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Introduction
バイオ・ラッドは、CFX OpusリアルタイムPCRシステムを
発売しました。CFX Opusプラットフォームは、Bio-Rad
CFXリアルタイムPCRシステムの次のモデル群です。前世代
のCFX TouchリアルタイムPCRシステムは堅牢で10年以上に
渡って広く使用されてきました。研究者が新しくCFX Opus
プラットフォームの採用を検討する際には、確立されたワー
クフローの中でシステムが期待通りの性能を発揮することを
保証する作業が必要となります。

現在の適正製造基準 (cGMP) に基づいて作業しているラボで
は、既存のプロトコールや機器のすべての変更を文書化し、
検証しなければなりません。このことを念頭に置き、CFX
Opusプラットフォームを用いた独自の比較試験やブリッジン
グ試験を設定したいと考えている研究者のために、我々は以
下のブリッジング試験をデザインしました。例として、本稿
では CFX Opus 96システム と CFX96 Touchシステムを比較
していますが、CFX Opus 384システム と CFX384 Touch シ
ステムの比較にも同様の研究デザインを使用することができ
ます。

我々は、比較試験を設計するにあたり、米国薬局方 (USP)
(2005, updated 2017) および医薬品規制調和国際会議(ICH)
(2005) のガイドラインを参考にしました。

他にもガイダンスはありますが、これらに基づいて比較試験
やブリッジング試験を行うことが適切な枠組みを提供すると
考えています。ここで紹介するデータは、CFX Opus 96 シス
テムの特定のアプリケーションに焦点を当てたものです。こ

れらのデータは、CFX Opusプラットフォームの完全な機能
を示すものではありません。CFX Opusプラットフォームの
追加仕様は、関連する製品情報シート：Bulletin 7299 (CFX
Opus 96システム) とBulletin 7300 (CFX Opus 384システム)
に掲載されています。

Experimental Design
この比較試験は、あるリアルタイムPCRシステムから別のシ
ステムに移行するラボがテストしなければならない、以下の
特性を比較するように設計されました： 特異性、直線性 (R2)、
範囲、真度、精度、検出限界、定量限界、頑健性、およびシ
ステム適合性。これらの特性の詳細な定義はAppendixに記載
されています。

本試験ではReliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix、
およびZika, Dengue, and Chikungunya (ZDC) リアルタイム
PCRアッセイ (Ma et al. 2019) を用いて、3台のCFX96
Touchシステムと、3台のCFX Opus 96システムを比較しまし
た。3日間にわたって、合計9つの独立した検量線を作成しま
した。各検量線を用いてレプリケートプレートを準備し、そ
れらをCFX96 Touchシステム1台とCFX Opus 96システム1台
でランしました。これらの試験は、それぞれのCFX96 Touch
システムが、各日毎に異なる CFX Opus 96 システムとペア
になるように実施されました。全てのデータ分析は、CFX
Maestro 2.0 ソフトウェアを使用して行われました。CFX
Maestroソフトウェアは、アップグレードされたCFX
Managerソフトウェアであり、発売以来これらのシステムと
共によく使用されているため、このソフトウェアを使用しま
した。
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Abstract
比較試験は、既存のプロトコールおよび／又は装置に変更があった場合には常に必要とされる、製薬およびバイオテク
ノロジー業界では必須の要件です。ブリッジング試験とも呼ばれる、このような試験の目的は、何らかの変更が以前に
承認されたプロセスに悪影響を与えないという分析的な証拠を提供することです。ここでは、特異性 (Specificity)、直
線性 (Linearity)、範囲 (Range)、真度 (Accuracy)、精度 (Precision)、検出限界（LOD: Limit of Detection）、定量限
界（LOQ: Limit of Quantification）、頑健性 (Robustness)、およびシステム適合性 (System Suitability) の面で、新し
い CFX Opus 96 リアルタイムPCRシステムがCFX96 Touchリアルタイム PCR システムと同等であることの証拠を提供
することを目的とした、ブリッジング試験のモデルを示します。
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事前に設定したデータの判定基準は以下の通りです。

• 増幅効率90%以上110%未満、および直線性 (R2)≧0.99
であること。これはKibbey (2017) の値 (直線性: R2 ≥
0.98、傾き: -3.1と-3.8の間) よりもさらに厳しい基準で
す。(Kibbeyの若干緩い基準に対応する増幅効率範囲は
約83%から110%となります。) 直線性と増幅効率の計算
に最も薄い濃度を含めるためには、3回のレプリケート
すべてにおいて標準偏差 (SD) が 0.6 未満でなければな
りません。

• ノーテンプレートコントロール (NTC) の定量サイクル
(以下、Cq) 値が40以上であり、95%のレプリケート (3
レプリケートの3回すべて) でLOD以上の検出があるこ
と。さらに、いずれかのNTCが陽性である場合も、Cq
値はスタンダードの最も低い濃度のCq値以下であって
はならない。スタンダードの最も低い濃度のCq値は 39
を超えてはならない。

これらの基準を組み合わせることで、ZDC アッセイのシステ
ム適合性も定義されます。

Material and Methods
Droplet Digital PCR (ddPCR) で使用するための個々のプライ
マーおよびプローブ (独自配列 ) は、 Integrated DNA
Technologies (IDT) 社から購入しました。ヒトゲノムDNA
(gDNA) はTakara社から購入し、20 µl反応あたり10 ngの最
終濃度で使用しました。ZDC Multiplex RT-PCR Assay (Bio-
Rad Laboratories, Inc., Cat# 12003818) をReliance One-
Step Multiplex RT-qPCR Supermix (Bio-Rad, #12010220)
と共に使用しました。

5 ng/ml Yeast tRNA (Thermo Fisher Scientific、#AM7119)
を含むTris EDTA (TE) バッファーを使用して、ZDCコント
ロールRNAの5倍希釈系列を調製しました。各反応に対して、
内部ポジティブコントロールの合成RNAテンプレートおよび
ヒトgDNAを一定量添加しました。すべての逆転写定量PCR
(RT-qPCR) 反応液は合計 20 µlで、 Reliance One-Step
Multiplex Supermixを用いて調製し、12.5x ZDC Multiplex
PCR Assay Mixを1x最終濃度で使用しました。加えて、
gDNA検出のために RNase P Assay (Cy5.5) (Bio-Rad,
#12004601)を添加しました。反応液を、ホワイトウェルの
Hard-Shell 96 well PCRプレート (Bio-Rad, #HSP9655) に3
レプリケートとして分注し、Microseal ‘B’ シーリングフィル
ム (Bio-Rad, #MSB1001) でシーリングしました。

精製したジカウイルス (ZKV) およびチクングニアウイルス
(CHK) のRNA (Steve OkinoとMichelle Kongからの提供物)
を、デングウイルス (DV) 合成DNAテンプレート (IDTから購
入したgBlocks Gene Fragments) と混合することにより、測
定用サンプルを調製しました。

全ての実験で、以下に示したRT-qPCRプロトコールを実行し
ました：50℃で10分間の逆転写；95℃で10分間の逆転写酵素
不活性化およびポリメラーゼ活性化；および、95℃で10秒間
および60℃で30秒間 (このステップで蛍光測定を実施) を45
サイクル繰り返す。

すべてのデータ解析は、CFX Maestro 2.0 ソフトウェア
(Bio-Rad) を用いて行いました。増幅効率およびCq値は、そ

のチャンネルにおける最大相対蛍光単位（RFU）の10％をそ
の蛍光色素のしきい値に設定することによって得ました。
データはExcel 2013（Microsoft）にエクスポートし、
Analyse-It Method Validation Edition バ ー ジ ョ ン 5.66
（Analyse-It）によって解析しました。

コピー数の決定には、Droplet Digital PCRを使用しました。
Automated Droplet Generator (AutoDG) (Bio-Rad,
#1864101) を使用してドロップレットを調製し、96ウェルの
サーマルサイクラー (Bio-Rad, #1861096) を使用してDNA増
幅を行いました。調製したドロップレットは、QX200
Droplet Digital PCRシステム (Bio-Rad、#1864001) を用い
て測定しました。20 µlのddPCR反応液は、900 nMプライ
マーおよび250 nMプローブを含むOne-Step RT-ddPCR
Advanced Kit for Probes (Bio-Rad, #1864022) を使用して調
製しました。ZKV (FAM) とCHK (HEX) を同じウェルで測定
しました。DV (HEX) は別のウェルで個別に測定しました。

Results and Discussion
最初の試験として、ZDC アッセイに付属のポジティブコント
ロール RNA の希釈系列を調製し、両方の リアルタイムPCR
システム上で複製プレートのランを行いました。各反応には
一定濃度の内部ポジティブコントロールRNAとヒトgDNAを
添加しました。Fig. 1はその結果を示しており、この比較試
験の基礎となるアッセイの視覚的なガイドとしての役割を果
たしています。3種のポジティブコントロールRNAはやや異
なる開始量で存在し、結果として2つののターゲット (ZKVと
CHK) は6点の検量線を示し、3つ目のターゲット (DV) は5点
の検量線を示しました。

Fig. 1 (A) CFX96 Touch システムおよび (B) CFX Opus 96システ
ムを用いた 5 ターゲットマルチプレックス検出結果 Reliance One-
Step Multiplex Supermixを用いて、ZDC Multiplex RT-PCRアッセイ
を行った。ZKV (■ FAM)、CHK (▲ HEX) 、DV (● Texax Red) の
RNAについては直線性が示された。一方、インターナルポジティブコ
ントロール (IPC) の合成RNAテンプレート (● Cy5) およびgDNA (◆
Cy5.5, RNaseP) は一定値を示した。ここでの結果は、各プラット
フォーム上での１回の実行を表すものであり、実験デザインを表現す
る目的で示した。 Cq: 定量サイクル
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今回の比較研究に先立ち、各プラットフォーム内の3台のシ
ステムすべてが比較可能な性能を発揮することを確認するた
め、システム間の同等性を調べました。同一プラットフォー
ムのシステム間の同等性を示すために Bland-Altman検定を
採用しました。サンプル結果は、システム間の予測される許
容範囲 (Limit of Agreement: LOA) 95%とともにFig. 2に示さ
れています。Table 1 には、3 種類の変動する分析対象と 2
種類の固定した分析対象に対する、システム内の併行精度
(Repeatability) の相関係数を示しており、5 つの検出チャン
ネルすべてでシステム内の同等性が認められました。

特異性の判定基準は、NTCのCq値 が 40 以下になってはなら
ないというものでした。この基準は、 CFX96 Touchシステム
(0/27) と CFX Opus 96システム (0/27) の両方で達成されま
した。頑健性は、すべての反応に少量のヒト gDNA を含める
ことで実証されました。

ZKV、CHK、およびDV検出アッセイにおける、直線性、増幅
効率、範囲、LOQ、およびLODに関する結果をTable 2にま
とめました。特に、範囲、LOQ、LODは両プラットフォーム
で同等であると判断されました。3つのアッセイの直線性と
増幅効率は許容範囲内であり、両プラットフォームでほぼ同
等と判断されました。

ZDCアッセイの直線性についての注意事項：我々はコント
ロールRNAの5倍の希釈系列 (混合済み) を使用して、ZKVお
よびCHKに対してはLOQを6点の希釈濃度で決定し、ZKVに
対してはLODを7点の希釈濃度で決定しました。しかし、DV
のテンプレートRNAは他の2つのテンプレートRNAよりも少
し濃度が低かったため、LOQは4点の希釈濃度のみ、LODは5
点の希釈濃度で決定されました。ここで注意すべき重要な点
は、ICHガイドラインでは、直線性の決定には5点の希釈濃度
の使用を推奨していることです。CHKのLODに関しては、最
も薄い濃度では各プラットフォームの全ウェルの 84％と
88％でしか陽性の結果が得られていないため、CHK の LOD
は LOQ と同じとなりました。この最も薄い希釈濃度では必
要とされる95%の検出率が得られなかったため、これをLOD
として主張することはできず、真のLODを決定するためには、
異なる希釈系列での追加試験が必要となります。

Fig.2 Bland-Altman LOAプロットを使用した、(A) CFX96 Touch
システム (FAM) と (B) CFX Opus 96システム (HEX)間のプラット
フォーム同等性の実証結果 青の破線はシステム間の 95% LOA を表
し、実線は平均値を表す。この平均値はシステムの平均バイアスの推
定値である。Cq: 定量サイクル

Table 1 5つのチャネルすべてのデータを用いたDeming回帰分析
によって実証された、各プラットフォームの3台のシステムの同等性

Table 2 CFX96 TouchシステムとCFX Opus 96システムの直線性、
増幅効率、LOQ、LODのサマリー
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Table 2に示された結果は、両プラットフォームの間に実質的
に差がないことを示しました。

我々は、精度を調べるために数日間に渡って試験を実施し、
併行精度を調べるために各日に各プラットフォームの3つの
システムの試験を実施し、その結果をTable 3 に示しました。
室内再現精度 (Intermediate Precision) は、複数日にわたる
試験、毎日3つの独立した検量線を作成すること (ユーザー間
のばらつきをシミュレートするため) 、試験に用いる各シス
テム3台すべてを使用することをもって、この研究に組み込
まれています。IPC濃度は日によって変動したため、IPCの室
内再現精度は計算していません。IPCの目的は、存在/不在
コールを確認することであり、高い精度のCq値を必要としま
せん。ここで観察された濃度の変動は、他の分析対象の精度
には影響しません。

相対バイアスとして表現される両CFXプラットフォームの真
度は、既知のコピー数 (Droplet Digital PCRによる) の対象物
を検量線に対して測定することによって決定されました。試
験範囲における平均バイアスは、CFX Opus 96 システムでは
6.3%、CFX96 Touch システムでは 11.3%でした。Fig. 3に
FAM、HEX、および Texas Red チャンネルでの研究期間中
のすべての測定値の回帰分析結果を示しました。結果として
得られた傾きは95%信頼区間 (95% CI) 内にあり、両プラット
フォームが同等であるという仮説が許容できることを示して
います。全体として見ると、ここに示されたデータもまた、
両プラットフォーム上での本アッセイの適合性を支持してい
ます。

Fig. 3 全チャンネルの測定値のDeming回帰分析結果 A, FAMチャンネル：傾き＝ 0.9988 (95％CI: 0.9800 to 1.018) ;  B, HEXチャンネル: 傾
き＝ 1.000 (95% CI: 0.9923 to 1.008) ; C, Texas Redチャンネル: 傾き＝ 0.9981 (95% CI: 0.9699 to 1.026) 。各プラットフォームの3台のシス
テム上で3日間にわたって行った、独立したラン9回のトリプリケート測定の結果を分析した。Cq: 定量サイクル

Table 3 1回の入力から計算したCFX Opus 96システムおよびCFX96 Touchシステムの精度。各CFXリアルタイムPCRシステムについて、N 
= 27（3台の個別ユニット×3日間×3回の観察）の測定を行った。
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Conclusion
本稿では、CFX96 TouchシステムからCFX Opus 96 システ
ムへの置き換え、またはシステムの補完を希望するラボのガ
イドとして、比較試験を実施しました。USP および ICH ガ
イドラインに記載されている性能特性の評価によって、装置
の比較可能性を検討しました。ブリッジング試験の結果、2
つの qPCR プラットフォーム間の同等性が実証されました。

この研究は、必要に応じて追加の特性に対応した修正を加え
ることができる、モデル研究として参照することができます。
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Appendix:特性の定義
以下の定義は、ICH (2005)、USP (2017)、US FDA (2020)
のガイドラインからまとめたものです。

真度 (Accuracy) ― 結果、または一連の測定値の平均の、真
の値への近さ。

検出限界 (LOD) ― 取り決めた信頼性の水準において、統計
的にブランクと異なると判断できる最低濃度のレベル。サン
プルとブランクの分析から決定されます。

定量化限界 (LOQ) ― これ以上であれば、許容できる真度と
精度をもって、定量結果を決定できるという水準。

直線性 (Linearity) ― 与えられた範囲内において、ある手法
が分析対象物の濃度に正比例した結果を出す能力。

精度 (Precision) ― 繰り返しの測定値のセットを比較した際
の、値の一致度。精度は必ずしも真の値を指すわけではあり
ません。試験結果の精度は、標準偏差や信頼限界などの統計
的手法で記述されます。併行精度 (Repeatability) とは、短期
間での同じ動作条件における精度を表します。室内再現精度
(Intermediate precision) とは、異なる日、異なる分析者、異
なる機器など、試験室内の変動の中での精度を表します。室
間再現精度 (Reproducibility) とは、試験室間における精度を
表します。

範囲 (Range) ― 分析手順が許容可能なレベルの真度、精度、
直線性を持つことが実証されている、サンプル中の分析対象
物の上限濃度と下限濃度の間隔。

頑健性 (Robustness) ― 分析手順が、パラメーターの小さな、
しかし意図的な変動に影響されない能力。これは、通常の使
用における、その分析手順の信頼性の指標を提供します。

特異性 (Specificity) ― 不純物、分解生成物、またはその他
の成分が存在すると想定される場合に、分析対象物を明確に
評価する能力。

システム適合性 (System suitability) ― システム適合性試験
は、多くの分析手順の不可欠な部分です。この試験は、分析
される機器、電子機器、分析操作、およびサンプルが、それ
自体で評価可能な統合システムを構成しているという概念に
基づいています。ある特定の手順のために確立されるシステ
ム適合性試験パラメーターは、検証を行う手順の種類によっ
て異なります。詳細については、Pharmacopoeias (薬局方)
を参照してください。

本資料は、Bulletin 7444 (英語)の日本語翻訳版です。
元データはbio-rad.comよりBulletin 7444をご参照ください。
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