
フローサイトメーター標準粒子 
 
体外診断用医薬品 
 
使用目的 
Flow-Set Pro Fluorospheres は、蛍光ミクロスフェ
アの懸濁液であり、Navios™ または FC 500 フロ
ーサイトメーター標準化の補助剤として使用さ
れます。 
 
概要と説明 
フローサイトメーターによる測定では、細胞の
サイズは光散乱特性の測定により決定され、細
胞の免疫学的マーカー診断は、蛍光色素で標識
される特異抗体により定義されます。それによ
り、フローサイトメーターの光散乱と蛍光パラ
メータを標準化して毎日の最適装置性能を確実
にすることが重要となります。光散乱強度、蛍
光強度および最適流体力学的絞込みを標準化す
るための蛍光粒子の使用は広く一般に受け入れ
られています。T

1-3 T

 

 
装置の標準化は、テスト検体を測定するために
使用される同じ検出設定で実施される必要があ
ります。 T

1 T各検査室は、独自に装置の最適な装
置設定を決定し、毎日の値を確立する必要があ
ります。T

1 T蛍光粒子は、以下の 3種類のフローサ
イトメーターのパラメータを標準化するために
使用することができます。光散乱強度、蛍光強
度および最適流体力学的絞込み。これらの装置
パラメータは、蛍光粒子が検査室とアプリケー
ション別の装置設定を使用してテストされる場
合に、前方散乱 (FS)、側方散乱 (SS)、蛍光強度、
分散のピーク半値係数 (HPCV) を決定することに
より、標準化することができます。装置性能は、
蛍光粒子のそれぞれ希望する測定項目の値を取
得するために必要な装置設定を測定することに
より、毎日モニターすることができます。 
 
テストの原理 
この試薬はフローサイトメーターの能力により、
粒子径を検出し、多様な波長で蛍光信号を検出
します。Flow-Set Pro Fluorospheres は、均一した
安定サイズの蛍光強度のある蛍光粒子の懸濁液
です。これらの製品の測定項目の安定性により、
ヒト白血球の定量測定に使用される光散乱と蛍
光強度の装置設定を標準化することができます。 
 
試薬 
Flow-Set Pro Fluorospheres、 

 A63492 - 3 x 10 mL バイアル 
 
試薬含有物 
Flow-Set Pro Fluorospheres は、1 x 10 T

6 T蛍光粒子/mL
（公称濃度）に界面活性剤と保存剤を含む水性
培地で懸濁された 3 µm（公称直径）のポリスチ
レン蛍光粒子で構成されています。蛍光粒子内
に含まれる色素の蛍光発光は、それぞれ 488 nm、

633-638 nm および 405 nm のレーザーで励起され
た場合、515-800 nm、640-800 nm および 400-500 nm 
の範囲に及びます。 
 
警告情報の記載 
1. 本製品は、懸濁培地内でのみ使用する必要
があります。有機溶剤または高イオン強度
溶液を追加すると、不可逆的な増大または
蛍光粒子の凝集が起こる場合があります。 

2. 蛍光粒子は長時間で定着します。ご使用の
前に蛍光粒子が完全に再懸濁していること
を確認してください。 

3. 蛍光粒子を保管している間は、光に当てな
いでください。 

4. バイアルのラベルに記載されている使用期
限を過ぎている蛍光粒子は使用しないでく
ださい。 

5. 3 時間を超えて試験管に分注されている蛍光
粒子は使用しないでください。 

6. 本試薬の取り扱いには、医薬品安全性試験
実施基準 (GLP) を適用してください。 

 
保管条件 
本試薬は、2 ～ 8 ℃で保管された場合、バイア
ルのラベルに記載されている使用期限まで安定
しています。凍結しないでください。光照射は
最小限にしてください。開封バイアルの安定性
は 65 日間です。開封バイアルは使用後、冷却
装置に入れる必要があります。試験管に分注さ
れた蛍光粒子は 3 時間後に廃棄する必要があり
ます。 
 
劣化の兆候 
総ポピュレーションの 20 % 超を含む 2 次蛍光ポ
ピュレーションの出現は、劣化の兆候である場
合があり、その製品を使用しないでください。 
 
試薬調製 
Flow-Set Pro Fluorospheres は、ご使用の前に十分
混和する必要があります。試験管の検体は、ご
使用の前にボルテックスする必要があります。
3 時間を超えて試験管に分注されている蛍光粒
子は使用しないでください。その他の検体の調
製は必要ありません。 
 
手順 
同梱物 
Flow-Set Pro Fluorospheres、 

 A63492 - 3 x 10 mL バイアル 
 
必須であるが同梱されていないもの 
適切なサイズの試験管  

フローサイトメーター 

ボルテックスミキサー 
 
目標チャネルおよび高電圧 (HV) とゲイン
のレンジの確立手順 
 
注記：この手順を使用して、試薬アプリケーシ
ョンを標準化するための蛍光パラメータおよび/
または光散乱パラメータの目標チャネルと HV 
および/またはゲインのレンジを確立します。ベ
ックマン・コールターの自動フローサイトメト
リー IVD システムをご使用している場合、目標
レンジは このキットに含まれているアッセイシ
ートのそれぞれのロットに提供されていますの
で確立する必要はありません。 
 
1. フローサイトメーターが最適にアライメン
トされていることを確認します。 

2. 製造元により推奨されているフィルタセッ
トを使用して、測定する蛍光パラメータを
検出します（装置のオペレーターズガイド
または試薬パッケージのインサートシート
を参照してください）。 

3.  
a. 蛍光パラメータおよび/または光散乱パラ

メータの範囲に関して： 
適切なテスト プロトコルを使用し、陰性
の蛍光ポピュレーションを含む着色され
た検体を測定し（例、同形のコントロー
ル）、前方散乱 (FS)、側方散乱 (SS) の高
電圧とゲインを調整して細胞集合の分解
能を最適化します。適切な蛍光粒子 (HV) 
を調整して、マイナスの蛍光を最初のデ
ィケードの終わりに位置づけます。FS、
SS、および蛍光パラメータの装置設定を
記録します。 

b. CD45 ゲートに関して： 
適切なテスト プロトコルを使用し、CD45 
を含むモノクローナル抗体試薬で着色さ
れた検体を測定します。側方散乱 (SS) と 
CD45 の蛍光高電圧およびゲインを調整し
て、すべての白血球集合の分解能を最適
化します。SS および CD45 パラメータの
装置設定を記録します。蛍光高電圧のス
テップ 3a で確立されている検査室の値も
記録する必要があります。 

4. それぞれ希望する光散乱およびログ蛍光パ
ラメータについての単一パラメータヒスト
グラムの蛍光粒子プロトコルを作成します。
FS ヒストグラム領域を、SS とログ蛍光ヒス
トグラムのゲートとして割り当てます。そ
れぞれのヒストグラム内にリニア領域（カ
ーソル）を作成します（図 1 参照）。 

5. 上記ステップ 3 で決定した装置設定を入力し
ます。すべての蛍光パラメータに対し、色
補正を 0% に設定します。蛍光パラメータ上
の 10,000 イベントにストップを設定します。 

6. Flow-Set Pro Fluorospheres のバイアルをしっか
り混和します。Flow-Set Pro Fluorospheres を  
15 ～ 20 滴（約 0.5 mL）試験管に分注します。 

 
重要：汚染と劣化を避けるためには、3 時間を
超えて試験管に分注されている蛍光粒子は使用
しないでください。 
 
7. 蛍光粒子の検体をボルテックスし測定します。 
8. 必要に応じて FS 領域を調整し、蛍光粒子の
メイン ポピュレーションを含みます。必要
に応じて FS 識別子を十分なローレベルに調
整し、メインの FS ポピュレーションを表示
できるようにします。すべての希望する測
定項目について、ポピュレーション ピーク
に交差するようにカーソルが配置されてい
ることを確実にします。 

9. すべての希望する測定項目について、X モー
ド（蛍光強度）を記録します。 

10. 20 個のデータ点が収集されるまで、ステッ
プ 4 を除外し、ステップ 3 から 9 を繰り返し
ます。最低 5 日間は装置のウォーミングアッ
プとアライメントを行った後で、さまざま
な時間間隔でデータを収集（必ずステップ  
9 に記述されている設定を記録し）します。
20 個のデータ点が収集され、記録されたら、
希望する測定項目について X モード値の平
均を計算します。それらが目標値となりま
す。標準化のためのアプリケーション定義
ウィザードへの、これらの確立されている
目標値の入力方法に関しては、適用可能な
装置のオペレーターズガイドを参照してく
ださい。領域の幅設定についてのガイドラ
インは、適用可能な装置のオペレーターズ
ガイドに記述されています。それぞれの測
定項目の HV および/またはゲインのレンジの
平均 ±2SD または ±1% レンジ（どちらか大き
い方）を計算して記録します。 

11. 平均 ±2SD または ±1% レンジを使用して、そ
れぞれ希望する測定項目の Levey-Jennings チ
ャートを作成します。 
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12. 値の 95% は、それぞれの測定項目の HV およ
び/またはゲインのレンジの ±2SD または ±1% レ
ンジ（どちらか大きい方）の範囲以内でな
ければなりません。 

13. 異なる装置設定を必須としているそれぞれ
の新しいアプリケーションについて、ステ
ップ 1～12 を繰り返し、随時重要な変更が散
乱または蛍光信号に行われます（光電子増
倍管交換、レーザーアライメントなど）。 

14. 蛍光パラメータおよび光散乱パラメータの
目標チャネルレンジと装置の HV および/また
は ゲインのレンジを確立した後、装置の日
次標準化手順を実施します。 

 
装置の日次標準化手順 
1. フローサイトメーターが最適にアライメン
トされていることを確認します。 

2. 測定する蛍光パラメータの検出に推奨され
ているフィルタセットを使用します（装置
のオペレーターズガイドまたは試薬パッケ
ージのインサートシートを参照してくださ
い）。 

3. 測定のための Flow-Set Pro Fluorospheres プロト
コルを選択します（目標チャネルおよび高
電圧とゲインのレンジの確立手順のステッ
プ 4 を参照してください）。 

4. Flow-Set Pro Fluorospheres のバイアルをしっか
り混和します。 

5. Flow-Set Pro Fluorospheres を 15 ～ 20 滴（約  
0.5 mL）試験管に分注します。 

 
重要：汚染と劣化を避けるためには、3 時間を
超えて試験管に分注されている蛍光粒子は使用
しないでください。 
 
6. 蛍光粒子の検体をボルテックスし測定しま
す。 

7. オートセットアップを実行している場合、
装置のオペレーターズガイドに従い適切な
オート調整を確認してください。マニュア
ルの標準化プロトコルを実行している場合、
装置設定を調整し、各蛍光粒子のピークを
貴施設の基準範囲として決定されている目
標レンジ内に配置します（目標チャネルと
HV および/またはゲインのレンジの確立手順
を参照）。 

8. それぞれの測定項目の X モード（蛍光強度）
と HV および/またはゲインのレンジをデイリ
ーログに記録します。 

9. それぞれ希望する測定項目の HV 値および/ま
たはゲイン値を各レビージェニングス 
(Levey-Jennings) のグラフにプロットします。 

10. 値の 95% は、それぞれの測定項目の HV およ
び/またはゲインのレンジの ±2SD または ±1% レ
ンジ（どちらか大きい方）の範囲以内でな
ければなりません。値がこのレンジ外で推
移する場合、トラブルシューティングのセ
クションを参照してください。 

11. 毎日、ステップ 1～10 を繰り返します。 
 
ロット間確認の手順 
 
注記：Flow-Set Pro Fluorospheres のロットを変更
する場合は、この手順を使用します。検査室で
確立した手順に従い、新旧のロットを並行して
測定し、新しいロットの平均目標チャネルと HV 
および/またはゲインのレンジを決定します。ベ
ックマン・コールターの自動フローサイトメト
リー IVD システムをご使用している場合、ロッ
ト間確認を実施する必要はありません。特定ロ
ットに適用可能なターゲット値のための、アプ
リケーションの目標設定表を参照してください。 
1. フローサイトメーターが最適にアライメン
トされていることを確認します。 

2. 測定する蛍光パラメータと光散乱パラメー
タの検出に推奨されているフィルタセット
を使用します（装置のオペレーターズガイ

ドまたは試薬パッケージのインサートシー
トを参照してください）。 

3. 現在検査室で使用されている標準化プロト
コルを選択します。Flow-Set Pro Fluorospheres 
の現在のロットを使用し、日次標準化手順
を実施します。それぞれの測定項目の X モ
ード（蛍光強度）と HV および/またはゲイン
のレンジを検査室の現在のデイリーログに
記録します。 

4. Flow-Set Pro Fluorospheres の新しいロットのバ
イアルをしっかり混和します。 

5. Flow-Set Pro Fluorospheres の新しいロットを  
15 ～ 20 滴（約 0.5 mL）試験管に分注します。 

 
重要：汚染と劣化を避けるためには、3 時間を
超えて試験管に分注されている蛍光粒子は使用
しないでください。 
 
6. 蛍光粒子の検体をボルテックスし測定します。 
7. 上記のステップ  3 と同じ設定を使用して 

Flow-Set Pro Fluorospheres の新しいロットを測
定します。すべての希望する測定項目につ
いて、ポピュレーション ピークの周辺に領
域が配置されていることを確実にします。 

8. すべての希望する測定項目について、X モー
ド（蛍光強度）を記録します。 

9. 適切な数の繰り返しが完了され記録された
ら、平均 X モードを計算して記録し、装置
のオペレーターズガイドに従い、それぞれ
の測定項目の目標レンジを決定します。 

10. 新しい目標チャネルを Flow-Set Pro Fluorospheres
のプロトコルに移します。必要に応じ、領
域の位置を調整して新しい目標チャネルを
反映させます。標準化のためのアプリケー
ション定義ウィザードでの確立されている
これらの目標値の修正方法に関しては、適
用可能な装置のオペレーターズガイドを参
照してください。領域の幅設定についての
ガイドラインは、適用可能な装置のオペレ
ーターズガイドに記述されています。 

11. 装置の日次標準化手順を実施する場合は、
新しい目標レンジを使用します。 

 
制限事項 
1. 装置設定は、使用している検体調製メソッ

ドに従いバラツキがあり、それに従い設定
する必要があります。各検査室は、使用す
る各装置、各検体調製および各蛍光色素の
独自の基準範囲を決定する必要があります。 

 
トラブルシューティング 
1. 検体が希釈または汚染されていないことを
確実にします。 

2. Flow-Set Pro Fluorospheres が適切に混和されて
いることを確認します。 

3. シースフィルタに過剰な泡があるかどうか
をチェックします。詰まりまたは泡の疑い
がある場合、サンプルラインを洗い流すか
プライミングします。 

4. 他のトラブルシューティング手順について
は、装置のオペレーターズガイドを参照し
てください。 

5. FS 識別子が適切に設定されて、3 µm の蛍光
粒子のメイン ポピュレーション全体が表示
されていることを確認します。 

6. 5% を超える値がレンジ外であり、ゲイン調
整が発生した場合、検査室の基準範囲を確
立する必要がある場合があります。目標チ
ャネルおよび高電圧とゲインのレンジの確
立手順を参照してください。 

 

参考文献 
1. Enumeration of Immunologically Defined Cell 

Populations by Flow Cytometry; Approved Guideline-
Second Edition. 2007. CLSI document H42-A2. 

2. Guideline for flow cytometric immunophenotyping:  
A report from the National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases, Division of AIDS. 1993. 
Cytometry, 14:702-715. 

3. Guidelines for Performing Single-Platform Absolute 
CD4+ T-Cell Determinations with CD45 Gating for 
Persons Infected with Human Immunodeficiency Virus. 
January 31, 2003. MMWR 2003; 52 (No. RR-2):1-15. 

 
製品 
Flow-Set Pro Fluorospheres、 

 A63492 - 3 x 10 mL バイアル 
 
商標 
Beckman Coulter のロゴ、Flow-Set および Navios は、
Beckman Coulter, Inc. の商標です。 
 
ご不明な点や製品の不具合に関しましては、ベ
ックマン・コールター  カスタマーサービス  
800-526-7694（米国またはカナダ）または最寄り
のベックマン・コールター代理店にお問い合わ
せください。 
 

 
Beckman Coulter, Inc. 
250 S. Kraemer Blvd. 
Brea, CA 92821 
www.beckmancoulter.com 

 
製造販売元: ベックマン·コールター株式会社 
東京都江東区有明三丁目5番7号 
TOC有明ウエストタワー 
 

 
Beckman Coulter Ireland Inc. 
Mervue Business Park, 
Mervue, Galway, 
Ireland (353 91 774068) 
 
Printed in USA 
Made in USA 
 
© 2010 Beckman Coulter, Inc.  
無断転載を禁ず。 
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図１：Flow-Set Pro Fluorospheres を使用して、10 カラー測定のフローサイトメーターを標準化している装置プロトコルの例。 
 

 
[未ゲート化] 

 

 

 
[FS PRO 上でゲート化] 

 

 

 
[FS PRO 上でゲート化] 
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