間の相互作用が確認されたとしても，細胞内には

シトクロムP450などの代謝酵素や薬物を排出するトラン

スポータなどが存在し，試験管内とは異なる結果が得ら

れる場合がある。そこで，創薬テストにおけるサンプルに

は，疾患のモデルとなるような培養細胞が用いられる。こ

れらの多くは，不死化した細胞で容易に培養できるもの

である。この細胞の特定の部位を蛍光試薬などで染色し，

落射蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡などで画像を得て，画像

処理を行うことによって，細胞の化合物による形態変化

などを抽出し，数値化を行っていく。

実際のサンプルでは，96ウェルや384ウェルのマイク

ロウェルプレート上に培養細胞を播き，さまざまな濃度

の化合物を投入後，蛍光染色を行い，形態などの変化を観

察する。

当社の画像取得系（CSU応用）は，以下の特長がある。

（1）細胞の光切断面（共焦点画像）が得られるため，細胞

内の微細構造がくっきりと観察でき，例えば細胞内

の顆粒の計測が精度よく行える。

（2）細胞の深さ方向に切断面を重ねることにより3次元の

画像が得られ，神経突起などの入り組んだ構造に対

しても，正確な結果が得られる。
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（3）当社の共焦点方式は蛍光退色が少なく，長時間観察

が可能である。そのため，生きた細胞の動的な変化を

捉えることができる。

以下に，画像処理の報告と共に，センサ（CSU系）で得

られた画像の特長を活かした技術の例を報告する。

3. 解析ソフトウエア

創薬テストの解析フローは，図1のような3段階の処理

によって構成されている。

（1）一定の測定条件の下に，自動で画像を取得する。

（2）得られた画像に適切な画像処理を施し，個々の細胞

について特徴量を数値化する。

（3）数値化されたデータを基に，薬剤の濃度毎に特徴量

の平均値を求め，薬剤濃度－反応のグラフを描く。統

計的な手法を用いて，細胞のばらつきや実験誤差を

省き，必要な測定データを得る。

4. 画像解析の概要

本章では，創薬テスト用に開発した画像処理アルゴリ

ズムについて述べる。

（1）細胞トラッキング

細胞トラッキング解析に用いる画像は，核を蛍光染

色し，同一ウェル内の細胞の時間経過をタイムラプ

ス観察によって得られたものである。当社解析の特

長は，画像中のオブジェクト（核）の輪郭データをモ

デルとして使用する，形状ベースのパターンマッチ

ング法である。先ず，一枚目の入力画像（図2）におい

て，二枚目以降のマッチングを行う際に使用するモ

デルを作成する。このモデルを作成するために，一枚

目の入力画像に対して二値化処理，ラベリング処理，

引っ付いている核の分離等の処理を行う（図3）。一枚

目の画像で作成したモデルを使用して，二枚目の入

力画像に対して形状ベースパターンマッチングを行

い，同一であると考えられる核領域に対応付ける。こ

れを複数枚の入力画像に対して同様の処理を行うこ

とにより，各細胞（核）のあるタイムポイント毎の特

徴量（位置，面積，輝度，形状等）を算出することが可

能となった（図4）。

（2）樹状突起検出

細胞毎の樹状突起を検出するアルゴリズムを検討・

作成した。細胞の原画像（図5）において，緑色で表示

されている部分は樹状突起と細胞質，水色で表示さ

れている部分は核である。樹状突起，細胞から周辺部

分へ長く伸び，一部は分岐しているのが分かる。先

図1　解析フロー 図2　入力画像（一枚目）
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図 3　モデル作成（核領域抽出）

図4　トラッキング結果
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ず，原画像において，樹状突起ならびに細胞質と推定

される領域を抽出する（図6）。次に，図6の領域にお

いて，細胞質と樹状突起と思われる領域を分離し，抽

出する。また，核領域を推定し，細胞質と対応付ける。

最後に，各細胞と樹状突起を対応付ける処理を行う

（図7）。図7より，各細胞と樹状突起の対応付けが良

好に行われていることが分かる。以上の処理によっ

て，各細胞の樹状突起の特徴量（長さ，分岐数，太さ，

本数等）を算出することができる。

（3）細胞内の顆粒検出

各細胞内の顆粒を検出するアルゴリズムを検討・作

成した。細胞内に局在する顆粒にはいろいろなもの

があるが，Gタンパク結合型受容体のインターナリゼ

ションなどが代表例として挙げられる。細胞の原画

像（図8）において，青色は核，緑色のピットは顆粒，

薄緑色で表示されている部分は細胞質である。先ず，

原画像から細胞領域の抽出を行う（図9）。次に，顆粒

領域の抽出を行い（図10），各細胞と顆粒を対応付け

図5　原画像

図6　細胞・樹状突起検出

図7　細胞の樹状突起の対応付け

図8　原画像

図9　細胞領域検出

図10　顆粒領域検出
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る（図11）。さらに，細胞膜領域を生成する処理を行

うことにより，各細胞の細胞膜上・細胞質内の顆粒の

特徴量（顆粒数，輝度，面積等）を算出することが可能

となった。

図11は，細胞内顆粒の解析結果である。赤色のピッ

トは，細胞膜上の顆粒，黄色のピットは細胞質内の顆

粒を示している。

5. 細胞特徴量データの可視化と統計処理

画像処理によって得られた細胞特徴量データは，通常

そのままではかなり大きなばらつきを持っている。ばら

つきのあるデータの中から，全体としての傾向を抽出す

るため，統計的処理は必須である。ここでは，そのいくつ

かについて解説する。

薬剤の添加の有り無しで，細胞の反応に有意差があるか

どうかを調べる評価系の妥当性を表す指標に，Z’ファクタ

（Z’ factor）がある。これは，ネガティブコントロールとポ

ジティブコントロールにおけるある細胞特徴量の分布が，

どれほど離れているかを表している。今，ネガティブコン

トロールにおける平均値と標準偏差を µ n，σnとし，ポジ

ティブコントロールにおける平均値と標準偏差をµ p，σpと

すると，Z’ファクタは

3×（σp＋σn） 
μp－μn

 Z'＝1－ 

と表される。0.5 < Z’ < 1.0の時，この評価系は優れてい

ると言える。0以下の場合は，評価系の見直しが示唆され

る。

次に，EC50（Effect Concentration 50：50%効果濃度）

について述べる。ある薬剤が細胞に対して効果を及ぼす

時，一般に薬剤の用量が増えれば効果も大きくなる。例え

図11　細胞と顆粒の対応付け 図12　用量―反応曲線とEC50

ば，アポトーシス（細胞死）を引き起こすような薬剤の場

合，用量を増やすに連れて死細胞が増えていき，終には

100%の細胞が死に至る。その効果の起こる程度が50%で

ある濃度をEC50といい，薬剤が効果を示す濃度の目安と

して用いられる。薬剤の効果が細胞内の何某かの働きを

阻害する場合には，IC50（Inhibitory Concentration 50：

50%阻害濃度）という。

EC50を求めるには，先ず薬剤の細胞に与える影響を良

く示す細胞特徴量に注目し，その薬剤用量－反応曲線を

描く。薬剤用量－反応曲線は，一般にシグモイド曲線と呼

ばれる形を示す（図12）。薬剤用量－反応曲線において，効

果の最も小さかった場合の特徴量の値と効果の最も大き

くなった時の値を読み，その丁度中間値を与える際の薬

剤の用量を求める。それが，EC50に相当する。薬剤用量

－反応曲線は，一般にサンプルによるばらつきや実験誤

差を含んでいるので，理想的な反応曲線とはなっていな

い。そこで，薬剤用量－反応曲線にシグモイド曲線のモデ

ルを当てはめて，計算機により非線形最小二乗フィッ

ティングを行い，EC50の値を推定する。この時，同時に

前に述べたZ’ファクタについても求めて置き，評価系の

妥当性を確認しておくことが望ましい。

6. お わ り に

本稿では，培養細胞を用いた創薬テストにおける画像

処理技術について報告した。この画像処理技術を用いて，

開発の初期の段階から薬の候補となる化合物の薬効や毒

性を正確に計測することによって，ゲノム創薬プロセス

の開発期間短縮や，開発コスト低減へ貢献できるものと

期待している。

*‘csu’は，横河電機（株）の登録商標です。
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