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細胞内物質吸引システムは，ハイコンテントアナリシス（HCA: High content analysis）の手法を用いて，試薬
を投与した細胞サンプルを蛍光イメージングによって解析し，その中で所期した反応を示した細胞を素早く捕捉
し，注目する細胞内部局所の物質をナノスプレーチップと呼ばれる内径数 mm のガラス細管で吸引する。そして，
吸引した検体をほぼそのまま１細胞質量分析法にかけ，投与した試薬の薬効，代謝，毒性など解析し，新薬の開
発を支援する。
横河電機は，自身が保有する多彩な細胞画像解析技術，高精度な位置決め技術，高度な光学設計技術を融合して，
高速高精度の細胞内物質吸引システムを実現した。従来，熟練者が顕微鏡下で細胞を探しながら，時間をかけて
ナノスプレーチップで細胞を穿刺（せんし），吸引していた再現性が低く難しい作業を，パソコン上のワンクリ
ックにより，狙った細胞の特定部位を高精度で確実に取り出すことを可能にした。本題の装置は，HCA と１細胞
質量分析法のシナジーから新たな価値を生み出した世界初のシステムで，ライフサイエンス分野における生命解
析の最先端機器とも言える。本論文では，装置を実現するために新たに開発した要素技術を紹介し，細胞吸引か
ら質量分析までの一連の実験結果を説明する。

Intracellular substance sampling systems equipped with a nano spray tip, which is a glass
capillary with a diameter of several microns, are used to develop new medicines. First, candidate
drugs are administered to cells and induced reactions are detected by high content analysis
(HCA). The system then aspirates substances which show expected reactions from cells,
examines them by single cell mass spectrometry, and analyzes the efficacy, metabolism, and
toxicity of the candidates.
Yokogawa has developed a high-precision, high-throughput intracellular substance sampling
system by combining its technologies regarding cellular image analysis, high-precision
positioning, and optical design. This system makes it possible to puncture a cell and suction a
specific intracellular component with one click on a PC. This cutting-edge instrument, which
uses synergies of HCA and the single cell mass spectrometry method, is contributing to the
advancement of life and pharmaceutical sciences. This paper describes the core technologies
developed for this system and introduces the results of experiments, from intracellular substance
sampling to mass spectrometry.

1. はじめに
近年，新薬開発に HCA（High content analysis）と呼

光標識したタンパク質やイオン量などの変化を大量かつ
高速に検出することにより，それらを指標とした平均的
な薬効を探索する手法 (1) である。しかし，この手法では，

ばれる手法が一般的に用いられている。HCA は，薬効が

細胞レベルの形態的変化や，標的の分かっている分子標

ある程度解明されている場合に，医薬候補化合物の種類

識体の蛍光イメージの変化などを追跡できるのみで，網

や濃度などの条件を変えながら，特定の指標，例えば蛍

羅的な分子変化を追跡している訳ではない。医薬候補分
子の細胞内での分子機構や代謝等の変化，その変化分子
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群の局在や移行，この医薬候補分子が起こす周辺分子の
網羅的変動などは分からないままである。また，疾患発
症分子機構の解明もできるものではない。
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これに対して，１細胞質量分析法 (2) は，細胞の変化を
顕微鏡下の画像で追跡しながら，知りたい局在と知りた
い時に細胞内の小器官レベルまで，分子変化を網羅的に
追跡できる。しかし，この方法では，細胞を一個一個選び，
その中の物質を吸引する作業が必要であり，大量の細胞
を処理するためには不向きである。

(a) Nano spray tip

これらの２つの手法を結合すると，即ち HCA 装置に
おいて，予め設定した所定の変化を示した細胞を捕捉し，

Tip

その細胞を狙って網羅的分子解析を１細胞質量分析法で
行うという従来にない技術革新が起こる。高速性，大量

Cell

性を有する HCA と，正確性，網羅性を持つ１細胞質量
分析法のそれぞれの利点を生かすことにより，高い再現
性と実用性を備えた１細胞創薬という新しい概念が生ま
れる。その結果，これまで多細胞系による平均値の科学
であったものを，個別の細胞内まで入り込んだ詳細な分
子機構解明法に進化させる。これは，細胞一個での診断，
個別化医療にも道をつけるもので，創薬のみならず，医

(b) Cell search and suction

療そしてライフサイエンス基礎分野での次世代創薬技術

−

として期待されている。

+

2. １細胞質量分析法の概念
図 1 に１細胞質量分析法の概要を示す。図 1 (a) のナノ
ガラス細管を使って，図 1 (b) のように細胞内の物質を吸
引捕捉する。吸引した検体にイオン化溶媒を添加し，そ
のまま図 1 (c) の質量分析にかけ，得られる図 1 (d) のマ
ススペクトラムを解析して，吸引した細胞内物質を特定
する。観察したい細胞の分子群を，網羅的に追跡する。

(c) Direct Nano ESI ionization
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スプレーチップと呼ばれる先端内径 3 mm，外径 5 mm の
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１細胞質量分析法は広島大学の升島努教授によって提
案され，多くの研究成果が上げられた (3)。しかし，これ
までは，顕微鏡下で細胞を見ながら，マニピュレータの
先端に装着したチップをユーザが手で操作し，細胞を選
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(d) Mass spectrum
図 1 １細胞質量分析法の概要

択して，穿刺，吸引，検体捕捉の作業を行ってきた。こ
のため，細胞選択の基準，吸引の再現性，スループット
などに課題があった。
これらの課題を解決するため，横河電機は細胞の選択

このため，吸引システムに対して，多くの検体を素早
く採取するための高速性と，大きさがミクロンオーダの
細胞を対象とするための高い位置制御精度が要求される。

と吸引過程を自動化する「細胞内物質吸引システム」を
開発した。本システムによって，検体吸引のスループッ
ト向上と共に吸引捕捉の再現性を高め，１細胞質量分析
法の実用化を目指している。

3. 細胞内物質吸引システム
細胞内物質吸引システムは，小さな１つ細胞の内側に

3.1 システム構成
図 2 に吸引システムの概要を示す。このシステムは，
図 1(b) に相当する機能を実現する。マイクロプレートや
ディッシュなどの容器に細胞を播種し，医薬化合物を投
与して，細胞の反応を共焦点顕微鏡で画像化する。その
画像を HCA の手法で解析し，読み取る細胞の形態の変化，

あるタンパク質や，外部から投与された薬物またその代

予め細胞内小器官を標識した蛍光の強度増減，蛍光の局

謝物などを取り出して質量分析にかけ，その成分は何で

在移動などを計算する。これらの指標に注目して，所期

あるかを分析するための装置である。細胞内のターゲッ

の変化，応答をした細胞に対して，注目したい部位にナ

トを直接取り出すことによって，薬物が細胞内に到達し

ノスプレーチップを移動して，その内部の物質を捕捉し，

たのか，どの小器官に到達したのか，薬効作用があった

取り出す。吸引はディスペンサに負の圧力を印加するこ

のかどうかを効率的に解明する。

とにより行われる。図 2 中，HCA の部分は，当社製品で
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図 2 吸引システムの構成

図 3 ソフトウェアの画面構成
中で，注目する特徴量を基に，その値の上位・中位・下
位の任意のパーセンテージ（例えば上位 5%，下位 10%

ある共焦点定量イメージサイトメーター CQ1 をそのまま

など），または任意個などの条件を選択する。その結果，

活用する。

選択した特徴量の順にターゲット細胞がパネルに表示さ

本システムでは，未使用チップをチップラックに収納
し，吸引した検体も同じ形状の検体ラックに収納する。

れ，確認することができる。
手動登録の場合，画面上の細胞画像を見ながら，興味

ラックは創薬支援装置分野のデファクトスタンダードで

ある細胞の興味ある部位をクリックすれば，その細胞の

あ る ANSI/SLAS 1-2004 推 奨 の 96 穴 形 式 を 採 用 し た。

その部位がターゲットに登録される。また，解析結果の

吸引した検体が常温で起こる酵素反応を止めるため，検

グラフ上のマーカをクリックすれば，それに対応した細

体ラックを零下の温度で冷却する。この機能によって，

胞が登録される。

吸引した時点と後工程である質量分析時点での検体の化
学性質が維持され，質量分析の結果の信頼性を担保する。

チップローダパネルでは，チップの装填状況を表示
する。チップラックを上方から撮影するカメラが設置さ
れており，実験前にチップラックの画像を解析すること

3.2 ソフトウェア
細胞内物質吸引システムのソフトウェアには，HCA の

により，吸引チップの有無を正確に認識して，ミスなく
ディスペンサにチップを装着する。

画像解析と検体の捕捉吸引の２つの機能がある。前者は

以上のソフトウェアの機能により，細胞を解析して，知

横河電機市販製品 CQ1 をそのまま継承し，後者は本研究

りたい特徴のある細胞を捕捉し，内部の物質を吸引する。

で新規に開発した。
HCA の手法により，医薬化合物を投与した際に所期の
反応を示した細胞を特定し，その細胞内の取得したい物
質を，新開発の吸引機能で捕捉吸引する。

4. 要素技術
本システムを実現するための代表的な要素技術につい
て説明する。

図 3 に本システムの主画面を示す。画面は画像解析パ
ネル，検体捕捉パネル，そしてチップローダパネルの３
つの部分から構成される。

4.1 チップ先端位置検出
一般的に，細胞の大きさは XY（平面）方向で十数 mm

画像解析パネルでは，細胞を撮影しながら，細胞の特

～数十 mm，Z（縦）方向で数 mm ～十数 mm 程度である。

徴量，例えば，細胞の面積，周囲長，真円度，発現した

核のある部位は厚く，細胞質のみの部位は薄い。通常，

蛍光の明るさなどを表示する。様々な特徴量の内，注目

生きた細胞は培養容器の底面に貼りついていて，接着細

する特徴量を１つか２つ抽出して，グラフ化することが

胞と呼ばれる。薄い細胞質の層を捉えて穿刺し，中の物

できる。特徴量が１つの場合はヒストグラム，２つの場

質を吸引するためには，ターゲットとなる細胞部位と吸

合はそれらを軸にした細胞の分布図が，解析の結果とし

引チップの先端の両方の位置を正確に計測し，把握して

て得られる。

おく必要がある。

検体捕捉パネルには，捕捉吸引を実行するターゲット

横河電機は自社の持つ HCA の技術により細胞の形態を

細胞のリストが表示される。ターゲット細胞の登録と追

３次元で解析できるため，吸引部位を精度よく特定する

加を行うためには，自動と手動の２通りの方法がある。

ことができる。細胞の画像解析については，文献 (1) を

自動登録の場合，前記画像解析で得たグラフの結果の
25

参照されたい。
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チップ先端位置検出については，新たに画像強度法を

4.2 検体チップの冷却

開発し，検出方法を確立した。図 4 にその原理を示す。

細胞内物質を吸引した後，検体を一定期間保存する場

対物レンズを作動距離（ワーキングディスタンス）の範

合，酵素反応を止める目的で，検体を冷凍する必要がある。

囲内で，できるだけ細胞を播種した容器に接近する高さ

酵素反応を止めることによって，吸引した時点の物質の

に配置し，対物レンズを介して，吸引チップの先端を光

性質を維持したまま質量分析にかけることができ，分析

で照明する。チップ先端からの反射像を，図 2 で示した

結果の正確さを保持する。

HCA に内蔵する共焦点顕微鏡光学系で取得する。吸引チ
ップを上下（Z）方向に移動しながら，共焦点画像を取得

冷却温度はできるだけ低いほうが望ましいが，経済性も
考慮して，本装置では，-10 ℃以下とした。装置に内蔵す

すると，明るさ（コントラスト）の異なるチップ先端画

ることを考えて，冷却方式はコンパクトなペルチェ素子に

像が得られる。チップ先端が対物レンズの焦点に位置し

よる電子冷却とした。図 6 に冷却構造を示す。ペルチェ素

た時，最も高い強度の画像が得られる。画像の強度から，

子の上に熱伝導性の良いアルミブロックを設け，アルミブ

チップの先端を割り出す。

ロックに検体ラックが隙間なくうまくはまるように配置す

図 5 には，吸引チップの Z 方向の位置と画像の明るさ

る。検体ラックに合わせてアルミブロックに 96 か所の穴

の関係を実測した例を示す。チップ先端が対物レンズの

を開け，個々の穴にチップの先が１つ入るようにする。チ

焦点に位置した時，先端の画像が最も鮮明になり，白黒

ップの先が穴の壁に接触しないように設計する。ベルチェ

のコントラストが最も高い。この図から，チップ先端が

素子が作動した時の排熱は，ヒートシンクを介して水冷で

対物レンズの焦点から 1 mm ずれると，画像の明るさに

行う。冷却対象を周囲から隔離するために断熱材で囲み，

有意の差が生じることが分かり，従ってチップ先端の位

上部に可動式の断熱カバーを設置する。

置を 1 mm 以下の精度で割り出すことができる。この技

ペルチェ素子に通電し，検体を予め設定した冷却温度

術によって，細胞内物質の吸引が安定的に行えるように

に冷却する実験の結果を図 7 に示す。検体ラックとチッ

なった。

プを冷却器に設置し，チップ先端の温度を熱電対で測定
する。96 穴のチップラックの４隅（A1, A12, H1, H12）

Z
Sample (tip)
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Sample rack

Moving cover

Ｚ Position
Objective lens

Image
intensity

Incident light
Reﬂected light

図 4 Tip 先端位置検出の原理
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図 6 検体ラックの冷却器
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図 5 チップ先端位置と画像の明るさの関係
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図 7 冷却実験の結果
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と 中 央（D6） の ５ か 所 の 温 度 を 測 定 し た。 周 囲 温 度

CQ1 による画像解析は３次元情報のため，細胞内の

20 ℃から冷却を開始し，５分経過後，測定した全ての箇
所が -10 ℃に到達し，ほぼ設計通りの性能が得られた。

xyz の３方向の正確な位置での吸引が可能となる。この

また，場所による温度差もないことが確認された。

置の連続運転が可能となる。

ように自動化することにより，スループットの向上，装

5. 実験結果

4.3 吸引場所の自動設定
従来，熟練者が顕微鏡下の目視で吸引場所を経験的に選

図 9 に細胞内物質を吸引する過程を示す。3.2 節で紹

定し，細胞核の周辺部で，細胞質が豊富にある位置を吸引

介した手動登録の方法で，パソコン上で興味ある細胞の

していた。また，細胞の核は比較的固いため，チップが当

吸引したい部位をクリックして，吸引部位を決定する。

たると，たわんだりして吸引には向かない。本装置では，

その後の工程は全て自動で行われる。具体的には，吸引

このようなノウハウを数値化し，吸引の自動設定機能を開

部位を顕微鏡視野の中央に移動する。同時に，チップラ

発した。具体的には，細胞質が豊富な場所は細胞質の蛍光

ックにあるチップを装着し，チップの先端位置を正確に

マーカの輝度が高いことに着目し，熟練者の経験を基に，

検出した後，垂直に前記クリックした目的の位置までチ

吸引位置を「核から一定距離の帯状の領域内で，細胞質の

ップを降して細胞を穿刺し，その位置に止まって，内部

明るさが最も高い位置」と定義して実装した。

の物質を吸引する。その後，チップを持ち上げ，検体を

図 8 に吸引位置を決める際のイメージを示す。HCA 手

チップラックの所定位置に収納する。

法により，細胞を認識し，その細胞の核，細胞質なども
自動で検出する。図 8 において，細胞の中央に青色の線
で囲んだ部分は核で，その周りに赤色で染めた細胞質が
存在する。なお，黄色線状の物質はミトコンドリアである。
開発したソフトウェアでは，細胞核を認識した後，吸
引に適した領域を自動で算出し，図中に緑色の線で囲ん
だ帯状領域として表示する。この領域は，細胞質が豊富で，
吸引に適した場所である。さらにこの中で，細胞質に融
合した蛍光の明るさが最も高い部位を検出し，図中に四
角で吸引位置を示す。
このような吸引位置の自動設定機能は，当社製品 CQ1

上：吸引前→穿刺直前→穿刺
下：吸引中→チップ引上げ後，吸引後のチップ内

図 9 細胞内物質吸引の例

の画像解析機能をベースにして開発されており，細胞の
種類や染色，吸引対象の小器官等に応じた様々な条件を，
CQ1 の画面においてユーザが調整可能としている。吸引

吸引圧力や吸引時間などの条件は，繰り返し行った予
備実験を通して適切に決定した。

場所を設定する際，図 8 のように吸引範囲設定パネルに

また，吸引開始から終了までの一連の過程を画像とし

おいて，帯状領域の幅と核からの距離の２つのパラメー

て記録することができる。図 9 には，吸引前から，穿刺，

タを任意に調整でき，様々な条件に対応する。

吸引，引上げまでの一連の動作を裏付ける画像を示す。
また，吸引後のチップ内の画像も示し，緑色に光る蛍光

Suction point

Candidate of
suction area

Panel for setting
suction conditions

物質がチップ内に残っていることが確認でき，細胞内の
蛍光物質を吸引したことが証明できる。
チップの位置検出や移動，吸引は全て予めプログラム
された通りの自動運転のため，手動では得られない吸引
の再現性が確保される。注目すべきは，吸引位置に XYZ
の３次元位置情報を含む点で，吸引した物質の局在を正
確に把握でき，本装置は信頼性が高いと言える。
次に，吸引した検体の質量分析について述べる。実験
では，HepG2 細胞に試薬タモキシフェンを投与し，その
細胞の細胞質を吸引して検体とした。
細胞に取り込まれたタモキシフェンは細胞質や液胞に
存在し，その代謝経路が解明されている。細胞質または

Nucleus Cytoplasm Mitochondria

図 8 吸引位置の自動設定
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液胞から，タモキシフェンやその変化体が検出されれば，
吸引が成功したことの証明になる。
図 10 は吸引した物質の質量分析の例を示す。マススペ
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6. おわりに

概念を生み出そうとしている。本研究の細胞吸引システ
ムの試作機の完成により，１細胞質量分析手法がより実
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用的に近づいたと言える。たった１つの細胞を使って，
薬物の局在，代謝，毒性，薬理を評価解析するこの手法
は，新薬の開発のみならず，診断や個別化医療にも道を

385

m/z

図 10 質量分析の例

つける技術である。また，事業的には，本システムの販
売による装置ビジネスの他，質量分析，遺伝子解析など
の受託ビジネスも考えられ，幅広い市場性も期待できる。
このようなことを踏まえて，本装置の完成度を上げ，市
場への早期投入を目指して取り組んでいく。

クトルにタモキシフェンを示すピーク（m/z=372.232）
が現れ，試薬が細胞に取り込まれたことを示唆する。
なお，吸引したタモキシフェンが培地内に存在してい

謝辞

ナノスプレーチップおよび１細胞質量分析手法を提供

るものではなく，細胞内に取り込まれたものであること

して下さいました広島大学升島努先生（故人）に深く感

を確実に示すため，細胞試料を作る工程では，タモキシ

謝いたします。

フェンを投与し，インキュベーション後に培地のウオッ

本研究は，国立研究開発法人科学技術振興機構が主管

シュアウト，具体的には２度の培地入れ替えを行った。

する産学共同実用化開発事業 NexTEP（平成 26 ～ 28 年度）

本実験の細胞の培養，サンプル製作の条件を以下に示す。
・細胞：

HepG2

・培養容器：ibidi 社 35 mm Dish 81156
・染色試薬：核 Hoechst33342 1 mg/ml
		
・培地：
・試薬：
		

の支援を受けて実施したものである。

細胞質 CellTracker Green CMFDA 5 µM
D-MEM + 10% FBS + 1% GPS + 1% NEAA
TAMOXIFEN
（SIGMA-ALDRICH: T5648-1G）

・試薬濃度：50 mM
・インキュベーション：３H
以上のように，HepG2 細胞に試薬タモキシフェンを投
与し，試薬が細胞に取り込まれたことを，細胞内の物質

参考文献
(1) 坂下浩史，大橋功治，他，“ 共焦点定量イメージサイトメータ
とそのバイオアプリケーション ”，横河技報，Vol. 58，No. 1，
2015，p. 29-33
(2) Tsutomu Masujima, “Live single-cell mass spectrometry,” Analytical
Sciences, Vol. 25, 2009, pp. 953‒960
(3) T. Fujii, T. Masujima, et al., “Direct Metabolomics for Plant Single
Cells by Live Single Cell Mass Spectrometry,” Nature Protocols,
Vol. 10, No. 9, 2015, pp. 1445-1456, doi: 10.1038/nprot.2015.084
* 本文中の商品名及び名称は，各社の登録商標または商標です。

を吸引し，それを質量分析にかけ，中に試薬成分が検出
されるという結果から証明できた。検体捕捉吸引の自動
化によって，１細胞質量分析が再現性良く実施すること
が期待できる。
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