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(57)【要約】
　本発明は、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別する
ための医用画像解析方法に関し、本方法は、
　第１のデジタル画像（２２３）および第２のデジタル
画像（２２２）をメモリ中に読み込むステップであって
、
　　第１および第２のデジタル画像は、第１のスライド
グラスの同じエリアを描写し、
　　第１のスライドグラスは、第１の染色剤によって、
および第２の染色剤によって染色されている多数の腫瘍
細胞を含み、
　　第１の染色剤は、細胞核を選択的に染色し、第２の
染色剤は、特定のバイオマーカーを選択的に染色し、腫
瘍細胞中のバイオマーカーの有無および／または量が、
特定のがんサブタイプに属する腫瘍細胞を示す、ステッ
プと、
　第１のデジタル画像中で光強度を解析することによっ
て複数の細胞核および前記細胞核の位置情報を識別する
ステップと、
　第２のデジタル画像中で光強度を解析することによっ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別するための医用画像解析方法であって、
　第１のデジタル画像（２２３）および第２のデジタル画像（２２２）をメモリ中に読み
込むステップであって、
　　前記第１および第２のデジタル画像は、第１のスライドグラスの同じエリアを描写し
、
　　前記第１のスライドグラスは、第１の染色剤によって、および第２の染色剤によって
染色されている多数の腫瘍細胞を含み、
　　前記第１の染色剤は、細胞核を選択的に染色し、
　　前記第２の染色剤は、特定のバイオマーカーを選択的に染色し、腫瘍細胞中の前記バ
イオマーカーの有無および量が、特定のがんサブタイプに属する腫瘍細胞を示し、
　　前記第１のデジタル画像の光強度値が、前記腫瘍細胞中の前記第１の染色剤の量と相
関し、
　　前記第２のデジタル画像の光強度値が、前記腫瘍細胞中の前記第２の染色剤の量と相
関する、ステップと、
　複数の細胞核および前記細胞核の位置情報を前記第１のデジタル画像中の前記光強度を
解析することによって識別するステップと、
　前記バイオマーカーを含む細胞膜を、前記第２のデジタル画像中の前記光強度を解析す
ることによって、および前記識別された細胞核の前記位置情報を解析することによって識
別するステップと、
　前記エリア中でバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別するステップであって、
　　バイオマーカー陽性の腫瘍細胞は、１つの識別された細胞核と前記識別された細胞核
を囲繞する１つの識別された細胞膜の組み合わせである、ステップとを含む、医用画像解
析方法。
【請求項２】
　前記方法は、がんサブタイプ分けのために使用され、
　前記方法は、
　スコアを計算するステップであって、前記スコアは、前記エリア中に含まれる識別され
たバイオマーカー陽性の腫瘍細胞に属する識別された細胞膜の光強度値の導関数であり、
前記スコアは、前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞中の前記バイオマーカーの
量を示す、ステップと、前記スコアを出力するステップとをさらに含む、および／または
　前記エリア中に含まれる前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を自動的にカウ
ントするステップと、前記カウント結果を出力するステップとをさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記計算されたスコアは、識別された細胞膜の光強度値および細胞質構造の光強度値の
導関数である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のスライドグラスの前記エリアは、前記第１のスライドグラスの全部の表面で
ある、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のスライドグラスの前記エリアは、前記第１のスライドグラスの１つまたは複
数の手作業で、または自動的に選択される部分からなる、請求項１から４のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のスライドグラスは、全腫瘍組織切片を含む、請求項１から５のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の染色剤は、核酸を選択的に染色する染色剤、たとえばヘマトキシリンである
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、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の染色剤は、３、３’－ジアミノベンジジン（ＤＡＢ）である、請求項１から
７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記バイオマーカーは、肝細胞成長因子受容体（ｃＭＥＴ）またはＨＥＲ２またはＥＧ
ＦＲである、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のスライドグラスから画像データを取得するステップであって、
　　前記画像データは、マルチスペクトル未処理ピクセルを含む、ステップと、
　スペクトルデコンボリューション演算を適用することによって前記マルチスペクトル未
処理ピクセルをスペクトル分離し、それによって前記第１のデジタル画像および前記第２
のデジタル画像を生成するステップとをさらに含む、請求項１から９のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１１】
　第２のスライドグラスのさらなるデジタル画像をメモリ中に読み込むステップであって
、
　　前記第１のスライドグラスは、腫瘍組織の第１の組織切片中に含まれた腫瘍細胞を含
み、
　　前記第２のスライドグラスの腫瘍細胞は、前記腫瘍組織の第２の組織切片中に含まれ
、
　　前記第１および第２の組織切片は、隣接したひと続きの組織切片であり、
　　前記さらなるデジタル画像は、医療注釈を含む、ステップと、
　前記さらなるデジタル画像を前記第１および／または第２のデジタル画像に自動的にマ
ッピングするために、前記さらなるデジタル画像の光学的特徴を前記第１または第２のデ
ジタル画像の光学的特徴と自動的に比較するステップと、
　前記さらなるデジタル画像の前記注釈を前記マッピングされた第１および／または第２
のデジタル画像中の対応する領域に自動的に移動させるステップとをさらに含む、請求項
１から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　非腫瘍細胞の細胞核を識別するために、前記第１のデジタル画像中で前記識別された細
胞核のスペクトルおよび／または形状特徴を自動的に解析するステップ、および／または
非腫瘍細胞の細胞核を識別するために、前記第２のデジタル画像中で前記識別された細胞
膜のスペクトルおよび／または形状特徴を自動的に解析するステップと、
　前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞についてスコアを計算する前に、および
／またはその数をカウントする前に、その細胞核または細胞膜が非腫瘍細胞の構成要素と
識別されたすべての識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を除去するステップとをさ
らに含む、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　第１のデジタル画像中の前記光強度を解析することによる前記細胞核の同定は、
　セグメンテーション、閾値化および／または放射相称ベースの細胞核検出アルゴリズム
を前記第１のデジタル画像中の前記光強度に対して自動的に適用するステップを含む、請
求項１から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記細胞膜の同定は、
　前記第２のデジタル画像中で前記バイオマーカーを含む物体を識別するために、および
前記バイオマーカーを含む前記識別された物体を示す中間画像（３２４）を出力するため
に、前記第２のデジタル画像に対して隆起検出アルゴリズムを適用するステップと、
　前記第２のデジタル画像に対して閾ベースのセグメンテーションアルゴリズムを適用す
ることによって前記第２のデジタル画像（２２２）から、および前記識別された細胞核の
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前記位置情報から２進法改善マスク（３３３）を生成するステップであって、
　　前記２進法改善マスク中で、その強度が前記セグメンテーションアルゴリズムの閾よ
り小さく、かつ前記識別された細胞核のいずれかの１つからの最大距離の外側に位置する
すべてのピクセルが、マスクピクセルである、ステップと、
　前記中間画像に前記２進法改善マスクをマッピングし適用し、それによってマスクピク
セルにマッピングされた前記中間画像中のピクセルのすべての強度値を取り除く、または
マスクするステップであって、
　　前記マスクの前記適用の結果は、前記バイオマーカーを含み、かつ前記識別された細
胞核のいずれかからの最大距離内に位置する物体を選択的に示す、マスクされた画像の生
成である、ステップと、
　前記細胞膜を識別するために前記マスクされた画像に対して流域セグメンテーションア
ルゴリズムを適用し、それによってマスクされていないピクセルの強度値を入力として選
択的に取る、ステップと、
　改善された画像（３３５）を任意選択で出力するステップであって、
　　前記改善された画像は、前記中間画像（３２４）の派生物であり、前記識別された細
胞膜を含む、ステップとを含む、請求項１から１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記流域セグメンテーションアルゴリズムの適用は、
　前記中間画像（３２４）に前記第１のデジタル画像中で前記識別された細胞核をマッピ
ングするステップと、
　前記マッピングされ識別された細胞核のまわりで整合したリングまたはダム構造を識別
する目的でマスクされていないピクセルに対してマーカーベースの流域セグメンテーショ
ンアルゴリズムを適用するために、流域マーカーとして前記マッピングされ識別された細
胞核のそれぞれを使用し、前記識別されたリングまたはダム構造を前記識別された細胞膜
として使用するステップとを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記バイオマーカーを含むいずれかの種類の物体を識別するための前記隆起検出アルゴ
リズムは、
　前記第２のデジタル画像中の各ピクセル（Ｐ）について、１セットの隣接するピクセル
の強度値を識別するステップと、
　前記ピクセル（Ｐ）の前記強度が前記１セットの隣接するピクセルの前記強度値に関し
て局所的最大値である場合、前記ピクセル（Ｐ）が前記バイオマーカーを含む物体を表す
と決定するステップとを含む、請求項１４から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記閾ベースのセグメンテーションアルゴリズムは、Ｏｔｓｕセグメンテーションアル
ゴリズムである、請求項１４から１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記２進法改善マスク（３３３）の生成は、
　前記第２のデジタル画像中で近似の細胞サイズの細胞の斑点を識別し、前記識別された
細胞の斑点の幾何学的中心を決定し、前記決定された幾何学的中心を追加で識別された細
胞核として使用するステップと、および／または
　非腫瘍細胞の細胞核から生じた細胞核の斑点を識別するために、前記第１のデジタル画
像中で細胞核の斑点の形態学的な解析を実施し、前記識別された細胞核の斑点から導かれ
たすべての識別された細胞核を除去するステップと、および／または
　そのサイズが解析される腫瘍細胞の通常の細胞核の直径の予め定めた割合より小さい直
径に相当する細胞核の斑点を識別するために、前記第１のデジタル画像中で前記細胞核の
斑点のサイズ解析を実施し、前記識別された細胞核の斑点から導かれたすべての識別され
た細胞核を除去するステップと、および／または
　前記細胞核の斑点が、その全光強度が第１の強度閾より低い前記第１のデジタル画像の
第１の画像区画中に位置する場合、さらに、前記第２のデジタル画像の対応する第２の画
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像区画の全光強度が第２の強度閾より低い場合、前記第１のデジタル画像中で識別された
細胞核の斑点から導かれたすべての識別された細胞核を除去するステップとを含む、請求
項１４から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記細胞膜の同定は、スポーク検出アプローチとして実施され、
　前記スポーク検出アプローチは、
　前記第１のデジタル画像中で識別された前記細胞核を前記第２のデジタル画像にマッピ
ングするステップと、
　前記第２のデジタル画像中で前記マッピングされ識別された細胞核のそれぞれについて
、前記第２のデジタル画像中において前記マッピングされた細胞核の中心と前記中心から
放射状に延びる線に沿ったピクセルとの間で相対強度差を評価するステップであって、
　　前記評価は、前記マッピングされ識別された細胞核の前記細胞膜を識別するために実
行される、ステップとを含む、請求項１から１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記マッピングされ識別された細胞核のそれぞれについての前記細胞膜の同定は、
　１セットの線を前記識別されマッピングされた細胞核の前記中心にマッピングするステ
ップであって、
　　前記線のそれぞれが前記中心から始まり、最大長さの閾まで外側に放射状に延びる、
ステップと、
　第１の強度閾（Ｔ１）および第２の強度閾（Ｔ２）を設けるステップと、
　前記線のそれぞれについて、前記第２のデジタル画像中で最大強度値を決定するステッ
プと、
　前記細胞核の前記中心から延びるすべての線に関して識別されたすべての最大強度値の
メジアン（ＭｅｄｉａｎＭａｘ＿Ｉ）を決定するステップであって、
　　前記線のそれぞれについて、前記第２のデジタル画像中で最小強度値を決定し、
　　前記細胞核の前記中心から延びるすべての線について識別されたすべての最小強度値
のメジアン（ＭｅｄｉａｎＭｉｎ＿Ｉ）を決定し、
　　前記第２のデジタル画像中で前記マッピングされ識別された細胞核の前記中心の強度
（Ｃｅｎｔｅｒ＿Ｉ）を決定する、ステップと、
　ＭｅｄｉａｎＭａｘ＿Ｉが前記中心の前記決定された強度（Ｃｅｎｔｅｒ＿Ｉ）より大
きい少なくとも前記第１の強度閾（Ｔ１）である場合、かつすべての最小強度値の前記メ
ジアンが、前記中心の前記決定された強度（Ｃｅｎｔｅｒ＿Ｉ）より小さいせいぜい前記
第２の強度閾（Ｔ２）である場合のみ、前記線のそれぞれの中で、前記線内で最大強度値
を有する隣接する１セットのピクセルを細胞膜の一部分として識別するステップと、
　前記細胞膜の一部分として識別された前記１セットのピクセルを追加のピクセルで補完
するステップであって、
　　前記追加のピクセルは、前記識別された１セットのピクセルの未接続サブセットを接
続する、ステップと、
　前記補完された１セットのピクセルを前記マッピングされ識別された細胞核の前記識別
された細胞膜として戻すステップとを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記スコアは、膜完全性スコアであり、
　前記膜完全性スコアの計算は、
　前記第２のデジタル画像中で各識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞それぞれにつ
いて、ピクセルの周辺ベルトを識別するステップであって、
　　前記ピクセルの周辺ベルトは、前記識別された細胞膜に沿って中心を置く、ステップ
と、
　前記第２のデジタル画像中で各識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞について、そ
の光強度が強度閾値を超えるピクセルの前記ベルト中のピクセルの割合を決定するステッ
プであって、
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　　前記割合は、前記識別された膜の完全性を示す、ステップと、
　その決定された割合が、前記細胞の前記細胞膜が不完全であると識別されたことを示す
場合、前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を任意選択で除去するステップとを
含む、請求項２から２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ベルトの厚さが前記第１のスライドグラスの１μｍをカバーするように、ピクセル
の予め定めた数が選ばれる、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記スコアは、膜強度スコアであり、
　前記膜強度スコアの計算は、
　前記第２のデジタル画像中で各識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞それぞれにつ
いて、前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞の前記識別された細胞膜内に位置決
めされた、および／または前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞の前記識別され
た細胞膜によって囲繞された細胞質の領域内に位置するすべてのピクセルの光強度を測定
するステップと、
　前記腫瘍細胞が属するがんタイプを予測するために、および／または病気進行を予測す
るために、すべての前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞の少なくとも１つの予
め定めた割合の前記測定された光強度を１つまたは複数の閾値と比較するステップとを含
む、請求項２から２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　請求項１から２３のいずれか一項に記載の方法を実施するプロセッサによって実行可能
なデジタル的にコード化された命令を格納する有形の非一時的な記憶媒体。
【請求項２５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されるメモリであって、
　　前記メモリは、前記プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに動作を実
施させるコンピュータ可読命令を格納するものである、メモリとを含み、
　前記動作は、
　第１のデジタル画像および第２のデジタル画像をメモリ中に読み込むことであって、
　　前記第１および第２のデジタル画像は、第１のスライドグラスの同じエリアを描写し
、
　　前記第１のスライドグラスは、第１の染色剤によって、および第２の染色剤によって
染色された多数の腫瘍細胞を含み、
　　前記第１の染色剤は、細胞核を選択的に染色し、
　　前記第２の染色剤は、特定のバイオマーカーを選択的に染色し、
　　腫瘍細胞中の前記バイオマーカーの有無および／または量は、特定のがんサブタイプ
に属する腫瘍細胞を示し、
　　前記第１のデジタル画像の光強度値が、前記腫瘍細胞中の前記第１の染色剤の量と相
関し、
　　前記第２のデジタル画像の光強度値が、前記腫瘍細胞中の前記第２の染色剤の量と相
関する、読み込むことと、
　前記第１のデジタル画像中で前記光強度を解析することによって複数の細胞核および前
記細胞核の位置情報を識別することと、
　前記第２のデジタル画像中で前記光強度を解析することによって、および前記識別され
た細胞核の前記位置情報を解析することによって、前記バイオマーカーを含む細胞膜を識
別することと、
　前記エリア中でバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別することであって、
　　バイオマーカー陽性の腫瘍細胞は、１つの識別された細胞核と前記識別された細胞核
を囲繞する１つの識別された細胞膜の組み合わせである、識別することとを含む、医用画
像解析システム。
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【請求項２６】
　アッセイを採点するためのシステムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されるメモリであって、
　　前記メモリは、前記プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに動作を実
施させるコンピュータ可読命令を格納するためのものである、メモリとを含み、
　前記動作は、
　画像の一部分中で複数の細胞核を識別することと、
　前記複数の細胞核から１つまたは複数の細胞核のいずれかの囲繞領域を膜と関連付ける
ことができるのかどうかを決定することとを含み、
　前記１つまたは複数の細胞核の膜との明らかな関連は、ポジティブに染色された細胞を
決定することになる、システム。
【請求項２７】
　前記画像の前記一部分は、ヘマトキシリン画像上の注釈付きの全腫瘍領域である、請求
項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記注釈付きの領域は、マーカー間登録アルゴリズムを使用して対応するひと続きの切
片のｃＭＥＴ画像にマッピングされる、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記動作は、前記全腫瘍領域についてスライドグラスレベルのスコアを計算することを
さらに含む、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記画像の前記一部分は、ｃＭＥＴ画像の注釈付きの視野である、請求項２６から２９
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記動作は、前記視野についてスライドグラスレベルのスコアを計算することをさらに
含む、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記１つまたは複数の細胞核の前記囲繞領域が膜と関連することができるのかどうかを
決定することは、ストローク検出動作を実施することを含む、請求項２６から３１のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記ストローク検出動作は、
　中心ピクセルのまわりにピクセルのアレイを有する前記中心ピクセルの相対強度を測定
することと、
　前記相対強度を閾と比較することとを含み、
　前記閾を満足させる、またはそれを超えると、前記ピクセルを膜と関連付ける、請求項
３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記１つまたは複数の細胞核の前記囲繞領域が膜と関連することができるのかどうかを
決定することは、スポーク検出動作を実施することを含む、請求項２６から３３のいずれ
か一項に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記動作は、前記細胞核の検出および前記膜の決定を改善することをさらに含む、請求
項２６から３４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記改善することは、Ｏｔｓｕ閾値化を使用して前記画像のＤＡＢチャネルに対するマ
スクを生成することをさらに含む、請求項３５に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記改善することは、



(8) JP 2017-509871 A 2017.4.6

10

20

30

40

50

　前記検出された細胞核と前記決定された膜の１つまたは複数に前記マスクを適用するこ
とと、
　前記マスクの適用に基づくいずれかの検出された細胞核および膜を取り除くこととをさ
らに含む、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記動作は、膜強度スコアまたは完全性スコアの少なくとも１つを計算することをさら
に含む、請求項２６から３７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記動作は、前記強度スコアまたは前記完全性スコアに基づき全スコアに依存したカテ
ゴリに前記画像をビニングすることをさらに含む、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記画像を前記カテゴリにビニングすることは、前記全スコアが閾を満足させるのかど
うかに依存する、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　アッセイを採点するためのシステムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されるメモリであって、前記メモリは、前記プロセッサによって
実行されたとき、前記プロセッサに動作を実施させるコンピュータ可読命令を格納するた
めのものである、メモリとを含み、
　前記動作は、
　ＩＨＣ画像の視野中で識別された腫瘍細胞核の範囲内で検出された構造が、膜または細
胞質の特徴と関連するのかどうかを決定することであって、
　　前記検出された構造が前記膜または細胞質の特徴と関連するとき、前記識別された腫
瘍細胞核は、ポジティブに染色された細胞と見なされる、決定することと、
　強度特徴または完全性特徴の少なくとも１つに基づき複数のポジティブに染色された細
胞に基づき前記ＩＨＣ画像を採点することとを含む、システム。
【請求項４２】
　前記動作は、前記識別された腫瘍細胞核の前記範囲内で前記構造を検出するために、ス
トローク検出動作を使用することをさらに含む、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記動作は、前記識別された腫瘍細胞核の前記範囲内で前記構造を検出するために、ス
ポーク検出動作を使用することをさらに含む、請求項４２に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記動作は、前記ＤＡＢチャネルから生成された閾マスクに基づき前記識別された膜特
徴を改善することをさらに含む、請求項４２または４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　動作を実施するプロセッサによって実行されるコンピュータ可読コードを格納する有形
の非一時的なコンピュータ可読媒体において、
　前記動作は、
　ＩＨＣ画像中で識別された細胞核の近辺内でいくつかの膜特徴を識別することであって
、
　　前記細胞核は、前記ＩＨＣ画像からデコンボリューションされたヘマトキシリンチャ
ネル中で識別され、
　　前記いくつかの膜特徴は、前記ＩＨＣ画像からデコンボリューションされたＤＡＢチ
ャネル中で識別される、識別することと、
　前記識別された、いくつかの膜特徴に基づき前記ＩＨＣ画像を採点することとを含み、
　　前記画像は、前記スコアに基づき４つのカテゴリの１つにビニングされる、有形の非
一時的なコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本願は、「Ｉｍａｇｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ　ｔｏ　Ｓｃｏｒｅ　
Ａｓｓａｙ　Ｓｔａｉｎｅｄ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｓｌｉｄｅｓ（アッセイ染色組織のスライ
ドグラスを採点する画像解析アルゴリズム）」と題する２０１４年２月２１日出願の米国
仮特許出願第６１／９４３２７１号に基づき優先権を主張する。
【０００２】
　本主題開示は、医療診断のための画像化に関する。より具体的には、本主題開示は、ス
ライドグラス上でバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を自動的に識別することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　デジタル病理学の分野では、組織切片、血液、細胞培養物など、生物学的試料は、１つ
または複数の染色剤によって染色し、染色された試料を見る、または画像化することによ
って解析することができる。さらなる臨床情報と組み合わせて染色された試料を観測する
と、病気の診断、治療に対する反応の予後および／または予測の査定、および病気と闘う
新薬の開発の支援を含む、様々なプロセスの実施ができるようになる。本明細書で使用す
るとき、目的物または対象物は、染色剤によって識別される試料の特徴である。目的物ま
たは対象物は、抗体、分子プローブまたは非特異性の染色剤によって見分けられる興味あ
るタンパク質、タンパク質小片、核酸または他の物体とすることができる。具体的に見分
けられるそれら目的物は、この主題開示ではバイオマーカーということができる。いくつ
かの染色剤は、特にバイオマーカーを対象としない（たとえば、しばしば使用される対比
染色剤のヘマトキシリン）。ヘマトキシリンは、塩基性／陽性化合物であり、それは、陰
電荷を含む酸性または好塩基性化合物（リン酸骨格から生じる核酸構成要素が負に帯電し
ているので、酸性／陰性であるＤＮＡおよびＲＮＡなど）と結合し、それと塩を形成し、
かつそれらをダークブルーまたはバイオレットに染色する。ヘマトキシリンは、その対象
物と一定の関係を有しているが、大部分のバイオマーカーは、ユーザの選択による染色剤
によって識別することができる。つまり、特定のバイオマーカーは、アッセイの特定の要
求に依存する様々な染色剤を使用して可視化することができる。染色に続いて、アッセイ
は、組織試料の内容のさらなる解析のために画像化することができる。全体のスライドグ
ラスの画像は、通常、全スライドグラス画像または簡単に全スライドグラスという。
【０００４】
　ある種の細胞などの対象物をカウントすることなど、全スライドグラスの定量的解析、
またはスライドグラス上のすべての細胞に関する染色反応の定量化は、人間の観察者にと
って実行可能でない。通常、全スライドグラスは、数千～数十万個の細胞を含み、そのす
べてまたはその一部だけが、手元の解析問題について関連し得る。画像解析、コンピュー
タビジョンおよびパターン認識からの方法は、自動化される定量的解析のために使用する
ことができる。
【０００５】
　画像解析を被る全スライドグラス画像の一例は、ｃＭＥＴアッセイ（またはＭＥＴとし
て知られている）である。ＭＥＴは、非小細胞肺がん（ＮＳＣＬＣ）を含む多くの固形悪
性腫瘍中で増幅する、突然変異する、または過剰発現すると知られている受容体チロシン
キナーゼ（ＲＴＫ）である。がん中の異常なＭＥＴ活性化は、不十分な予後と相関し、異
常に活性化されたＭＥＴは、腫瘍成長、血管形成および転移を誘発する。たとえば、偏平
上皮がん（ＳＱＣＣ）の大部分は、正常な肺組織または気管支上皮よりかなり低い、また
はそれと同様のレベルでＭｅｔ　ｍＲＮＡのタンパク生成物を発現させる。さらにまた、
ＳＱＣＣは、特徴として、選択的なスプライシングによって生成される５’の部分的に欠
失を受けた転写物に相当する異型Ｍｅｔ　ｍＲＮＡを過剰発現させる。それにひきかえ、
腺がん（ＡＤＣ）および大細胞未分化ガン中のＭｅｔ　ｍＲＮＡおよびそのタンパク生成
物の発現は、異種である。つまりＮＳＣＬＣのこれらの亜型の約３５％および２０％で、
Ｍｅｔ　ｍＲＮＡおよびそのタンパク生成物が過剰発現される。ＡＤＣの中で、中間レベ
ルから高レベルのＭｅｔ免疫反応性が非常に高い程度の腫瘍分化と相関していた。さらに
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また、Ｍｅｔ免疫反応性の亢進は、腫瘍の進展縁におけるがん細胞中でしばしば注目され
た。それゆえ、Ｍｅｔは、肺がん細胞浸潤および分化中で役目を果たすと観測されている
［Ｌｕｎｇ　Ｃａｎｃｅｒ、１９９８年４月、２０（１）：１～１６、「Ｄｉｆｆｅｒｅ
ｎｔｉａｌ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｅｔ／ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅ　ｇｒｏｗｔ
ｈ　ｆａｃｔｏｒ　ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ｉｎ　ｓｕｂｔｙｐｅｓ　ｏｆ　ｎｏｎ－ｓｍａ
ｌｌ　ｃｅｌｌ　ｌｕｎｇ　ｃａｎｃｅｒｓ（非小細胞肺がんのサブタイプ中におけるＭ
ｅｔ／肝細胞成長因子受容体の特異発現）」、Ｔｓａｏ　ＭＳ１、Ｌｉｕ　Ｎ、Ｃｈｅｎ
　ＪＲ、Ｐａｐｐａｓ　Ｊ、Ｈｏ　Ｊ、　Ｔｏ　Ｃ、　Ｖｉａｌｌｅｔ　Ｊ、Ｐａｒｋ　
Ｍ、Ｚｈｕ　Ｈ著］。
【０００６】
　ｃＭＥＴアッセイは、非腫瘍性で悪性の細胞の膜質および細胞質の領域を染色する。Ｎ
ＳＣＬＣ中のＭＥＴ発現のカテゴリ化は、半定量的であり、かつ染色度および陽性率（ｐ
ｅｒｃｅｎｔａｇｅ　ｐｏｓｉｔｉｖｉｔｙ）の評価を含むことができる。
【０００７】
　これらの基準の手作業による査定は、困難または不可能であり、ＨＥＲ２およびＥＧＦ
Ｒなどのアッセイに関する、また乳がんおよび胃がんなどの他のがんの組織タイプに関す
る他のＩＨＣ（免疫組織化学（ｉｍｍｕｎｏｈｉｓｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ））的に染色
された組織のスライドグラス中での膜質および細胞質領域の検出および採点と同様である
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、独立請求項に規定するように、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別
するための向上した医用画像解析方法、コンピュータプログラム製品およびシステムを提
供することである。本発明の実施形態は、従属請求項で与えられる。本発明の実施形態は
、それらが互いに排他的でない場合、自由に互いに組み合わすことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一態様では、本発明は、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別するための医用画像解析
方法に関する。この方法は、
　－　第１のデジタル画像および第２のデジタル画像をメモリ中に読み込むステップであ
って、
　　第１および第２のデジタル画像は、第１のスライドグラスの同じエリアを描写し、
　　第１のスライドグラスは、第１の染色剤によって、および第２の染色剤によって染色
されている多数の腫瘍細胞を含み、
　　第１の染色剤は、選択的に細胞核を染色し、第２の染色剤は、選択的に特定のバイオ
マーカーを染色し、
　　腫瘍細胞中のバイオマーカーの有無および／またはその量は、特定のがんサブタイプ
に属する腫瘍細胞を示し、
　　第１のデジタル画像の光強度値は、腫瘍細胞中の第１の染色剤の量と相関し、
　　第２のデジタル画像の光強度値は、腫瘍細胞中の第２の染色剤の量と相関する、ステ
ップと、
　－　第１のデジタル画像中で光強度を解析することによって複数の細胞核および前記細
胞核の位置情報を識別するステップと、
　－　第２のデジタル画像中で光強度を解析することによって、および識別された細胞核
の位置情報を解析することによってバイオマーカーを含む細胞膜を識別するステップであ
って、
　　たとえば、位置情報は、識別された細胞核の近くに位置しない細胞膜を識別するため
に、および識別された細胞核を囲繞していない前記識別された細胞膜を除去する、または
それらをさらに処理しないようにするために使用することができる、ステップと、
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　－　前記エリア中のバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別するステップであって、
　　バイオマーカー陽性の腫瘍細胞は、１つの識別された細胞核とその識別された細胞核
を囲繞する１つの識別された細胞膜の組み合わせである、ステップとを含む。
【００１０】
　前記特徴は、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別する非常に正確な方法を提供するこ
とができるので、有利になり得る。単一画像解析ステップ中で腫瘍細胞を識別する代わり
に、細胞核および細胞膜が識別され、完全な細胞を識別するためのベースとして使用され
る。これは、細胞核および膜のより独特の特徴を評価することができ、細胞核または細胞
膜を識別するように特に適合させる画像解析アルゴリズムを使用することができるので、
正確さを高めることができる。さらに、細胞核および細胞膜を互いに独立して識別する代
わりに、細胞膜を識別するプロセスも、既に識別された細胞核の位置情報を考慮に入れる
。これは、その形状または他の性質が細胞膜と同様である染色アーチファクトを、たとえ
ば前記染色アーチファクトが識別された細胞核の１つからの最大距離内に位置していない
場合、アーチファクトとして識別することができるので、正確さを著しく高めることがで
きる。識別された細胞核の位置情報を使用すると、それによって細胞膜識別の正確さを高
めることができ、それは、また、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞識別の正確さを高めるこ
とができる。
【００１１】
　実施形態によれば、本方法は、がんのサブタイプ分けに使用される。方法は、スコアを
計算するステップをさらに含む。スコアは、前記エリア中に含まれる識別されたバイオマ
ーカー陽性の腫瘍細胞に属する識別された細胞膜の光強度値の導関数として計算される。
スコアは、識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞中のバイオマーカーの量を示す。方
法は、たとえばスクリーンまたはプリンタを介してスコアを出力するステップを含む。ス
コアは、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞中のバイオマーカーの量を示すので、かつバイオ
マーカーの量は、特定のがんサブタイプまたは特定の予後を示すことができるので、スコ
アも、がんサブタイプおよび／または予後、たとえば悪性腫瘍、患者の余命などを示すこ
とができる。実施形態によれば、計算されたスコアは、識別された細胞膜の光強度値およ
び細胞質構造の光強度値の導関数である。
【００１２】
　それに加えて、または別法として、方法は、
　－　前記エリア中に含まれる識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を自動的にカウ
ントするステップと、
　－　カウント結果を出力するステップとを含む。所与の組織サンプル中のバイオマーカ
ー陽性の腫瘍細胞の数も、がんサブタイプ分けおよび／または予後に関する貴重な情報を
もたらすことができる。
【００１３】
　実施形態によれば、第１のスライドグラスのエリアは、第１のスライドグラスの全部の
表面である。それゆえ、第１および第２のデジタル画像は、前記スライドグラスの全部の
表面をカバーすることができ、それぞれが、全スライドグラス画像または全スライドグラ
ス画像の派生物になり得る。
【００１４】
　他の実施形態によれば、第１のスライドグラスのエリアは、第１のスライドグラスの１
つまたは複数の、手動により、または自動的に選択された部分からなる。各選択された部
分は、また、「視野」、「ＦＯＶ：ｆｉｅｌｄ－ｏｆ－ｖｉｅｗ」ということができる。
【００１５】
　実施形態によれば、第１のスライドグラスは、全腫瘍組織の切片を含む。
　実施形態によれば、第１の染色剤は、選択的に核酸を染色する染色剤である。たとえば
、第１の染色剤は、ヘマトキシリンとすることができる。ヘマトキシリンは、第１のスラ
イドグラスの腫瘍細胞がそれから導かれた組織サンプルに、ヘマトキシリン染料含有溶液
として適用することができる。具体的には、ヘマトキシリン染料含有溶液は、ヘマトキシ
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リンおよびエオシン染料含有溶液とすることができる。
【００１６】
　実施形態によれば、第２の染色剤は、３、３’－ジアミノベンジジン（ＤＡＢ）である
。
　実施形態によれば、バイオマーカーは、細胞膜中に、および／または細胞膜の細胞質ゾ
ル側にもっぱら、または主に含まれるタンパク質である。たとえば、バイオマーカーは、
膜タンパク質、膜タンパク質の膜貫通領域または膜タンパク質の細胞質ゾル領域になり得
る。
【００１７】
　実施形態によれば、バイオマーカーは、肝細胞成長因子受容体（ｃＭＥＴ）である。ｃ
ＭＥＴアッセイは、ｃＭＥＴバイオマーカーを第２の染色剤、たとえばＤＡＢによって選
択的に染色するために使用することができる。代替の実施形態によれば、バイオマーカー
は、ＨＥＲ２（ヒト上皮増殖因子受容体２、ｅｒｂ－Ｂ２、ｃ－ｅｒｂＢ２）またはＥＧ
ＦＲ（上皮増殖因子受容体）である。それに応じて、ＨＥＲ２アッセイまたはＥＧＦＲア
ッセイは、ＨＥＲ２またはＥＧＦＲバイオマーカーを第２の染色剤、たとえばＤＡＢによ
って選択的に染色するために使用することができる。それゆえ、様々な異なるバイオマー
カーに対してバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を正確に識別し、かつ様々な異なるがんタイ
プについてがんのサブタイプ分けを自動的に適用することが可能になり得る。
【００１８】
　実施形態によれば、方法は、
　－　第１のスライドグラスから画像データを取得するステップであって、
　　画像データは、マルチスペクトル未処理ピクセルを含み、
　　たとえば、画像データは、スライドグラスのエリアから取られたＲＧＢ生画像であり
得る、ステップと、
　－　スペクトルデコンボリューション演算を適用することによってマルチスペクトル未
処理ピクセルのスペクトル分離を実施し、それによって第１のデジタル画像および第２の
デジタル画像を生成するステップとをさらに含む。第１のデジタル画像は、第１の染色剤
、たとえばヘマトキシリンによって染色された細胞核を強調する。第１のデジタル画像は
、ＨＴＸチャネル画像ともいうことができる。第２のデジタル画像は、第２の染色剤、た
とえばＤＡＢによって染色されたバイオマーカーを含む細胞膜およびいずれかの細胞質ゾ
ル構造を強調する。それゆえ、第２のデジタル画像は、「ＤＡＢチャネル画像」ともいう
ことができる。
【００１９】
　実施形態によれば、方法は、第２のスライドグラスのさらなるデジタル画像をメモリ中
に読み込むステップを含む。第１のスライドグラスは、腫瘍組織の第１の組織切片中に含
まれる腫瘍細胞を含む。第２のスライドグラスの腫瘍細胞は、前記腫瘍組織の第２の組織
切片中に含まれ、第１および第２の組織切片は、隣接したひと続きの組織切片である。さ
らなるデジタル画像は、１つまたは複数の医療注釈を含む。たとえば、注釈は、医師の手
作業による注釈であり得る、または画像解析ソフトウェアアプリケーションによって自動
的に生成された注釈でもよい。たとえば、第２のスライドグラスは、Ｈ＆Ｅ（ヘマトキシ
リン＆エオシン）で染色された腫瘍組織サンプルの注釈付きの腫瘍画像であり得る。
【００２０】
　方法は、さらなるデジタル画像を第１および／または第２のデジタル画像に自動的にマ
ッピングするために、さらなるデジタル画像の光学的特徴を第１または第２のデジタル画
像の光学的特徴と自動的に比較するステップをさらに含む。たとえば、光学的特徴は、線
、エッジまたは隅部の構造情報、あるいは比較された画像から抽出されたいずれかの他の
種類の構造情報であり得る。光学的特徴は、たとえば、さらなるデジタル画像中に、第１
および／または第２のデジタル画像中に、または前記第１または第２の画像がそれから導
かれた元のＲＧＢ画像中に描写することができる細胞構成要素または細胞または組織構造
またはアーチファクトの抽出された構造情報とすることができる。前記マッピングプロセ
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スは、また、「マーカー間登録アルゴリズム」ということができる。マーカー間登録アル
ゴリズムは、たとえば、「１１ｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ
　ｏｎ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ（ＩＳＢＩ）（生物医学的画像化に関す
る第１１回国際シンポジウム）、２０１４ＩＥＥＥ、２０１４年４月２９日～２０１４年
５月２日」に述べられている。マーカー間登録アルゴリズムに関する他の例は、「ａ　ｃ
ｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｓｏｆｔ－ｔｉｓｓｕｅ　ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｍａｒｋｅ
ｒｓ　ａｎｄ　ｂｏｎｙ　ａｎａｔｏｍｙ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｉｍａｇｅ
－ｇｕｉｄｅｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｈｅａｄ－ａｎｄ－ｎｅｃｋ　ｃａｎｃ
ｅｒｓ（頭部および頸部がんの画像誘導治療のための軟組織に移植されたマーカーと骨構
造アラインメントの比較）」、Ｚｅｉｄａｎ　ＯＡ他著、Ｉｎｔ　Ｊ　Ｒａｄｉａｔ　Ｏ
ｎｃｏｌ　Ｂｉｏｌ　Ｐｈｙｓ、２０１０年３月１日；７６（３）：７６７－７４．ｄｏ
ｉ：１０．１０１６／ｊ．ｉｊｒｏｂｐ．２００９．０２．０６０．Ｅｐｕｂ　２００９
年５月７日に与えられている。マーカー間登録アルゴリズムに関するさらなる例は、本願
の詳細な記述中に与えられる。
【００２１】
　マッピング後、さらなるデジタル画像の注釈が、マッピングされた第１および／または
第２のデジタル画像中の対応する領域に自動的に移動される。それによって、さらなるデ
ジタル画像中の注釈は、第１および／または第２の部分画像の対応する領域にマッピング
される。具体的には、注釈は、第２のデジタル画像、ＤＡＢで染色されたｃＭＥＴ画像に
マッピングすることができる。
【００２２】
　実施形態によれば、方法は、非腫瘍細胞の細胞核を識別するために、第１のデジタル画
像中で識別された細胞核のスペクトルおよび／または形状特徴を自動的に解析するステッ
プをさらに含む。たとえば、第１のステップで第１のデジタル画像中において斑点を識別
することができる。「斑点（ｂｌｏｂ）」は、本明細書で使用するとき、たとえば、いく
つかの性質、たとえば強度またはグレー値が一定である、または値の規定の範囲内で変化
するデジタル画像の領域とすることができる。斑点中のすべてのピクセルは、ある意味で
互いに同様であると見なすことができる。たとえば、斑点は、デジタル画像上の位置の関
数の導関数に基づく微分法および局所的極値に基づく方法を使用して識別することができ
る。細胞核の斑点は、そのピクセルおよび／またはその概略形状によって、その斑点が恐
らく第１の染色剤によって染色された細胞核によって生成されたということが示される斑
点である。たとえば、斑点を細胞核の斑点として、またはいずれかの他の構造、たとえば
染色アーチファクトとして識別すべきかどうかを決定するために、斑点の放射相称を評価
することができる。たとえば、斑点の形状が長く、放射相称性でない場合、前記斑点は、
細胞核の斑点としてではなく、むしろ染色アーチファクトとして識別することができる。
実施形態に依存して、「細胞核の斑点（ｎｕｃｌｅａｒ　ｂｌｏｂ）」であると識別され
た斑点は、１セットのピクセルを表すことができ、それは、候補細胞核として識別され、
前記細胞核の斑点が細胞核を表すのかどうかを決定するために、さらに解析することがで
きる。いくつかの実施形態では、いずれかの種類の細胞核の斑点は、「識別された細胞核
」として直接使用される。いくつかの実施形態では、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞に属
さない細胞核を識別するために、および既に識別された細胞核のリストから前記識別され
た非腫瘍細胞核を取り除くために、または最初から識別された細胞核のリストに前記細胞
核を追加しないようにするために、除去動作が識別された細胞核または細胞核の斑点に対
して適用される。たとえば、細胞核または細胞核の斑点が腫瘍細胞の細胞核であるのかど
うかを決定するために、識別された細胞核の斑点のさらなるスペクトルおよび／または形
状特徴を解析することができる。たとえば、リンパ球の細胞核は、他の組織細胞、たとえ
ば肺細胞の細胞核より大きい。腫瘍細胞が肺組織から導かれた場合、リンパ球の細胞核は
、その最小のサイズまたは直径が正常な肺細胞の細胞核の平均的なサイズまたは直径より
かなり大きいすべての細胞核の斑点を識別することによって、識別される。リンパ球の細
胞核と関連する識別された細胞核の斑点は、１セットの既に識別された細胞核から取り除
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くことができる（すなわち除去される）。非腫瘍細胞の細胞核を除去することによって、
方法の正確さを高めることができる。また、バイオマーカーに依存して、非腫瘍細胞は、
ある程度バイオマーカーを発現させることができ、したがって第１のデジタル画像中で、
腫瘍細胞に由来しない強度信号を生成することができる。既に識別された細胞核全体から
腫瘍細胞に属さない細胞核を識別して除去することによって、バイオマーカー陽性の腫瘍
細胞を識別する正確さを高めることができる。
【００２３】
　これは、好都合であり得る、というのは、ｃＭＥＴは、いくつかの非膜質の構造（また
はアーチファクト）を非特異的に染色することができるからである。しかし、それらのア
ーチファクトは、第１のデジタル画像中で細胞核を識別することによって、かつ第２のデ
ジタル画像中において検出された細胞核のまわりで強度値を選択的に調べることによって
、識別して取り除くことができる。
【００２４】
　「腫瘍（ｔｕｍｏｒ）」は、本明細書で使用するとき、必ずしも悪性のがん細胞からな
らない。「腫瘍」は、身体組織の異常な成長によって特徴付けられる隣接する細胞の塊で
あり、腫瘍は、それから作られる。それゆえ、腫瘍細胞は、あるがんタイプの悪性のがん
細胞とすることができるが、また、良性の組織の塊または腫れ物の非悪性の細胞とするこ
とができる。それゆえ、「腫瘍細胞」は、たとえば、単に、スライドグラス上の腫瘍切片
がそれから導かれた組織と同じ細胞タイプの細胞とすることができ、たとえば肺腫瘍組織
の薄片中に含まれる「肺細胞」、結腸腫瘍組織の薄片のための「結腸細胞」などである。
【００２５】
　「バイオマーカー陽性の腫瘍細胞（ｂｉｏｍａｒｋｅｒ－ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｔｕｍｏ
ｒ　ｃｅｌｌ）」は、本明細書で使用するとき、たとえば、その細胞膜（および／または
その受け入れた細胞膜タンパク質の細胞質ゾル領域）がバイオマーカーを含む腫瘍細胞と
することができる。正確さを高めるために、実施形態によれば、それら腫瘍細胞だけが、
第１の染色剤を介して識別された細胞核と第２の染色剤を介して識別されたバイオマーカ
ーを有する細胞膜の組み合わせからなり、それによって、細胞膜が前記細胞核を囲繞する
バイオマーカー陽性の腫瘍細胞として識別される。「識別された細胞膜（ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｄ－ｃｅｌｌ　ｍｅｍｂｒａｎｅ）」は、本明細書で使用するとき、細胞膜および細
胞膜の細胞質ゾル側に延びるいずれかの種類の細胞質ゾルの膜タンパク質領域もカバーす
る。使用されるバイオマーカーに依存して、バイオマーカーは、細胞膜に完全に限定する
ことができる、および／または、たとえば、細胞膜の近くに、その細胞質ゾル側に位置決
めることができる。
【００２６】
　それに加えて、または別法として、方法は、非腫瘍細胞の細胞膜を識別するために、第
２のデジタル画像中で識別された細胞膜のスペクトルおよび／または形状特徴を自動的に
解析するステップを含む。たとえば、いくつかの非腫瘍細胞、たとえばリンパ球の円周は
、肺がん細胞または結腸ガン細胞の円周より大きくなり得る。また、いくつかの非腫瘍細
胞、たとえば間質細胞は、腫瘍細胞、たとえば肺腫瘍細胞または結腸腫瘍細胞の形状と著
しく異なり得る。腫瘍細胞は、それほど分化していなくて丸い形状を示すことがしばしば
であるが、たとえば間質細胞の形状は、長いことがしばしばである。非腫瘍細胞に属する
と識別されている細胞膜は、第２のデジタル画像中で識別された細胞膜の全体から取り除
く（除去する）ことができる。既に識別された細胞膜の全体から腫瘍細胞に属さない細胞
膜を識別し除去することによって、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別する正確さを高
めることができる。
【００２７】
　実施形態によれば、バイオマーカー陽性の細胞は、その識別された細胞核も、その識別
された細胞膜もどちらも非腫瘍細胞に属すると識別されなかった場合だけ、バイオマーカ
ー陽性の腫瘍細胞として識別される。非腫瘍細胞の細胞膜として識別された細胞膜を含む
、および／または非腫瘍細胞の細胞核として識別された細胞核を含むバイオマーカー陽性
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の細胞は、識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞の全体から除去され、その後識別さ
れたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞に関するスコアが計算される、および／またはその数
がカウントされる。あるいは、非腫瘍細胞の細胞膜および／または細胞核を含むバイオマ
ーカー陽性の細胞は、最初からバイオマーカー陽性の腫瘍細胞として識別されない。
【００２８】
　実施形態によれば、第１のデジタル画像中で光強度を解析することによる細胞核の同定
は、細胞核を識別するために、第１のデジタル画像中で光強度に対してセグメンテーショ
ン、閾値化および／または放射相称ベースの細胞核検出アルゴリズムを自動的に適用する
ステップを含む。
隆起検出ベースの細胞膜検出およびマスクベースの改善
　実施形態によれば、細胞膜の同定は、
　－　第２のデジタル画像物体中でバイオマーカーを含む物体を識別し、中間画像を出力
するために、第２のデジタル画像に対して隆起検出アルゴリズムを適用するステップであ
って、
　　中間画像は、バイオマーカーを含む識別された物体を示し、
　　たとえば、バイオマーカーを含むいずれかの種類の物体は、形状が隆起状であって任
意選択で予め定めた閾値を超える光強度を有する隆起検出オブジェクトによって検出する
ことができ、
　　たとえば、隆起検出は、第２のデジタル画像中で局所的強度の最大値を取り出し、そ
れらを結合して連続線を形成することに基づくことができ、
　　用語「隆起検出」および「ストローク検出」は、本明細書で同義語として使用する、
ステップと、
　－　第２のデジタル画像に対して閾ベースのセグメンテーションアルゴリズムを適用す
ることによって、第２のデジタル画像および識別された細胞核の位置情報から２進法改善
マスクを生成するステップであって、
　　２進法改善マスクでは、その強度がセグメンテーションアルゴリズムの閾より小さく
、識別された細胞核のいずれかの１つからの最大距離の外側に位置するすべてのピクセル
は、マスクピクセルであり、
　　たとえば、閾ベースのセグメンテーションアルゴリズムは、Ｏｔｓｕ閾値化アルゴリ
ズムとすることができる、ステップと、
　－　中間画像に対して２進法改善マスクをマッピングして適用し、それによってマスク
ピクセルにマッピングされた中間画像中のピクセルのすべての強度値が除去される、また
はマスクされるステップであって、
　　マスクを適用するステップの結果は、マスクされた画像の生成であり、
　　マスクされた画像は、バイオマーカーを含み、識別された細胞核のいずれかからの最
大距離（たとえば１２μｍ）内に位置する物体を選択的に示す、ステップと、
　－　細胞膜を識別するために、マスクされた画像に対して流域セグメンテーションアル
ゴリズムを適用し、それによってマスクされていないピクセルの強度値を入力として選択
的に取るステップとを含む。
【００２９】
　任意選択で、方法は、改善された画像を出力するステップをさらに含み、改善された画
像は、中間画像の派生物であり、流域セグメンテーションアルゴリズムによって識別され
た、識別された細胞膜を含む。流域セグメンテーションアルゴリズムがマスクされた画像
のマスクされていないピクセルだけに対して適用されたので、また、改善された画像は、
２進法改善マスクのマスクピクセルによってマスクされなかった第２のデジタル画像の領
域中で識別された細胞膜を選択的に含む。
【００３０】
　これは、好都合になり得る、というのは、ピクセルが識別された細胞核のいずれかから
の最大距離内に位置するのかどうかの情報は、改善マスクを生成するとき考慮され、した
がってまた細胞膜同定ステップに影響を及ぼすからである。それゆえ、膜同定の正確さお
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よびバイオマーカー陽性の腫瘍細胞同定の正確さを、高めることができる。
【００３１】
　Ｏｔｓｕ閾値化アルゴリズムは、また「Ｏｔｓｕの方法」として知られ、大域的な閾値
化アプローチであり、その目的は、２つ以上のグループ（またクラスと呼ばれる）にピク
セルを割り当てる際に被る平均誤差を最小にすることである。たとえば、一方のクラスは
、その強度値が強度閾を超えるピクセルのクラスとすることができ、他方のクラスは、そ
の強度値が強度閾より小さいピクセルのクラスとすることができる。他方のクラスのピク
セルは、すべてマスクピクセルになる。第１のクラスのピクセルは、それらが識別された
細胞核のいずれかの１つからの最大距離の外側に位置する場合、マスクピクセルだけにな
る（たとえばＯｔｓｕの方法に続く後のステップで）。Ｏｔｓｕ閾値化アルゴリズムは、
クラス間の分散、統計的判別解析で使用される測定値を最大にする。うまく閾値化された
クラスは、それらのピクセルの強度値に関しはっきりと区別でき、逆にいうと、それらの
ピクセルの強度値に関しクラスの間を最良に分離する閾は、最良（最適な）閾である。
【００３２】
　たとえば、Ｏｔｓｕ閾値化アルゴリズムは、第２のデジタル画像が、ピクセル、たとえ
ばマスクしないものとする高い強度のピクセルと、マスクするものとする低い強度のピク
セルとの２つのクラスを含むと仮定することができる。それは、第２のデジタル画像のヒ
ストグラムから２つのクラスを分離する最適な閾を計算し、したがって前記２つのクラス
が組み合わされる幅（クラス内の分散）が、最小である。Ｏｔｓｕ閾値化アルゴリズムの
使用は、有益なものになり得る、というのは、それは、画像のヒストグラム、すなわち容
易に得られる１次元アレイにおいて実施される計算に完全に基づくからである。
【００３３】
　実施形態によれば、２進法改善マスクの生成は、
　－　第２のデジタル画像中で、または第２のデジタル画像の改善されたバージョン中で
ほぼ細胞サイズの細胞状斑点を識別し、前記識別された細胞状斑点の幾何学的中心を決定
し、決定された幾何学的中心を追加で識別された細胞核として使用するステップと、およ
び／または
　－　非腫瘍細胞の細胞核から生じた細胞核の斑点を識別するために、第１のデジタル画
像中で細胞核の斑点の形態学的な解析を実施し、前記識別された細胞核の斑点から導かれ
たすべての識別された細胞核を除去するステップであって、
　　たとえば、前記非腫瘍細胞核のすべてのピクセルは、マスクピクセルにすることがで
き、
　　それに加えて、または別法として、前記識別された細胞核は、第１のデジタル画像を
解析することによって識別されている細胞核の全体から取り除くことができる、ステップ
と、および／または
　－　そのサイズが解析される腫瘍細胞の通常の細胞核の直径の予め定めた割合、たとえ
ば８０％より小さいサイズに相当する細胞核の斑点を識別するために、第１のデジタル画
像中で細胞核の斑点のサイズ解析を実施するステップであって、
　　多くの腫瘍細胞について、通常の細胞核直径は、１～２μｍであり、
　　前記識別された細胞核の斑点から導かれたすべての識別された細胞核を除去し、
　　たとえば、前記のより小さい細胞核のすべてのピクセルは、マスクピクセルにするこ
とができ、
　　それに加えて、または別法として、前記識別されたより小さい細胞核は、第１のデジ
タル画像を解析することによって識別されている細胞核の全体から取り除くことができる
、ステップと、および／または
　－　前記細胞核の斑点が、その全光強度が第１の強度閾より低い第１のデジタル画像の
第１の画像区画中に位置する場合、さらに、第２のデジタル画像の対応する第２の画像区
画の全光強度が第２の強度閾より低い場合、第１のデジタル画像中で識別された細胞核の
斑点から導かれたすべての識別された細胞核を除去するステップであって、
　　たとえば、スライドグラス中の前記区画のサイズは、１００μｍ×１００μｍまたは
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それより大きく、たとえば２００μｍ×２００μｍになり得る、ステップとを含む。この
除去するステップは、十分な強度の信号を欠いているより広い画像領域中で、すなわち細
胞核が十分に染色された細胞を含まないより広い画像領域中で強度信号を除去することを
可能にし得る。前記第１の画像区画のすべてのピクセルは、マスクピクセルになる。
【００３４】
　流域アルゴリズムの使用は、有益になり得る、というのは、それは、結合されたセグメ
ンテーション境界を含む安定したセグメンテーション結果を生じ、セグメンテーションプ
ロセス中に知識ベースの制約を組み込むための簡単なフレームワークをもたらすからであ
る。知識ベースの制約は、たとえば、リングまたはウォールが、細胞膜の候補として考え
られる識別された細胞核を囲繞する必要があるということとすることができる。
【００３５】
　流域アルゴリズムは、デジタル画像のピクセルの強度値を地形起伏中の高度値として解
釈するアルゴリズムである。地形起伏上に落下する水滴は、進路に沿って流れて最終的に
局所的な最低点に達する。起伏の流域は、水滴の隣接する集水流域の境界に対応する。そ
のような画像の地形的な解釈で、３つのタイプのピクセル（ポイント）が存在する。すな
わち、ａ）地域の最低点に属するピクセル、ｂ）水滴が、それらのピクセルのいずれかの
場所に置かれた場合、単一の最低点に確実に落ちることになるはずの場所のピクセル、ｃ
）水が２つ以上のそのような最低点に等しく落ちる可能性があるはずの場所のピクセルで
ある。特定の地域の最低点に関し、条件ｂ）を満たす１セットのピクセルは、集水流域ま
たはその最低点の流域と呼ばれる。条件ｃ）を満たすピクセルは、地形学的な表面上に頂
点の線を形成し、分水界線と称される。流域ベースのセグメンテーションアルゴリズムの
主たる目的は、分水界線を見つけることである。基本的なアイデアは、全地形の各地域の
最低点（集水流域）が一定速度で溢れるということである。区別できる集水流域中の上昇
水がまさに混合しようとするとき、混合を防止するためにダムを構築する。溢れる状態は
、ダムの上部だけが水位線の上で見えるときの段階に最終的に達する。これらのダムの境
界は、分水界線に相当する。したがって、それらは、流域セグメンテーションアルゴリズ
ムによって抽出された（接続された）境界である。分水界線は、所望のセグメンテーショ
ン結果である。分水界線は、接続された経路を形成し、それゆえ連続した境界が領域の間
に与えられる。前記境界は、細胞膜として識別される。
【００３６】
　実施形態によれば、流域セグメンテーションアルゴリズムは、マーカーベースの流域セ
グメンテーションアルゴリズムである。流域セグメンテーションアルゴリズムの適用は、
　－　中間画像上に第１のデジタル画像中で識別された細胞核をマッピングするステップ
と、
　－　マッピングされ識別された細胞核のそれぞれのまわりで整合したリングまたはダム
構造を識別する目的でマーカーベースの流域セグメンテーションアルゴリズムをマスクさ
れていないピクセルに対して適用するために、流域マーカーとしてマッピングされ識別さ
れた細胞核のそれぞれを使用するステップと、
　－　識別されたリングまたはダム構造を識別された細胞膜として使用するステップとを
含む。
【００３７】
　マーカーベースの流域アルゴリズムは、２つの主なステップを含む。すなわち、
　－　デジタル画像中で流域マーカーを識別するための前処理するステップと、
　－　識別された流域マーカーが地域の最低点と唯一認められたものであるという制限の
下で、流域セグメンテーションアルゴリズムをデジタル画像に対して適用するステップと
を含む。たとえば、識別された細胞核は、流域マーカーとして、すなわち上記で述べた流
域セグメンテーション手続きによってそのまわりで分水界線を識別することができる局所
的最低点と唯一認められたものとして使用することができる。前処理するステップは、
　－　第１のデジタル画像中で識別された細胞核を中間画像にマッピングするステップと
、



(18) JP 2017-509871 A 2017.4.6

10

20

30

40

50

　－　マッピングされ識別された細胞核のそれぞれを流域マーカーとして使用するステッ
プとを含む。次いで、流域セグメンテーションアルゴリズムは、識別された細胞核が地域
の最低点と唯一認められたものであるという制限の下で、中間デジタル画像に対して適用
される。
【００３８】
　マーカーベースの流域セグメンテーションアルゴリズムを使用することは、有益であり
得る、というのは、流域セグメンテーションアルゴリズムの直接の適用（何らマーカーな
しに）は、ノイズおよびデジタル画像の他の局所的不規則性のためにオーバーセグメンテ
ーションに繋がる恐れがあるからである。オーバーセグメンテーションは、アルゴリズム
の結果を実際上役に立たないものにするほど十分深刻なものになる恐れがある。マーカー
ベースの流域セグメンテーションアルゴリズムは、追加の知識をセグメンテーション手続
き中に持ち込むように設計された前処理するステップ（マーカー同定）を組み込むことを
通じて認められる地域の最低点の数を制限することによって、この問題を解決することが
できる。追加の知識は、本明細書で「流域マーカー」といわれるマーカーの形で提供され
る。
【００３９】
　流域マーカーは、流域アルゴリズムが適用されるデジタル画像に属する、またはそれに
マッピングされたデジタル画像の接続された構成要素である。前記デジタル画像の接続さ
れた構成要素は、流域セグメンテーションアルゴリズムをデジタル画像に対して適用する
とき、地域の最低点と唯一認められたものを構成する。それゆえ、デジタル画像中の流域
マーカーの数および位置は、局所的最低点と認められるものの数および位置を決定する。
【００４０】
　実施形態によれば、第２のデジタル画像および中間デジタル画像がそれから導かれた元
のＲＧＢ画像は、オーバーセグメンテーションをもたらす恐れがある中間デジタル画像中
の局所的最低点の数を減少させるために、平滑化フィルタによって平滑化される。あるい
は、中間デジタル画像が平滑化される。それゆえ、流域アルゴリズムは、平滑化された中
間デジタル画像に対して適用される。
【００４１】
　実施形態によれば、隆起検出アルゴリズムによる細胞膜の同定は、バイオマーカーを含
むいずれかの種類の物体を識別するために、隆起検出アルゴリズムを第２のデジタル画像
またはその改善されたバージョンに対して適用するステップを含む。本技術分野で既知の
様々な隆起または線同定アルゴリズムを使用することができる。
【００４２】
　いくつかの実施形態によれば、隆起検出アルゴリズムを適用するステップは、
　－　第２のデジタル画像中の各ピクセルＰについて、１セットの隣接するピクセルｐ１
～ｐ８の強度値を識別するステップと、
　－　ピクセルＰの強度が、１セットの隣接するピクセルｐ１～ｐ８の強度値に関し、局
所的最大値である場合、ピクセルＰは、バイオマーカーを含む物体を表すと決定するステ
ップとを含む。バイオマーカーが染色された細胞膜として識別されているピクセルＰの全
体は、識別された細胞膜を構成することができる。
【００４３】
　隆起検出アプローチと改善マスクの組み合わせを使用することは、正確さを高めること
ができる、というのは、識別された細胞核の位置情報を含む改善マスクは、第２のデジタ
ル画像中でバイオマーカー陽性の腫瘍細胞に恐らく属さない強度信号を除去するために使
用されるからである。さらに、マーカーベースの流域セグメンテーションアプローチを使
用するとき、細胞核の位置情報は、識別された細胞核の中心を流域マークとして使用する
ことによる細胞膜検出の正確さを高めるために使用することができる。
スポークベースの膜検出
　実施形態によれば、細胞膜の同定は、スポーク検出アプローチとして実施される。スポ
ーク検出アプローチは、
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　－　第１のデジタル画像中で識別された細胞核を第２のデジタル画像にマッピングする
ステップと、
　－　第２のデジタル画像中にマッピングされ識別された細胞核のそれぞれについて、前
記マッピングされ識別された細胞核の細胞膜を識別するために、第２のデジタル画像にお
いてマッピングされた細胞核の中心と前記中心から放射状に延びる線に沿ったピクセルと
の間の相対強度差を評価するステップとを含む。
【００４４】
　実施形態によれば、マッピングされ識別された細胞核のそれぞれに関する細胞膜の同定
は、
　－　ベクトルともいわれる１セットの線を識別されマッピングされた細胞核の中心にマ
ッピングするステップであって、
　　前記線のそれぞれが前記中心から始まり、最大長さの閾まで外側に放射状に延び、
　　たとえば、最大長さの閾は、腫瘍細胞の最大の期待される半径に設定することができ
、
　　たとえば、最大長さの閾は、１２μｍまたは１０μｍとすることができ、
　　前記閾は、腫瘍細胞が放射相称でないことがある可能性に対処するために、多くの腫
瘍細胞の平均半径より大きくすることができ、
　　細胞核の中心から延びる、４、優先的に１６または３２本より多い線があり得、
　　２つの隣接する線の間の角度が、０～３６０度の間で均一に、たとえば１６本の線に
ついて２２．５°でサンプルされることがある、ステップと、
　－　第１の強度閾Ｔ１および第２の強度閾Ｔ２を設けるステップであって、
　　前記値は、バイオマーカーおよび／または第２の染色剤の特定の組み合わせが使用さ
れるとき受け取られる既知の通常の強度値に基づき、ユーザが設定することができる、ス
テップと、
　－　前記線のそれぞれについて、第２のデジタル画像中で最大強度値を決定するステッ
プであって、
　　通常高い強度値も有する前記最大強度値のピクセルに隣接する１セットの接続された
ピクセルは、膜領域の候補として識別することができる、ステップと、
　－　前記細胞核の中心から延びるすべての線について識別されたすべての最大強度値の
メジアンＭｅｄｉａｎＭａｘ＿Ｉを決定するステップと、
　－　前記線のそれぞれについて、第２のデジタル画像中の最小強度値を決定するステッ
プと、
　－　前記細胞核の中心から延びるすべての線について識別されたすべての最小強度値の
メジアンＭｅｄｉａｎＭｉｎ＿Ｉを決定するステップと、
　－　第２のデジタル画像中でマッピングされ識別された細胞核の中心の強度Ｃｅｎｔｅ
ｒ＿Ｉを決定するステップと、
　－　前記線のそれぞれ中で、ＭｅｄｉａｎＭａｘ＿Ｉが中心の決定された強度（Ｃｅｎ
ｔｅｒ＿Ｉ）より大きい少なくとも第１の強度閾（Ｔ１）である場合、かつすべての最小
強度値のメジアンが中心の決定された強度（Ｃｅｎｔｅｒ＿Ｉ）より小さいせいぜい第２
の強度閾（Ｔ２）である場合だけ、前記線内で最大強度値を有する隣接する１セットのピ
クセル（上記で言及した候補の膜領域ピクセル）を細胞膜の部分として識別するステップ
と、
　－　細胞膜の部分であると識別された１セットのピクセルを追加のピクセルによって補
完するステップであって、
　　追加のピクセルは、識別された１セットのピクセルの未接続のサブセットを接続し、
　　それゆえ、追加のピクセルは、細胞核のマッピングされた中心から延びる線のそれぞ
れ内で候補の膜領域を接続することができ、それによって識別するものとする細胞膜を表
すピクセルの接続されたリングを生成する、ステップと、
　－　補完された１セットのピクセルを前記マッピングされ識別された細胞核の識別され
た細胞膜として戻すステップとを含む。
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【００４５】
　細胞の中心に関する相対強度値および最大値と最小値のメジアンを使用することは、有
益になり得る、というのは、このアプローチは、染色アーチファクトに関連し、細胞膜中
に含まれたバイオマーカーの絶対量中の差に関連していない可能性がある異なる腫瘍細胞
の強度差に対してロバストであり得るからである。
【００４６】
　実施形態によれば、計算されたスコアは、膜完全性スコアである。膜完全性スコアの計
算は、
　－　第２のデジタル画像中で、かつそれぞれの識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細
胞それぞれについて、ピクセルの周辺ベルトを識別するステップであって、
　　ピクセルの周辺ベルトは、識別された細胞膜に沿って中心を置き、
　　たとえば、ピクセルのベルトは、前記細胞の識別された細胞膜中に含まれるすべての
ピクセルをピクセルの予め定めた数、たとえば２ピクセルだけ、細胞中心の方向および細
胞外空間の方向の両方で拡大することによって識別することができ、
　　識別された細胞膜は、ストロークベースのアプローチを介して、または上記に述べた
スポークベースのアプローチを介して識別している可能性がある、ステップと、
　－　第２のデジタル画像中で、かつ各識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞につい
て、その光強度が強度閾値を超えるピクセルのベルト中のピクセルの割合を決定するステ
ップであって、
　　割合は、識別された膜の完全性を示す、ステップと、
　－　その決定された割合が、前記細胞の細胞膜が不完全に識別されたことを示す場合、
識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を任意選択で除去するステップとを含む。
【００４７】
　実施形態によれば、ピクセルの予め定めた数は、前記ベルトの厚さが第１のスライドグ
ラスの１μｍをカバーするように選ばれる。いくつかの実施形態によれば、第１または第
２のデジタル画像中の１ピクセルは、スライドグラスの０．２～０．４μｍに相当するこ
とができる。
【００４８】
　たとえば、ピクセルのベルト中の各ピクセルは、ピクセルが染色されたバイオマーカー
を含む薄片切片から生じた場合、期待される強度値を反映する予め定めた強度閾値と比較
することができる。強度閾値は、バイオマーカーおよび使用される第２の染色剤によって
決まる。ベルトのピクセルの８０％以上が前記予め定めた強度閾値より高い強度値を有す
る場合、前記周辺ベルトによってカバーされた細胞膜は、完全であると見なされる。２０
％より多いが８０％より少ないベルトのピクセルが前記予め定めた強度閾値より高い強度
値を有する場合、前記周辺ベルトによってカバーされた細胞膜は、部分的に完全であると
見なされる。２０％より少ないベルトのピクセルが前記予め定めた強度閾値より高い強度
値を有する場合、前記周辺ベルトによってカバーされた細胞膜は、不完全である、または
存在しないと見なされる。
【００４９】
　膜完全性スコアを計算することは、腫瘍細胞同定の正確さを評価し推定することに役立
つことができる。流域アプローチは、たとえば、バイオマーカー信号を観察することがで
きないはずであるスライドグラスの均等な領域をカバーすることができる識別された分水
界線に沿って「人工ダム」を自動的に生成し延ばすことができる。そのような腫瘍細胞に
ついて完全性スコアを計算することによって、前記腫瘍細胞をバイオマーカー陽性の細胞
であると安全に見なすには、その信号が実際弱すぎるということを決定することができる
。そのような腫瘍細胞は、細胞膜が不完全である、またはそれがない腫瘍細胞として、完
全性スコアの計算ステップによって識別することができる。そのような腫瘍細胞は、バイ
オマーカー陰性の腫瘍細胞として再分類することができる。さらに、細胞膜が不完全であ
る、またはそれがない腫瘍細胞は、腫瘍細胞がバイオマーカーを発現させていない、また
は非常に限られた量でバイオマーカーを発現させているというヒントとして識別すること
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ができる。さらに、完全性スコアを計算することは、いずれかの計算された強度に基づく
スコアの質を査定することを可能にし得る。
【００５０】
　実施形態によれば、スコアは、膜強度スコアである。膜強度スコアの計算は、
　－　第２のデジタル画像中で、かつ各識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞それぞ
れについて、前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞の識別された細胞膜内に位置
決められる、および／または識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞の前記識別された
細胞膜によって囲繞された細胞質の領域内に位置するすべてのピクセルの光強度を測定す
るステップと、
　－　腫瘍細胞が属するがんタイプを予測するために、および／または病気の進行を予測
するために、すべての識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞の少なくとも１つの予め
定めた割合、たとえば５０％について測定された光強度を１つまたは複数の閾値と比較す
るステップとを含む。
【００５１】
　さらなる態様では、本発明は、前の実施形態のいずれかの１つによる方法を実施するプ
ロセッサによって実行可能なデジタル的にコード化された命令を格納する有形の非一時的
な記憶媒体に関する。
【００５２】
　さらなる態様では、本発明は、医用画像解析システムに関し、このシステムは、プロセ
ッサおよびプロセッサに結合されるメモリを含む。メモリは、プロセッサによって実行さ
れたとき、プロセッサに動作を実施させる命令を格納するために使用され、その動作は、
　－　第１のデジタル画像および第２のデジタル画像をメモリ中に読み込むことであって
、
　　第１および第２のデジタル画像は、第１のスライドグラスの同じエリアを描写し、
　　第１のスライドグラスは、第１の染色剤によって、および第２の染色剤によって染色
されている多数の腫瘍細胞を含み、
　　第１の染色剤は、細胞核を選択的に染色し、
　　たとえば、第１の染色剤は、いずれかの種類の細胞の細胞核を非特異的に染色するこ
とができ、それゆえ腫瘍細胞さらにまた非腫瘍細胞を染色することができ、
　　第２の染色剤は、特定のバイオマーカーを選択的に染色し、腫瘍細胞中のバイオマー
カーの有無および／または量が特定のがんサブタイプに属する腫瘍細胞を示し、
　　第１のデジタル画像の光強度値が、腫瘍細胞中の第１の染色剤の量と相関し、
　　第２のデジタル画像の光強度値が、腫瘍細胞中の第２の染色剤の量と相関する、読み
込むことと、
　－　第１のデジタル画像中で光強度を解析することによって複数の細胞核および前記細
胞核の位置情報を識別することと、
　－　第２のデジタル画像中で光強度を解析することによって、および識別された細胞核
の位置情報を解析することによってバイオマーカーを含む細胞膜を識別することと、
　－　前記エリア中でバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別することであって、
　　バイオマーカー陽性の腫瘍細胞は、１つの識別された細胞核とその識別された細胞核
を囲繞する１つの識別された細胞膜の組み合わせである、識別することとを含む。
【００５３】
　さらなる態様では、本発明は、アッセイを採点するためのシステムに関する。このシス
テムは、プロセッサおよびプロセッサに結合されるメモリを含む。メモリは、プロセッサ
によって実行されたとき、プロセッサに動作を実施させる命令を格納するために使用され
、その動作は、
　－　画像の一部分中で複数の細胞核を識別することと、
　－　複数の細胞核の中の１つまたは複数の細胞核のいずれかの囲繞領域を膜と関連付け
ることができるのかどうかを決定することであって、
　　前記１つまたは複数の細胞核と膜とに明らかな関連があると、ポジティブに染色され
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た細胞があると決定される、決定することとを含む。
【００５４】
　実施形態によれば、画像の一部分は、ヘマトキシリン画像上の注釈付きの全腫瘍領域で
ある。
　実施形態によれば、注釈付きの領域は、マーカー間登録アルゴリズムを使用して対応す
るひと続きの切片のｃＭＥＴ画像にマッピングされる。
【００５５】
　実施形態によれば、動作は、全腫瘍領域についてスライドグラスレベルのスコアを計算
することをさらに含む。
　実施形態によれば、画像の一部分は、ｃＭＥＴ画像上の注釈付きの視野である。
【００５６】
　実施形態によれば、動作は、視野についてスライドグラスレベルのスコアを計算するこ
とをさらに含む。
　実施形態によれば、前記１つまたは複数の細胞核の囲繞領域を膜と関連付けることがで
きるのかどうかを決定することは、ストローク検出動作を実施することを含む。
【００５７】
　実施形態によれば、ストローク検出動作は、
　－　中心ピクセルのまわりにピクセルのアレイを有する前記中心ピクセルの相対強度を
測定することと、
　－　相対強度を閾と比較することであって、
　　その閾を満足させる、または超えると、ピクセルは、膜と関連付けられる、比較する
こととを含む。
【００５８】
　実施形態によれば、前記１つまたは複数の細胞核の囲繞領域を膜と関連付けることがで
きるのかどうかを決定することは、スポーク検出動作を実施することを含む。
　実施形態によれば、動作は、細胞核の検出および膜の決定を改善することをさらに含む
。
【００５９】
　実施形態によれば、改善することは、Ｏｔｓｕ閾値化を使用して画像のＤＡＢチャネル
上にマスクを生成することをさらに含む。
　実施形態によれば、改善することは、
　－　検出された細胞核および決定された膜の１つまたは複数にマスクを適用することと
、
　－　マスクの適用に基づきいずれかの検出された細胞核および膜を取り除くこととをさ
らに含む。
【００６０】
　実施形態によれば、動作は、膜強度スコアまたは完全性スコアの少なくとも１つを計算
することをさらに含む。
　実施形態によれば、動作は、強度スコアまたは完全性スコアに基づき全スコアに依存し
たカテゴリ中に画像をビニングすることをさらに含む。
【００６１】
　実施形態によれば、画像をカテゴリ中にビニングすることは、全スコアが閾を満足させ
るのかどうかに依存する。
　さらなる態様では、本発明は、アッセイを採点するためのシステムに関する。このシス
テムは、プロセッサおよびプロセッサに結合されるメモリを含む。メモリは、プロセッサ
によって実行されたとき、プロセッサに動作を実施させる命令を格納するために使用され
、その動作は、
　－　ＩＨＣ画像の視野中で識別された腫瘍細胞核の範囲内で検出された構造が膜または
細胞質の特徴と関連するのかどうか決定することであって、
　　前記検出された構造が膜または細胞質の特徴と関連するとき、識別された腫瘍細胞核
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は、ポジティブに染色された細胞であると見なされる、決定することと、
　－　強度特徴または完全性特徴の少なくとも１つに基づき複数のポジティブに染色され
た細胞に基づきＩＨＣ画像を採点することとを含む。
【００６２】
　実施形態によれば、動作は、識別された腫瘍細胞核の範囲内で構造を検出するために、
ストローク検出動作を使用することをさらに含む。
　実施形態によれば、動作は、識別された腫瘍細胞核の範囲内で構造を検出するために、
スポーク検出動作を使用することをさらに含む。
【００６３】
　実施形態によれば、動作は、ＤＡＢチャネルから生成された閾マスクに基づき識別され
た膜特徴を改善することをさらに含む。
　さらなる態様では、本発明は、動作を実施するプロセッサによって実行されるコードを
格納する有形の非一時的な記憶媒体に関し、その動作は、
　－　ＩＨＣ画像中で識別された細胞核の近辺内でいくつかの膜特徴を識別することであ
って、
　　細胞核は、ＩＨＣ画像からデコンボリューションされたヘマトキシリンチャネル中で
識別され、
　　いくつかの膜特徴は、前記ＩＨＣ画像からデコンボリューションされたＤＡＢチャネ
ル中で識別される、識別することと、
　－　識別された、いくつかの膜特徴に基づきＩＨＣ画像を採点することとを含む。画像
は、スコアに基づき、４つのカテゴリの１つにビンニングされる。
【００６４】
　本発明の実施形態は、膜質および細胞質の領域を染色するＩＨＣアッセイ、たとえばｃ
－ＭＥＴ　ＩＨＣアッセイによって染色された組織のスライドグラスの画像を解析し、採
点するためのシステムおよびコンピュータで実施される方法を提供し、これは、解析およ
び採点するために、全腫瘍領域または１セットの腫瘍状視野を選択し、画像の視野中で細
胞核状構造を検出し、細胞核状構造が腫瘍細胞核であるのかどうかを識別するために細胞
核状構造、たとえば細胞核の斑点を解析し、視野中で膜および細胞質構造の少なくとも１
つを検出し、スポーク検出方法またはストローク検出方法の一方または両方を使用して視
野中の膜および細胞質構造の少なくとも１つを識別された腫瘍細胞核の少なくとも１つと
関連付け、膜および細胞質構造の少なくとも１つが腫瘍細胞核と関連するとき、膜および
細胞質構造の少なくとも１つと腫瘍細胞核との関連は、細胞がポジティブに染色されてい
ると見なされ、膜および細胞質の画像の強度特徴の少なくとも１つを計算し、ポジティブ
に染色された細胞を、どれほど細胞が染色されているのかを示すカテゴリにビニングする
ことによって実施される。いくつかの分類されたポジティブに染色された細胞に基づき、
（０、１＋、２＋、３＋）のスライドグラスレベルの臨床スコアを計算することができる
。
【００６５】
　１つの例示の実施形態では、主題開示は、アッセイを採点するためのシステムを提供し
、このシステムは、プロセッサおよびプロセッサに結合されるメモリを含み、メモリは、
プロセッサによって実行されたとき、プロセッサに動作を実施させるデジタル的にコード
化された、および／またはコンピュータ可読命令を格納するためのものであり、この動作
は、
　－　画像の一部分中で複数の細胞核を識別することと、
　－　複数の細胞核の中の１つまたは複数の細胞核のいずれかの囲繞領域を膜と関連付け
ることができるのかどうかを決定することであって、
　　前記１つまたは複数の細胞核と膜とに明らかな関連があると、細胞は、ポジティブに
染色されていると決定される、決定することとを含む。
【００６６】
　「関連（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）」は、本明細書で使用するとき、たとえば、識別さ
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れた膜が識別された細胞核からの予め定めた最大距離内に位置することを、および／また
は識別された細胞核を囲繞する、またはそれからの予め定めた最大距離内に位置すること
という基準が、膜として、具体的にはポジティブに染色された細胞の細胞膜として、識別
されるための必要条件であるということを必然的に伴うことができる。
【００６７】
　「ポジティブに染色された細胞（ｐｏｓｉｔｉｖｅｌｙ　ｓｔａｉｎｅｄ　ｃｅｌｌ）
」は、本明細書で使用するとき、たとえば、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞、すなわち、
その膜およびさらなる任意選択のいくつかの細胞質構造がバイオマーカーを含み、それに
よってバイオマーカーが適切な染色剤、たとえばＤＡＢによって染色されている腫瘍細胞
である。いくつかの実施形態では、スライドグラス上の組織切片中に含まれるすべての細
胞が、デフォルトで腫瘍細胞と見なされ、バイオマーカーを含む膜が識別された細胞核の
近くで識別された場合、その組み合わせは、いくらかの非腫瘍細胞、たとえば間質細胞が
存在することがあるとしても、ポジティブに染色された腫瘍細胞と見なされ、その非腫瘍
細胞は、このアプローチでは、また「腫瘍細胞」と見なされる。他の実施形態では、追加
の除去するステップが、たとえば細胞核のサイズまたは形状のために非腫瘍細胞として識
別される細胞核および対応する細胞を除去するために、たとえば細胞核の同定中に使用さ
れる。
【００６８】
　別の例示の実施形態では、主題開示は、アッセイを採点するためのシステムを提供し、
このシステムは、プロセッサおよびプロセッサに結合されるメモリを含み、メモリは、プ
ロセッサによって実行されたとき、プロセッサに動作を実施させるコンピュータ可読命令
を格納するものであり、その動作は、
　－　ＩＨＣ画像の視野中で識別された腫瘍細胞核の範囲内で検出された構造が膜または
細胞質の特徴と関連しているのかどうかを決定することであって、
　　前記検出された構造が膜または細胞質の特徴と関連しているとき、識別された腫瘍細
胞核は、ポジティブに染色された細胞と見なされる、決定することと、
　－　強度特徴または完全性特徴の少なくとも１つに基づき複数のポジティブに染色され
た細胞に基づきＩＨＣ画像を採点することとを含む。
【００６９】
　また、別の例示の実施形態では、主題開示は、動作を実施するプロセッサによって実行
されるコンピュータ可読コードを格納する有形の非一時的なコンピュータ可読媒体を提供
し、その動作は、
　－　ＩＨＣ画像中で識別された細胞核の近辺内でいくつかの膜特徴を識別することであ
って、
　　細胞核は、ＩＨＣ画像からデコンボリューションされたヘマトキシリンチャネル中で
識別され、
　　いくつかの膜特徴は、前記ＩＨＣ画像からデコンボリューションされたＤＡＢチャネ
ル中で識別される、識別することと、
　－　識別された、いくつかの膜特徴に基づきＩＨＣ画像を採点することであって、
　　画像は、スコアに基づき４つのカテゴリの１つにビニングされる、採点することとを
含む。
【００７０】
　次の実施形態では、図面を参照して例としてだけで本発明をより詳細に述べる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１Ａ】主題開示の例示の実施形態による、ＩＨＣスライドグラスを採点するためのシ
ステム１００を描写する図である。
【図２Ａ】主題開示の例示の実施形態による、２つの出力画像を提供するために、分離さ
れるまたはデコンボリューションされる全スライドグラス画像２２１を描写する図である
。
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【図２Ｂ】主題開示の例示の実施形態による、異なるＦＯＶ選択を描写する図である。
【図２Ｃ】主題開示の例示の実施形態による、異なるＦＯＶ選択を描写する図である。
【図３Ａ】主題開示の例示の実施形態による、アッセイの画像を採点するための方法を描
写する図である。
【図３Ｂ】主題開示の例示の実施形態による、アッセイの画像を採点するための方法を描
写する図である。
【図３Ｃ】主題開示の例示の実施形態による、アッセイの画像を採点するための方法を描
写する図である。
【図４Ａ】主題開示の例示の実施形態による、膜検出のための方法および前記方法の結果
を描写する図である。
【図４Ｂ】主題開示の例示の実施形態による、膜検出のための方法および前記方法の結果
を描写する図である。
【図４Ｃ】主題開示の例示の実施形態による、膜検出のための方法および前記方法の結果
を描写する図である。
【図５】主題開示の例示の実施形態による、ＦＯＶ選択および結果描写のための例示のイ
ンターフェースを描写する図である。
【図６】ＦＯＶ選択および結果描写のための例示のインターフェースを描写する図である
。
【発明を実施するための形態】
【００７２】
　本明細書に開示するシステムおよび方法は、膜質および細胞質の領域を染色するＩＨＣ
アッセイによって染色された生物学的試料または試料をその上に有するデジタル化された
スライドグラスを採点するための自動化された画像解析アルゴリズムおよびワークフロー
に関する。本発明は、ｃ－ＭＥＴ　ＩＨＣアッセイによって染色された全ＮＳＣＬＣスラ
イドグラスに関し、例示する目的で述べる。しかし、開示する動作は、本開示を考慮する
と当業者に明らかになるように、膜質および細胞質の染色剤と細胞核の対比染色剤のいず
れかの他の組み合わせに適用可能とし得る。
【００７３】
　「対比染色剤（ｃｏｕｎｔｅｒｓｔａｉｎ）」は、たとえば、細胞核を染色するための
染色剤とすることができる。たとえば、対比染色剤は、バイオマーカーを含む膜および細
胞質の構成要素を彩色するために使用される染色剤に関して対比色のものとすることがで
きる。実施形態によれば、細胞核は、対比染色剤によってのみ可視化され、バイオマーカ
ーを染色するために使用される染色剤によっては可視化されない。いくつかの実施形態に
よれば、対比染色剤は、「第１の染色剤」の例であり、バイオマーカーを染色するための
染色剤は、「第２の染色剤」の例である。
【００７４】
　図１は、主題開示の例示の実施形態による、ＩＨＣスライドグラスを採点するためのシ
ステム１００を描写する。システム１００は、メモリ１１０を含み、それは、コンピュー
タ１０１に結合されるプロセッサ１０５によって実行される複数の処理モジュールまたは
論理命令を格納する。複数の処理モジュール１１１～１１８の１つまたは複数の実行は、
画像化サブシステム１０２から画像データを受け取ることによって引き起こすことができ
る。コンピュータ１０１は、プロセッサ１０５およびメモリ１１０に加えて、また、キー
ボード、マウス、タッチペンおよびディスプレイ／タッチスクリーンなど、ユーザ入出力
装置を含む。次の論述で述べるように、プロセッサ１０５は、メモリ１１０に格納された
論理命令を実行する。画像化サブシステム１０２は、染色する、および／または画像化す
るプラットフォームのいずれかの組み合わせを含むことができる。たとえば、サンプルは
、明視野の画像化のための色を生じる染色剤または蛍光画像化のための蛍光団と関連する
１つまたは複数の異なるバイオマーカーを含む染色アッセイの適用によって染色しておく
ことができる。染色アッセイは、明視野の画像化のための色を生じる染色剤、蛍光画像化
のための有機蛍光団、量子ドット、または量子ドットと一緒の有機蛍光団、あるいは染色
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剤、バイオマーカーのいずれかの他の組み合わせ、および観察する、または画像化する装
置を使用することができる。
【００７５】
　実施形態によれば、第１および／または第２の染色剤は、明視野の画像化のための色を
生じる染色剤、蛍光画像化のための有機蛍光団、量子ドット、または量子ドットと一緒の
有機蛍光団とすることができる。
【００７６】
　さらにまた、通常のサンプルは、サンプルに染色アッセイを適用し、染色されたサンプ
ルをもたらす自動化された染色／アッセイプラットフォーム中で処理される。染色／アッ
セイプラットフォームとして使用するのに適切な様々な市販製品が市場に存在し、１つの
例が、譲受人のＶｅｎｔａｎａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ、Ｉｎｃ．の登録商標
Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙの製品である。
【００７７】
　画像化サブシステム１０２は、顕微鏡上にカメラを、または顕微鏡および／または画像
化構成要素を有する全スライドグラススキャナ、たとえば倍率が２０倍または４０倍のＶ
ｅｎｔａｎａ　ｉＳｃａｎ　ＨＴまたはｉＳｃａｎ　Ｃｏｒｅｏスキャナをさらに含むこ
とができる。１つの例示の実施形態では、画像化サブシステム１０２は、人の患者からの
組織サンプルのひと続きの切片に対応する全スライドグラス画像をデジタル化する、また
はスキャンするために使用することができる。組織サンプルは、肺のそれとすることがで
き、ひと続きの組織切片は、少なくともｃＭＥＴアッセイ、ならびにヘマトキシリンおよ
びエオシン（Ｈ＆Ｅ）アッセイによって染色することができる。タンパク質発現、たとえ
ば非腫瘍性の（非悪性の）および悪性の細胞の両方中のＭＥＴ発現を定量化するために、
ｃ－ＭＥＴタンパク質を対象とするアッセイ、たとえばｃ－ＭＥＴ　ＩＨＣアッセイが開
発されている。アッセイは、対象とした治療学に対して好ましく反応する可能性があるＮ
ＳＣＬＣ患者を選択するために使用することができる。アッセイは、自動化された染色プ
ラットフォーム、たとえばＢＥＮＣＨＭＡＲＫ　ＸＴおよびＢＥＮＣＨＭＡＲＫ　ＵＬＴ
ＲＡ上で、および／またはＤＡＢ検出キットとともに利用することができ、たとえばホル
マリンで固定され、パラフィンに包埋された（ＦＦＰＥ）組織（たとえばヒト組織）の切
片中でのｃ‐ＭＥＴタンパク質の細胞内領域（すなわち細胞質および膜の領域）の半定量
的検出を対象とし、膜質および細胞質の細胞領域を染色する。たとえば、ＤＡＢがｃ－Ｍ
ＥＴアッセイ中で第２の染色剤として使用される場合、ＤＡＢは、細胞膜に接近したとこ
ろで膜質および細胞質の細胞領域を染色することができ、これは、たとえば、ＤＡＢ検出
キットによって、ＤＡＢが細胞膜タンパク質ｃ‐ＭＥＴの細胞質ゾル領域に選択的に結び
付けられるからである。包埋の方法は、変えることができる。ＮＳＣＬＣ中のＭＥＴ発現
の分類は、半定量的であり、染色度および陽性率の評価が必要である。たとえば、陽性率
は、バイオマーカーを発現させ、したがって「バイオマーカー陽性の腫瘍細胞」として検
出することができる腫瘍組織切片中の腫瘍細胞の割合とすることができる。
【００７８】
　全スライドグラスのデジタル化された画像は、ネットワークまたはいずれかの他の通信
手段を介して提供することができる。画像は、どのどれぐらい多くの特定の抗体分子が、
特定の免疫性細胞の腫瘍マーカーまたはバイオマーカーなど、組織上のある結合部位また
は対象物に結び付いているのかに関する情報と、さらにまた染色に使用される化学薬品の
濃度、染色する際組織に適用される化学薬品の反応時間および／または組織年令、定着方
法、期間、サンプルがどのように包埋されたのか、切断されたのかなど、組織の解析前条
件を含む、染色プラットフォームに関するいずれかの情報とを提供することができる。１
つまたは複数のアッセイの画像は、それに格納されたモジュールによって処理するために
、メモリ１１０に供給することができる。画像は、たとえば、ＲＧＢ画像とすることがで
きる。画像中の染色剤の組み合わせを分離するために、画像化サブシステム１０２から受
け取った全スライドグラス画像上の２つ以上の染色剤の線形の組み合わせである２つ以上
の画像をもたらすために、カラーデコンボリューションモジュール１１１を呼び出すこと
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ができる。たとえば、分離されて、またはデコンボリューションされて、それぞれがＤＡ
Ｂ（ブラウン）チャネル２２２（または「ＤＡＢチャネル画像」２２２）およびＨ＆Ｅ（
対比染色剤）チャネル２２３（または「Ｈ＆Ｅチャネル画像」２２３）を表す、２つの出
力画像をもたらす全スライドグラス画像２２１を描写する図２Ａを参照されたい。実施形
態によれば、ＤＡＢチャネル画像は、「第２のデジタル画像」の例であり、Ｈ＆Ｅチャネ
ル画像は、「第１のデジタル画像」の例である。ＤＡＢチャネル（３、３’－ジアミノベ
ンジジン）が通常ブラウンであり、他の染色剤／対比染色剤チャネルは、異なる色のもの
とすることができるが、全スライドグラス画像２２１などのＲＧＢ画像は、デコンボリュ
ーションすることができ、それぞれ個々のカラーチャネルが、画像２２２および２２３に
示すように、ピクセル毎に０～２５５の間の１次元強度値を与えるために、グレースケー
ルバージョンで表すことができる。言い換えると、ＤＡＢチャネルおよびＨ＆Ｅチャネル
画像は、それらの元の色で描写する必要がなく、グレースケールで査定され、デコンボリ
ューションされた画像は、使用される特定の染色剤の「強度」または「強さ」を表す。
【００７９】
　全スライドグラススキャナを２０／４０倍の所望の倍率で使用して全スライドグラスを
デジタル化することができる、あるいは病理学者が、画像解析のためにスライドグラスを
デジタル顕微鏡の下で精密に調べ、領域を選択し、それらの領域だけを捕らえることがで
きる、いずれかである。いくつかの実施形態によれば、第１および第２のデジタル画像に
よってカバーされるスライドグラスのエリアは、全スライドグラスとすることができる、
または病理学者によって選択されたすべての領域の全体とすることができる。また、腫瘍
組織検出アルゴリズムが、画像解析を介して検査される前記領域を自動的に選択すること
が可能である。ＦＯＶ選択モジュール１１２は、本明細書でさらに述べるように、さらな
る解析のために視野（ＦＯＶ）を選択するインターフェースになる。簡単にいうと、本明
細書で述べるいずれかの画像解析動作は、入力画像の全腫瘍領域に対して、または学習を
受けた病理学者または他の操作員によってハイライトされた特定の領域（ＦＯＶ）に対し
て実施することができる。デジタル化されたスライドグラス、たとえば全スライドグラス
は、メモリまたは記憶装置中に、たとえば局所的画像フォルダに、またはリモート画像サ
ーバにセーブされ、メモリまたは記憶装置からオープンされてビューワ、たとえば全スラ
イドグラスのビューワ（たとえばＶｉｒｔｕｏｓｏ、ＩｍａｇｅＶｉｅｗｅｒまたはＶｅ
ｒｓｏのような）および／またはスライドグラス管理アプリケーションで精密に調べられ
る。病理学者または資格のある専門家は、異なる倍率で全スライドグラスを注意深く移動
して精密に調べることに基づき、解釈および採点するためにデジタル化された全スライド
グラス上の十分な数の代表的な腫瘍領域（視野、ＦＯＶ）に注釈を付ける。病理学者が全
体的なスライドグラスの解釈のために使用するマーカー発現を反映するように、注釈付き
の代表的なフィールドが選択される。注釈は、ビューワアプリケーション中で提供される
注釈ツールを使用して出される。注釈は、いずれかの特定の倍率（解像度）で作成するこ
とができる。
【００８０】
　注釈は、第２のスライドグラス、すなわちヘマトキシリンおよびエオシン（「Ｈ＆Ｅ」
）によって染色されている腫瘍組織切片を含むスライドグラスのＨ＆Ｅ画像に割り当てる
ことができる。前記Ｈ＆Ｅ画像の注釈は、別のスライドグラス（「第１のスライドグラス
」）のエリアから導かれた第１および／または第２のデジタル画像にマッピングして移動
させることができる。他のスライドグラスは、第１および第２の染色剤によって、たとえ
ばヘマトキシリンおよびＤＡＢによって染色されている腫瘍組織切片を含む。マッピング
を可能にするために、第１および第２のスライドグラスの腫瘍組織切片は、隣接したひと
続きの組織切片であることが必要である。
【００８１】
　たとえば、図２Ｂおよび２Ｃは、異なるＦＯＶ選択を描写する。図２Ｂは、Ｈ＆Ｅ画像
２２４上の注釈付きの全腫瘍ＦＯＶ選択２２６を描写し、マーカー間登録動作が、全腫瘍
の注釈２２６を、同じ組織サンプルのひと続きの切片に対応するｃＭＥＴ画像２２５に移
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動させるために使用される。言い換えると、注釈２２６は、病理学者によって、またはセ
グメンテーション、閾値化、エッジ検出などの自動化された画像解析動作を使用して、Ｈ
＆Ｅ画像２２４に対して実施され、注釈２２６は、ｃＭＥＴ画像２２５の対応する領域に
自動的にマッピングされる。注釈付きの領域２２６だけが、解析され、本明細書で述べる
動作で採点される。
【００８２】
　図２Ｃに描写する代替の実施形態では、ｃＭＥＴ画像２２７の特定の領域２２８は、解
析のために、学習を受けた病理学者または他の操作員によって選択される。注釈２２８が
ｃＭＥＴ画像自体に対して出されるので、マーカー間登録動作は、必要でないことがある
。ｃＭＥＴ画像は、画像、たとえば第１のスライドグラスのエリアのＲＧＢ画像である。
ｃＭＥＴ画像は、本明細書でさらに述べるように、その後分離する、またはデコンボリュ
ーションすることができ、それによってスコアを生成するために使用される第１および第
２のデジタル画像が生成される。したがって、デコンボリューションモジュール１１１お
よびＦＯＶ選択モジュール１１２は、いずれかの特定の順序で実行する必要がなく、１つ
のモジュールは、必要の際、別を呼び出すことができる。
【００８３】
　視野は、Ｈ＆Ｅ画像からｃＭＥＴ画像など、１つまたは複数の隣接する画像に登録する
、または移動させることができる。たとえば、染色剤およびマーカーの異なる組み合わせ
を用いるアッセイにわたる登録動作は、同一出願人による同時継続の欧州特許出願第ＷＯ
２０１４１４００７０Ａ２号を参照してさらに述べる方法など、マーカー間アルゴリズム
を使用し、その出願の内容は、参照によってその全体が本明細書に援用される。援用され
る特許出願の該当セクションは、デジタル画像登録プロセスを述べており、そのプロセス
は、
　－　単一患者の隣接する組織切片の１セットのデジタル画像から第１の組織切片の第１
のデジタル画像を選択するステップと、
　－　そのセットから第２の組織切片の第２のデジタル画像を選択するステップと、
　－　第１のデジタル画像と第２のデジタル画像の間で組織構造をマッチングするステッ
プと、
　－　第１のデジタル画像に対して出された注釈を第２のデジタル画像に自動的にマッピ
ングするステップとを含む。
【００８４】
　第１のデジタル画像は、染色剤および画像化モードを使用して得られた画像から導くこ
とができ、第２のデジタル画像は、第１のデジタル画像と比べて異なる染色剤、異なる画
像化モード、またはその両方を使用して得られた画像から導くことができる。染色剤、た
とえば第１および／または第２の染色剤は、ヘマトキシリンおよびエオシン染色剤（「Ｈ
＆Ｅ」染色剤）、免疫組織化学染色剤（「ＩＨＣ」染色剤）、または蛍光性染色剤から選
ぶことができる。たとえば、細胞核を染色するために使用される第１の染色剤は、ヘマト
キシリンとすることができ、バイオマーカーを染色するために使用される第２の染色剤は
、ＤＡＢとすることができる。画像化モードは、明視野の顕微鏡法または蛍光性顕微鏡法
から選ぶことができる。組織構造をマッチングすることは、粗登録モードを含むことがで
き、そのモードは、
　－　デジタル画像から第１のグレーレベル組織の前景画像を生成し、別のデジタル画像
から第２のグレーレベル組織の前景画像を生成するステップと、
　－　第１のグレーレベル組織の前景画像から第１の組織の２進法エッジマップを計算し
、第２のグレーレベル組織の前景画像から第２の組織の２進法エッジマップを計算するス
テップと、
　－　第１の２進法エッジマップと第２の２進法エッジマップを位置合わせするための大
域的な変換パラメータを計算するステップと、
　－　第１のデジタル画像および第２のデジタル画像を、第１および第２のグレーレベル
組織の前景画像が、大域的な変換パラメータに基づきそれから生成された両方のデジタル
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画像を包含する共通の大きいグリッドにマッピングするステップとを含む。たとえば、第
１のグレーレベル組織の前景画像がそれから生成されたデジタル画像は、第１のスライド
グラスのデジタル画像とすることができ、以下では「第１のスライドグラスのデジタル画
像」という。他のデジタル画像は、第２のスライドグラスのデジタル画像とすることがで
き、以下では「第２のスライドグラスのデジタル画像」という。大域的な変換パラメータ
を計算するステップは、第１の２進法エッジマップと第２の２進法エッジマップの間のア
フィンマッピングを生成するために、モーメントベースのマッピング方法を使用するステ
ップをさらに含むことができる。第１のデジタル画像と第２のデジタル画像の位置合わせ
を改善するために、微登録モードを使用することができる。微登録モードは、
　－　第１のグレーレベル組織の前景画像がそれから生成されたデジタル画像に注釈を付
けるステップと、
　－　第２のグレーレベル組織の前景画像がそれから生成されたデジタル画像中の対応す
る場所に共通の大きいグリッドに対する注釈をマッピングするステップと、
　－　２進法の組織エッジマップに基づき面取り距離をマッチングするステップを使用し
て場所を更新するステップとを含む。組織エッジの２進法マップの縮小バージョンを使用
することができ、その方法は、粗いモード登録に関連するマッチングするステップを向上
させる最小コストウィンドウを選択するステップをさらに含むことができる。
【００８５】
　面取り距離をマッチングするステップは、２つの異なる画像からのエッジポイントの最
適適合の発見を、それらの間の一般化距離を最小にすることによって可能にする。１つの
画像のエッジポイントは、どのようにして画像を互いに対して幾何学的に変形させること
ができるのかを記述する、１セットのパラメトリック変換方程式によって変換される。面
取り距離をマッチングするステップを適用するステップは、有益であり得る、というのは
、その方法は、迅速であって不完全な入力データを扱うことができると気付かれているか
らである。
【００８６】
　視野を指定し、画像にわたる視野を登録するとき、たとえば、ＲＧＢ全スライドグラス
画像から分離された、またはデコンボリューションされたヘマトキシリンチャネル画像（
それは、「第１のデジタル画像」の例とすることができる）中で腫瘍細胞の数をカウント
するために、細胞核検出モジュール１１４を呼び出すことができる。細胞核検出は、セグ
メンテーション、閾値化など、いずれかの既知の細胞核検出方法を使用することができる
。１つの例示の実施形態では、放射相称ベースの細胞核検出動作が使用される。放射相称
動作は、同一出願人による同時継続の特許出願第ＷＯ２０１４１４００８５Ａ１号にさら
に述べられている。これらの動作は、組織試料スライドグラス、たとえば免疫組織化学（
ＩＨＣ）アッセイによって染色された試料を自動的に解釈し採点するステップを含むこと
ができる。画像の領域または全体の画像（たとえばデジタルの全スライドグラス画像）は
、全スライドグラスと関連する情報および特性、および定量的解析のために選択される特
徴に少なくとも部分的に基づき解析することができる。全スライドグラス画像は、スライ
ドグラスの領域（たとえばラベル、マーカー、空白のエリアを除くスライドグラスのすべ
ての領域）を含む組織のすべて、または実質的にそのすべての画像と見なされる。スライ
ドグラスの領域（たとえばスライドグラスの特定の組織領域）または全スライドグラス中
の細胞構造（たとえば細胞核の物体、細胞核シード（ｓｅｅｄ）および／または膜）およ
び細胞は、スライドグラスの領域を含む組織と関連するデータに関する情報に少なくとも
部分的に基づき識別することができる。前記「領域」は、また、「エリア」といわれる。
細胞タイプを識別し、定量的解析を実施するために、細胞をカウントすることができ、こ
れらの細胞の局所的および大域的な特徴の様々なタイプを計算することができる。特徴の
計算は、スライドグラスの注釈付きの領域からの情報だけでなく全スライドグラス（たと
えば多数の倍率で解析されたスライドグラスの組織を含む領域）からの情報も使用するこ
とができる。
【００８７】
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　細胞は、選択された視野に少なくとも部分的に基づき画像および／または全体のスライ
ドグラスを採点するために、および／または全スライドグラス（すなわちスライドグラス
の領域を含む組織のすべて）と関連する情報またはデータに少なくとも部分的に基づき全
スライドグラスを採点するために、自動的にカウントし、分類することができる。スコア
は、スライドグラスの解釈のために使用することができる。一実施例によれば、システム
は、信頼性があり再現性があるスライドグラス解釈を支援する目的で組織についての情報
を決定するために、識別された細胞核の物体および／または細胞核を正確にカウントする
ことができる。一実施形態では、システムは、たとえば生物学的試料（たとえば腫瘍組織
）を採点するために、識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞内に含まれる識別された
細胞核、および／またはネガティブに染色され識別された細胞核の物体、および／または
非腫瘍細胞として識別されている、識別されたバイオマーカー陽性の細胞内に含まれる細
胞核をカウントする。いくつかの実施形態では、オーバーレイ画像が生成され、それによ
って対象物からの試料の画像中で興味ある特徴にラベルを付ける。
【００８８】
　別の実施例によれば、システムは、信頼性があり再現性があるスライドグラス解釈を支
援する目的で組織についての情報を決定するために、細胞核の物体を正確にカウントする
ことができる。一実施形態では、システムは、たとえば生物学的試料（たとえば腫瘍組織
）を採点するために、ポジティブに染色された細胞核の物体および／またはネガティブに
染色された細胞核の物体をカウントする。いくつかの実施形態では、オーバーレイ画像が
生成され、それによって対象物からの試料の画像中で興味ある特徴にラベルを付ける。
【００８９】
　組織の採点は、組織サンプルについて予後を予測する、および／または生成するように
実施することができる。いくつかの実施形態では、病理学者は、スライドグラスのスコア
を承認する、または否認することができる。スライドグラスのスコアが否認された場合、
自動化されたスコアは、手作業によるスコア（たとえば目視検査に少なくとも部分的に基
づくスコア）に置き換えることができる。システムは、マーカー毎に、たとえばバイオマ
ーカー毎に１セットの学習用または基準のスライドグラスに少なくとも部分的に基づき学
習を受けた分類者を有することができる。マーカーの１セットの学習用スライドグラスは
、すべての所望のデータ変動性を表すことができる。バイオマーカー毎に分類者を学習さ
せるために、異なるセットのスライドグラスを使用することができる。それに応じて、単
一のバイオマーカーについて、学習後、一人の分類者が得られる。異なるバイオマーカー
から得られる画像データの間に変動性があるので、まだ見ていないテストデータに対して
より良い能力を確保するように、異なる分類者が異なるバイオマーカー毎に学習を受ける
ことができ、バイオマーカータイプのテストデータが知られることになる。学習を受けた
分類者は、スライドグラス解釈のために、たとえば組織タイプ、染色プロトコルおよび興
味ある他の特徴中の学習用データ変動性をどれぐらい最適に扱えるのかに少なくとも部分
的に基づき選択することができる。
【００９０】
　システムは、画像の特定の領域を、その領域内の情報に、さらにまたその領域外の情報
に少なくとも部分的に基づき解析することができる。いくつかの実施形態では、マルチス
テージの２進法分類者は、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞の細胞核およびバイオマーカー
陽性の非腫瘍細胞（たとえばリンパ球および間質の細胞）の細胞核を識別することができ
る。バイオマーカー陽性の非腫瘍細胞の細胞核は、識別された細胞核の全体から除去され
、さらなる改善ステップでは、残された識別された細胞核の位置情報だけが、細胞膜を識
別するために、第２のデジタル画像とともに解析される。識別された細胞膜が、バイオマ
ーカー陽性の非腫瘍細胞の細胞核であるとして除去されている細胞核を囲繞する場合、前
記細胞膜は、識別された細胞膜の全体から除去され、識別されたバイオマーカー陽性の腫
瘍細胞の全体が、それに応じて更新される。いくつかの実施形態によれば、さらなる分類
で、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞は、背景細胞、すなわち非常に弱い細胞核の斑点強度
を有する細胞から区別することができ、その弱い強度は、第１のスライドグラス中の背景
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層に属する前記細胞によって引き起こされている可能性がある。たとえば、ブラウンに染
色された細胞核を有し、強度値が最小閾レベル以上であるバイオマーカー陽性の腫瘍細胞
は、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞として維持することができる。ブラウンに染色された
細胞核を有し、強度値が前記最小閾レベルより低いバイオマーカー陽性の腫瘍細胞は、背
景細胞または細胞質の赤み（ｂｌｕｓｈ）として識別することができる。識別された背景
細胞および細胞質の赤みは、次のステップで除去される。スコア（たとえば全スライドグ
ラスのスコア）は、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞／バイオマーカー陽性の非腫瘍細胞の
数に少なくとも部分的に基づき決定することができる。実施形態によれば、細胞核を識別
するために、最初に、細胞核の斑点が、第１のデジタル画像中で強度値を解析することに
よって識別される。検出された細胞核の斑点毎に、平均斑点強度、色および検出された細
胞核の斑点のエリアおよび形状などの幾何学的特徴を計算することができ、細胞核の斑点
は、腫瘍細胞核と、非腫瘍細胞、たとえば間質およびリンパ球の細胞の細胞核とに分類さ
れる。間質およびリンパ球の細胞の細胞核がそれに基づき識別された細胞核の斑点は、プ
ロセス中の後のステップから排除することができる。それゆえ、識別された細胞核の全体
は、最初から非腫瘍細胞の細胞核を含んでいない可能性がある、または非腫瘍細胞の細胞
核は、後のステップで識別された細胞核の全体から取り除くことができる。このモジュー
ルによって出力された識別された細胞核の数は、カウントされた腫瘍細胞核の数によって
明らかになるように、ＦＯＶ中で検出されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞の総数に相当
する。全スライドグラスの採点のために使用される腫瘍細胞核の総数は、すべての解析さ
れた領域中で検出された腫瘍細胞核のカウントの集計である。
【００９１】
　さらなる実施形態によれば、システムは、画像の特定の領域を、その領域内の情報と、
さらにまたその領域外の情報とに少なくとも部分的に基づき解析することができる。いく
つかの実施形態では、マルチステージの２進法分類者は、ポジティブおよびネガティブの
細胞核を識別することができる。ポジティブ細胞核は、ネガティブ細胞核、リンパ球、間
質と区別することができる。さらに、ネガティブ細胞およびリンパ球は、間質と区別する
ことができる。次いで、リンパ球は、ネガティブ細胞核と区別される。さらなる分類では
、ポジティブ細胞は、背景細胞と区別することができる。たとえば、ポジティブ細胞がブ
ラウンに染色された細胞核を有する場合、背景細胞は、細胞質の赤みである可能性があり
、それは、除去することができる。スコア（たとえば全スライドグラスのスコア）は、ポ
ジティブ／ネガティブの細胞核の数に少なくとも部分的に基づき決定することができる。
要約すると、検出された細胞核毎に、平均斑点強度、色および検出された斑点のエリアお
よび形状などの幾何学的特徴を計算することができ、斑点は、腫瘍細胞核、間質およびリ
ンパ球の細胞に分類される。間質およびリンパ球の細胞は、プロセス中の後のステップか
ら排除することができる。このモジュールによって出力された細胞の数は、カウントされ
た腫瘍細胞核の数によって明らかになるように、ＦＯＶ中で検出された腫瘍の総数に相当
する。全スライドグラスの採点のために使用される腫瘍細胞核の総数は、すべての解析さ
れた領域中で検出された腫瘍細胞核のカウントの集計である。
【００９２】
　図２Ｄは、上記に述べた放射相称検出動作を使用して検出されたＩＨＣ画像中の複数の
細胞核を描写する。
　図１に戻って参照すると、また、細胞膜に対応するストロークを発見するために、膜ま
たは細胞質検出モジュール１１５を実行することができる。「細胞質検出」は、たとえば
細胞膜タンパク質の細胞質の領域の検出に関する。膜検出モジュール１１５によって実施
される動作は、図３Ａ～３Ｂに関してさらに述べる。全体的に、細胞膜検出は、ＤＡＢ（
３、３’－ジアミノベンジジン）チャネルに対して実施され、本明細書で「２進法改善マ
スク」ともいわれる粗マスクによって有効にされ、それは、膜検出が実施される膜質の領
域を識別する、ＤＡＢチャネルに対するＯｔｓｕセグメンテーション（これは本技術分野
で既知である）を介して生成される。言い換えると、膜検出は、膜質の構造を検出するた
めに、ＤＡＢチャネルの画像閾値化に基づきスポークまたはストロークモデルを使用して
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いる。代替の実施形態では、ＤＡＢチャネルの代わりに、膜検出は、入力ＲＧＢ画像中の
レッドチャネルの反転バージョンに対して、またはブラウンチャネル画像のいずれかの他
の推定に対して実施することができる。ブラウンチャネル画像は、「第２のデジタル画像
」の例とすることができる。
【００９３】
　改善モジュール１１６は、結果の実現可能性を決定するために、マスクとともに細胞核
および細胞膜検出の結果に対する相関動作を実施する。モジュールは、細胞膜が細胞核対
比染色剤を取り囲んでいるのかどうか、または対比染色剤が細胞膜によって取り囲まれて
いる時に基づき誤った検出を除去する。これらの動作は、検出モジュール１１４および１
１５からの出力画像のオーバーレイに基づく、すなわち第１および第２のデジタル画像の
オーバーレイまたは「マッピング」に基づくことができる。たとえば、細胞核の斑点（た
とえば細胞核候補として働き、細胞核を識別するために解析される第１のデジタル画像中
の均質強度の領域）の中心が、第２のデジタル画像の対応する領域にマッピングされる。
第２のデジタル画像中の細胞核の斑点の前記マッピングされた中心から８つ以上の方向に
放射状に広がるベクトルは、検出された細胞核のまわりで細胞膜領域を探し求めるために
、用いることができる。
【００９４】
　実施形態によれば、また、ブラウンマスク、すなわち、２進法改善マスクは、空領域、
すなわち細胞核または細胞膜が全くない領域を一掃する助けになる。改善動作は、偽の細
胞核検出をなくす形態学的な動作をさらに含む。改善モジュールは、改善された膜／細胞
質の検出マスクを出力し、それは、たとえば、図４Ａ～４Ｂでさらに述べるように、改善
され向上した２進法改善マスクとして働くことができる。
【００９５】
　その後、視野および／または画像を採点する目的で各検出された（「識別された」）細
胞核がどれぐらい完全に周辺を、またはどれぐらい良く取り囲まれているのか、および検
出結果の強度を決定するために、完全性および強度の計算モジュール１１７および採点／
ビニングモジュール１１８が呼び出される。視野および／または画像は、たとえば第１お
よび第２のデジタル画像がそれから導かれたスライドグラスのエリアとすることができる
。スコアは、閾に晒すことができ、それは、さらに本明細書で述べるように、ゼロ、弱い
、中間および強いを表すカテゴリへの各画像のビニングを有効にする。これらのスコアお
よびカテゴリは、完全な円周の割合および検出結果の強度に基づく。これらのモジュール
からの出力は、完全に、また、部分的に染色された細胞核および膜を描写する結果画像を
もたらす。
【００９６】
　上記に述べたように、モジュールは、プロセッサ１０５によって実行されるロジックを
含む。「ロジック（Ｌｏｇｉｃ）」は、本明細書で使用するとき、本開示の始めから終わ
りまで、プロセッサの動作に影響を及ぼすように用いることができる命令信号の形態を有
するいずれかの情報および／またはデータをいう。ソフトウェアは、そのようなロジック
の一例である。プロセッサの例は、コンピュータプロセッサ（処理ユニット）、マイクロ
プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、コントローラおよびマイクロコントローラなどで
ある。ロジックは、メモリ２１０などのコンピュータ可読媒体に格納された信号から形成
することができ、メモリ２１０は、例示の実施形態では、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、リードオンリ―メモリ（ＲＯＭ）、消去可能／電気的消去可能プログラマブルリー
ドオンリ―メモリ（ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリなどとすることがで
きる。ロジックは、また、デジタルおよび／またはアナログのハードウェア回路、たとえ
ば論理ＡＮＤ、ＯＲ、ＸＯＲ、ＮＡＮＤおよび他の論理動作を含むハードウェア回路を含
むことができる。ロジックは、ソフトウェアとハードウェアの組み合わせから形成するこ
とができる。ロジックは、ネットワークに接続して、サーバまたはサーバのコンプレック
スでプログラミングすることができる。具体的なロジックユニットは、ネットワーク上の
単一論理位置に限定されない。さらにまた、モジュールは、いずれかの特定の順序で実行
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する必要がない。各モジュールは、実行するのに必要なとき、別のモジュールを呼ぶこと
ができる。
【００９７】
　図３は、主題開示の例示の実施形態による、アッセイの画像を採点するための方法を描
写する。この例示の実施形態で述べる動作は、システム１００に関して述べた構成要素ま
たは同様の機能を果たす他の構成要素を使用することができる。たとえば、画像化サブシ
ステムは、人の患者からの組織サンプルのひと続きの切片に対応する全スライドグラス画
像をデジタル化する、またはスキャンするために使用することができる。組織サンプルは
、肺のそれとすることができ、ひと続きの組織切片は、少なくともｃＭＥＴアッセイ、ヘ
マトキシリンおよびエオシン（Ｈ＆Ｅ）アッセイによって染色することができる。たとえ
ば、ｃＭＥＴアッセイは、第２の染色剤、たとえばＤＡＢによってＭＥＴタンパク質バイ
オマーカーを染色するために使用することができ、ヘマトキシリンおよびエオシン（Ｈ＆
Ｅ）アッセイは、第１の染色剤、ヘマトキシリンによって細胞核を染色するために使用す
ることができる。１つまたは複数のスライドグラス（そのいずれかが、たとえば「第１の
スライドグラス」ということができる）の画像は、分離またはカラーデコンボリューショ
ンモジュールに提供することができ、図２Ａに示すように、それぞれがＤＡＢ（ブラウン
染色剤）チャネル画像と、Ｈ＆Ｅ（対比染色剤）チャネル画像ともいわれる第１のデジタ
ル画像とを描写する２つの分離した画像がもたらされる。ＤＡＢ（ブラウン染色剤）チャ
ネル画像は、第２のデジタル画像の例として見なすことができ、Ｈ＆Ｅ（対比染色剤）チ
ャネル画像は、第１のデジタル画像の例として見なすことができる。
【００９８】
　全スライドグラスは、所望の倍率２０／４０倍で全スライドグラススキャナを使用して
デジタル化することができる、または病理学者が、デジタル顕微鏡下でスライドグラスを
精密に調べ、画像解析のための領域を選択し、それらの領域だけを捕らえることができる
。全腫瘍切片または特定の切片など、視野を選択し、登録アルゴリズムを使用して登録す
ることができる。視野は、たとえばヘマトキシリンとエオシンの組み合わせによって染色
され、それによって第２のスライドグラスが第１のスライドグラスの腫瘍組織切片の隣接
したひと続きの切片である腫瘍組織切片を含む第２のスライドグラスのさらなる画像から
選択することができる。第２のスライドグラスのさらなる画像および元の画像、および／
または第１のスライドグラスの第１および／または第２のデジタル画像は、互いに対して
マッピングし、登録アルゴリズムを使用して登録することができる。登録アルゴリズムは
、第２のスライドグラスのさらなる画像からの注釈を元のＲＧＢ画像および／または第１
のスライドグラスの第１および第２のデジタル画像に移動させるために実施することがで
きる。同じ方法は、注釈が全腫瘍注釈からのものであるのかＦＯＶ注釈からのものである
のかに関係なく、適用可能である。
【００９９】
　どちらの場合でも、方法は、膜質および細胞質の領域がＴＲＵＥ、それ以外はすべてど
こでもＦＡＬＳＥと設定されるＤＡＢチャネル画像からのマスク（Ｓ３０１）、または「
２進法マスク画像」または「２進法改善マスク」の生成から始めることができる。ＤＡＢ
チャネルをセグメンテーションするために、１セットの学習用例から選択された低い閾値
を使用することができる。強度値が閾より大きいすべてのピクセルは、ＴＲＵＥ、それ以
外はＦＡＬＳＥと設定される。
【０１００】
　たとえば、マスク中では、その強度値が動的に決定された閾より大きい第２のデジタル
画像の領域は、ＴＲＵＥと設定され、これは、ピクセルが、「マスクピクセル」にならな
いということを意味する。ピクセルをＦＡＬＳＥと設定することは、前記ピクセルが「マ
スクピクセル」になるということを意味する。強度が高い領域は、通常、バイオマーカー
が位置決めされ、第２の染色剤によって染色された細胞膜に隣接する膜質および細胞質の
領域に対応する。
【０１０１】
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　染色アーチファクトによるＦＡＬＳＥ検出（すなわち誤って検出された細胞）を取り除
くために、簡単な３×３ピクセルメジアンのフィルタが、たとえば３ピクセルがスライド
グラス中で１μｍに相当する画像解像度で使用されるが、フィルタサイズは変えることが
できる。細胞核サイズより小さい、いずれかの小さな穴をなくすために、形態学的な画像
のオペレータを使用することができる。ＤＡＢ強度画像は、２進法改善マスクを使用して
マスクされる。それによって、たとえば、改善された画像は、第２のデジタル画像または
その派生物、たとえば上記で言及した中間画像とデジタル改善マスクの組み合わせから生
成することができる。改善された画像は、第２のデジタル画像の改善されたバージョンで
あり、そこでは強度がより高いいくつかの領域が、それらがバイオマーカー陽性の腫瘍細
胞の細胞膜に関連することが不可能である、またはありそうにないので、マスクされる。
【０１０２】
　実施形態によれば、細胞核検出（Ｓ３０２）は、いずれかの既知の細胞核検出方法を使
用してＨ＆Ｅチャネル中で腫瘍細胞の数をカウントするステップを含む。例示の実施形態
では、放射相称ベースの細胞核検出動作を使用することができる。検出された細胞核につ
いて、平均斑点強度、色および検出された斑点のエリアおよび形状などの幾何学的特徴が
計算され、斑点が腫瘍細胞核、間質およびリンパ球の細胞に分類される。間質およびリン
パ球の細胞は、アルゴリズム中の後のステップから排除することができ、ステップ（Ｓ３
０１）の２進法マスクの外側に含まれるすべての細胞核シードは、さらなる画像解析から
排除される。いくつかのさらなる実施形態によれば、細胞核検出（Ｓ３０２）は、いずれ
かの既知の細胞核検出方法を使用してＨ＆Ｅチャネル画像、たとえば第１のデジタル画像
中で腫瘍細胞の数をカウントするステップを含む。例示の実施形態では、放射相称ベース
の細胞核検出動作を使用することができる。たとえば、細胞核の斑点は、第１のステップ
で識別することができる。検出された細胞核の斑点毎に、および／または検出された細胞
核毎に、平均斑点強度、色および検出された細胞核の斑点のエリアおよび形状などの幾何
学的特徴が計算され、細胞核の斑点が、腫瘍細胞核および非腫瘍細胞の細胞核、たとえば
間質の細胞およびリンパ球細胞の細胞核に分類される。非腫瘍細胞の、たとえば間質およ
びリンパ球の細胞の細胞核は、アルゴリズム中で後のステップから排除することができる
。さらに、ステップ（Ｓ３０１）の２進法マスクの外側に含まれる、すなわち２進法改善
マスクのマスクピクセルによってマスクされる、すべての識別された細胞核および／また
は細胞核シードは、識別された細胞核として見なされず、さらなる画像解析から排除され
る。
【０１０３】
　図３Ｂは、Ｈ＆Ｅチャネル画像３２２からの細胞核検出の結果を細胞核検出の結果３３
２を描写する画像に対して描写する。
　膜検出（Ｓ３０３）は、各細胞のＤＡＢで染色されたＭＥＴマーカー陽性の膜および細
胞質の区画を検出する。膜検出（Ｓ３０３）は、図４Ａ～４Ｃに関してさらに述べるよう
に、ＤＡＢチャネル中で選択されたピクセルのまわりのピクセル内で膜ストロークを検出
するステップを含む。バイオマーカーを含む膜質および細胞質の構造は、ポジティブ染色
チャネル画像（たとえば「ＤＡＢチャネル画像」または「第２のデジタル画像」の別の例
）中で検出される。この方法の例示の実施形態は、ステップ（Ｓ３０１）でのようにＤＡ
Ｂチャネルの画像閾値化に基づき、いずれかのポジティブに染色された細胞を求めて膜質
の構造および細胞質の領域を検出するために、スポークモデルまたはストロークモデルを
使用している。この動作は、識別された細胞核を細胞と関連付けるために、ヘマトキシリ
ンチャネル画像（これは「第１のデジタル画像」の例とすることができる）中で検出され
た細胞核（Ｓ３０２）を囲繞する膜質および細胞質の検出と関連付けるステップをさらに
含む。たとえば、このステム（ｓｔｅｍ）は、識別された細胞核を細胞膜と関連付け、そ
れによってバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別するために、第１のデジタル画像中で検
出された細胞核を、第２の染色剤によって染色された膜タンパク質の細胞質ゾルの領域を
含むいずれかの識別された細胞膜と関連付けるステップを含むことができる。
【０１０４】
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　マーカーベースの流域セグメンテーションアルゴリズムがその後に続くストロークベー
スの膜検出方法は、図４Ａ～４Ｃに関してさらに述べるように、
　－　画像中の局所的最大値を取り出すことによってＤＡＢチャネル中で膜ストロークを
検出するステップと、
　－　検出された細胞核シードを囲繞する膜質および細胞質の領域の検出と関連付けるた
めに、流域マーカーベースのアプローチを使用するステップとを含む。
【０１０５】
　たとえば、マーカーベースの流域セグメンテーションアルゴリズムがその後に続くスト
ロークベースの膜検出方法は、
　－　第２のデジタル画像中で局所的最大値を取り出すことによってＤＡＢチャネル画像
（前記第２のデジタル画像）中で細胞膜ストロークを検出するステップと、
　－　第１のデジタル画像中で識別された細胞核を第２のデジタル画像にマッピングする
ステップであって、
　　識別された細胞核は、流域マーカーとして使用される、ステップと、
　－　検出された（または「識別された」）細胞核を第２のデジタル画像から生成された
流域トポロジ―の局所的なトポロジ―の最小値と関連付けるために、および識別するもの
とする細胞膜の囲繞する膜質および細胞質の領域を表す分水界線を識別するために、マー
カーベースの流域画像セグメンテーションアプローチを使用するステップとを含む。実施
形態に依存して、マーカーベースの流域セグメンテーションアルゴリズムは、元の第２の
デジタル画像に対して直接適用する、またはより好ましくは、第２のデジタル画像の改善
されたバージョン（２進法改善マスクによって生成される）に適用される。さらに、元の
第２のデジタル画像またはデジタル画像の改善されたバージョンは、マーカーベースの流
域アルゴリズムを適用する前に、平滑化アルゴリズムによって平滑化することができる。
【０１０６】
　それゆえ、流域マーカーベースのアプローチは、
　－　ステップ（Ｓ３０２）で検出された細胞核シードをマーカーとして使用するステッ
プと、
　－　膜ストローク画像を改善するステップ（図４Ｃに示すように）と、
　－　それを異なる細胞にセグメンテーションするステップと、
　－　図３Ｃに例示するような最終細胞膜検出マスクを出力するステップとを含む改善動
作（Ｓ３０４）の一部とすることができる。
【０１０７】
　いくつかの実施形態によれば、何ら細胞核シードを取り囲んでいない、２進法マスク中
の閉じた斑点領域について、斑点の幾何学的中心が追加のシードとして加えられる。
　いくつかの他の実施形態によれば、細胞核シードを何ら取り囲んでいない、および／ま
たは識別されマッピングされた細胞核を何ら取り囲んでいない、２進法マスク中の閉じた
斑点領域（たとえば識別された細胞膜内のエリア）について、斑点の幾何学的中心（それ
は、たとえば２進法改善マスク中の識別された細胞膜の幾何学的中心とすることができる
）が追加の細胞核シードとして加えられる。たとえば、追加のシードは、既に識別された
細胞核の全体に加えられる、追加して識別された細胞核である。
【０１０８】
　改善するステップ（Ｓ３０４）は、セグメンテーションし、採点することができる（Ｓ
３０５）、細胞膜および細胞核の検出を伴う疑似色付きのオーバーレイ画像を出力するス
テップを含む。改善動作（Ｓ３０４）は、第２のデジタル画像から空領域を一掃するため
に、検出動作からの出力画像のオーバーレイの組み合わせに基づき、ブラウンマスク（「
２進法改善マスク」）を使用してＦＡＬＳＥ検出を除去することができる。
【０１０９】
　図３Ｃは、入力画像３２４（膜ストロークが検出された画像、たとえば膜ストローク検
出アプローチを介して識別されている細胞膜を含むデジタル画像）、３３２（検出された
、すなわち識別された細胞核を含むデジタル画像）、および改善動作中に入力として使用
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され、改善されたデジタル画像３３５を出力することになり、また、「改善された膜／細
胞質のマスク」ということができる３３３（ＤＡＢマスク－「２進法改善マスク」）を描
写する。改善されたデジタル画像３３５は、識別された細胞核または細胞核の物体の一部
でない、または識別された細胞核または細胞核の物体を取り囲んでいないピクセルを膜ス
トローク画像３２４から取り除くことによって生成される。これは、細胞核の中心を発見
し、細胞核の中心のまわりのすべての細胞膜ピクセルを探し求めるために最大半径の入力
パラメータを使用することによってできるようになる。捜索は、０～３６０度の角度で最
小半径から最大半径まで円形状で放射状に外側に向けて実施される。間引き動作は、マス
ク３３３に基づくストローク検出ベースの細胞膜画像３２４に対することができ、細胞膜
が検出された最終画像３３５をもたらすことになる。
【０１１０】
　結果として生じた改善された膜画像３３５は、スライドグラスのスコア計算動作（Ｓ３
０５）を使用して解析され、それは、
　－　検出された結果、具体的には検出された細胞膜の完全性および強度を計算するステ
ップと、
　－　閾に基づきスコアを１つまたは複数のスコアカテゴリ中にビニングするステップと
を含む。
【０１１１】
　たとえば、一度マーカー陽性（この場合ＭＥＴ陽性、ＨＥＲ２で染色されたスライドグ
ラス中ではＨＥＲ２陽性）の腫瘍細胞が前のステップで識別されると、各細胞について、
膜／細胞質染色の円周における割合が、染色の平均ＤＡＢ強度およびすべての対比染色さ
れた腫瘍細胞検出とともに計算される。たとえば、各腫瘍細胞について、膜／細胞質染色
の円周における割合が、染色の平均ＤＡＢ強度およびすべての対比染色された腫瘍細胞検
出とともに計算される。これは、たとえば、各腫瘍細胞について、識別された細胞膜に沿
って中心を置く円周ピクセルベルト内に含まれるピクセルの円周における割合を、前記ベ
ルト中のすべてのピクセルの染色の平均ＤＡＢ強度およびすべての対比染色された腫瘍細
胞検出とともに計算するように、実施することができる。検出および各細胞についての膜
完全性および強度の測定値に基づき、スライドグラスのスコアが、具体的なマーカー解釈
ガイドラインに基づき計算される（Ｓ３０５）。具体的なマーカー解釈ガイドラインは、
バイオマーカーの種類および／または使用される染色剤について具体的であり得る。
【０１１２】
　腫瘍細胞毎に、膜質および細胞質の領域中のＤＡＢチャネル中のピクセル強度のメジア
ンまたは近似のメジアン（またはいずれかの統計的な測定値、たとえば、平均またはメジ
アン）、２つの異なる採点属性、つまり膜完全性および膜強度が、たとえば、腫瘍細胞毎
に計算される。実施形態によれば、計算は、バイオマーカー陽性の腫瘍細胞毎に選択的に
実施され、バイオマーカー陰性の腫瘍細胞は、細胞膜が不完全である、またはそれがない
ことを示すスコアおよび／または「非染色」強度値を示すスコアが直ちに割り当てられる
。
膜完全性スコア
　膜完全性は、ポジティブに染色された細胞核領域のまわりで円周の領域のまわりの膜質
の領域の広さを測定し、円周の詰まり方に対する２つの閾に基づき、これらの３つの可能
な順序ラベル（「完全」、「部分的に完全」、「なし」）の１つが割り当てられる。
【０１１３】
　たとえば、細胞毎に、具体的には識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞毎に、識別
された細胞膜に沿って中心を置くピクセルのベルト中のＤＡＢチャネル画像中のピクセル
強度のメジアンまたは近似のメジアン（またはいずれかの統計的測定値、たとえば、平均
またはメジアン）が計算される。
【０１１４】
　次のステップで、前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞に対する強度閾が前記
メジアンに従って計算される。たとえば、細胞特有の強度閾は、光強度のメジアン（また
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は他の使用される統計的測定値）の５０％とすることができる。
【０１１５】
　次いで、２つの異なる採点属性、すなわち膜完全性および膜強度が識別されたバイオマ
ーカー陽性の腫瘍細胞毎に計算される。
　膜完全性は、前に述べたようなメジアン強度値に基づき前記細胞について計算されてい
る強度閾より高い強度を有するピクセルのベルト内でピクセルの割合として測定すること
ができる。ピクセルのベルトは、前記識別されたバイオマーカー陽性の細胞の識別された
細胞核を囲繞し、前記識別された細胞核を囲繞する識別された細胞膜に沿って中心を置い
ている。識別された細胞膜中のＤＡＢで染色されたバイオマーカーの量が多いほど、前記
ピクセルのベルト内のピクセルの強度値がより高くなる。各識別されたバイオマーカー陽
性の腫瘍細胞は、円周の詰まり方に対する２つの閾に基づきこれらの３つの可能な順序ラ
ベル（「完全」、「部分的に完全」、「なし」）の１つが割り当てられる。採点は、次の
ロジック、
　－　ｉｆ　円周の詰まり方のパーセンテージ（「割合」）＞「完全の閾」　ｔｈｅｎ　
完全性＝「完全」；
　－　Ｅｌｓｅ　ｉｆ　円周の詰まり方のパーセンテージ＞「部分的な完全の閾」　ｔｈ
ｅｎ　完全性＝「部分的」；
　－　Ｅｌｓｅ　完全性＝「なし」
を使用することができる。
【０１１６】
　「円周の詰まり方のパーセンテージ（「割合」）」は、その強度値が前記細胞のピクセ
ルベルトのメジアン強度値の細胞特有の強度閾（たとえば５０％の）を超えるベルトピク
セルの割合である。
【０１１７】
　一実装形態で使用される例示の閾値は、完全の閾＝８０％、部分的な閾＝２０％である
。
膜強度スコア
　膜強度は、腫瘍細胞の膜および細胞質の領域中でポジティブマーカー染色の測定値であ
り、ポジティブマーカー強度値（ＤＡＢピクセル値、０～２５５のスケールに基づく）を
平均し、３つの強度閾、すなわち強い、中間、弱いを使用することによって計算され、そ
の強度閾に基づき膜強度がビニングされる。
【０１１８】
　たとえば、膜強度は、細胞膜タンパク質の細胞膜および細胞質の領域中でのポジティブ
バイオマーカー染色の測定値として計算することができる。膜強度スコア（「膜強度」）
は、前記細胞の細胞核を囲繞し、前記細胞の識別された細胞膜に沿って中心を置くピクセ
ルのベルト中に含まれるすべてのピクセルのポジティブバイオマーカー強度値（ＤＡＢ画
像ピクセル値、たとえば０～２５５のスケールに基づく）を平均することによって計算さ
れる。優先的に、ピクセルベルトの幅が膜タンパク質の細胞質ゾル領域もカバーするよう
に、ピクセルベルトの幅が選ばれる。たとえば、ピクセルのベルトは、スライドグラス上
で１μｍをカバーすることができる。たとえば、いくつかの画像解像度で、ベルトは、３
ピクセルの幅を取ることができる。前記識別されたバイオマーカー陽性の腫瘍細胞のそれ
ぞれ毎に計算されて平均された強度値は、３つの強度閾、すなわち強い、中間、弱いに従
ってこれらの４つの可能なカテゴリ、すなわち強い、中間、弱いまたは染色なしの１つに
ビニングされる（「分類される」）。膜強度スコア決定は、次のロジック、
　－　ｉｆ（膜強度＞強い強度閾）　ｔｈｅｎ　膜強度＝強い；
　－　Ｅｌｓｅ　ｉｆ（膜強度＞中間の強度閾）　ｔｈｅｎ　膜強度＝中間；
　－　Ｅｌｓｅ　ｉｆ（膜強度＞弱い強度閾）　ｔｈｅｎ　膜強度＝弱い；
　－　Ｅｌｓｅ　膜強度＝染色なし
を使用することができる。例示の実装形態では、学習用データセット中で見られる染色お
よび組織の変動性に基づき、使用されるこれらの閾値は、強い強度閾＝１５０、中間強度
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【０１１９】
　採点用ガイドラインは、ＮＳＣＬＣ組織スライドグラス中でのｃ‐ＭＥＴ採点に特有で
ある、すなわち、バイオマーカーがｃ‐ＭＥＴであり、評価されることになるがんタイプ
がＮＳＣＬＣである場合である。同じバイオマーカーについて他の組織タイプまたは様々
な組織タイプに対する他のバイオマーカー（ＨＥＲ２、ＥＧＦＲ）では、採点用ガイドラ
インは、異なる。表１は、主題開示の例示の実施形態につき、採点用ガイドラインを示す
。
【０１２０】
　いくつかの実施形態によれば、第１のスライドグラスの調査エリア中の腫瘍細胞の全体
が決定される。腫瘍細胞の全体は、バイオマーカー陽性およびバイオマーカー陰性の腫瘍
細胞を含む。バイオマーカー陰性の腫瘍細胞は、それぞれ使用されるバイオマーカーを全
く発現させていない、または含んでいない、あるいは第２のデジタル画像中で結果として
生じた強度値によってバイオマーカー陽性の細胞膜を識別することが可能でない、それゆ
えバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別することが可能でない程度にだけ含む、腫瘍細胞
とすることができる。
【０１２１】
　いくつかの実施形態によれば、いくつかのがんサブタイプがバイオマーカーを含まない
、または極めて少なくほとんど量を検出できない程度だけ含む場合は少なくとも、第１の
スライドグラスのエリアの腫瘍細胞の全体は、スライドグラス中に含まれるすべての細胞
またはすべての細胞核をカウントすることによって決定することができる。前記カウント
するステップは、たとえば第１のデジタル画像に対して実施することができる。いくつか
の実施形態では、すべての（バイオマーカー陽性およびバイオマーカー陰性の）腫瘍細胞
の数は、第１のステップですべての腫瘍細胞をカウントし、第２のステップで前記スライ
ドグラスの前記エリア中に含まれるすべての非腫瘍細胞、たとえばリンパ球または間質の
細胞をカウントし、腫瘍細胞のカウント数から非腫瘍細胞のカウント数を減算することに
よって決定することができる。表１で言及される「腫瘍細胞」は、バイオマーカー陽性の
腫瘍細胞およびバイオマーカー陰性の腫瘍細胞の両方を含み、上記に述べたカウントアプ
ローチのいずれかの１つによって決定することができる。少なくとも細胞膜の同定が可能
であり、それゆえバイオマーカー陽性の腫瘍細胞の同定が可能である程度に、バイオマー
カーがすべての腫瘍細胞中で発現されるということを安全に仮定することができる場合（
これは、バイオマーカーおよび使用される染色システムによって決まる）、バイオマーカ
ー陽性の腫瘍細胞の数および腫瘍細胞の数は、同一であると見なすことができ、バイオマ
ーカー陽性の腫瘍細胞のカウント数は、すべての腫瘍細胞の数として使用することができ
る。
【０１２２】



(39) JP 2017-509871 A 2017.4.6

10

20

30

40

50

【表１】

【０１２３】
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　完全性および強度を使用して、スコアは、各細胞に割り当てられ、画像は、スコア閾を
満足させる細胞の割合に基づきビニングされる。この文脈での各「細胞」は、たとえば、
スライドグラスの調査エリア中に含まれる各腫瘍細胞、具体的に各バイオマーカー陽性の
腫瘍細胞を意味する。スコア閾は、組織サイズ、染色変動性および染色プロトコルに基づ
き、学習用データによって規定され、手続きを実施する異なる研究所に依存する独自のも
のとすることができる。したがって、閾は変化することができ、０～２５５の範囲とする
ことができる。異なる採点基準が、バイオマーカーの異なるタイプについて存在する。出
力されたバイオマーカースコアは、（０、１＋、２＋、３＋）の４つのビニングされたス
コアであり、それは、患者がマーカー陽性または陰性（たとえばＭＥＴ陽性またはＭＥＴ
陰性、ＨＥＲ２陽性またはＨＥＲ２陰性）であるという臨床診断評価を与えるために使用
される。結果として生じるオーバーレイ画像が、図６に示すように、スコア結果とともに
ビューワに出力される（Ｓ３０６）。
【０１２４】
　図４Ａ～４Ｃは、主題開示の例示の実施形態による、膜検出のための方法および前記方
法の結果を描写する。方法は、本明細書でさらに述べるスポーク同定動作とは対照的に、
ストローク同定動作に基づく。この方法は、フィルタマスクサイズが所与であり、ガウス
フィルタを使用する画像平滑化動作（Ｓ４０１）から始めることができる。たとえば、ガ
ウスフィルタは、第１のスライドグラスのエリアのＲＧＢデジタル画像に対して適用する
ことができる。５×５ピクセルの通常のマスクサイズを使用することができる。カラーデ
コンボリューション（Ｓ４０２）が平滑化されたＲＧＢ画像に適用され、それによって図
２Ａに示す２つの染色画像、すなわち対比染色された細胞核を強調する「ＨＴＸチャネル
画像」（これは、第１のデジタル画像の例として見なすことができる）およびＭＥＴ陽性
で、ＤＡＢによって染色された膜／細胞質の染色された細胞を強調するＤＡＢチャネル画
像（これは、第２のデジタル画像の例として見なすことができる）を生成する。具体的に
は、染色されたバイオマーカーを含む可能性がある膜タンパク質および細胞質ゾルの膜タ
ンパク質の領域は、「ポジティブに染色された細胞膜」として包含することができる。Ｄ
ＡＢチャネル画像中に、明るい染色された細胞膜領域が、最初に画像中ですべての可能な
ストロークを取り出すために、ストローク検出技法を使用して検出される。
【０１２５】
　いくつかの実施形態によれば、ストローク検出は、「隆起検出」または「線検出」アプ
ローチに基づく。隆起または線検出アプローチは、強度の鋭い局所的変化を検出すること
に基づく画像セグメンテーション方法である。線は、線の両側の背景の強度が線ピクセル
の強度より極めて大きい、または極めて小さいエッジ区間として見ることができる。
【０１２６】
　他の実施形態によれば、細胞膜のストローク検出は、ＤＡＢ画像（「第２のデジタル画
像」の例）中で各ピクセルＰについて位置を計算することによって、膜ストロークに属す
るピクセルを識別するステップを含む。図４Ｂを見ると、ピクセルｐ１～ｐ８のアレイが
描写されている。これらのピクセルの位置は、ひし形状で互いに対向する。ピクセルＰは
、その強度が（ｐ１～ｐ８）の強度に比べて局所的最大値である場合、ストロークの一部
として見なされる。これは、閾比較（Ｓ４０４）によって実施することができる。ピクセ
ルＰがすべてのピクセルｐ１～ｐ８について閾を満足させる場合、それは、ストロークピ
クセルとして加えられ、さらなるピクセル（Ｓ４０６～Ｓ４０７）が、もしあれば、選択
され、上記に述べたようにストロークピクセルであるのかどうかが評価される。このアプ
ローチでは、区分けされたピクセルは、その長さおよび幅が１つのピクセルと等しい線と
して見なすことができる。たとえば、第２のデジタル画像中では、前記識別されたストロ
ークピクセルの全体は、識別された細胞核の位置情報を考慮に入れずに、識別された細胞
膜の全体を表す。それゆえ、ストロークピクセルの全体は、いくつかの染色アーチファク
トを含むことができる。すべてのストロークピクセルを検出したとき、方法は、さらに本
明細書で述べるような改善に進むことができる。たとえば、その中心が第２のデジタル画
像にマッピングされた識別された細胞核のいずれかの１つからの最大距離内に位置してい
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ないすべてのストロークピクセルをマスクするために、第２のデジタル画像から２進法改
善マスクを生成して、ストロークピクセルの全体に適用することができる。
【０１２７】
　図４Ｃは、図４Ａで述べたような膜検出方法を被り、膜ストロークが検出された画像４
２４をもたらしたＤＡＢチャネル画像４２３を描写する。バイオマーカー陽性の腫瘍細胞
の膜質および細胞質の領域（具体的には、膜タンパク質の細胞膜および細胞質ゾルの領域
）だけが染色されることが期待されるので、画像４２４は、ＤＡＢチャネル画像（図３Ａ
のＳ３０１）に対してＯｔｓｕ閾値化を適用することによって生成されたＤＡＢチャネル
画像の２値化されたバージョンである、および／またはいずれかのかなりの細胞核または
膜が染色されていない区分けされた領域を取り除くように形態学的に一掃された、ピクセ
ルが分類された画像（また、本明細書で「２進法改善マスク」という）に基づき、非特異
性染色および染色アーチファクトを取り除くようにさらに改善することができる。
【０１２８】
　実施形態によれば、２進法改善マスクは、細胞核の斑点が非腫瘍細胞、たとえばリンパ
球または間質の細胞に関連するとその形状またはサイズによって示す第２のデジタル画像
にマッピングされた細胞核の斑点の形状を形態学的に解析することによって、さらに改善
することができる。そのような細胞核の斑点および前記細胞核の斑点のまわりの円周のピ
クセル切片も、非腫瘍細胞として識別することができ、前記非腫瘍細胞に属するピクセル
は、２進法改善マスク中でマスクピクセルにすることができる。それに加えて、または別
法として、第１のデジタル画像中にいずれかのかなりの細胞核の染色を含んでいない、か
つ第２のデジタル画像中にいずれかのかなりの細胞核の染色を含んでいない第２のデジタ
ル画像中のより大きい区分された領域のピクセルは、２進法改善マスク中でマスクピクセ
ルにする。
【０１２９】
　上記に述べたストローク検出方法の代替の実施形態では、細胞膜を検出するために、ス
ポークベースの細胞膜および細胞質のリング検出器を使用することができる。たとえば、
細胞膜の検出は、第２の染色剤によって染色された細胞膜タンパク質の細胞質ゾル領域を
検出するステップを含むことができる。
【０１３０】
　図５Ａ～５Ｃは、これらの動作を述べている。図５Ａを参照すると、各細胞核中心、た
とえば各識別された細胞核の中心で、特定の半径の囲繞円形領域中で膜および細胞質の染
色された領域が解析される。前記半径は、通常、細胞の最大の期待される半径に設定され
る。検出された細胞核の中心は、細胞核シードの場所として見なすことができる。細胞核
中心が与えられると、画像強度値が、中心から外側にオーバーレイされる１セットの放射
状の線（また本明細書で「スポーク線」または「ベクトル」という）に沿って集められる
。検出器は、４つのパラメータを有する。すなわち１）放射状の線の数Ｎ，たとえば１６
。それらの角度は、０～３６０度の範囲で均等にサンプリングされる。２）各線の長さ。
これは、細胞の平均半径に相当する。３）以下に述べるような２つの強度閾Ｔ１およびＴ
２。各スポーク線に沿って、最小および最大の強度値が計算される。たとえば、各スポー
ク線に沿って、第２のデジタル画像またはその改善された画像中で最小および最大の強度
値が計算される。特定の細胞核に関し生成されたすべての線について、すべての最大値の
メジアン（ＭｅｄｉａｎＭａｘ＿Ｉ）およびすべての最小値のメジアン（ＭｅｄｉａｎＭ
ｉｎ＿Ｉ）が計算される。
【０１３１】
　図５Ｂは、膜として示される画像強度を有する１セットの放射状の線を示す。中心での
強度をＣｅｎｔｅｒ＿Ｉとすると、領域は、ＭｅｄｉａｎＭａｘ＿ＩがＣｅｎｔｅｒ＿Ｉ
より大きい少なくともＴ１であり、ＭｅｄｉａｎＭｉｎ＿ＩがＣｅｎｔｅｒ＿Ｉより小さ
いせいぜいＴ２である場合、有効な膜としてラベルを付けられる。
【０１３２】
　いくつかの実施形態によれば、１セットの放射状の線は、識別された細胞核の中心から
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延びることができ（第２のデジタル画像にマッピングされた）、各線中のもっとも高い画
像強度が、互いに自動的に接続され識別された細胞膜を表すように示される。検出された
細胞核の中心での強度は、Ｃｅｎｔｅｒ＿Ｉである。たとえば、Ｃｅｎｔｅｒ＿Ｉ、Ｍｅ
ｄｉａｎＭｉｎ＿ＩおよびＭｅｄｉａｎＭａｘ＿Ｉを計算するために、第２のデジタル画
像の強度値が入力として使用される。前記線内の第２のデジタル画像中でもっとも高い強
度を有する前記線のそれぞれ中の１セットのピクセルは、ＭｅｄｉａｎＭａｘ＿ＩがＣｅ
ｎｔｅｒ＿Ｉより大きい少なくともＴ１であり、ＭｅｄｉａｎＭｉｎ＿ＩがＣｅｎｔｅｒ
＿Ｉより小さいせいぜいＴ２である場合、有効な細胞膜ピクセルとして見なされ、同じ細
胞核の中心の隣接する（近くの）線の他の最大強度ピクセルに接続される。いくつかの実
施形態では、前記条件が満たされない場合、線の長さは、伸ばすことができ、Ｍｅｄｉａ
ｎＭａｘ＿ＩおよびＭｅｄｉａｎＭｉｎ＿Ｉは、最大の線長さに達するまで、または条件
が満足されるまで、計算し直すことができる。
【０１３３】
　パラメータＮ、Ｔ１およびＴ２は、画像品質および組織外見が変化する１セットの代表
的な画像についての学習に基づく検出の正確さおよび速度のために調節される。このアプ
ローチは、膜に沿った絶対的な強度値に依存せず、しかし境界と内部領域の間の相対的差
に依存するので、染色強度の変動に対してロバストである。スポークベースの検出は、膜
輪郭の明確な検出を必要とせず、膜質の領域から内部細胞質の領域を分離することを試行
する領域を検出するのにうまく適している。図５Ｃは、複数の細胞核および膜を識別する
スポーク検出の結果を描写する。
【０１３４】
　完全性および／または強度のスコアを計算するために、ストロークベースの、またはス
ポークベースのアプローチを介して識別されている細胞膜（いずれかの染色された細胞質
の膜タンパク質領域を含む）を表す第２のデジタル画像中の１セットのピクセルは、スコ
ア計算のために使用されるピクセルのベルトを生成するために、予め定めたセットのピク
セルによって拡大することができる。たとえば、識別された細胞膜ピクセルのセットは、
細胞中心の方向に２ピクセルだけ拡大することができ、さらに細胞外空間の方向に２ピク
セルだけ拡大することができる。拡大されたセットのピクセルは、強度および完全性スコ
アが計算されるピクセルベルトを構成することができる。
【０１３５】
　図６は、主題開示の例示の実施形態による、ＦＯＶ選択および結果描写のための例示の
インターフェースを描写する。インターフェースは、図１で述べたシステムまたはリモー
トシステムによって提供することができ、ＦＯＶ選択および結果の描写などの動作を有効
にすることができる。たとえば、インターフェースは、１つまたは複数の視野を含む画像
６６１および画像中の各ＦＯＶについての採点結果６６３を描写する。
【０１３６】
　したがって、開示した動作は、代表的視野、たとえば解釈のために病理学者によって選
択された視野に基づき、ｃ－ＭＥＴで染色されたＮＳＣＬＣ組織スライドグラスを採点す
る画像解析システムおよび方法を提示する。さらにまた、解剖学または臨床の病理学、衰
弱／肺がん診断など、医療用途に加えて。本明細書の開示した動作は、マルチスレッドの
並列実装形態を有効にするハードウェアのグラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）中に移植
することができる。
【０１３７】
　コンピュータは、通常、プロセッサ、オペレーティングシステム、システムメモリ、記
憶装置、入出力コントローラ、入出力装置、表示装置など、既知の構成要素を含む。また
、コンピュータの多くの可能な構成および構成要素が存在でき、また、コンピュータが、
キャッシュメモリ、データバックアップユニット、多くの他の装置を含むことができるこ
とを当業者は理解するであろう。入力装置の例は、キーボード、カーソル制御装置（たと
えばマウス）、マイクロフォン、スキャナなどを含む。出力装置の例は、表示装置（たと
えばモニタ、プロジェクタ）、スピーカ、プリンタ、ネットワークカードなどを含む。表
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示装置は、視覚情報を提供する表示装置を含むことができ、この情報は、通常、論理的で
あり得る、および／またはピクセルのアレイとして物理的に組織化され得る。また、入力
および出力のインターフェースを設けるための様々な既知または将来のソフトウェアプロ
グラムのいずれかを含むことができるインターフェースコントローラを含めることができ
る。たとえば、インターフェースは、１つまたは複数のグラフィック表示をユーザに提供
する、一般に「グラフィカルユーザインターフェース」といわれる（しばしばＧＵＩとい
われる）ものを含むことができる。インターフェースは、通常、当業者に既知の選択また
は入力の手段を使用してユーザ入力を受け取るように有効にされる。また、インターフェ
ースは、タッチスクリーン装置とすることができる。同じまたは代替の実施形態では、コ
ンピュータ上のアプリケーションは、「コマンドラインインターフェース」（しばしばＣ
ＬＩといわれる）といわれるものを含むインターフェースを用いることができる。ＣＬＩ
は、通常、アプリケーションとユーザの間でテキストベースの相互作用をもたらす。通常
、コマンドラインインターフェースは、表示装置を介するテキストのラインとして出力を
提示し、入力を受け取る。たとえば、いくつかの実装形態は、当業者に既知のＵｎｉｘ　
ＳｈｅｌｌまたはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋなど、オブジェクト
指向型のプログラミングアーキテクチャを用いるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　
Ｐｏｗｅｒｓｈｅｌｌなど、「シェル」といわれるものを含むことができる。
【０１３８】
　当業者は、インターフェースが、１つまたは複数のＧＵＩ、ＣＬＩまたはその組み合わ
せを含むことができることを正しく認識するであろう。プロセッサは、Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎによって製造されるＣｅｌｅｒｏｎ、ＣｏｒｅまたはＰｅｎｔｉｕｍ
プロセッサ、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓによって製造されるＳＰＡＲＣプロセッ
サ、ＡＭＤ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって製造されるＡｔｈｌｏｎ、Ｓｅｍｐｒｏｎ
、ＰｈｅｎｏｍまたはＯｐｔｅｒｏｎプロセッサなど、市販のプロセッサを含むことがで
きる、あるいは、それは、入手できる、または入手できることになる他のプロセッサの１
つとすることができる。プロセッサのいくつかの実施形態は、マルチコアプロセッサとい
われ、および／または単一またはマルチコア構成で並列処理技術を用いることができるも
のを含むことができる。たとえば、マルチコアアーキテクチャは、通常、２つ以上のプロ
セッサ「実行コア」を含む。この例では、各実行コアは、多数のスレッドの並列実行がで
きる独立したプロセッサとして動作することができる。さらに、当業者は、一般に３２ま
たは６４ビットアーキテクチャといわれる形で、または現在知られている、または将来開
発される可能性がある他のアーキテクチャの構成で、プロセッサを構成することができる
ことを正しく認識するであろう。
【０１３９】
　プロセッサは、通常、オペレーティングシステムを実行し、それは、たとえば、Ｍｉｃ
ｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製のＷｉｎｄｏｗｓタイプのオペレーティングシ
ステム、Ａｐｐｌｅ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｃｏｒｐ．製のＭａｃ　ＯＳ　Ｘオペレーティ
ングシステム、多くのベンダから入手できるＵｎｉｘまたはＬｉｎｕｘタイプのオペレー
ティングシステムまたはオープンソースといわれるもの、別のまたは将来のオペレーティ
ングシステム、またはそのある組み合わせとすることができる。オペレーティングシステ
ムは、ファームウェアおよびハードウェアと良く知られたようにインターフェースし、プ
ロセッサが、様々なプログラミング言語で書かれていることがある様々なコンピュータプ
ログラムの機能を調整して実行させる上で支援する。オペレーティングシステムは、通常
プロセッサと連携して、コンピュータの他の構成要素の機能を調整して実行させる。また
、オペレーティングシステムは、スケジューリング、入出力制御、ファイルおよびデータ
管理、メモリ管理、通信制御および関連サービスを既知の技法によってすべて実施する。
【０１４０】
　システムメモリは、所望の情報を格納するために使用することができ、かつコンピュー
タがアクセスすることができる様々な既知または将来の記憶装置のいずれかを含むことが
できる。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラム
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モジュール、または他のデータなど、情報の記憶のためのいずれかの方法または技術で実
現される揮発性および不揮発性、取り外し可能および取り外し不能な媒体を含むことがで
きる。例は、いずれかの一般に入手できるランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオ
ンリ―メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去可能なプログラマブルリードオンリ―メモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、常駐ハードディスクまたはテープなど
の磁気媒体、リード／ライトコンパクトディスクなどの光媒体、または他の記憶装置を含
む。記憶装置は、コンパクトディスクドライブ、テープドライブ、取り外し可能なハード
ディスクドライブ、ＵＳＢまたはフラッシュドライブまたはディスケットドライブを含む
、様々な既知または将来の装置のいずれかを含むことができる。記憶装置のそのようなタ
イプは、通常、それぞれコンパクトディスク、磁気テープ、取り外し可能なハードディス
ク、ＵＳＢまたはフラッシュドライブ、またはフロッピディスケットなど、プログラム記
憶媒体から読み出す、および／またはそれに書き込む。これらのプログラム記憶媒体、ま
たは現在使用されている、または今後開発される可能性がある他のもののいずれも、コン
ピュータプログラム製品と見なすことができる。理解されることになるように、これらの
プログラム記憶媒体は、通常、コンピュータソフトウェアプログラムおよび／またはデー
タを格納する。コンピュータ制御ロジックとも呼ばれるコンピュータソフトウェアプログ
ラムは、通常、システムメモリおよび／または記憶装置と連結して使用されるプログラム
記憶装置中に格納される。いくつかの実施形態では、制御ロジック（プログラムコードを
含む、コンピュータソフトウェアプログラム）が格納されているコンピュータ使用可能な
媒体を含むコンピュータプログラム製品が述べられている。制御ロジックは、プロセッサ
によって実行されたとき、プロセッサに本明細書で述べる機能を果たさせる。他の実施形
態では、いくつかの機能は、主にハードウェア使用で、たとえばハードウェア状態マシン
で実施される。本明細書で述べる機能を果たすハードウェア状態マシンの実装形態は、当
業者に明らかになるであろう。入出力コントローラは、人であろうとマシンであろうと、
局所的であろうと遠隔であろうと、ユーザからの情報を受け取り処理するための様々な既
知の装置のいずれかを含むことができる。そのような装置は、たとえば、モデムカード、
無線カード、ネットワークインターフェースカード、音源カード、または様々な既知の入
力装置のいずれかのためのコントローラの他のタイプを含む。出力コントローラは、人で
あろうとマシンであろうと、局所的であろうと遠隔であろうと、ユーザに情報を提示する
ための様々な既知の表示装置のいずれかのためのコントローラを含むことができる。現在
述べている実施形態では、コンピュータの機能的要素は、システムバスを介して互いに通
信する。コンピュータのいくつかの実施形態は、ネットワークまたは他のタイプのリモー
ト通信を使用していくつかの機能的要素と通信することができる。当業者に明らかになる
ように、機器制御および／またはデータ処理アプリケーションは、ソフトウェアで実装さ
れる場合、システムメモリおよび／または記憶装置中にロードしそこから実行することが
できる。また、機器制御および／またはデータ処理アプリケーションのすべてまたはその
一部分は、リードオンリ―メモリ、または最初に機器制御および／またはデータ処理アプ
リケーションを、入出力コントローラを通じてロードする必要がない装置など、記憶装置
の同様の装置中に常駐させることができる。機器制御および／またはデータ処理アプリケ
ーション、またはその一部分が、プロセッサによって、実行に有利なように、システムメ
モリまたはキャッシュメモリ、またはその両方中に既知のようにロードすることができる
ことを当業者は理解するであろう。また、コンピュータは、システムメモリ中に格納され
た１つまたは複数のライブラリファイル、実験データファイルおよびインターネットクラ
イアントを含むことができる。たとえば、実験データは、検出された信号値、または合成
による１つまたは複数のシークエンシング（ＳＢＳ）の実験またはプロセスと関連する他
の値など、１つまたは複数の実験またはアッセイに関するデータを含むことができる。さ
らに、インターネットクライアントは、ネットワークを使用して別のコンピュータ上のリ
モートサービスにアクセスするように有効にされるアプリケーションを含むことができ、
たとえば、一般に「ウェブブラウザ」といわれるものを含むことができる。この実施例で
は、いくつかの一般に用いられているウェブブラウザは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐ
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ｏｒａｔｉｏｎ製のＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ、Ｍｏｚ
ｉｌｌａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製のＭｏｚｉｌｌａ　Ｆｉｒｅｆｏｘ、Ａｐｐｌｅ　
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｃｏｒｐ．製のＳａｆａｒｉ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ製のＧｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅまたは本技術分野で現在既知の、または将来開発され
る他のタイプのウェブブラウザを含む。また、同じまたは他の実施形態では、インターネ
ットクライアントは、ネットワークを介して生物学的アプリケーションのためのデータ処
理アプリケーションなど、リモート情報にアクセスするように有効にされる専門ソフトウ
ェアアプリケーションを含むことができる、またはその要素になることができる。
【０１４１】
　ネットワークは、当業者に周知のネットワークの多くの様々なタイプの１つまたは複数
を含むことができる。たとえば、ネットワークは、通信するためにＴＣＰ／ＩＰプロトコ
ル群と一般にいわれるものを用いることができるローカルまたはワイドエリアネットワー
クを含むことができる。ネットワークは、一般にインターネットといわれる相互接続した
コンピュータネットワークの世界的なシステムを含むネットワークを含むことができる、
または様々なイントラネットアーキテクチャも含むことができる。また、当業者は、ネッ
トワーク化環境中のいく人かのユーザが、ハードウェアおよび／またはソフトウェアのシ
ステムへの／それからの情報トラフィックを制御するために、一般に「ファイアウォール
」（またしばしばパケットフィルタまたはボーダープロテクションデバイスといわれる）
といわれるものを用いることを好むことがあることを正しく認識するであろう。たとえば
、ファイアウォールは、ハードウェアまたはソフトウェアの要素またはあるその組み合わ
せを含むことができ、通常、たとえばネットワーク管理者など、ユーザによって導入され
るセキュリティポリシーを実施するように設計される。
【０１４２】
　本主題開示の例示の実施形態の前述の開示は、例示し記述する目的で提示してきた。包
括であることを、または開示したもののまさにその形態に主題開示を限定することを意図
していない。本明細書で述べた実施形態の多くの変形および修正が、上記の開示を考慮す
ると当業者に明らかになるであろう。主題開示の範囲は、本明細書に添付された請求項に
よって、およびそれらの同等物によってのみ定めるべきである。
【０１４３】
　さらに、本主題開示の代表的な実施形態を述べる際、本明細書は、本主題開示の方法お
よび／またはプロセスをステップの特定のシーケンスとして提示してきた。しかし、本方
法またはプロセスが本明細書に述べたステップの特定の順序に依存しない範囲で、本方法
またはプロセスは、述べたステップの特定のシーケンスに限定すべきでない。当業者は、
ステップの他のシーケンスが可能になり得ることを正しく認識するであろう。したがって
、本明細書に述べたステップの特定の順序は、請求項に対する制限として解釈すべきでな
い。さらに、本主題開示の方法および／またはプロセスを対象とする請求項は、記載され
た順序でのそれらのステップの実施に限定すべきでなく、当業者は、シーケンスを変更す
ることができるが、やはり本主題開示の趣旨および範囲内に留めることができることを容
易に正しく認識することができる。
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【要約の続き】
て、および識別された細胞核の位置情報を解析することによってバイオマーカーを含む細胞膜を識別するステップと
、
　前記エリア中でバイオマーカー陽性の腫瘍細胞を識別するステップであって、
　　バイオマーカー陽性の腫瘍細胞は、１つの識別された細胞核とその識別された細胞核を囲繞する１つの識別され
た細胞膜の組み合わせである、ステップとを含む。
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