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再生医療や細胞治療に用いる細胞には，安定した品質が求められる。そのため生産の工程においては，細胞の

状態を把握することを目的として，細胞数測定が行われている。しかし，これまで細胞数の測定は標準的に用い

られる方法が定まっておらず，測定プロセスの品質を評価する規格もなかった。そこで発行されたのが国際規格

ISO 20391-2 である。この規格は，希釈系列の実験デザインと統計学的手法を提示し，品質指標を用いて細胞数

測定プロセスの品質を評価する方法を示している。

横河電機の共焦点定量イメージサイトメーター CQ1 は，細胞の蛍光および明視野画像の取得と，画像中の細胞

数測定が可能な装置である。本稿では，CQ1 を使用して浮遊細胞 TF-1 を培養したサンプル中の細胞数を測定し，

その測定プロセスの品質を ISO 20391-2 に準拠して評価した結果を報告する。また，他社の細胞数測定装置を用

いた測定プロセスの品質比較では，CQ1 の使用により精度の高い細胞数測定が可能であることが示された。さら

に，バイオ分野の標準化に関する横河電機の取り組みについても紹介する。

The cells used in regenerative medicine and cell therapy must be of stable quality. To 
understand their status, the number of cells is counted during the cell production process. 
However, it was difficult to evaluate the quality of the measurement process because a standard 
counting method had not been determined. Therefore, the ISO 20391-2 international standard 
was developed. This standard describes the dilution fraction experimental design and statistical 
methods in cell counting and shows how to evaluate the cell counting process using quality 
indicators. 

Yokogawa’s CQ1 Confocal Quantitative Image Cytometer can acquire fluorescence and bright-
field images and count the number of cells in the images. We counted cell numbers in each 
dilution fraction of TF-1 suspension cells by using CQ1 and assessed the quality of the process 
in accordance with ISO 20391-2. We also compared the performance of CQ1 with that of devices 
from other companies and found that Yokogawa’s CQ1 delivered far more precise counting. This 
paper describes these results and Yokogawa’s standardization efforts in the biotechnology field.

1. はじめに

これまで，動物細胞やヒト細胞は，細胞の構造や機能
の解明，薬剤の薬効評価など，研究用途に用いられてきた。
しかし，近年では，再生医療などの医療目的で細胞製品
が生産されるようになってきている。

このような細胞製品の生産では，品質の安定化が特に

重要であり，培養工程中や生産完了時に評価すべき様々な
品質に関する管理項目が設定されている。その中で最も重
要なものの一つが細胞数（培養液中の細胞の濃度）である。
一般的に細胞数を測定する場合，培養液の一部を抜き取っ
て細胞数を算出する。測定の具体的なステップは，①培養
液からのサンプル抜き取り，②希釈サンプルの調製，③細
胞計算盤（細胞数カウントのために使用するスライドガラ
スサイズの器具）への希釈サンプル注入，④細胞数算出
である（図 1）。この希釈サンプルの調製は計量誤差を伴
うが，この誤差は作業者の技術または実施する施設によ
り大きく変化し得る。細胞数算出では，自動セルカウン
ターを用いる場合や，作業者が顕微鏡下で目視によりカ
ウントする場合があり，これらには測定誤差が含まれる。
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さらに，細胞数測定の詳細な手順は，施設や作業者によっ
て異なる。そのため，細胞数測定の精度を把握する必要
があるが，細胞数測定には標準法が無く，誤差評価の方
法も統一されていない。このことが細胞生産の工程管理
や品質評価を実施する上での課題となっていた (1)。

図 1 細胞数測定の主な工程

2. 細胞に関する国際標準化への横河電機の取り組み

国際標準化機構（ISO）は，2013 年にバイオテクノロ
ジー分野の国際標準化に関わる専門委員会 TC276 を設立
した (2)。再生医療イノベーションフォーラム（FIRM）は
2011 年に発足した業界団体で，再生医療実現の道筋を
示すことを目的として活動しており，TC276 の国内審議
団体にもなっている。

横河電機は 2013 年から FIRM に加入し，バイオテク
ノロジー分野の標準化活動に参画している。また，ISO/
TC276 の審議会のメンバーとして，細胞数測定の国際標
準 ISO 20391-2 の作成にも携わってきた。

2.1 ISO 20391-2 の概要
細胞数測定の課題に対し，国際標準化機構では国際規

格の検討を進め，2019 年に ISO 20391-2 “Experimental 
design and statistical analysis to quantify counting method 
performance” が発行された (3)。これにより，細胞数を算出
する際の測定方法を評価することが可能になった。この国
際規格では，細胞数測定プロセスの品質を可視化するため，
評価指標（Proportionality Index: PI）が設定されている。
PI の算出方法は複数提示されており，細胞の生産者は，目
的や状況に応じて適切な方法を選択することができる。ま
た，同じ細胞種および実験デザインと PI の算出方法であ
れば，細胞数測定プロセスの品質の比較が可能になる。

3. CQ1 を使用した細胞数測定プロセスの評価

今回，この ISO 20391-2 に示された手順に沿って，浮
遊細胞 TF-1（ヒト白血病由来細胞）の細胞数測定プロセ
スの品質評価を行った。TF-1 は，各種薬剤や細胞増殖因
子などの活性評価に用いられる細胞である。希釈サンプ
ルを注入した細胞計算盤の画像取得には，共焦点定量イ
メージサイトメーター CQ1 を使用し，画像内の細胞数を
自動算出した。

3.1 共焦点定量イメージサイトメーター CQ1
共焦点定量イメージサイトメーター CQ1 は，共焦点ス

キャナユニットを内蔵した一体型顕微鏡で，明視野画像
や位相差画像を取得できるだけでなく，ライブセルのタ
イムラプス解析や細胞塊の３次元蛍光イメージングも可
能な装置である。また，スタッカーを用いたハイスルー
プットスクリーニングおよび外部インキュベータを用い
た長時間のタイムラプス解析などのシステム構築も可能
である。さらに，解析ソフトウェア CellPathfinder を用
いた機械学習，深層学習（Deep Learning），およびラベ
ルフリー解析などと組み合わせることで，様々な定量解
析に対応することが可能である（図 2）。測定対象もスラ
イドガラスの他，マルチウェルプレートを使用すること
も可能である。このように，CQ1 は細胞の評価全般にお
いて高い汎用性を持つ装置である。今回は，希釈サンプ
ルを導入した細胞計算盤の非染色画像を取得し，画像内
の細胞数を数値化する際に本装置を使用した。

図 2 CQ1 の測定対象と拡張性

3.2 希釈サンプルの調製とピペッティングエラーの評価
TF-1 培養液をリン酸緩衝生理食塩水（PBS）で希釈し

て５種の希釈倍率のサンプルを調製した。表 1 に，調製
時の培養液と PBS の量を示した。その際，各サンプルの
容量は等しくなるようにした。この作業を繰り返すこと
で，各希釈倍率における希釈サンプルを３セット調製し
た（図 3）。今回の実験では，異なる細胞濃度における細
胞数測定プロセスを評価するため，２種類の TF-1 培養液
を用意した。このうち，細胞濃度が高い培養液をストッ
ク H，もう一方をストック L とした。
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図 3 希釈サンプルの調製イメージ

ISO 20391-2 の手順に従い，前項で調製した各希釈サ
ンプルの重量を測定し，ピペッティングエラーの評価を
行った。計量誤差の良否判断の決定係数を 0.980 以上と
設定したところ，ストック H とストック L のどちらを用
いてもこの基準を満たした（0.998）ため，次のステッ
プに進んだ。

3.3 細胞数の測定
調 製 し た 希 釈 サ ン プ ル を 細 胞 計 算 盤（C10228, 

ThermoFisher）に注入し，CQ1 を用いて細胞画像を取得
した。その際，１つの希釈サンプルにつき異なる視野３
か所から画像を取得することで，同一サンプルの測定数
を３回とした。得られた細胞画像に対して２値化処理を
行い，楕円形状の輝点数を画像中の細胞数としてカウン
トした（図 4）。さらに，視野面積および細胞計算盤の深
さ（100 mm）から求めた体積を基に，希釈サンプルの細
胞濃度（cells/ml）を算出した。

図 4 測定に用いた非染色細胞画像の例 
（a：CQ1 で取得した画像，b：２値化処理後の画像）

3.4 細胞数測定プロセスの評価
(a) 決定係数（R2）の算出

上記のようにして算出した細胞濃度と希釈倍率との関

係から，回帰直線を求めて決定係数を算出した（図 5，
図 6）。R2 値は，ストック H を用いた場合は 0.979，
ストック L を用いた場合は 0.975 となり（表 3），希釈
倍率と細胞数測定値に高い相関があることが示された。

図 5 ストック H から調製した希釈サンプルの希釈倍率と 
細胞濃度の関係：CQ1 を用いた場合

図 6 ストック L から調製した希釈サンプルの希釈倍率と 
細胞濃度の関係：CQ1 を用いた場合

(b) Proportionality Index (PI)
PI は細胞数測定プロセスの品質を表す指標で，測定値
の回帰直線からのずれの程度を示す。ISO 20391-2 に
は複数の PI 算出式が示されているが，今回は，回帰
直線に対する各データ平均の，絶対値の差の大きさを
表現する（１）式を用いた。表 2 に，算出式中で使用
した略号の説明を示す。今回選択した算出式の場合，
PI の値が小さいほど，回帰直線と算出された希釈サン
プルの測定値との乖離が小さい，すなわち，測定プロ
セスの品質が高いことを示す。今回の結果では，スト
ック H とストック L による細胞数測定では，ほぼ同
じ PI 値となった（表 3）。

表 1 希釈サンプルの調製
希釈サンプル 1 2 3 4 5

希釈倍率 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1
TF-1 培養液（µl) 90 70 50 30 10

PBS（µl) 10 30 50 70 90
合計（µl) 100 100 100 100 100

・・・・・df1 df2 df3 dfn
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表 2 PI 算出式で使用した略語と記号

3.5 他社装置を使用した細胞数測定の評価
他社の自動セルカウンター（以下，他社装置とする）

を使用して細胞数測定を行った。この装置は，細胞計算
盤の画像をもとに細胞数を測定し，細胞濃度を自動で算
出する。CQ1 を用いた前述の測定と同一の希釈サンプル
を使用し，各希釈サンプルにつき３回測定を行い R2 およ
び PI を算出した。PI の算出には（１）に示した算出式
を用いた。ストック L から調製した希釈サンプルの測定
結果を図 7 に（ストック H から調製した希釈サンプルに
ついては非掲載），R2 および PI を表 4 に示す。

図 7 ストック L から調製した希釈サンプルの希釈倍率と 
細胞濃度の関係：他社装置を用いた場合

4. 考察

4.1 細胞濃度の異なるストックを用いた細胞数測定の評価
細胞数測定プロセスに CQ1 を使用した場合における

PI 値は，希釈サンプル中の細胞数が 106 個オーダーのス
トック H を用いた場合と，105 個オーダーのストック L
を用いた場合でほぼ同じ値を示した。サンプルの重量測
定で見積もられた計量誤差は，ストック H とストック L
では同程度に小さかったことから，CQ1 は細胞数が 105

オーダーの比較的低濃度のサンプルでも誤差の少ない測
定が可能だと考えられる。

4.2 他社装置と CQ1 による細胞測定の比較
今回実施した CQ1 と他社装置を用いた細胞数測定プロ

セスの評価は，同一の細胞種，実験デザインおよび同一
の PI 算出式を用いた。これにより，測定間の精度比較が
可能であった。両測定プロセスにおける PI 値は，ストッ
ク H を使用した場合は CQ1 とほぼ同じ値となったが，
ストック L を使用した場合は，CQ1 を使用した測定プロ
セスの方が小さい値となった。（表 3，表 4）。測定には
同一の希釈サンプルを使用したことから，計量誤差は同
一である。すなわち，PI 値の違いは，それぞれの装置の
測定誤差の違いを示すと考えられた。また，他社装置で
は何点かの希釈倍率においてデータのばらつきが大きく
なっており，測定値の平均は回帰直線から最大で約 30%
の乖離が見られた（図 7）。これらの結果は，装置選択が
細胞数測定プロセスの品質に影響することを示している。

5. おわりに

本稿では，ISO 20391-2 が示す方法に準拠して細胞数
測定プロセスの評価を実施し，CQ1 が，他社装置と同等
以上の精度で細胞数を測定可能なことを示した。細胞生
産においては，工程内で許容し得る細胞品質や測定に要
する時間を考慮し，本国際規格に示された PI 等の指標を
もとに細胞数測定手法の品質を見極め，装置選択を含む
細胞数測定プロセスを構築することが重要である。
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表 3 CQ1 を使用した細胞数測定の R2 と PI
サンプル ストック H（高濃度） ストック L（低濃度）

R2 0.979 0.975
PI 11.0 11.2

R² = 0.915 
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表 4 他社装置を使用した細胞数測定の R2 と PI
サンプル ストック H（高濃度） ストック L（低濃度）

R2 0.980 0.915
PI 11.2 14.1
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* ISO 20391-2 3.2 項の記述を基に記載

Abbreviated term or
symbol  Description *

PI  Proportionality index

i  Index for target dilution fraction

β 1  Scalar coef�icient estimated from the proportional model �itting

df i  Targeted dilution fraction

R 2  Coef�icient of determination

 Smoothed residual when target dilution fraction is used in the analysis
of proportionality
 Estimated cell count at df i  using β 1  obtained from proportional model
�it


