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細胞ベースアッセイの主役は使用される細胞です。

再現性ある細胞アッセイを行うには使用する細胞の総合的なコンディション（正確な細胞数・生存率・凝集の度合い）を把握す
ることが不可欠です。
また、細胞がアッセイやその後の調製への使用に最適と思われるタイミングで、これらの情報を取得することも重要です。

CASYの正確さと信頼性がお役に立てます。

長年にわたり細胞を培養する研究室においてCASYは信頼できる装置として評価されています。
2,000以上の文献で CASY装置が利用され、また数えきれないほどの学位や博士論文に参照されているだけでなく、世界中の
研究室で利用されており、アカデミア・産業分野での研究とプロセスコントロールにおいて必要不可欠なツールとなっています。
何千ものユーザーから耐久性・再現性の良さと装置への信頼性についてご満足いただいており、トレーニングを受けていない方
でも同様にご利用いただけます。

CASYの確かな信頼性の理由

 + 再キャリブレーションの必要なし：測定ごと、 
また装置間での誤差は最大 +/- 2%を保証

 + 各パラメーターの設定変更すべてを電子的にモニタリング

 + 完全な品質保証システム

 + GLP/GMP準拠

 + 21 CRF Part 11対応可（オプション）

細胞の状態を完全にモニタリング
－ ラベルフリー、正確、高い再現性 －

培養中の細胞の状態に関する全ての要素をトラッキングできます。

 + ラベルフリーで簡便な細胞の状態測定
染色剤不要の非侵襲的な測定がスピーディーにできます。

 + 統計的に正確なデータ
1回の測定ごとに 4,000以上の細胞を測定することにより 
統計的に正確な結果が得られます。

 + 全体像の把握
生存率・細胞サイズ・凝集すべてのデータを一度に取得できます。 
そのうえランニングコストも極めて安価です。



バイオマスや凝集体の測定－ 
CASYによる正確な体積の算出

測定対象の高周波数スキャニングと広い測定レンジにより、CASYは
正確な細胞や粒子の測定が可能です。サンプルごとの細胞凝集・バ
イオマス情報がすぐに得られます。

凝集体を含む正確な細胞数測定

数学的に凝集体を 1細胞に分解し、凝集体に隠されている細胞をカ
ウントに加えることにより正確な全細胞数を測定します。

細胞株・初代細胞・バクテリア・酵母・藻類・寄生虫－ 
限界はありません

0.7～ 120µmの測定レンジにより、すべての動物細胞や幹細胞だ
けでなく、バクテリア・酵母・藻類・寄生虫・花粉・精子などが測
定できます。レンジに収まるサイズであればどのような対象も測定で
きるため、これまでに多種多様なサンプルを測定してきました。

CASYの原理
生細胞・死細胞の識別

CASYは測定孔内の低電圧電場を通過する細胞
や粒子を測定します。細胞サイズと細胞の導電性
により電気抵抗シグナルが発生し記録されます。
生細胞は細胞膜構造が完全なため、高い電気抵
抗シグナルが発生します。ダメージを受けている
細胞や死細胞は細胞膜の透過性が増していること
から、より低い電気抵抗シグナルが発生するため、
細胞核のサイズが測定されます。

細胞生存率

生細胞と死細胞を自動的に定量比較し生存率を
算出します。死細胞は測定結果グラフ上で細胞
核のサイズとして表されます。

流路を用いた測定による正確な情報の取得

測定孔を通過する対象は 1MHzの高周波数でス
キャンされます。これにより正確な細胞数と細胞
体積の情報が得られます。

きわめて広いダイナミックレンジ

1MHzでサンプリングされたパルス面積の解析に
より、細胞屑から大きな凝集体までを一度の測定
で可視化する卓越したダイナミック測定が可能 
です。

細胞サンプルの全体像をつかめます

スピーディーで染色不要、ダイナミックレンジの
広い測定により使用する細胞の現在の状態（細
胞屑モニタリング・生細胞と死細胞の識別・容易
な細胞クラスター /凝集体の観察）が一目でわか
ります。

細胞屑・生細胞・死細胞を識別するCASYの測定方法と、測定結果の表示例 
（初代軟骨細胞）
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動物細胞－正確に数を数えて播種のタイミングをコントロール

細胞培養実験の成功と再現性は、細胞の濃度と健康状態に依存し
ています。そのため細胞播種の直前に CASYで細胞を評価すること
は、実験のセットアップに必要不可欠な工程です。特に長期間の実
験で細胞を増やしながら行う必要がある場合、CASYは素早く簡単
に細胞の健康状態・生存率と凝集情報を提供できます。

培養中の細胞の全体像を把握　－ 常に最新の状態で －

左図：数種類の黄色ブドウ球菌の測定
右図：大腸菌のバイオボリュームと細胞径の比較
これらすべての測定結果には、細胞数カウント・細胞濃度・凝集係数・
細胞体積と細胞径が含まれます。

45µmのキャピラリーは、バクテリアの増殖と凝集のモニタリン
グに適しています。例えば発酵の過程において細胞体積と細胞
数の変化を容易にプロットすることで、染色不要で簡便にバイ
オボリュームを確認できます。

細胞数は細胞が分裂するにつれて増加するが、バイオボリュームは比較的一定にとどまる。
CASYアプリケーションノート「Growth-inhibiting effects of the antibiotic 

ciprofloxacin on the unicellular green alga Raphidocelis subcapitata」より
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臍帯血由来のヒト幹細胞測定結果。高精度なサイズ分布表示により細胞屑・死細胞・生細胞と細胞クラスター（凝集体）を識別します。 
測定結果には細胞数カウント・細胞濃度・生存率・凝集係数・バイオマスボリューム・細胞径と細胞体積が含まれます。

バクテリア―生細胞・細胞屑・凝集のモニタリング

バイオマス－細胞増殖とバイオボリュームを同時に測定

細胞増殖の過程において、細胞のサイズとバイオボリュームにはどのよ
うな変化が起きているでしょうか？その答えは、CASYの細胞体積と細
胞数を自動でモニタリングするというユニークな手法により得られます。
大きな凝集体の体積も含めるため、実験にさらなる貢献ができます。



酵母－細胞品質のモニタリングと品質管理（QC）

細胞増殖は様々な環境的要因の影響を強く受けます。そのた
め酵母の発酵過程において、細胞数と生存率のリアルタイム
なモニタリングは必要不可欠です。染色不要な簡単操作でサン
プルについての深い知見が得られます。

ラガー出芽酵母 Saccharomyces cerevisiaeの測定。高精度のサイズ分布
表示により、細胞屑・生細胞と細胞クラスターの識別が可能です。それだけで
なく、酵母（ラガー酵母、青色）とプチ変異体（緑色）、双方の混合溶液（赤色）も識別できます。

細胞毒性－増殖阻害と細胞死のモニタリング

細胞毒性アッセイにおいてCASYを使用することで細胞増殖の阻害
と細胞死を別々に測定することが可能です。生細胞数は細胞増殖抑
制の度合いを示し、死細胞をモニタリングすることで生存率を算出し
ます。

DSS（デキストラン硫酸ナトリウム）は添加量依存的に Caco-2の細胞増殖を抑制する。
死細胞は検知不可能（データ未掲載）。詳細はアプリケーションノートHow chemi-

cals influence cell proliferation – Straightforward cell culture monitoring using CASY（http://proliferation.ols-bio.de）を参照ください。

細胞の増殖・毒性・感染のモニタリング
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T細胞のモニタリング

近年、免疫療法へ使用する T細胞を CASYでモニタリングす
るという興味深い使用法がなされています。この簡便かつ独創
的な方法では、抗体刺激した T細胞のサイズおよび細胞増殖
を測定します。
さらに細胞サイズを測定することにより、PBMCからヒトT細
胞を識別することもできます。
CASYの高精度なサイズ分布と細胞数の測定能力により、ユー
ザーの創意によって新しい測定アプリケーションを作り出すこと
も可能です。

T細胞をCD4抗体で刺激した際の細胞クラスター形成と細胞サイズ分布の測定。
詳細はアプリケーションノートhttp://t-cellsize.ols-bio.deを参照ください。

アプリケーションサポート

測定や解析上の課題がありましたら是非ご相談ください。経験
豊富な担当者が解決策確立のお手伝いをいたします。また膨
大な測定結果を蓄積したデータベースも参照いただけます。



CASY | MAKING IT POSSIBLE

細胞の状態について重要な指標を一度に一瞬で測定

ごく短時間で細胞数を測定

導電性の等張溶液であるCASYトンに細胞を懸濁しキャピラリーにセットします。内径が一定の孔がキャピラリー内に開けられて
おり、このキャピラリーにより内外一対のプラチナ電極を隔てています。電極間には定電圧の AC波（1MHz）が通電しており、
細胞や粒子が測定孔を通るたびに内部の電界溶液を押しのけることで個々の電気抵抗シグナルが生じます。このシグナルが細胞
カウントとして測定されます。

細胞生存率－細胞膜の劣化を識別する

シグナルの振幅とその幅（時間）により求められるシグナル面積を考慮す
ることで高精度な測定が可能となります。これにより、ごく小さな細胞膜電
気特性の変化を検知できます。ダメージを受けている細胞や死細胞の細
胞膜は電気パルスが透過するため電気抵抗値の変化として識別され最終
的に細胞核のサイズが測定されます。

正確な細胞体積の測定

電気抵抗シグナルの振幅とその幅の組み合わせは細胞や粒子一つ一つの
体積に比例します。そのため細胞体積は直接電気抵抗から導き出すこと
ができます。

バイオマスと細胞凝集－より正確な細胞数カウント

バイオマス濃度と細胞凝集は細胞培養や発酵条件のセッティングにおいて
欠くことのできない要素です。CASYの特徴である正確な細胞体積の測
定は凝集体体積の算出を可能にし、これにより培養している細胞のバイオ
マスと凝集状態の、極めて正確かつ信頼のおける情報が得られます。加
えて凝集体に隠されている細胞も考慮することにより、より正確な細胞数
が測定でき、結果としてカウント精度を劇的に向上できます。

細胞屑と細胞にとって“居心地のよい ”環境

細胞屑の多寡は細胞ベースのアッセイにおいて劇的な影響を及ぼす場合
があり細胞屑が観察されないことは培養中の細胞が健康で、“ 居心地の
良い ” 環境にあることを示す格好の指標です。CASYの極めて広い測定
サイズレンジは、重要なフォローアップ実験において細胞の利用性を評価
するための基準を一目で確認できます。
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ユーザーの使いやすさを念頭においています

最新の操作性・解析ソフトウェア最新の操作性・解析ソフトウェア

ソフトウェアのアップデートが行われた
際は、casy.ols-bio.deからダウン
ロード可能です。

トップ画面からワンクリックで、すべての主要な機能にアクセスで
きます。

簡便でわかりやすい測定テンプレートの管理

PBMCはドナーによって単球細胞とリンパ球の割合が大きく異なりダウンストリーム
作業に大きな影響を与えます。

+ 直感的な装置の操作

+ より広範かつ簡潔な測定ルーティン

+ 測定データ評価・構成ツール

ハードウェア
タブレットまたはノートパソコンを選択いただけます。 
（ユーザーご自身のウインドウズ PCもご利用可能）
※最低要求スペックは別途ご案内いたします。

ソフトウェア
下記の測定データ評価・データ構成ツールが利用できます。

 + 生存率－生細胞・死細胞の評価

 + 最大 5種類の細胞集団を識別

 + 細胞凝集体の検知と解析

 + 複数の測定サンプルを重ね合わせて表示

 + 異なる測定結果間の平均値を算出しグラフ化

 + 直感的な操作、ルーティン作業のウィザード化

 + 簡便なデータ出力とカスタマイズツール

 + 頻繁に利用する機能をトップ画面に表示し素早いアクセス

 + ユーザー管理と実験のマネジメント

圧倒的な正確さと使いやすさ
例：異なるドナーから採取した PBMC単球細胞の比較



仕様
測定原理 100万回測定 /秒での電気パルス面積解析

ISO13319に準拠

生存率判定 Electrical Current Exclusion（ECE）

ダイナミックレンジ 体積　1：70,000
直径　1：40

測定サイズチャネル 512,000

表示サイズチャネル 1,024

測定レンジ 0.7–120 µm

分解能 1：512,000

標準測定時間 10秒

標準サンプル量 10–100 µl

CASY
細胞数・生存率・細胞体積・凝集・バイオマスを 
10秒以下で測定。ラベルフリー。

 + 直感的で簡便な操作

 + GLP/GMP準拠

 + 3段階のユーザーレベル

 + 測定ツール

 + 2つのライセンスが付属（Control/desktop）

 + 無制限のテンプレート作成（細胞ごとの測定セットアップ）

 + 生データを含む複数の外部出力オプション

 + データベース機能

 + 21 CFR Part 11対応可（オプション）

 + アクティブディレクトリ対応（オプション）

CASYにより可能となった、細胞の包括的なモニタリングをぜひ実感してください。

本製品は研究用です。診断用途には使用できません。
Copyright © 2018 OLS OMNI Life Science GmbH & Co KG. All rights reserved. CASY and OLS are trademarks of OLS OMNI Life Science GmbH & Co KG.


