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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】哺乳類対象において循環腫瘍細胞を検出する方法を提供する。
【解決手段】方法は、細胞集団を含む試験サンプルを哺乳類の対象の血液から得ること、
試験サンプルを支持体上に載せること、試験サンプル中の循環腫瘍細胞と選択的に結合す
る第１のマーカーを検出すること、試験サンプル中の細胞集団または細胞集団の小集団と
結合する第２のマーカーを検出すること、ならびに、第１のマーカーおよび第２マーカー
によって検出された細胞集団を分析して、循環腫瘍細胞を同定しおよび特徴づけすること
、を含む。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞集団を含む試験サンプルを、対象の血液から得ること、
　試験サンプルを支持体上に載せること、
　試験サンプル中の、循環腫瘍細胞と選択的に結合する第１のマーカーの存在または不存
在を検出すること、
　試験サンプル中の、細胞集団または細胞集団の小集団と結合する第２のマーカーの存在
または不存在を検出すること、および
　第１のマーカーおよび第２のマーカーによって検出された細胞集団を分析して、循環腫
瘍細胞を同定しおよび特徴づけること
を含む、癌を有することが疑われる哺乳類対象において循環腫瘍細胞を検出する方法。
【請求項２】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在が哺乳類の対象における転移癌の存在を示す、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在が哺乳類の対象における初期癌の存在を示す、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在または不存在が、哺乳類の対象における疾患がない状態ま
たは測定できない疾患状態の存在を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在または不存在が、癌治療または癌回復の間の治療の管理を
監視する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　細胞集団が混合細胞集団である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　支持体が平らな支持体である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　試験サンプルを支持体の上に載せることが生物学的単層を形成する、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　第１のマーカーまたは第２のマーカーが蛍光マーカーである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のマーカーが選択的に上皮細胞と結合する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　第１のマーカーがサイトケラチン・マーカーである、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　第２のマーカーが形態、寸法または核対細胞質の比によって循環腫瘍細胞を同定するた
めの細胞学的な染料である、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　細胞学的な染料がライト・ギムザ（Ｗｒｉｇｈｔ－Ｇｉｅｍｓａ）染料である、請求項
１２に記載の方法。
【請求項１４】
　第１のマーカーまたは第２のマーカーが細胞に特異的なマーカーである、請求項１に記
載の方法。
【請求項１５】
　細胞に特異的なマーカーがサイトケラチン、ＣＤ４５、Ｍ３０、ケモカイン・レセプタ
ー、ＣＸＣＲｌ、ＣＸＣＲ４、ＣＤ４４、ＣＤ２４、ＶＥＧＦ、ＥＧＦＲまたはＨｕＲで
ある、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
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　試験サンプルが第３のマーカーによって分別された細胞集団をさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項１７】
　試験サンプルを支持体上に載せる前に細胞集団を分別することをさらに含む、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１８】
　核細目、核輪郭、核小体の存在または不存在、細胞質の品質または細胞質の量によって
細胞集団を分析することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　高い核対細胞質の比を有する無傷の細胞、低い核対細胞質の比を有する無傷の細胞、初
期アポトーシス細胞または後期アポトーシス細胞を測定することによって細胞集団を分析
すること、および、循環腫瘍細胞を同定することをさらに含む、請求項１８に記載の方法
。
【請求項２０】
　第１のマーカーを検出することが、支持体に細胞を付着させることにより細胞集団を分
析すること、光ファイバーアレイにより支持体上の細胞集団を走査すること、および、再
配置を用いるデジタル顕微鏡観察によって細胞を画像処理することをさらに含む、請求項
１に記載に記載の方法。
【請求項２１】
　第２のマーカーを検出することが、デジタル顕微鏡観察により第１のマーカーにより同
定された上皮細胞を再配置することをさらに含む、請求項２０に記載に記載の方法。
【請求項２２】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在が、リンパ腫、骨髄腫、神経芽細胞腫、乳癌、卵巣癌、肺
癌、横紋筋肉腫、小細胞型肺腫瘍、原発性脳腫瘍、胃癌、大腸癌、膵臓癌、尿膀胱癌、精
巣癌、リンパ腫、甲状腺癌、神経芽細胞腫、食道癌、尿生殖路癌、子宮頸癌、子宮体癌、
副腎皮質性の癌または前立腺癌の存在を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　細胞集団を含む試験サンプルを、対象の血液から得ること、
　試験サンプルを支持体上に載せること、
　試験サンプル中の、循環腫瘍細胞と選択的に結合する第１のマーカーの存在または不存
在を検出すること、
　試験サンプル中の、細胞集団または細胞集団の小集団と結合する第２のマーカーの存在
または不存在を検出すること、および、
　第１および第２マーカーによって検出された細胞集団を分析して、循環腫瘍細胞を同定
しおよび特徴づけすること
を含む、癌を有することが疑われる哺乳類対象における癌を診断する方法。
【請求項２４】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在が、哺乳類対象における転移癌の存在を示す、請求項２３
に記載の方法。
【請求項２５】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在が、哺乳類対象における初期癌の存在を示す、請求項２３
に記載の方法。
【請求項２６】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在または不存在が、哺乳類対象における疾患がない状態また
は測定できない疾患状態の存在を示す、請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在または不存在が、癌治療または癌回復の間の治療の管理を
監視する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　細胞集団が混合細胞集団である、請求項２３に記載の方法。
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【請求項２９】
　支持体が支持体である、請求項２３に記載の方法。
【請求項３０】
　試験サンプルを支持体上に載せることが、生物学的単層を形成する、請求項２３に記載
の方法。
【請求項３１】
　第１のマーカーまたは第２のマーカーが蛍光マーカーである、請求項２３に記載の方法
。
【請求項３２】
　第１のマーカーが選択的に上皮細胞と結合する、請求項２３に記載の方法。
【請求項３３】
　第１のマーカーがサイトケラチン・マーカーである、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　第２のマーカーが、形態、寸法または核対細胞質の比によって循環腫瘍細胞を同定する
ための細胞学的な染料である、請求項２３に記載の方法。
【請求項３５】
　細胞学的な染料がライト・ギムザ（Ｗｒｉｇｈｔ－Ｇｉｅｍｓａ）染料である、請求項
２３に記載の方法。
【請求項３６】
　第１のマーカーまたは第２のマーカーが細胞に特異的なマーカーである、請求項２３に
記載の方法。
【請求項３７】
　細胞に特異的なマーカーがサイトケラチン、ＣＤ４５、Ｍ３０、ケモカイン、ＣＸＣＲ
ｌ、ＣＸＣＲ４、ＣＤ４４、ＣＤ２４、ＶＥＧＦ、ＥＧＦＲまたはＨｕＲである、請求項
３６に記載の方法。
【請求項３８】
　試験サンプルが第３のマーカーによって分別される細胞集団をさらに含む、請求項２３
に記載の方法。
【請求項３９】
　試験サンプルを支持体上に載せる前に細胞集団を分別することをさらに含む、請求項３
８に記載の方法。
【請求項４０】
　核細目、核輪郭、核小体の存在または不存在、細胞質の品質および細胞質の量によって
細胞集団を分析することをさらに含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項４１】
　高い核対細胞質の比を有する無傷の細胞、低い核対細胞質の比を有する無傷の細胞、初
期アポトーシス細胞または後期アポトーシス細胞を測定することによって細胞集団を分析
することをさらに含む、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　第１のマーカーを検出することが、支持体に細胞を付着させることにより細胞集団を分
析すること、光ファイバーアレイによって支持体上の細胞集団を走査すること、および、
デジタル顕微鏡観察によって細胞を画像処理することをさらに含む、請求項２３に記載の
方法。
【請求項４３】
　第２のマーカーを検出することが、デジタル顕微鏡観察により第１のマーカーにより同
定された上皮細胞を再配置することをさらに含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　試料中の循環腫瘍細胞の存在が、哺乳類の対象における癌再発の可能性を示す、請求項
２３に記載の方法。
【請求項４５】
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　試料中の循環腫瘍細胞の存在が、哺乳類対象における癌緩解状態を示す、請求項２３に
記載の方法。
【請求項４６】
　癌が、リンパ腫、骨髄腫、神経芽細胞腫、乳癌、卵巣癌、肺癌、横紋筋肉腫、小細胞型
肺腫瘍、原発性脳腫瘍、胃癌、大腸癌、膵臓癌、尿膀胱癌、精巣癌、リンパ腫、甲状腺癌
、神経芽細胞腫、食道癌、尿生殖路癌、子宮頸癌、子宮体癌、副腎皮質性の癌または前立
腺癌である、請求項２３に記載の方法。
【請求項４７】
　候補薬化合物の治療的に効果的な量を、癌を有することが疑われる対象に投与すること
、
　循環腫瘍細胞を有することが疑われる細胞集団を含む試験サンプルを、候補薬化合物に
よる処置前および処置後に、対象の血液から得ること、
　試験サンプルを支持体上に載せること、
　試験サンプル中の、循環腫瘍細胞と選択的に結合する第１のマーカーの存在または非存
在を検出すること、
　試験サンプル中の、細胞集団または細胞集団の小集団と結合する第２のマーカーの存在
または不存在を検出すること、ならびに
　第１のマーカーおよび第２マーカーによって検出された細胞集団を分析し、試験サンプ
ル中の、候補薬化合物による処置前の循環腫瘍細胞を、候補薬化合物による処置後と比較
して、同定すること
を含み、
　試料中の処置前の循環腫瘍細胞の数と比較して、試料中の処置後の減少した数の循環腫
瘍細胞の存在は、哺乳類対象における癌の処置における候補薬化合物の効果を示す、
哺乳類対象における癌の治療のために候補薬化合物を選別する方法。
【請求項４８】
　癌が転移癌または初期癌である、請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　細胞集団が混合細胞集団である、請求項４７に記載の方法。
【請求項５０】
　試験サンプルが第３のマーカーによって分別される細胞集団をさらに含む、請求項４７
に記載の方法。
【請求項５１】
　試験サンプルを支持体上に載せる前に細胞集団を分別することをさらに含む、請求項５
０に記載の方法。
【請求項５２】
　支持体が平らな支持体である、請求項４７に記載の方法。
【請求項５３】
　試験サンプルを支持体上に載せることが生物学的単層を形成する、請求項４７に記載の
方法。
【請求項５４】
　第１のマーカーまたは第２のマーカーが蛍光マーカーである、請求項４７に記載の方法
。
【請求項５５】
　第１のマーカーが選択的に上皮細胞と結合する、請求項４７に記載の方法。
【請求項５６】
　第１のマーカーがサイトケラチン・マーカーである、請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　第２のマーカーが形態、寸法または核対細胞質の比によって循環腫瘍細胞を同定するた
めの細胞学的な染料である、請求項４７に記載の方法。
【請求項５８】
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　細胞学的な染料がライト・ギムザ（Ｗｒｉｇｈｔ－Ｇｉｅｍｓａ）染料である、請求項
４７に記載の方法。
【請求項５９】
　第１のマーカーまたは第２のマーカーが細胞に特異的なマーカーである、請求項４７に
記載の方法。
【請求項６０】
　細胞に特異的なマーカーが、サイトケラチン、ＣＤ４５、Ｍ３０、ケモカイン・レセプ
ター、ＣＸＣＲｌ、ＣＸＣＲ４、ＣＤ４４、ＣＤ２４、ＶＥＧＦ、ＥＧＦＲまたはＨｕＲ
である、請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　試験サンプルが、第３のマーカーによって分別される細胞集団をさらに含む、請求項４
７に記載の方法。
【請求項６２】
　試験サンプルを支持体上に載せる前に細胞集団を分別することをさらに含む、請求項６
１に記載の方法。
【請求項６３】
　癌が、リンパ腫、骨髄腫、神経芽細胞腫、乳癌、卵巣癌、肺癌、横紋筋肉腫、小細胞型
肺腫瘍、原発性脳腫瘍、胃癌、大腸癌、膵臓癌、尿膀胱癌、精巣癌、リンパ腫、甲状腺癌
、神経芽細胞腫、食道癌、尿生殖路癌、子宮頸癌、子宮体癌、副腎皮質性の癌または前立
腺癌である、請求項４７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、哺乳類対象における循環腫瘍細胞を検出する方法および哺乳類対象
における癌を診断する方法に関する。これらの検出または診断の方法は、転移癌または初
期癌の存在を示す。
【背景技術】
【０００２】
　循環腫瘍細胞（ＣＴＣ）が、１０６から１０７の末梢血単核細胞中に１個の超低濃度で
、上皮由来癌を有する患者の末梢血において観察された。Ｋｒａｅｆｔら、Ｃｌｉｎ　Ｃ
ａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１０：３０２０－３０２８、２００４；Ｋｒａｅｆｔら、Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ＭｏＩ　Ｍｅｄ　７５：４２３－４３０、２００３；Ｍｅｎｇら、Ｃｌｉｎ　Ｃ
ａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１０：８１５２－８１６２、２００４；Ｗｉｔｚｉｇ　ら、Ｃｌｉ
ｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　８：１０８５－１０９１　２００２；Ｐａｎｔｅｌら、Ｃｕ
ｒｒ　Ｏｐｉｎ　Ｏｎｃｏｌ　１２：９５－１０１、２０００；Ｇｒｏｓｓ　ら、Ｐｒｏ
ｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　９２：５３７－５４１、１９９５。これらの
細胞の数は、サンプル採取時における進行性疾患を有する転移性乳癌患者の群についての
結果と相関関係があることが示された。Ｃｒｉｓｔｏｆａｎｉｌｌｉら、Ｎ　Ｅｎｇｌ　
Ｊ　Ｍｅｄ３５１：７８１－９１，２００４。従って、これらの特徴づけは、これらの細
胞がどのように解剖学的に遠い部位に血流を経て運ばれることができて、転移性疾患を形
成することができるかについて理解するために、生物医学上非常に興味深いものである。
従って、これらの細胞を測定するための器具は、有益な診断用ツールであろう。
【０００３】
　血行性転移は乳癌の死亡率の主要原因であり、２００５年には米国で推定４１，０００
人の死亡の原因である。Ｊｅｍａｌら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｊ　Ｃｌｉｎ　５５：１０－３０
、２００５。腫瘍細胞は原発腫瘍腫瘤から血流に放りだされたことを示す証拠がある。Ｔ
ａｒｉｎ、Ｃａｎｃｅｒ　Ｍｅｔａｓｔａｓｉｓ　Ｒｅｖ　１：２１５－２２５，１９８
２；Ｔａｒｉｎら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　４１：３６０４－３６０９，１９８１；Ｋｌ
ｅｉｎら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　９６：４４９４－４４９９
，１９９９；Ｌｉｏｔｔａら、Ｃｅｌｌ　６４：３２７－３３６，１９９１。血中でのＣ
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ＴＣの生存および最終的な転移に関与する因子は、十分には理解されていない。Ｃｈａｍ
ｂｅｒｓら、Ｂｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　２：４００－４０７，２０００。上
皮由来の癌を有する患者の末梢血で観察されるＣＴＣは、サイトケラチン（ＣＫ）または
他の上皮細胞に特異的なマーカーに対するモノクローナル抗体を介した免疫蛍光検定を使
用して同定できる。Ｍｏｌｌ、Ｓｕｂｃｅｌｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ　３１：２０５－２６２
、１９９８；Ｐａｎｔｅｌら、Ｊ　Ｈｅｍａｔｏｔｈｅｒ　３：１６５－１７３，１９９
４。前向き臨床治験により、これらのＣＫ＋細胞は悪性であり、血中のこれらの存在は多
数の研究において転帰不良と低い生存率とに相関していることが確立された。Ｆｅｈｍら
、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　８：２０７３－２０８４，２００２。Ｃｒｉｓｔｏ
ｆａｎｉｌｌｉら、Ｎ　Ｅｎｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ　３５１：７８１－７９１，２００４；Ｃ
ｒｉｓｔｏｆａｎｉｌｌｉら、Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｏｎｃｏｌ　２３：１４２０－１４３０、
２００５；Ｐｉｅｒｇａら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１０：１３９２－１４０
０，２００４。
【０００４】
　現在ＣＴＣ検出のために利用できる最も信頼性が高い方法は、免疫細胞化学的に標識さ
れた腫瘍細胞の認識のために画像分析を使用する自動化したデジタル顕微鏡観察（ＡＤＭ
）である。しかしながら、ＡＤＭは、８００細胞／秒の非常に遅い走査速度により不利で
ある。Ｋｒａｅｆｔら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１０：３０２０－８，２００
４。ＡＤＭ走査速度は、しばしば視野が限られていることにより、サンプルを多数回に段
階処理することに伴う待ち時間によって拘束されている。
【０００５】
　この速度制約を回避するために、いくつかのＣＴＣ富化技術が、走査を必要とする細胞
の総数を減らすために開発された。Ｈａｇｅｒら、Ｇｙｎｅｃｏｌ　Ｏｎｃｏｌ　９８：
２１１－６，２００５；Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇら、Ｃｙｔｏｍｅｔｒｙ　４９：１５０－８
，２００２；Ｗｉｔｚｉｇら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　８：１０８５－９１，
２００２；Ｕｍｉｅｌら、Ｊ　Ｈｅｍａｔｏｔｈｅｒ　Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓ　９
：８９５－９０４，２０００；Ｓｉｅｗｅｒｔら、Ｒｅｃｅｎｔ　Ｒｅｓｕｌｔｓ　Ｃａ
ｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１５８：５１－６０，２００１。現在まで、これらの富化アプローチ
で最も良好なものは、免疫磁気富化（ＩＭＥ）である。Ｓｍｉｒｎｏｖら、Ｃａｎｃｅｒ
　Ｒｅｓ　６５：４９９３－７、２００５；Ａｌｌａｒｄら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　
Ｒｅｓ　１０：６８９７－９０４、２００４；Ｃｒｉｓｔｏｆａｎｉｌｌｉら、Ｎ　Ｅｎ
ｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ　３５１：７８１－９１、２００４。ＩＭＥの大部分の実現例において
、小型磁気ビーズに結合されたモノクローナル抗体は、上皮細胞接着分子（ＥｐＣＡＭ）
を標的とする。ビーズは、次に富化のために磁界で操作される。しかしながら、ＣＴＣに
おけるＥｐＣＡＭの発現レベルが、組織内の細胞のレベルから実質的に低下することが知
られている。Ｒａｏら、Ｉｎｔ　Ｊ　Ｏｎｃｏｌ　２７：４９－５７，２００５。感度損
失がＥｐＣＡＭ発現の低下した細胞の富化において観察されたので、このアプローチはあ
る種のＣＴＣに関して低い感度を有する可能性があろう。Ｋｒｉｖａｃｉｃら、Ｐｒｏｃ
　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　１０１：１０５０１－４，２００４。
【０００６】
　利用できる技術の限定が動機となって、走査機器が、匹敵する感度を示すＡＤＭより５
００倍早く、特異性が改良され、従って、富化ステップを必要としない速度でＣＴＣの位
置を決めることができる光ファイバーアレイ走査技術（ＦＡＳＴ）が使用されて、開発さ
れた。Ｋｒｉｖａｃｉｃら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　１０１：
１０５０１－４，２００４。この走査機器は、収集効率の損失なしで非常に大きい視野（
５０ｍｍ）を有する光収集システムを含む。この広い収集開口（ＡＤＭより１００倍増大
）は、蛍光放射物を収集する薄く広い束の光学フィルターで実現される。この視野は、連
続走査を可能にして、待ち時間の主要な原因であるサンプルを段階処理する必要を排除す
るのに十分大きい。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｋｒａｅｆｔら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１０：３０２０－
３０２８、２００４
【非特許文献２】Ｋｒａｅｆｔら、Ｍｅｔｈｏｄｓ　ＭｏＩ　Ｍｅｄ　７５：４２３－４
３０、２００３
【非特許文献３】Ｍｅｎｇら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１０：８１５２－８１
６２、２００４
【非特許文献４】Ｗｉｔｚｉｇ　ら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　８：１０８５－
１０９１　２００２
【非特許文献５】Ｐａｎｔｅｌら、Ｃｕｒｒ　Ｏｐｉｎ　Ｏｎｃｏｌ　１２：９５－１０
１、２０００
【非特許文献６】Ｇｒｏｓｓ　ら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　９
２：５３７－５４１、１９９５
【非特許文献７】Ｃｒｉｓｔｏｆａｎｉｌｌｉら、Ｎ　Ｅｎｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ３５１：７
８１－９１，２００４
【非特許文献８】Ｊｅｍａｌら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｊ　Ｃｌｉｎ　５５：１０－３０、２０
０５
【非特許文献９】Ｔａｒｉｎ、Ｃａｎｃｅｒ　Ｍｅｔａｓｔａｓｉｓ　Ｒｅｖ　１：２１
５－２２５，１９８２
【非特許文献１０】Ｔａｒｉｎら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　４１：３６０４－３６０９，
１９８１
【非特許文献１１】Ｋｌｅｉｎら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　９
６：４４９４－４４９９，１９９９
【非特許文献１２】Ｌｉｏｔｔａら、Ｃｅｌｌ　６４：３２７－３３６，１９９１
【非特許文献１３】Ｃｈａｍｂｅｒｓら、Ｂｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　２：４
００－４０７，２０００
【非特許文献１４】Ｍｏｌｌ、Ｓｕｂｃｅｌｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ　３１：２０５－２６２
、１９９８
【非特許文献１５】Ｐａｎｔｅｌら、Ｊ　Ｈｅｍａｔｏｔｈｅｒ　３：１６５－１７３，
１９９４
【非特許文献１６】Ｆｅｈｍら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　８：２０７３－２０
８４，２００２
【非特許文献１７】Ｃｒｉｓｔｏｆａｎｉｌｌｉら、Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｏｎｃｏｌ　２３：
１４２０－１４３０、２００５
【非特許文献１８】Ｐｉｅｒｇａら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１０：１３９２
－１４００，２００４
【非特許文献１９】Ｈａｇｅｒら、Ｇｙｎｅｃｏｌ　Ｏｎｃｏｌ　９８：２１１－６，２
００５
【非特許文献２０】Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇら、Ｃｙｔｏｍｅｔｒｙ　４９：１５０－８，２
００２
【非特許文献２１】Ｕｍｉｅｌら、Ｊ　Ｈｅｍａｔｏｔｈｅｒ　Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌ　Ｒ
ｅｓ　９：８９５－９０４，２０００
【非特許文献２２】Ｓｉｅｗｅｒｔら、Ｒｅｃｅｎｔ　Ｒｅｓｕｌｔｓ　Ｃａｎｃｅｒ　
Ｒｅｓ　１５８：５１－６０，２００１
【非特許文献２３】Ｓｍｉｒｎｏｖら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　６５：４９９３－７、２
００５
【非特許文献２４】Ａｌｌａｒｄら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１０：６８９７
－９０４、２００４
【非特許文献２５】Ｒａｏら、Ｉｎｔ　Ｊ　Ｏｎｃｏｌ　２７：４９－５７，２００５
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【非特許文献２６】Ｋｒｉｖａｃｉｃら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳ
Ａ　１０１：１０５０１－４，２００４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　現在、ＣＴＣは、主にＣＫのような免疫細胞化学的マーカーおよびＤＡＰＩによる核染
色の使用を通して検出され分析される。これらのアプローチは、ＣＴＣを列挙し区別する
ことに成功しているにもかかわらず、これらのアプローチは、診断病理学が依存している
標準の形態学的染色との相互関係を省いているので、標準の細胞病理学的なアプローチと
ならない。Ｃｒｉｓｔｏｆａｎｉｌｌｉら、Ｎ　Ｅｎｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ　３５１：７８１
－７９１、２００４；Ｆｅｈｍら、Ｃｙｔｏｔｈｅｒａｐｙ　７：１７１－１８５，２０
０５。これは、通常の診断法によって得られた他の部位からのＣＴＣを腫瘍細胞と比較す
る上で困難を引き起こす。ＣＴＣを検出する能力は癌の診断および個々の処置および処置
の効力を補佐する可能性を有するが、ＣＴＣの生物学の知識は標準の細胞病理学的方法を
含むことによって向上するであろう。従来の診断病理学染色法および明視野における顕微
鏡観察によるＣＴＣの詳細な高分解能画像化を利用して、循環癌腫の標準の細胞病理学的
診断を作るために可能性を与えることおよび病院においてＣＴＣを使用する診断の採用を
進めることの必要性が当分野で存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　発明の要旨
　本発明は、一般に、哺乳類の対象における循環腫瘍細胞（ＣＴＣ）を検出する方法また
は哺乳類の対象において癌を診断する方法に関する。本発明は、さらに、癌の治療として
哺乳類の対象において候補薬化合物を選別する方法を提供する。癌は、転移癌または初期
癌であり得る。本発明は、さらに、転移癌または初期癌の配慮時点の患者の選別、監視お
よび管理を提供するために、循環腫瘍細胞を検出する方法において使用するための装置を
提供する。
【００１０】
　癌を有することが疑われる哺乳類の対象において循環腫瘍細胞を検出する方法が提供さ
れる。この方法は、細胞集団を含む試験サンプルを哺乳類の対象の血液から得ること、試
験サンプルを支持体上に載せること、試験サンプル中の循環腫瘍細胞と選択的に結合する
第１のマーカーを検出すること、試験サンプル中の細胞集団または細胞集団の小集団と結
合する第２のマーカーを検出すること、ならびに、第１のマーカーおよび第２マーカーに
よって検出された細胞集団を分析して、循環腫瘍細胞を同定しおよび特徴づけすること、
を含む。この方法の１つの態様において、試料中の循環腫瘍細胞の存在は、哺乳類の対象
における転移癌の存在を示す。更なる態様において、試料中の循環腫瘍細胞の存在は、哺
乳類の対象における初期癌の存在を示す、または、試料の中の循環腫瘍細胞の存在または
不存在は、哺乳類の対象における疾患がない状態または測定できない疾患状態の存在を示
す。更なる態様において、試料中の循環腫瘍細胞の存在または不存在は、癌治療または癌
回復の間の治療管理を監視する。詳細な態様において、この細胞集団は混合細胞集団であ
る。この支持体は平らな支持体であり得る。
【００１１】
　この方法の１つの態様において、平らな支持体の上に試験サンプルを載せることは生物
学的単層を形成する。第１のマーカーまたは第２のマーカーは、蛍光マーカーであり得る
。別の態様において、第１のマーカーは、選択的に上皮細胞と結合する。詳細な態様にお
いて、第１のマーカーは、サイトケラチン・マーカーである。第２のマーカーは、形態、
寸法または核対細胞質の比によって循環腫瘍細胞を同定する細胞学的染料であり得る。細
胞学的な染料は、ライト・ギムザ（Ｗｒｉｇｈｔ－Ｇｉｅｍｓａ）染料であり得る。第１
のマーカーまたは第２のマーカーは、細胞特異的なマーカーであり得る。詳細な態様にお
いて、細胞特異的なマーカーは、サイトケラチン、ＣＤ４５、Ｍ３０、ケモカイン・レセ



(10) JP 2017-102121 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

プター、ＣＸＣＲｌ、ＣＸＣＲ４、ＣＤ４４、ＣＤ２４、ＶＥＧＦ、ＥＧＦＲまたはＨｕ
Ｒである。試験サンプルは、さらに、第３のマーカーによって分別される細胞集団を含む
ことができる。この方法の別の態様は、平らな支持体の上に試験サンプルを載せる前に細
胞集団を分別することを含む。
【００１２】
　哺乳類の対象における循環腫瘍細胞を検出するためのこの方法は、さらに、核細目、核
輪郭、核小体の存在または不存在、細胞質の品質または細胞質の量によって細胞集団を分
析することを含む。この方法は、さらに、高い核対細胞質の比を有する無傷の細胞、低い
核対細胞質比を有する無傷の細胞、初期アポトーシス細胞または後期アポトーシス細胞を
測定することによって細胞集団を分析すること、および循環腫瘍細胞を同定することを含
むことができる。この方法のもう１つの態様において、第１のマーカーを検出することは
、さらに、支持体に細胞を付着させることによって細胞集団を分析すること、光ファイバ
ーアレイによって支持体上の細胞集団を走査すること、および、再配置を用いるデジタル
顕微鏡観察によって細胞を画像処理することを含む。この方法において、第２のマーカー
を検出することは、デジタル顕微鏡観察によって第１のマーカーにより同定された上皮細
胞を再配置することをさらに含む。詳細な態様において、試料中の循環腫瘍細胞の存在は
、限定されないが、リンパ腫、骨髄腫、神経芽細胞腫、乳癌、卵巣癌、肺癌、横紋筋肉腫
、小細胞型肺腫瘍、原発性脳腫瘍、胃癌、大腸癌、膵臓癌、尿膀胱癌、精巣癌、リンパ腫
、甲状腺癌、神経芽細胞腫、食道癌、尿生殖路癌、子宮頸癌、子宮体癌、副腎皮質性の癌
または前立腺癌を含む癌の存在を示す。
【００１３】
　癌を有することを疑われる哺乳類の対象における癌を診断する方法を提供する。この方
法は、細胞集団を含み試験サンプルを対象の血液から得ること、試験サンプルを支持体上
に載せること、試験サンプル中の循環腫瘍細胞と選択的に結合する第１のマーカーを検出
すること、試験サンプル中の細胞集団または細胞集団の小集団と結合する第２のマーカー
を検出すること、および、第１および第２マーカーによって検出された細胞集団を分析し
て、循環腫瘍細胞を同定しおよび特徴づけすることを含む。この方法の１つの態様におい
て、試料中の循環腫瘍細胞の存在は、哺乳類の対象における転移癌の存在を示す。さらな
る態様において、試料中の循環腫瘍細胞の存在は、哺乳類の対象における初期癌の存在を
示す、または、試料中の循環腫瘍細胞の存在または不存在は、哺乳類の対象における疾患
がない状態または測定できない疾患の状態の存在を示す。さらなる態様において、試料中
の循環腫瘍細胞の存在または不存在は、癌治療または癌回復の間の治療の管理を監視する
。詳細な態様において、この細胞集団は混合細胞集団である。この支持体は平らな支持体
であり得る。
【００１４】
　この方法の１つの態様において、支持体の上で試験サンプルを載せることは生物学的単
層を形成する。第１のマーカーまたは第２のマーカーは、蛍光マーカーであり得る。更な
る態様において、第１のマーカーは、選択的に上皮細胞と結合する。詳細な態様において
、第１のマーカーは、サイトケラチン・マーカーである。第２のマーカーは、形態、寸法
または核対細胞質の比によって循環腫瘍細胞を同定する細胞学的な染料であり得る。細胞
学的な染料は、ライト・ギムザ染料であり得る。第１のマーカーまたは第２のマーカーは
、細胞に特異的なマーカーであり得る。詳細な態様において、細胞に特異的なマーカーは
、サイトケラチン、ＣＤ４５、Ｍ３０、ケモカイン・レセプター、ＣＸＣＲｌ、ＣＸＣＲ
４、ＣＤ４４、ＣＤ２４、ＶＥＧＦ、ＥＧＦＲまたはＨｕＲである。試験サンプルは、第
３のマーカーによって分別される細胞集団をさらに含むことができる。この方法の別の態
様は、試験サンプルを支持体上に載せる前に細胞集団を分別することを含む。細胞集団は
、当分野において公知の多数の方法によって、例えば赤血球溶解によってまたは細胞マー
カーについて細胞を分別することによって、分別され得る。細胞マーカーについての細胞
の分別は、循環腫瘍細胞については陽性選択としてまたは非腫瘍細胞を除去する陰性選択
として、行うことができる。
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【００１５】
　哺乳類の対象における癌を診断するこの方法は、核細目、核輪郭、核小体の存在または
不存在、細胞質の品質または細胞質の量によって細胞集団を分析することをさらに含む。
この方法は、高い核対細胞質の比を有する無傷の細胞、低い核対細胞質の比を有する無傷
の細胞、初期アポトーシス細胞または後期アポトーシス細胞を測定することによって細胞
集団を分析すること、および循環腫瘍細胞を同定することをさらに含むことができる。こ
の方法のもう１つの態様において、第１のマーカーを検出することは、支持体に細胞を付
着させることによって細胞集団を分析すること、光ファイバーアレイによって支持体上の
細胞集団を走査すること、および、再配置を用いるデジタル顕微鏡観察によって細胞を画
像処理することを含む。この方法において、第２のマーカーを検出することは、デジタル
顕微鏡観察によって第１のマーカーにより同定される上皮細胞を再配置することをさらに
含む。詳細な態様において、試料中の循環腫瘍細胞の存在は、限定されないが、リンパ腫
、骨髄腫、神経芽細胞腫、乳癌、卵巣癌、肺癌、横紋筋肉腫、小細胞型肺腫瘍、原発性脳
腫瘍、胃癌、大腸癌、膵臓癌、尿膀胱癌、精巣癌、リンパ腫、甲状腺癌、神経芽細胞腫、
食道癌、尿生殖路癌、子宮頸癌、子宮体癌、副腎皮質性の癌または前立腺癌を含めた癌の
存在を示す。
【００１６】
　この方法の１つの態様において、試料中の循環腫瘍細胞の存在は、哺乳類対象における
癌再発の可能性を示している。この方法の更なる態様において、試料中の循環腫瘍細胞の
存在は、哺乳類の対象における癌緩解状態を示している。
【００１７】
　哺乳類の対象における癌の治療のために候補薬化合物を選別する方法を提供する。この
方法は、候補薬化合物の治療的に効果的な量を、癌を有することを疑われる哺乳類の対象
に投与すること、循環腫瘍細胞を含有することが疑われる細胞集団を含む試験サンプルを
、候補薬化合物による処置前および処置後に、対象の血液から得ること、試験サンプルを
支持体上に載せること、試験サンプル中の循環腫瘍細胞と選択的に結合する第１のマーカ
ーを検出すること、試験サンプル中の細胞集団または細胞集団の小集団と結合する第２の
マーカーを検出すること、および第１および第２マーカーによって検出された細胞集団を
分析し、試験サンプル中の、候補薬化合物による処置前の循環腫瘍細胞を、候補薬化合物
による処置後と比較して、同定することを含む。試料中の処置前の循環腫瘍細胞の数と比
較して、試料中の処置後の減少した数の循環腫瘍細胞の存在は、哺乳類の対象における癌
の処置における候補薬化合物の効果を示す。この癌は、転移癌または初期癌であり得る。
この細胞集団は混合細胞集団であり得る。この支持体は平らな支持体であり得る。
【００１８】
　この方法の１つの態様において、支持体上に試験サンプルを載せて、生物学的単層を形
成する。第１のマーカーまたは第２のマーカーは、蛍光マーカーであり得る。更なる態様
において、第１のマーカーは、選択的に上皮細胞と結合する。詳細な態様において、第１
のマーカーは、サイトケラチン・マーカーである。第２のマーカーは、形態、寸法または
核対細胞質の比によって循環腫瘍細胞を同定するための細胞学的な染料であり得る。細胞
学的な染料は、ライト・ギムザ染料であり得る。第１のマーカーまたは第２のマーカーは
、細胞に特異的なマーカーであり得る。詳細な態様において、細胞に特異的なマーカーは
、サイトケラチン、ＣＤ４５、Ｍ３０、ケモカイン・レセプター、ＣＸＣＲｌ、ＣＸＣＲ
４、ＣＤ４４、ＣＤ２４、ＶＥＧＦ、ＥＧＦＲまたはＨｕＲである。試験サンプルは、第
３のマーカーによって分別される細胞集団をさらに含むことができる。この方法の更なる
態様は、試験サンプルを支持体上に載せる前に細胞集団を分別することを含む。細胞集団
は、当分野において公知の多数の方法によって、例えば赤血球溶解によってまたは細胞マ
ーカーについて細胞を分別することによって、分別されることができる。細胞マーカーに
ついての細胞の分別は、循環腫瘍細胞については陽性選択としてまたは非腫瘍細胞を除去
する陰性選択として、行うことができる。
【００１９】
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　癌の型としては、限定されないが、リンパ腫、骨髄腫、神経芽細胞腫、乳癌、卵巣癌、
肺癌、横紋筋肉腫、小細胞型肺腫瘍、原発性脳腫瘍、胃癌、大腸癌、膵臓癌、尿膀胱癌、
精巣癌、リンパ腫、甲状腺癌、神経芽細胞腫、食道癌、尿生殖路癌、子宮頸癌、子宮体癌
、副腎皮質性の癌または前立腺癌が挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、光ファイバーアレイ走査技術（ＦＡＳＴ）を示す。
【図２】図２は、乳癌患者の末梢血において見い出され、病理学者により同定された循環
腫瘍細胞（ＣＴＣ）例である（２０ｘ）。
【図３】図３は、サンプル標品を監視するために用いられた別々の支持体上の、癌患者に
ついてのおよびＨＴ－２９細胞についてのＦＡＳＴによって同定された対象の総強度のプ
ロットを示す。
【図４】図４は、乳癌患者において見られた典型的なＣＴＣのライト・ギムザ染色および
蛍光画像を示す。
【図５】図５は、乳癌患者（６０ｘ）の末梢血において病理学者により同定されたＣＴＣ
の例および同じＣＴＣ（ｘ１００ｘ）の対応するライト・ギムザ染色を示す。
【図６】図６は、患者から同定されたＣＴＣの蛍光およびライト・ギムザ染色のスペクト
ルを示す。
【図７】図７は、アポトーシスの最終段階を受けているであろうＣＴＣを示す。
【図８】図８は、患者における原発腫瘍および転移性腫瘍の組織学的および細胞学的な特
徴を示す。
【図９】図９は、乳癌患者において見いだされた、ＣＫ＋カスパーゼ－３＋として確証さ
れたアポトーシスＣＴＣを示す。
【図１０】図１０は、Ｘ線撮影で測定されたときの進行性疾患を有する患者の状態および
ＣＴＣ数を示し、および／または臨床所見ではタンデムＦＡＳＴ－ＡＤＭによる末梢血中
に検出されたＣＴＣを有する可能性が大きかった。
【図１１】図１１は、タンデムＦＡＳＴ－ＡＤＭのＣＴＣ測定に基づく乳癌患者の全体的
生存率を示す。
【００２１】
　詳細な説明
　本発明は、一般に、哺乳類対象における循環腫瘍細胞（ＣＴＣ）を検出する方法に関し
または哺乳類の対象における転移癌または初期癌を診断する方法に関する。本発明は、さ
らに、転移癌を治療するための哺乳類の対象における候補薬化合物を選別する方法に関す
る。哺乳類の対象におけるＣＴＣを検出する方法が提供される。この方法は、癌を有する
ことが疑われる哺乳類対象の組織からＣＴＣを含有することが疑われる混合細胞集団を含
む血液試料を得ること、この血液細胞血球およびＣＴＣを支持体上に載せて生物学的単層
を形成すること、ＣＴＣと選択的に結合する第１のマーカーを生物学的単層において検出
すること、混合細胞集団または混合細胞集団の小集団と結合する第２のマーカーを生物学
的単層において検出すること、第１のマーカーおよび第２のマーカーによって検出された
細胞集団を分析してＣＴＣを同定することを含む。試料のＣＴＣの存在は哺乳類の対象に
おける転移癌または初期癌の存在を示す。試料中のＣＴＣの存在または不存在は、哺乳類
の対象における疾患がない状態または測定できない疾患状態の存在を示すことができる。
【００２２】
　本方法は、癌患者における血中のＣＴＣを検出するための、ファイバーアレイ走査技術
（ＦＡＳＴ）と組み合わせた、血液サンプル中の、上皮由来の細胞を同定する細胞付着プ
ロトコールを提供する。このプロトコールにおいて、生きている白血球（ＷＢＣ）（例え
ばロイコサイト）および血液中の他の細胞を、例えば生物学的単層として、スライド上に
単離する。白血球として、Ｔリンパ球；貪食作用に関係する、単球、好酸球および好中球
；炎症反応に関係する好塩基球が挙げられる（これらに限定されない。）。本発明の方法
において、ＷＢＣおよびＣＴＣは、特別に被覆された接着性スライドとの上に付着させら
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れ、固定化および透過化処理の後、スライド面上にてサイトケラチン（ＣＫ）抗体カクテ
ルにて免疫蛍光により標識される。血液および骨髄の正常細胞は起源において間葉系であ
り、ＣＫタンパク質を発現しなく、播種性上皮細胞を正常な血液細胞から容易に識別可能
にする。スライドをＦＡＳＴによって分析し、各々のスライドの希少細胞の配置を得る。
【００２３】
　ＦＡＳＴおよび細胞付着プロトコールを利用する方法は、転移性乳癌および肺癌患者の
ＣＴＣ罹患率を調査するのに用いることができる。病理学者の病理学的確認および特徴づ
けのために、目的の細胞を再配置しおよび試験することを可能にすることがこの方法の追
加の長所である。本発明において、このプロトコールは、カバースライドを除去すること
および／またはそれぞれ蛍光で染色されたスライド上で水溶性充填媒体を可溶化すること
および第２の細胞マーカー（例えば標準のライト・ギムザ染色）を用いて同じ細胞を再染
色することにより、ＣＴＣの形態、寸法および異質性についての追加の洞察を提供するこ
とをさらに含む。ＦＡＳＴおよび細胞付着プロトコールによって位置決めをされた公知の
ＣＫ＋の個々の希少細胞および希少細胞クラスタを、形態学的に評価することができる。
ＣＴＣの蛍光イメージはこれらの検証された同定を助成するが、ライト・ギムザ染色は、
ＣＴＣに関する追加の細胞学的な情報を提供する。本発明の更なる態様において、この方
法は、疾患、疾患状態、細胞型または細胞状態のいずれかに特異的である異なる細胞マー
カーを評価するために使用できる。
【００２４】
　ＣＴＣを検出および特徴付けする能力により、癌患者の診断および個別的治療を支援で
きる可能性がある。ＣＴＣの希少性のために、ＣＴＣを研究するために特別な方法を必要
とする。本発明は、乳癌患者から得られる血液中のＣＴＣの詳細な形態学的特徴づけのた
めの標準の細胞病理学的方法の使用を可能にするアプローチを提供しおよびＣＴＣのスペ
クトルの細胞学的特徴の細目を提供する。全血から回収される有核細胞は、接着性スライ
ドに付着させ、免疫蛍光により標識され、およびＣＴＣの検出のために光ファイバーアレ
イ走査技術により分析される。これらの技術を通常の染色法に結合させると、光学顕微鏡
を使用するＣＴＣの同定および評価が可能になる。細胞を観察するための従来の病理学的
方法を使用すると、ＣＴＣは、全血標本中で高度の患者間および患者内の多形性を示し、
無傷のＣＴＣは、アポトーシスの特徴を示すＣＴＣと共に、高いおよび低い両方の核対細
胞質の比にて特定される。形態学的な観察は、原発性および転移性の腫瘍部位にある細胞
の全スペクトルが血液中に循環しているのを見られ得ることを示唆し、転移に関係する細
胞小集団の性質を研究するための、形態学的分別の可能性ある骨組みをさらに提供する。
【００２５】
　ＣＴＣの検出のための、光ファイバーアレイ走査技術（ＦＡＳＴ）と組み合わせて使用
される、上皮由来の細胞について間接免疫蛍光法を使用する細胞付着プロトコールは、Ｃ
ＴＣの特定について正当性が検証された。Ｋｒｉｖａｃｉｃら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａ
ｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　１０１：１０５０１－１０５０４，２００４。ＦＡＳＴシステ
ムは、転移性乳癌患者の末梢血中のＣＴＣの検出について、有用性があり得ることが確立
された。本発明は、ＣＴＣの異質性を研究し、その結果を原発性および転移性の腫瘍組織
の分析と比較するための、診断病理学的染色法（例えばギムサ染色または蛍光染色法）お
よび光学顕微鏡の縦系列でのアプローチの結果を提供する。このアプローチは、癌患者か
ら得られる血液から、ＣＴＣの高品質な検証を可能にし、ＣＴＣのスペクトルの詳細な形
態学および細胞学的特徴を提供する画像ギャラリーの作成を促進した。
【００２６】
　自動化デジタル顕微鏡観察および光ファイバーアレイ
　走査技術
　癌患者において超低濃度にて末梢血中を循環している上皮由来の腫瘍細胞を検出する方
法が提供される。光ファイバーアレイ走査技術（ＦＡＳＴ）を利用して循環している希少
細胞の迅速で正確な検出ができる機器が開発された。ＦＡＳＴ血球計数器は、従来の自動
化デジタル顕微鏡観察より５００倍速い走査速度でガラス支持体上の免疫蛍光で標識され
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た希少細胞の位置決めをすることができる。これらの高い走査速度は、大きい（５０ｍｍ
）視野でファイバー束を使用して蛍光発光を収集することによって、成し遂げられる。非
常に高い走査速度は、富化ステップの必要条件なしで希少事象を検出する能力を可能にす
る。ＦＡＳＴ血球計数器が、乳癌患者の末梢血中のＣＴＣを検出し、画像処理しおよび再
画像するために使用された。この技術は、臨床的に有用な治療場所診断のおよび癌臨床医
のための予後の道具として役割を果たす可能性を有する。固定された支持体の使用は、細
胞の再同定および再染色を可能にし、追加の形態学および生物学的な情報を前に収集され
て同定された細胞から得ることを可能にする。
【００２７】
　ＦＡＳＴ技術が、ＩＶ期の乳癌患者の末梢血におけるＣＴＣの高速検出のために使用さ
れた。ＦＡＳＴ走査はＡＤＭによりＣＴＣの効率的な画像処理を可能にし、約６０００万
の白血球を含有する血液１０ｍｌを８０分で評価できるようになる。この技術改善は、走
査時間を７５％以上減少させること可能にしよう。高分解能ＡＤＭ画像が、ＣＴＣ同定の
ためにさらに使用される。これらの結果は、治療時点の患者選別、監視および管理のため
にこの機器を使用することを支援する。最後に、細胞を再配置する能力は、ＣＴＣの形態
学的なおよび潜在的に分子的特徴づけを可能にし、従って、転移の研究のために潜在的な
価値を示す。
【００２８】
　光ファイバーアレイ走査技術（ＦＡＳＴ）と組み合わせた自動化デジタル顕微鏡観察（
ＡＤＭ）は、血中の癌細胞の検出のための信頼性が高い方法であり、初期段階にある固形
腫瘍の診断および監視のための重要な道具である。検出の好ましい方法、ＡＤＭは、遅す
ぎるため大きな支持体面積を走査できない。ＦＡＳＴを使用するアプローチは、レーザー
印刷技術を希少細胞検出問題に適用する。ＦＡＳＴ血球計算と共に、レーザー印刷レンズ
が用いられ、１秒につき３００，０００セルが励起されおよび発光が非常に広い視野で収
集される。これは、匹敵する感度および優れた特異性を有しつつＡＤＭに対し５００倍の
スピードアップを可能にする。ＦＡＳＴ富化およびＡＤＭ画像処理の組合せは、血中にお
ける初期癌の信頼性が高い検出のために必要とされる性能を有する。Ｋｒｉｖａｃｉｃら
、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　１０１：１０５０１－１０５０４，
２００４。
【００２９】
　ＣＴＣは１０－６と１０－７の間の濃度にて循環中に存在すると推定される。Ｐａｎｔ
ｅｌおよびＯｔｔｅ、Ｓｅｍｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｂｉｏｌ．１１：３２７－２３７，２
００１。この範囲の下端（１０－７）を想定すると、少なくとも１億の造血細胞のサンプ
ルが、高い確率（９９．９９５％）で少なくとも１つのＣＴＣを検出するために必要であ
る。このようなサンプル寸法のＡＤＭ分析は１８時間かかるであろうし、細胞病理検査の
ために３，０００から３０，０００の観察対象をもたらすであろう。Ｂｏｒｇｅｎら、Ｃ
ｙｔｏｍｅｔｒｙ　４６：２１５－２２１，２００１；Ｂａｕｅｒら、Ｃｌｉｎ，Ｃａｎ
ｃｅｒ　Ｒｅｓ．６：３５５２－２５５９，２０００；Ｋｒａｅｆｔら、Ｃｌｉｎ．Ｃａ
ｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．６：４３４－４４２，２０００；Ｍｅｈｅｓら、Ｃｙｔｏｍｅｔｒｙ
　４２：３５７－３６２，２０００。ＡＤＭおよびＦＡＳＴを使用する性能に基づけば、
１億の細胞のＦＡＳＴ事前走査に５分がかかり、およびＡＤＭによる引き続く再走査のた
めに１，５００の観察対象をもたらすであろう。この縦系列アプローチの改良された特異
性により、ＡＤＭによるこの再走査は、３００の観察対象のみの引き続く手動試験を必要
としよう。この縦系列アプローチにより、１億の造血細胞を選別する作業は、１時間以内
で完了されるであろう。
【００３０】
　自動化デジタル顕微鏡観察
　ＦＡＳＴ血球計数器によって同定された見込みある細胞の座標は、完全に自動化された
走査デジタル顕微鏡観察システムである希少事象の画像処理システム（ＲＥＩＳ）に送ら
れた。ＲＥＩＳのハードウェア構成要素および所有権がある走査ソフトウェアは、いたる
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所で記述されている。Ｋｒｉｖａｃｉｃら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ
ＳＡ　１０１：１０５０１－１０５０４，２００４；Ｋｒａｅｆｔら、Ｃｌｉｎ．Ｃａｎ
ｃｅｒ　Ｒｅｓ．６：４３４－４４２，２０００；Ｋｒａｅｆｔら、Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃ
ｅｒ　Ｒｅｓ．１０：３０２０－３０２８，２００４。
【００３１】
　光学システム
　大きい視野は、非対称末端を有する光ファイバー束によって可能になる。図１に示すよ
うに、収集末端は長く（５０ｍｍ）、狭い（２ｍｍ）のに対して、透過末端は円形である
（直径１１．３ｍｍ）。操作中において、アルゴンのイオン・レーザーは収集末端の表面
に位置している支持体を走査し、収集された発光は、続いて、円形の開口の後平行にされ
る。蛍光プローブからの発光は、光電子増倍管での検出の前に標準の二色性フィルターを
用いてフィルターにかけられる。サンプルは、レーザー走査方向に対して直角の方向に移
動してステージ上のレーザー走査経路を横切る。蛍光を発している細胞の位置は、発光時
に走査およびステージ位置により正確に測定される。走査機構は、その後の精査のために
、発光位置（１００μｍよりよく）の正確な決定を可能にする。Ｋｒｉｖａｃｉｃら、Ｐ
ｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ１０１：１０５０１－１０５０４，２００
４。
【００３２】
　レーザーは、検流計回転鏡を用いて１秒につき１００の走査で走査されるのに対して、
支持体は、それの上を２ｍｍ・秒－１で移動し、これにより１ｃｍ２秒－１の露光速度が
生じる。検流計は、線状角時間応答で２５°走査角度を超える上記走査速度で作動するこ
とができる。Ｆ－シータ（Ｔｈｅｔａ）視野レンズは、０．１％よりよい変換精度で１５
．２°の実際の鏡屈折を線形置換に変換する。これはソフトウェアで排除されることがで
きる＜８２μｍのフィールドにわたり再現性あるねじれになる。１０μｍ直径集束ビーム
は、６０°入射角によって楕円点寸法（１０×２０μｍ）に変換される。掃引方向に垂直
である楕円長軸は、一次元に沿ってピクセル解像度を定義する。１０ｍ・秒－１の掃引速
度は、ピクセルにつき１μ秒の通過時間を定義する。
【００３３】
　ＦＡＳＴ血球計算器の固有の検知閾値は、散乱したレーザー光により励起された、光フ
ァイバーおよび平行化レンズにおけるホウ素ケイ酸塩からの自己蛍光により即時測定され
る。石英支持体のレーザー力インシデントの５０ｍＷのために、この自己蛍光は、全ての
他のノイズ源（例えば電子機器のノイズ）の組合せの約１５倍であって、約１，０００の
フルオレスセイン分子からの等価の発光に対応する。しかしながら、ＯＴＣ検出のために
は、血液からの測定された自己蛍光は１０倍までこの固有の自己蛍光を上回り、従って、
この自己蛍光はこの用途のために効果的な検出閾値を決定する血液からの自己蛍光である
。
【００３４】
　血液自己蛍光の存在下でＦＡＳＴおよびデジタル顕微鏡観察の間の検出閾値の比較が、
２の因子の濃度において異なっている列におけるＡｌｅｘａフルオロ４８８染料の希釈シ
リーズを含む較正スライドを使用することによって、行われた。両方の機器はスライドを
走査し、各々の列についての信号強度を、同一の走査条件の下に血液サンプルから来てい
る自己蛍光の強さと比較した。バックグラウンド自己蛍光の存在下、ＦＡＳＴはデジタル
顕微鏡で検出できるより、約８倍暗い細胞蛍光を検出することができる。この違いは、４
８８ｎｍのレーザーによるＡｌｅｘａフルオロ４８８プローブのより効率的な励起、およ
び顕微鏡ブロードバンド水銀光源による血液自己蛍光のより効率的な励起の組合せに原因
があると考えることができる。この検出利点によって、ＦＡＳＴは、低レベルの蛍光によ
り、従って低レベルの発現標的タンパク質でもって細胞を検出できる。
【００３５】
　測定
　検出蛍光対象は、希少細胞を偽陽性と区別するために、ソフトウェア・フィルタ操作に
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より分析される。細胞はレーザー点解像度（２０μｍ）より一般に小型であるので、第１
のフィルターは寸法閾値（２０μｍ）以下である全ての対象を通過させる。第２のフィル
ターは、免疫蛍光染色の一般の人為産物である均一な染料凝集体を排除するために、異な
るチャネルからの蛍光の強度の間の比を分析する。
【００３６】
　本発明の１つの態様において、哺乳類対象における循環腫瘍細胞を検出する方法または
哺乳類の対象における転移癌を診断する方法は、一般に平らな表面を画像処理する装置を
利用する。米国特許出願番号第２００４／００７１３３０号および第２００４／００７１
３３２号（これらは全体として参照によりここに組み込まれる。）を参照。別の態様にお
いて、この方法は、光ファイバーアレイ走査技術（ＦＡＳＴ）を利用する、循環中の希少
細胞の迅速で正確な検出ができる映像器装置を利用する。一般に平らな表面を画像処理す
る映像器装置が開示される。直線的に移動するステージは、表面を第１の方向に直線的に
移動する。光ファイバー束は、第１の方向に対して垂直におよび表面と平行に配列された
直線入力開口を画定するために配置された平行な第１のファイバー末端の第１の末端を有
する。この光ファイバー束は、一般に円形の出力開口を画定する第２の末端をさらに有す
る。各々の第１のファイバー末端は、一般に円形の出力開口に光学的に通じている。走査
放射線源は、入力開口の下の一般に平らな表面に沿って直線的に放射線ビームを走査する
。この放射線ビームは、入力開口によって収集されて、表面と相互に作用して、出力開口
に光ファイバー束によって伝達される光信号を発生する。光センサーは、一般に円形の出
力開口にて光信号を検出するように配置される。ラスター化プロセッサは、映像器ステー
ジおよび走査放射線源と連通し、放射線ビームの走査および表面の線形平行移動を調整し
て、表面において放射線ビームのラスターを実現する。
【００３７】
　サンプルは、対象からの血液または血液の部分（これらに限定されない。）を含めた生
物学流動体のサンプルを抜き取ることによって、生物学的単層として作製できる。１つの
態様において、サンプルは細胞の単層である。流体サンプルは、マーカー染料（これに限
定されない。）のような、異なる種類の生体分子（細胞の表面上にまたは細胞内部に存在
し得る、タンパク質、核酸または他の分子など）に選択的に結合する蛍光材料で処理され
る。適切なマーカーは、選択された癌細胞型、胎児細胞または他の適切な考慮されるべき
細胞を含む、多数の、臨床目的の異なる細胞型のマーカー付けのために、当分野において
知られている。とりわけ、脳細胞、肝細胞、加えて細菌細胞のような、多数の他の細胞の
ためのマーカーを開発することができる。この材料は、光の選択された波長またはスペク
トルによる照射、Ｘ線照射、電子ビーム照射などの選択された励起照射に応答する蛍光ま
たはリン光のような特徴的出力を発する。特徴的発光は、一般に特徴的波長または波長の
スペクトル範囲を有する。染料が特色あるタグ付けプロセスである場合、量子ドットおよ
びＤＮＡナノ粒子プローブとして公知のマーカーの使用を含む他の技術が存在する。
【００３８】
　他の態様において、希少細胞を生物学的単層にて同定するための装置および方法が開示
される。例えば米国特許出願番号第２００４／００７１３３２号を参照（この全体が参照
によりここに組み込まれる。）。生物学的単層上の希少細胞は、励起放射線への暴露に応
答して特徴的発光を発する。移動ステージは、生物学的単層を第１および第２の方向に移
動させることができる。光ファイバー束は、各々第１の末端と第２の末端を有している複
数のファイバーを含む。第１の末端は、長尺が第１の方向に対して垂直である大きなアス
ペクト比を有する一般に矩形の収集開口を画定するように配列される。第２の末端は、コ
ンパクトな形状を有している出力開口を画定するように配列される。放射線源は、第１の
方向に対して垂直な掃引方向で、生物学的単層の第１の部分を横切って、直線的に励起放
射線ビームを走らせる。放射線源および生物学的単層の第１の部分の相互作用領域が、収
容開口に対応して配置され、相互作用領域にて発生する特徴的発光が収容開口によって収
集される。光検出器が配置され、出力開口にて収集された特徴的発光を検出する。コント
ローラは、励起放射線ビームをラスター化するために、映像器ステージおよび放射線源の
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生物学的単層の第１の部分を横切る掃引を制御し、ラスター化の間に検出された特徴的発
光に基づく生物学的単層の第１の部分における希少細胞が同定される。このコントローラ
は、移動ステージの移動をさらに制御し、生物学的単層の第２の部分を、放射線源が励起
放射線ビームを生物学的単層の第２の部分を横切って第一の方向に垂直な掃引方向にて直
線的に走らせる位置に配置される。放射線源および生物学的単層の第２の部分の相互作用
領域が、収容開口に配置され、この相互作用領域にて発生する特徴的発光が収容開口によ
って収集される。光センサーが配置され、第２の部分の出力開口にて収集された特徴的発
光を検出する。
【００３９】
　他の態様において、生物学的単層中で希少細胞、例えば循環腫瘍細胞（ＣＴＣ）、の位
置を得る方法を提供する。例えば米国特許出願番号第２００４／０１３１２４１号（この
全体が参照によりここに組み込まれる。）を参照。少なくとも１つの希少細胞を担持しお
よび実質的に直角を形成する位置に配置された網線マークを有するスライドが、第１の画
像処理システムのスライド・ホルダーに置かれる。画像処理システムの第１の座標空間が
画定され、第１の座標空間における網線マークの座標が指定される。第２の画像処理シス
テムの第２の座標空間が画定され、第２の座標空間の網線マークの座標が指定される。第
１の座標空間の網線マークの指定座標を使用して、座標転換パラメータがコンピュータで
計算される。その後、第１の座標空間の少なくとも１つの対象の座標が指定され、対象の
第１の座標空間の座標は、座標転換パラメータを使用して第２の座標空間において特徴的
な座標に変換される。
【００４０】
　一旦希少細胞またはＣＴＣが配置されると、生物学的単層上のカバーガラスは取り除く
ことができる、または、水溶性充填媒体を、各々の蛍光で染色されたスライドの上にて可
溶化することができる。この同じ細胞は、第２の細胞マーカー、例えばＣＴＣの形態、寸
法および異質性に対する洞察を提供する標準のライト・ギムザ染色、を使用して再染色す
ることができる。既知のサイトケラチン陽性（ＣＫ＋）の個々の希少細胞および希少細胞
クラスタを位置決めし、形態学的に評価できる。ＣＴＣの蛍光イメージがこれらの検証さ
れた同定を促進するが、ライト・ギムザ染料は、ＣＴＣに関するさらなる情報を提供する
。
【００４１】
　更なる態様において、このプロセスは、疾患、疾患状態または細胞型、細胞状態のいず
れかに特異的である異なる細胞マーカーを評価するために使用できる。本発明の方法は、
ＣＴＣの特徴づけを促進する。この方法は、富化することなく癌患者から得られた血液か
らＣＴＣの高品質な検証を可能にし、ＣＴＣの形態および特徴に対する洞察を提供する。
【００４２】
　希少転移性ＣＴＣの調査により、多くのＣＴＣがアポトーシス性であり、転移を形成す
ることができないことが示唆され、１０，０００中１つの播種性癌細胞だけが転移を確立
し得ることができると推定される。従って、これらの希少細胞の検出、形態学上の分別お
よび分子特徴づけは、新規で管理された治療に向けることができ得、ＣＴＣの臨床的重要
性を示し得る。
【００４３】
　本発明は、特定の方法、試薬、化合物、組成物または生体系に限定されるものではなく
、当然変形できるものであることを理解されたい。ここで使用された用語は、特定の実施
形態を記載する目的のためだけであって、限定的であることを意図しないことも理解され
たい。本明細書および添付の請求の範囲で使用される場合、単数形の定冠詞および不定冠
詞は、内容が明確に指示されないかぎり、複数の指示物も含む。従って、例えば、「細胞
」は、２つ以上の細胞の組合せなどを含む。
【００４４】
　本明細書で使用される場合、量や一過性期間などのような測定可能な値を参照するとき
、用語「約」は、指定された値からの±２０％または±１０％の変動、より好ましくは±
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５％、さらに好ましくは±１％、およびさらにより好ましくは±０．１％の変動を、この
ような変動が開示された方法を実行するために適切であるように、含むことが意図される
。
【００４５】
　別に定義されない限り、本明細書で使用される全ての専門的および科学的な用語は、本
発明が関係する当業者によって一般に理解されるのと同じ意味を有する。本明細書で記載
されたものに類似のまたは等価のいずれの方法および材料も、本発明の試験を実行するた
めに使用できるが、好ましい材料および方法が、本明細書に記載されている。本発明の説
明および特許請求の範囲において、以下の用語を使用する。
【００４６】
　「生物学的単層」は細胞分離または精製の種々の状態において存在し得る血液サンプル
のことをいう。例えば、赤血球の溶解が生じた後、生物学的単層は、部分的に精製され、
単核細胞および他の細胞を含有することができる。
【００４７】
　「支持体上に試験サンプルを載せる前に、細胞集団を分別する」ことは、試験サンプル
、例えば血液サンプルから細胞集団の部分集合を除くことを指す。分別することは、細胞
の細画分の選択的な細胞溶解および遠心分離によって起こり得る。分別することは、蛍光
細胞マーカーおよび蛍光活性化分別を使用しても起こり得る。細胞マーカーについての細
胞分別は、循環腫瘍細胞についての陽性選択として、または非腫瘍細胞を取り除くための
陰性選択として起こり得る。
【００４８】
　「支持体（ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）」は、試験サンプル、例えば検出および分析のために
載せられた細胞を含有する血液サンプル、を保持する。１つの態様において、支持体は平
らであり得る。別の態様において、支持体はかなりの湾曲を有し得る。支持体は、ＦＡＳ
Ｔシステムにより走査されることができ、デジタル顕微鏡観察により循環腫瘍細胞が位置
決めされ得ることができる。
【００４９】
　「対象」、「哺乳類対象」または「患者」は本発明の方法が適用できるあらゆる哺乳類
の患者または対象を指す。「哺乳類」または「哺乳類の」は、ヒト患者および非ヒトの霊
長類並びにウサギ、ラットおよびマウスのような実験動物および他の動物を指す。本発明
の例示的な実施形態において、本発明の方法による治療のための対象患者を特定するため
に、認められた選別法が、標的とされたもしくは疑わしい疾患または症状（例えば癌）に
伴う危機因子を決定するために、または対象における既存の疾患または症状の状態を決定
するために、使用される。これらの選別法は、例えば、標的にされたまたは疑わしい疾患
または症状を伴う可能性がある危機因子を決定する従来の精密検査を含む。これらおよび
他の通常の方法によって、臨床医は本発明の方法および製剤を使用する治療を必要とする
患者を選択することができる。
【００５０】
　「癌」、「悪性」、「固形腫瘍」または「過増殖障害」は、同義の用語として使われ、
細胞の調節されていない異常な増殖、局所的にまたは体の他の部分への血流およびリンパ
系を通して広がる影響を受けた細胞の能力並びに特徴的な多数の構造および／または分子
的特徴のいずれかによって特徴づけられる多数の疾患のいずれかを指す。「癌」または「
悪性細胞」または「固形腫瘍細胞」は、特異的な構造的性質を有し、分化が欠如しており
、浸潤および転移ができる細胞として理解される。「癌」は、癌腫および肉腫を含む、哺
乳類において見られる全ての種類の癌または新生物または悪性腫瘍を指す。例は、乳癌、
肺癌、非小型細胞肺癌、胃癌、脳癌、頭および頚の癌、髄芽細胞腫癌、骨癌、肝臓癌、大
腸癌、尿生殖器癌、膀胱癌、尿癌、腎臓癌、精巣癌、子宮癌、卵巣癌、頸部癌、前立腺癌
、黒色腫癌、中皮腫癌、肉腫癌である。（ＤｅＶｉｔａら（編集）２００１、Ｃａｎｃｅ
ｒ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｏｎｃｏｌｏｇｙ，６版
，Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐ
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ｈｉａ，ＰＡを参照（この文献は、全ての目的のために全体が参照によりここに組み込ま
れる。）。「過増殖疾患」は、細胞が正常組織成長より迅速に増殖するあらゆる疾患また
は障害を指す。従って、過増殖性の細胞は、正常な細胞より迅速に増殖している細胞であ
る。
【００５１】
　「癌関連の」は、対象細胞における悪性の発症への、核酸およびその発現もしくはその
欠如またはタンパク質およびそのレベルもしくは活性もしくはその欠如の関係を指す。例
えば、癌は、正常な健康な細胞において発現されないまたは低レベルで発現される特定の
遺伝子の発現と関連し得る。逆に言えば、癌関連の遺伝子は、悪性細胞において（または
形質転換を被っている細胞において）発現されないものであり得または正常な健康な細胞
で発現されるより低いレベルで悪性細胞で発現されるものであり得る。
【００５２】
　癌に関連して、用語「形質転換」は、正常細胞が悪性になるにつれて、正常細胞が被る
変化を指す。真核細胞においては、用語「形質転換」は、細胞培養中で正常細胞が悪性細
胞に転換されることを述べるのに用いることができる。
【００５３】
　「増殖性の細胞」は、能動的に細胞分裂を受け、指数関数的に成長しているものである
。「細胞増殖制御の喪失」は、細胞分裂の正常な適切な制限を確実にする細胞サイクル制
御を失った細胞の性質を指す。このような制御を失った細胞は、刺激性信号なしで、正常
な速度より高速で増殖し、抑制信号に応答しない。
【００５４】
　「進行癌」は、原発性腫瘍部位にもはや止まっていない癌、またはｔｈｅ　Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ　Ｊｏｉｎｔ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｃａｎｃｅｒ（ＡＪＣＣ）によりＩＩ
Ｉ期またはＩＶ期である癌を意味する。
【００５５】
　「十分に耐性の」は、治療の結果として起こり、治療決定に影響を及ぼすであろう、健
全な状態とは逆の変化が存在しないことを指す。
【００５６】
　「転移性の」は、乳房脂肪体および／または免疫欠損したマウスの循環への注射により
、免疫欠損したマウスの肺、肝臓、骨または脳で続発性腫瘍病変を確立することが可能で
ある腫瘍細胞（例えばヒト固形腫瘍または尿生殖器悪性）を指す。
【００５７】
　「初期癌」は、体内で腫瘍の原発性部位起源から他の部位まで広がらなかった腫瘍細胞
指しまたは非転移性の腫瘍細胞を指す。
【００５８】
　「第１のマーカー」および「第２のマーカー」は、細胞学的な染料によってまたは細胞
特異的なマーカーによって循環腫瘍細胞を同定する。細胞学的な染料は、ライト・ギムザ
染料または当分野で公知の他の細胞学的な染料（これらに限定されない。）を含む。例え
ば、Ｂ．Ｆ．Ａｔｋｉｎｓｏｎ，Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｃｙｔｏｐ
ａｔｈｏｌｏｇｙ、第２版、Ｗ．Ｂ．Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ編、２００３を
参照（これは全体が参照によりここに組み込まれる。）。細胞特異的なマーカーは、サイ
トケラチン、ＣＤ４５、Ｍ３０、ケモカイン・レセプター、ＣＸＣＲｌ、ＣＸＣＲ４、Ｃ
Ｄ４４、ＣＤ２４、血管内皮の成長因子（ＶＥＧＦ）、上皮成長因子レセプター（ＥＧＦ
Ｒ）またはｍＲＮＡ安定性因子ＨｕＲについてのマーカー（これらに限定されない。）を
含む。これらのマーカーは、造血性を起源とする細胞、上皮細胞でのサイトケラチン、乳
癌細胞、前立腺の癌細胞、ＣＤ４４、ヒアルロン酸を識別する細胞表面レセプター、ＣＸ
ＣＲｌまたはＣＸＣＲ４のようなケモカイン・レセプターの細胞を含む種々の細胞型を同
定する。
【００５９】
　本明細書で使用される場合、細胞に関連して「分別する」は、例えば蛍光で活性化され
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た細胞分別装置を使用して達成することができるとおりの細胞の物理的分別を指し、加え
て細胞表面マーカーの発現に基づいた細胞の分析、例えば分別の不在下でのＦＡＣＳ分析
を指す。
【００６０】
　「核細目、核輪郭、核小体の存在または不存在、細胞質の品質または細胞質の量によっ
て細胞集団を分析する」こと、「高い核対細胞質の比を有する無傷細胞、低い核対細胞質
の比を有する無傷細胞、初期アポトーシス細胞または後期アポトーシス細胞を測定するこ
とにより細胞集団を分析して、循環腫瘍細胞を同定する」ことは、Ｂ．Ｆ．Ａｔｋｉｎｓ
ｏｎ，Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｃｙｔｏｐａｔｈｏｌｏｇｙ、第２版
、Ｗ．Ｂ．Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ編、２００３およびＢ．Ｆ．Ａｔｋｉｎｓ
ｏｎおよびＪ．Ｆ．Ｓｉｌｖｅｒｍａｎ、Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｄｉｆｆｉｃｕｌｔ　Ｄｉ
ａｇｎｏｓｅｓ　ｉｎ　Ｃｙｔｏｐａｔｈｏｌｏｇｙ、第１版、Ｗ．Ｂ．Ｓａｕｎｄｅｒ
ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ；１９９８（各々は、これらの全体が参照によりここに組み込まれる
。）で述べられるような技術および分析法を利用して起こり得る。
【００６１】
　「癌治療または癌回復の管理」は、癌進行のステージまたは特定の癌治療処置の効果を
決定する生体内または生体外診断検査を指す。
【００６２】
　癌治療
　「固形腫瘍」は、肉腫、黒色腫、癌腫または他の充実性腫瘍癌を含むが、これに限定さ
れるものではない。
【００６３】
　「肉腫」は、胎児結合組織のような物質から作成され、原繊維中にまたは均一な物質中
に封埋された密接に詰められた細胞から一般に構成される腫瘍を指す。肉腫としては、軟
骨肉腫、線維肉腫、リンパ肉腫、黒色肉腫、粘液肉腫、骨肉腫、アベメシーの肉腫、脂肪
肉腫、脂肪肉腫、蜂窩性軟部肉腫、エナメル芽細胞の肉腫、ブドウ状肉腫、緑色腫肉腫、
コリオ（ｃｈｏｒｉｏ）癌腫、胎児性肉腫、ウィルムス腫瘍肉腫、子宮内膜肉腫、間質性
肉腫、ユーイング肉腫、筋膜肉腫、線維形成肉腫、巨細胞肉腫、顆粒球性肉腫、ホジキン
肉腫、特発性多発性色素性出血肉腫、Ｂ細胞の免疫芽球性肉腫、リンパ腫、Ｔ細胞の免疫
芽球性肉腫、イェンセン肉腫、カポジ肉腫、クッパー細胞肉腫、血管肉腫、白血肉腫、悪
性間葉腫肉腫、傍骨性骨肉腫、網状赤血球肉腫、ラウス肉腫、漿液嚢胞性肉腫、滑膜肉腫
および末梢血管拡張の肉腫が挙げられる（これらに限定されない。）。
【００６４】
　「黒色腫」は、皮膚および他の器官のメラノサイト・システムに起因している腫瘍を指
す。「黒色腫」としては、例えば、肢端黒子型黒色腫、メラニン欠乏性黒色腫、良性若年
性黒色腫、クラウドマン黒色腫、Ｓ９１黒色腫、ハーディング－パッシー黒色腫、若年性
黒色腫、悪性黒子型黒色腫、悪性黒色腫、結節型黒色腫、サウウンガル（爪下、ｓｕｂｕ
ｎｇａｌ）黒色腫および表在拡大型黒色腫が挙げられる。
【００６５】
　「癌腫」は周囲の組織を浸潤して、転移を生じる傾向がある上皮細胞から新たに育成さ
れる悪性腫瘍を指す。典型的な癌腫は、例えば、小葉癌、小葉癌、腺嚢癌腫、腺様嚢胞癌
、腺癌、副腎皮質癌、細気管支肺胞上皮癌、細気管支肺胞上皮癌、基底細胞癌、基底細胞
癌、類基底細胞癌、基底有棘細胞癌、肺胞上皮癌、細気管支癌、気管支癌、大脳様癌、胆
管セル肺門癌、絨毛癌、膠様癌、面皰癌、子宮体部癌、篩状癌、鎧状癌、皮膚癌、円筒状
癌、円柱細胞癌、腺管癌、癌デューラム、胎児性癌、髄様癌、エピエルモイド（類表皮、
ｅｐｉｅｒｍｏｉｄ）癌、上皮細胞癌アデノイド、外向発育癌、潰瘍性癌、線維癌、膠様
癌、コロイド腺癌、巨細胞癌、巨大細胞癌、腺癌、顆粒膜細胞癌、毛母癌、血様癌、肝細
胞癌、ヒュルトレ細胞癌、硝子質の癌、ハイペモフロイド（ｈｙｐｅｍｅｐｈｒｏｉｄ）
癌、小児胎児性癌、上皮内癌、表皮内癌、上皮内癌腫、クロンペシャー（Ｋｒｏｍｐｅｃ
ｈｅｒ）の癌、キルキスキー（Ｋｕｌｃｈｉｔｚｋｙ）－細胞癌、大細胞型癌、レンズ状
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癌、レンチキュラー（ｌｅｎｔｉｃｕｌａｒｅ）癌、脂肪腫様癌、リンパ上皮癌、メデラ
レ（ｍｅｄｕｌｌａｒｅ）癌、髄様癌、黒色癌、モレ（ｍｏｌｌｅ）癌、粘液癌、粘液分
泌癌、ムコセルラー（ｍｕｃｏｃｅｌｌｕｌａｒｅ）癌、ムコエピデルノイド（ｍｕｃｏ
ｅｐｉｄｅｒｎｏｉｄ）癌、粘液癌、粘液性癌、粘液腫様癌、ナスファリンゲル（上咽頭
、ｎａｓｐｈａｒｙｎｇｅａｌ）癌、燕麦細胞癌、骨化性癌、類骨の癌、乳頭状癌、門脈
周囲癌、上皮内癌、有棘細胞癌、軟性癌、腎臓の腎細胞癌、補充細胞癌、サルコマトドス
（ｓａｒｃｏｍａｔｏｄｅｓ）癌、シュネイデリアン（ｓｃｈｎｅｉｄｅｒｉａｎ）癌、
硬癌、陰嚢癌、印環細胞癌、単純癌、小細胞型癌、ソラノイド（ｓｏｌａｎｏｉｄ）癌、
回転楕円面細胞癌腫、紡錘体細胞癌、海綿様癌、扁平上皮癌、有棘細胞癌、ストリング癌
、血管拡張癌、毛細血管拡張癌、移行上皮癌、結節癌、結節癌、疣状癌およびビフロスム
（ｖｉｆｌｏｓｕｍ）癌が挙げられる。
【００６６】
　「白血病」は造血臓器の進行性の悪性疾患を指し、血液と骨髄での白血球とそれらの前
駆体の歪んだ増殖および発症によって一般に特徴づけられる。白血病は、（１）この疾患
の期間および急性または慢性の性質、（２）関与した細胞の型；骨髄性である（骨髄性）
か、リンパ様である（リンパ向性の）か、単球であるか；および（３）血中白血性である
または無白血性（亜白血性）である異常細胞の数における増大または非増大らに基づいて
、一般に臨床的に分別される。白血病としては、例えば、急性非リンパ性白血病、慢性リ
ンパ性白血病、急性顆粒球性白血病、慢性顆粒球性白血病、急性前骨髄球性白血病、成人
Ｔ細胞白血病、非白血球増加性白血症、ロイコ細胞血液白血病、好塩基性白血病、芽球白
血病、ウシ白血病、慢性骨髄性白血病、皮膚白血病、幹細胞性白血病、好酸球性白血病、
グロースの白血病、ヘアリーセル白血病、血芽細胞性白血病、血細胞芽細胞性の白血病、
組織球性白血病、幹細胞性白血病、急性単球白血病、白血球減少症白血病、リンパ性白血
病、リンパ芽球性白血病、リンパ球性白血病、リンパ性白血病、リンパ性白血病、リンパ
肉腫細胞白血病、肥満細胞白血病、巨核球性白血病、小骨髄芽球性白血病、単球白血病、
ミエロブラスト白血病、骨髄性白血病、骨髄性の顆粒球性白血病、骨髄単球性白血病、ネ
ーゲリ白血病、形質細胞白血病、プラズマ細胞性白血病、前骨髄球性白血病、リーダー球
性白血病、シリング白血病、幹細胞性白血病、亜白血性白血病および未分化細胞白血病が
挙げられる。
【００６７】
　更なる癌は、例えば、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、神経芽細胞腫
、乳癌、卵巣癌、肺癌、横紋筋肉腫、原発性血小板血症、原発性マクログロブリネマ（ｍ
ａｃｒｏｇｌｏｂｕｌｉｎｅｒｎｉａ）、小細胞型肺腫瘍、原発性脳腫瘍、胃癌、大腸癌
、悪性膵臓インスラノーマ（ｉｎｓｕｌａｎｏｍａ）、悪性カルチノイド、尿膀胱癌、前
悪性の皮膚病変、精巣癌、リンパ腫、甲状腺癌、神経芽細胞腫、食道癌、尿生殖路癌、悪
性カルシウム過剰血、子宮頸癌、子宮体癌、副腎皮質性の癌および前立腺癌を含む。
【００６８】
　検出可能な標識
　分析で使用される特定の標識または検出可能な基は、分光学的、光化学的、生化学的、
免疫化学的、電気的、光学的または化学的手段により検出することができる。標識の特定
の型は、その型が分析で使用される細胞または循環腫瘍細胞の上で細胞マーカーと抗体と
の特異的結合に有意に干渉しない限り、本発明の重要な観点でない。検出可能な基は、検
出可能な物理的性質または化学的性質を有するいずれの材料であってもよい。このような
検出可能な標識は、分析またはイムノアッセイの分野で十分に開発され、一般に、このよ
うな方法に有用なほとんどどんな標識でも本発明に適用できる。従って、標識は、分光学
的、光化学的、生化学的、免疫化学的、電気的、光学的または化学的手段によって検出可
能なあらゆる構成要素である。本発明の有用な標識としては、磁気ビーズ（例えば、ダイ
ナビーズ（商標））、蛍光色素（例えばフルオレッセン・イソチオシアナート、テキサス
赤、ローダミンなど）、放射標識（例えば、３Ｈ、１４Ｃ、３５Ｓ、１２５Ｉ、１２１Ｉ
、１１２Ｉｎ、９９ｍＴｃ）、微小な泡（超音波画像診断のために）のような他の画像処
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理薬剤、１８Ｆ、１１Ｃ、１５Ｏ（ポジトロン発光断層撮影法のために）、９９ｍＴＣ、
１１１Ｉｎ（単一光子発光断層撮影法のために）、酵素（例えばＥＬＩＳＡで一般に使用
されるワサビ・ペルオキシダーゼ、アルカリホスファターゼおよびその他）、および金コ
ロイドまたは色ガラスまたはプラスチック（例えばポリスチレン、ポリプロピレン、ラテ
ックスなど）ビーズのような熱量計標識が挙げられる。このような標識の活用法を記載し
た特許としては、米国特許第３，８１７，８３７号；第３，８５０，７５２号；第３，９
３９，３５０号；第３，９９６，３４５号；第４，２７７，４３７号；第４，２７５，１
４９号；および第４，３６６，２４１号が挙げられる（各々は、これらの全体が、全ての
目的のために参照によりここに組み込まれる。）。また、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｆｌ
ｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｐｒｏｂｅｓ　ａｎｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ（
６版，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ，Ｉｎｃ．，オレゴン州ユージン（Ｅｕｇｅｎ
ｅ　ＯＲ．））を参照。
【００６９】
　標識は、当分野で周知の技術である方法によって、直接または間接的に、分析法の望ま
しい構成要素に結合させることができる。上で示されたように、必要な感度に依存する標
識の選択、化合物との結合の容易さ、安定性必要条件、利用できる計装および処分規定に
より、広範な標識が使用できる。
【００７０】
　非放射性の標識は、しばしば間接的な手段により付けられる。一般に、リガンド分子（
例えばビオチン）は、共有結合で分子に結びつけられる。次にリガンドは、検出可能な酵
素、蛍光化合物または化学発光の化合物のような、本質的に検出可能であるまたは信号シ
ステムに共有結合で結合される抗リガンド（例えばストレプトアビジン）分子に結合され
る。多数のリガンドおよび抗リガンドが使用できる。リガンドが、例えばビオチン、チロ
キシンおよびコルチソールのような自然の抗リガンドを有する場合、リガンドは標識され
た自然に生じている抗リガンドと同時に使用できる。あるいは、ハプテンまたは抗原性化
合物のいずれも、抗体と合わせて使用できる。
【００７１】
　分子は、例えば酵素またはフルオロフォアとの連合（ｃｏｎｊｕｇａｔｅ）により、信
号発生化合物に直接連合させることもできる。標識としての目的の酵素は、主に加水分解
酵素（特にホスファターゼ、エステラーゼおよびグリコシダーゼ）または酸化還元酵素（
特にペルオキシダーゼ）である。蛍光化合物は、フルオレッセインおよびこの誘導体、ロ
ーダミンおよびこの誘導体、ダンシル、ウンベリフェロンならびに同様の化合物を含み、
化学発光様化合物は、ルシフェリンおよび２，３－ジヒドロホタルアジンジオン、例えば
ルミノールを含む。使用できる種々の標識および信号発生システムの総説として、米国特
許第４，３９１，９０４号を参照し、この全体が全ての目的のために参照によりここに組
み込まれる。
【００７２】
　標識を検出する手段は、当業者に周知である。従って、例えば、標識が放射性標識であ
る場合、検出のための手段として、オートラジオグラフィの場合のように、シンチレーシ
ョンカウンターまたは写真フィルムが挙げられる。標識が蛍光標識である場合、これを光
の適切な波長で蛍光色素を励起させて、生じた蛍光を検出することによって検出すること
ができる。蛍光は、写真フィルムの手段により電荷結合素子（ＣＣＤ）または光電子増倍
管などのような電子探知器を用いることによって、視覚的に検出され得る。同様に、酵素
標識は、適切な支持体を酵素に供給し、生じた反応生成物を検出することによって、検出
され得る。最後に、単純な熱量計（ｃａｌｏｒｉｍｅｔｒｉｃ）標識を、単に標識に伴う
色を観察することによって検出できる。従って、さまざまな計量棒分析法では、さまざま
な連合されたビーズがビーズの色のように見える一方、連合された金はしばしばピンクに
見える。
【００７３】
　一部の分析フォーマットは、標識された構成要素の使用を必要としない。例えば、凝集
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反応分析は、標的抗体の存在を検出するために使用できる。この場合、抗原により被覆さ
れた粒子を、標的抗体を含むサンプルによって凝集させる。この形式において、構成要素
のいずれも、標識される必要はなく、標的抗体の存在は、簡潔な目視検査によって検出さ
れる。
【００７４】
　しばしば、細胞マーカーおよび細胞マーカーに対する抗体は、共有結合でまたは非共有
結合でのいずれかで、検出可能な信号を提供する物質を結合させることによって標識され
る。
【００７５】
　他の実施態様および使用は、本開示を考慮して当業者にとって明らかになる。
【００７６】
　例示的な実施態様
【実施例１】
【００７７】
　ＦＡＳＴシステム、自動化デジタル顕微鏡観察と循環腫瘍細胞の同定
　サンプル調製：患者サンプルの細胞付着および免疫蛍光標識化
　血液サンプルは、前述したプロトコールの修正された変形を使用して、大きい支持体（
９．５×４．５ｃｍの活性領域を有する１０．８×７．６ｃｍ）の上で処理される。Ｋｒ
ａｅｆｔら、Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ　Ｍｅｄ　７５：４２３－３０、２００３。簡潔に
説明すると、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）で血液凝固を阻止された血液を、室温
で５分間等張性塩化アンモニウム緩衝液（ＮＨ４Ｃｌ１５５ｍＭ、ＫＨＣＯ３１０ｍＭ、
０．１ｍＭＥＤＴＡ、ｐＨ７．４）で溶解させる。遠心の後、残留する単核細胞ペレット
を洗浄し、リン酸緩衝食塩水（ＰＢＳ）に再懸濁させ、生きている末梢血単核細胞の総数
を、あつらえ設計された接着性支持体（Ｐａｕｌ　Ｍａｒｉｅｎｆｅｌｄ　ＧｍｂＨ　＆
　Ｃｏ．、ＫＧ、バートメルゲントハイム、ドイツ）に付着させる。細胞を、ＰＢＳの中
３７℃４０分間温置し、血清タンパク質（１０％のウシ胎児血清）を含有する培養培地（
４５％のダルベッコの修飾イーグル培地（ＤＭＥＭ）４５％ＲＰＭＩ）を添加して、付着
を促進し、温置をさらに２０分間続ける。沈着した細胞を２０分間、２％のパラホルムア
ルデヒド（ｐＨ７．２－７．４）中で固定し、ＰＢＳで二回洗浄し、さらに、固定し、５
分間氷冷メタノールで透過性にし、ＰＢＳで洗浄し、３７℃にて２０分間ＰＢＳ中で２０
％ヒトＡＢ血清（ナビ・ダイアグノスティックス（Ｎａｂｉ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ）
、フロリダ州ボカラトン（Ｂｏｃａ　Ｒａｔｏｎ，ＦＬ））により遮断する。次いで、支
持体を、ヒトサイトケラチン１、４、５、６、８、１０、１３、１８および１９を認識す
る単一クローン系抗パン・サイトケラチン抗体（Ｈ－１３８８、Ｓｉｇｍａ、セントルイ
ス、ミズーリ州）と、１時間３７℃で温置する。その後、支持体を、ＰＢＳ中にて洗浄し
、Ａｌｅｘａフルオロ４８８およびＡｌｅｘａフルオロ５５５連合ヤギ抗マウス抗体（Ａ
－２１１２１およびＡ－２１４２５、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ、オレゴン州ユ
ージン）の混合物と、３０分間３７℃で温置する。核対比染色を、ＰＢＳ中の０．５μｇ
／ｍｌ　４’，６－ジアミジノ－２－フェニルインドール（ＤＡＰｌ）（Ｄ－２１４９０
、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ）を用いて２０分間室温で行う。支持体を、水性充
填剤（２０ｍＭトリス（ｐＨ８．０）、０．５％のｎ－プロピル没食子酸塩および９０％
のグリセロール）中に充填し、充填剤が乾燥するまで一夜暗所に置いた後、先端をマニキ
ュア液で封着する。
【００７８】
　ＦＡＳＴシステム
　ＦＡＳＴスキャナは、９８％の感度および１０－５の特異性により２５Ｍ細胞／分の速
度にてサンプルを走査する。（Ｋｒｉｖａｃｉｃら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓ
ｃｉ　ＵＳＡ　１０１：１０５０１－１０５０４，２００４。走査速度（１００本のライ
ン／秒）は、高速レーザーラスタからもたらせられる。１０ｍＷアルゴンイオンレーザー
は、標識された細胞中の傾向を励起し、大きい（５０ｍｍ）視野で光が収集される。この
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視野は、図１に示すように非対称の末端を有する光ファイバー束によって可能になる。フ
ァイバー束は、０．６６の開口数を有する。走査システム（１２μｍ）の解像度は、走査
レーザーの点寸法で決定される。蛍光プローブからの発光を、光電子増倍管で検出の前に
、標準の二色性フィルターを使用してフィルターにかける。ｌ０ｍ／秒のレーザー走査速
度は、検流計により制御された走査鏡により達成される。サンプルを、１秒当たり３ｍｍ
の速度で、顕微鏡ステージ上をレーザー走査経路を直角に横切って移動させる。蛍光で標
識された細胞の位置および発光時点でのステージ位置を＋／－７０μｍの精度にて走査に
より測定する。ＦＡＳＴ光学系の発光検知閾値は、ＦＡＳＴにて同定された対象を画像処
理するＡＤＭに匹敵し、後述される。細胞系モデルサンプルを用いるＦＡＳＴ感度および
特異性の決定、ならびにＦＡＳＴ光学システムの細目は、いたるところで記載されている
。Ｋｒａｅｆｔら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１０：３０２０－８，２００４。
【００７９】
　顕微鏡
　自動化デジタル顕微鏡（ＡＤＭ）は、Ｎｉｋｏｎ（ニューヨーク州メルヴィル）ＴＥ２
０００Ｕ蛍光倒立顕微鏡である。２０Ｘ　Ｐｌａｎ　Ｆｌｕｏｒ（追加の長い作業長（Ｎ
Ａ＝０．４５））顕微鏡対物レンズを最初の画像獲得のために使用し、４０Ｘ　Ｐｌａｎ
　Ｆｌｕｏｒ（追加の長い作業長（ＮＡ＝０．６））対物レンズを細胞分析のために画像
を得るために使用する。２０Ｘと４０Ｘ対物レンズのための作業長は、それぞれ７．４ｍ
ｍおよび２．７－３．７ｍｍ（修正カラー）である。これらの対物レンズを通しての視野
直径は１．１ｍｍおよび０．５５ｍｍであるが、実像寸法は画像処理ＣＣＤによって制限
される。この顕微鏡は、ＤＡＰＩ、フルオレッセン・イソチオシアナート（ＦＩＴＣ）お
よびテトラメチル・ロダミン・イソチオシアナート（ＴＲＩＴＣ）（６１０００Ｖ２、Ｃ
ｈｒｏｍａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、ロッキンガム、バーモント州）について三重バンド
フィルターセットを有する自動化励起および発光フィルタホイール（Ｌａｍｄａ　１０－
２、Ｓｕｔｔｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ、カリフォルニア州ノバルト（Ｎｏｖａｌｔｏ
、ＣＡ））を有する。デジタル画像は、Ｒｅｔｉｇａ　ＥＸｉ　Ｆａｓｔ　１３９４単色
デジタル・カメラ（Ｑｉｍａｇｉｎｇ、バーナビー、ＢＣ、カナダ）によって得られる。
このカメラは、６．４５μｍ平方ピクセルの１３９２×１０４０を有する。このように２
０Ｘ対物レンズを通して、実際の撮像領域は、４４８μｍ×３３５μｍである。このカメ
ラは側面のポートの上に取り付けられ、収集された光の８０％を受けとる。アナログ・ビ
デオ・オートフォーカス・アルゴリズムによるＸ－Ｙ－Ｚ段階（ＭＳ－２０００、Ａｐｐ
ｌｉｅｄ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ、オレゴン州ユージ
ン（Ｅｕｇｅｎｅ、ＯＲ））を使用して、サンプルを所定のＸ，Ｙ位置の方へ移動させ、
ニコン顕微鏡の微細な焦点軸に装着したＺ－駆動装置を使用して最高の焦点面を得る。自
動焦点調整のフィードバックは、三眼頭部を通してＤＡＰＩ信号の２０％を感知し、コン
トラスト比較のためにＭＳ－２０００コントローラに、信号強度を供給するモノクロ・ビ
デオ・カメラ（ＣＣＤ１００、ＤＡＧＥ－ＭＴＩ　Ｉｎｃ．、インディアナ州ミシガンシ
ティ（Ｍｉｃｈｉｇａｎ　Ｃｉｔｙ，ＩＮ））によって可能になる。フィルタ・チェンジ
ャー、シャッターおよびデジタル・カメラの全ては、市販ソフトウェアパッケージ（Ｓｉ
ｍｐｌｅＰＣＩ＋ＡＩＣ、Ｃｏｍｐｉｘ　Ｉｎｃ．、ペンシルベニア州クランベリー・タ
ウンシップ（Ｃｒａｎｂｅｒｒｙ　Ｔｏｗｎｓｈｉｐ、ＰＡ））によって制御され、ステ
ージが新しい位置の方へ動かされるたびに、自動焦点調整を起動する。
【００８０】
　ＣＴＣ同定
　ＣＴＣは、４０Ｘ、２つのサイトケラチン（ＣＫ）二次抗体およびＤＡＰＩ核染色法か
ら蛍光を示す３色蛍光画像から同定される。ＣＴＣ同定は、対象の状態を知らされていな
い少なくとも１人の病理学者によって独立に行われる。ＣＴＣ同定判定基準は、ＤＡＰＩ
蛍光と組み合わされたＡｌｅｘａ　５５５およびＡｌｅｘａ　４８８の両方における適切
なＣＫ典型的染色パターンを示すＣＫ陽性蛍光からなる。典型的な形態的特徴としては、
拡大円形細胞および核、高い核対細胞質の比ならびに基礎をなす細胞骨格に似ている横紋
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サイトケラチン蛍光を含む。無傷の、明瞭な細胞だけを、本研究においてＣＴＣとして計
算に入れる（図２）。偽陽性は、主に抗体凝集体の結果である。
【００８１】
　図２は、乳癌患者（２０ｘ）の末梢血で見つかった病理学者に同定されたＣＴＣの例で
ある。ＣＴＣは、抗ＣＫ－ＡｌｅｘａＦｌｕｏｒ　４８８（緑）と抗ＣＫ－ＡｌｅｘａＦ
ｌｕｏｒ　５５５（赤）で染色されている。細胞核は、ＤＡＰＩで青く染色される。Ａ）
複合体画像、Ｂ）ＤＡＰＩのみ、Ｃ）抗ＣＫ－ＡｌｅｘａＦｌｕｏｒ　５５５、Ｄ）抗Ｃ
Ｋ－Ａｌｅｘａ　４８８。
【００８２】
　ライト・ギムザ染色
　カバーガラスを蛍光で染色されたスライドから除去し、ＰＢＳで洗浄する。このスライ
ドは、次いで３分間ライト・ギムザ染色（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ、ミシガ
ン州カラマズー（Ｋａｌａｍａｚｏｏ，ＭＩ））で浸漬される。リン酸塩緩衝液（ｐＨ　
６．８）（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ、ミシガン州カラマズー（Ｋａｌａｍａ
ｚｏｏ，ＭＩ））１．５ｍｌを、染料で被覆されたスライドに加え、染料および緩衝液を
、１分の間穏やかに揺動させることによって共に混合する。その後、この混合物を、さら
に２分間スライド上に置き、次にこのスライドを脱イオン水で洗浄し、空気で乾燥させる
。
【実施例２】
【００８３】
　ＦＡＳＴ技術によって循環腫瘍細胞を配置すること
　ＦＡＳＴ技術は、ＣＴＣをＩＶ期乳癌患者からの血液サンプル中にて迅速に位置づける
のに用いられてきた。ＦＡＳＴ走査で同定される蛍光観察対象は、次に蛍光顕微鏡の上で
自動化段階で再配置されて、デジタルカメラで画像処理される。観察対象の高分解画像を
、続いてＣＴＣに関して分析する。ＦＡＳＴ位置精度は、＋／－７０のμｍであり、これ
は、２０Ｘ顕微鏡での画像化視野（４４８μｍ×３３５μｍ）における自動再配置につい
てより、より適切である。ＦＡＳＴ同定された観察対象のＡＤＭ再配置を、完全に自動化
する。線列マーク（ＦＡＳＴに見える２０μｍ基準の十字線および明視野顕微鏡観察）を
、ＦＡＳＴ同定された観察対象位置を顕微鏡座標系に変換するのに用いる。自動焦点調整
が、白血球細胞のＤＡＰＩ染色を独立に使用して各画像に焦点を合わせるのに用いられる
。
【００８４】
　ＡＤＭにおける、ＦＡＳＴで同定された観察対象を再配置および画像処理するための時
間は、対象当たり約８秒である。これは、暴露およびフィルター交換のための２．５秒、
ステージ移動および定着のための１．５秒、オートフォーカスのための３秒、加えて他の
中間段階およびネットワーク化された取付ストレージにデータを書き込むための１秒を含
む。１０－５秒の特異性での、６０Ｍ－細胞サンプル（これは、通常１０ｍｌサンプルで
ある）の分析は、６００の観察対象について画像取得を必要とし、約８０分かかる。
【００８５】
　このシステムの繰返し精度を、ＨＴ－２９結腸直腸細胞系から得た細胞を加えた末梢血
モデルサンプルを使用して試験した。３つのサンプルが、１０～２１の細胞の範囲のＨＴ
－２９細胞を含有するように各々調製された。各のサンプルを、ＦＡＳＴ血球計数器で１
０回走査し、全ての観察対象の高分解画像を撮った。それぞれの場合を、ＦＡＳＴは正確
に同一位置の同じ細胞を検出した。その後、細胞画像同定ソフトウェアを使用しているＦ
ＡＳＴ位置を使用することなく、サンプルを顕微鏡で走査した。顕微鏡走査は、ＦＡＳＴ
血球計数器によって検出された細胞の全てを、追加の細胞なしに検出した。
【００８６】
　方法の文節において記述されたとおり、このシステムを乳癌患者におけるＣＴＣの検出
のために用いた。転移性乳癌の３１人の女性が、この研究に参加し、５０の末梢血試料を
提供した。進行性の病気を有する患者は、安定しているまたは治療で好転している人より
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非常に高いＣＴＣ数（ｐ＜０．０００１）を示した。進行性の疾患を有する患者について
のＣＴＣ数の中央値は、８．５であった一方で、安定したまたは好転している疾患を有す
る患者についてのＣＴＣ数の中央値は、１であった（図１０）。１年の中間追跡期間で、
１１名の患者が死亡した。カプラン－マイヤー分析により示されたように、≧５のＣＴＣ
を有する患者は２１２日の生存期間の中央値を有した（図１１）一方で、０－４のＣＴＣ
を有する患者の生存期間の中央値は、１年後に達しなかった（ｐ＝０．００１２）。健常
な提供者からの末梢血液サンプルも走査し、１５名の健康な提供サンプルのいずれにもＣ
ＴＣは見られなかった。
【００８７】
　検出感度上へのＣＫ発現レベルの影響を調査するために、ＣＴＣの輝度を評価し、偽陽
性を、多数のＣＴＣを有する癌患者から得られたサンプル１０ｍｌで検出した。図３は、
サンプル標本を監視するのに用いられた別々の支持体上の、癌患者およびＨＴ－２９細胞
についてのＦＡＳＴによって同定された観察の総強度のプロットである。ＣＴＣ強度での
分布（これは、他のサンプルを象徴する。）を例示するために、通常ではない多量のＣＴ
Ｃを有するデータを選択した。ＣＴＣ強度レベルが２ログにわたる場合、これらの全ては
、ＦＡＳＴの、鈍い偽陽性の検出から示される検出限界より少なくとも１０倍明るい。こ
れは、ＣＴＣが、蛍光レベルのこのような広範囲でさえ検出されるという保証を提供する
。別々の支持体上で患者サンプルと共に処理されたＨＴ－２９細胞からの蛍光強度が更に
示される。ＨＴ－２９細胞の強度の変動は、ＣＴＣ強度における変動より実質的に少ない
。この差は、ＣＴＣ中でのＣＫ発現における大きい変動があることを示唆している。
【００８８】
　ＣＴＣの蛍光イメージはこれらの同定の助力となったにもかかわらず、標準のライト・
ギムザ病理学染料が、追加の確証およびＣＴＣに関する情報を提供するように実行された
。この染色を行うために、プロトコールは、各々の蛍光で染色されたスライド上のカバー
ガラスを取り除き、ライト・ギムザ染料を使用してこの同じ細胞を再染色することまで拡
張された。Ｂ．Ｆ．Ａｔｋｉｎｓｏｎ、Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｃｙ
ｔｏｐａｔｈｏｌｏｇｙ、第２版、Ｗ．Ｂ．Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ編、２０
０３。この染色は、形態、寸法および異質性の改善された分析を可能にする。ＣＴＣ位置
が正確に知られているので、図４で例示されるように、個々の希少細胞および希少細胞ク
ラスタを位置決めしおよび形態学の評価のためにＡＤＭで再画像化することができる。
【００８９】
　図４では、乳癌患者（１００ｘ油）で見られる典型的なＣＴＣのライト・ギムザ染色（
左）；抗ＣＫ－ＡｌｅｘａＦｌｕｏｒ　４８８および抗ＣＫ－ＡｌｅｘａＦｌｕｏｒ　５
５５（赤）で染色した対応するＣＴＣの蛍光イメージ（右）を示す。細胞核は、染色され
た青色ＤＡＰＩ（２０ｘで撮られ、比較目的のために拡大された画像）である。
【実施例３】
【００９０】
　循環腫瘍の検出およびＦＡＳＴ画像分析の最適化
　自動化デジタル顕微鏡観察画像処理は、ＦＡＳＴによって位置決めされた蛍光対象につ
き約８秒必要であり、これは、現在の特異性での患者画像取得時間について８０分になる
。この取得時間は調査には適切であるが、臨床検査室での適用のためにはより早い取得が
有益であろう。ＣＴＣ検出の速度を上昇させるために、データ取得時間を減らすために２
つのアプローチを探査し、特異性を改良して、顕微鏡走査時間を減らす。
【００９１】
　特異性の主要な増大は、改善されたＦＡＳＴ画像分析から生じると予想される。標識比
率、蛍光強度および対象寸法を、ＣＴＣを偽陽性と区別するのに用いることができる。画
像分析を最適化するために、フィルター、真および偽陽性についてのＦＡＳＴ走査特徴の
データベース、を構築する。このデータベースにより、ＦＡＳＴソフトウェアフィルタを
、感度を減らすことなく最適化することができる。偽陽性を減少させるために、サンプル
調製過程が改善される。このようなプロセス変更は、厳しい試薬調製および保存プロトコ



(27) JP 2017-102121 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

ールを監視すること、染料凝集体を最小化するために染料濃度を最適化することおよび非
特異的結合を最小にするために代替的な遮断処理を行うことを含む。加えて、サンプル調
製を自動化することは、蛍光の人為的結果の一貫した減少になると思われる。特異性にお
ける２倍以上の改善は、改善されたフィルタリングおよびサンプル調製により予想される
。
【００９２】
　ＡＤＭ画像取得時間を減らすため、暴露、ステージ移動および自動焦点調整についての
時間を減らすために、いくつかの改善がなされる。暴露時間を減らすことの主要な貢献は
、ＡＤＭ感度を増加させることから由来する。このために、顕微鏡対物レンズ開口数が、
作業長を減らすことによって増加される（例えば２０Ｘについては、０．４５から０．７
５まで）。特注のフィルタセットは、励起強度および弱い蛍光の伝送を最大にするように
設計されており、水銀光源はキセノン灯のようなより明るいものと取り替えられる。再配
置精度で、ＣＣＤピクセルをビニング（ｂｉｎｎｉｎｇ）して、暴露時間を減らすことが
できる。例えば、２×２ビニングは、画像寸法を２２４×１１７μｍ（これは、全てのＦ
ＡＳＴ同定対象を捕捉するのに十分大きい。）に減らす。これらの改善は、２秒から０．
５秒まで、暴露時間を４倍に減らすと思われる。
【００９３】
　自動焦点調整を改善するために、唯一の機械的ｚ運動を、ステージ上で圧電性作動装置
で実行される微細規模の運動およびコース規模の機械運動との組合せと交換する。この改
善は、サーボモーターを機械的に回転させることを排除することおよび自動焦点調整を開
始するステージ運動における待ち時間を減らすことによって、焦点調整時間（約１ｓから
１５ｍｓまで）を大幅に減らす。これらの改善の全てにより、画像取得時間は、４秒未満
まで５０％以上減少すると思われ、これらの改善は、特異性の改善と共に、１０ｍｌのサ
ンプルにおける平均的ＡＤＭ画像取得時間を２０分未満に下げる。
【００９４】
　ＦＡＳＴ機器は、自動化デジタル顕微鏡観察に匹敵する検出精度を提供する。全体の検
出感度および特異性は、先に示された。Ｋｒｉｖａｃｉｃら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃ
ａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　１０１：１０５０１－１０５０４、２００４。ここでは、機器は
ＣＴＣ強度における大きな観察変動を検出するのに十分であるより大きい、優れた測定繰
返し精度および検知閾値を有することが示された。この強度は、ＣＴＣの中のＣＫの発現
レベルの変動に起因した変動である。このような変動は、癌腫における既に報告された低
い発現レベルと一致している。Ｗｉｌｌｉｐｉｎｓｋｉ－Ｓｔａｐｅｌｆｅｌｄｔら、Ｃ
ｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１１：８００６－８０１４、２００５。
【００９５】
　ＣＴＣの同定のために、いくつかの判定基準が、乳癌患者だけに存在した細胞集団を同
定するために、細胞寸法、核対細胞質の比、蛍光パターンおよび強度の細目を含めた細胞
形態学に基づいて使用される。これらの判定基準を使用して、１５名の健常な対照で見ら
れる細胞はなかった。進行性疾患を有する患者は、安定したか好転している疾患を有する
患者より多くのサンプル当たりのＣＴＣに向かう傾向を示した。
【００９６】
　しかしながら、限定されたサンプル寸法、限定された追跡、およびこの一連の進行中の
方法開発は、この時点におけるＦＡＳＴ検出されたＣＴＣの予言された有意性についての
、どんな記載も排除する。さらに、サンプル寸法が小型で、将来を見越して計画されてい
ないので、群間の有意差を示している統計テストは意味がある情報をデータセットに加え
ず、故意に除外された。
【００９７】
　ここで報告される転移性乳癌を有する３１人の女性で検出されたＣＴＣレベル（０－６
５９のＣＴＣ）における大きい変動は、１７７人の患者の非常に大きい研究についてＣｒ
ｉｓｔｏｆａｎｉｌｌｉ（０－１０００ｓ）によって報告された範囲と類似している。こ
の一連および他のものでのＣＴＣ数のこの大きなダイナミックな範囲は、血漿中の、多く
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の一般に用いられるタンパク質腫瘍マーカーで観察されるのと同じ～３ログ桁規模にあり
、転移性乳癌の生物学的異質性を反映している。しかしながら、ＣＴＣは、転移性乳癌を
有する患者において、ほとんど普遍的に存在していることが知られており、分析された転
移性患者の８６％においてこれらが検出された。比較のために、Ｃｒｉｓｔｏｆａｎｉｌ
ｌｉおよび共同研究者は、進行性転移性乳癌を有する患者の６１％において、＞２のＣＴ
Ｃを報告したのに対して、Ａｌｌａｒｄは、４２２人の安定および進行性の転移性乳癌患
者の群の３７％で＞２のＣＴＣを見出した。Ａｌｌａｒｄら、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　
Ｒｅｓ　１０：６８９７－９０４、２００４；Ｃｒｉｓｔｏｆａｎｉｌｌｉら、Ｎ　Ｅｎ
ｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ　３５１：７８１－９１、２００４。進行性疾患を有する患者がより高
い数のＣＴＣを有する傾向が、安定した患者と比較して見出された。この観察は、高いＣ
ＴＣ数は、無効な治療にある患者を同定する可能性があり、処置が修正されなければなら
ないように臨床医に示唆するという点で臨床的に関連し得る。現在の臨床診療は、患者が
進行性疾患を有する場合、同定する治療点における診断検査として入手不可能である画像
化研究の使用に依存している。ＦＡＳＴ走査が、処置決定をするためのより安価でより便
利な方法として用いられる可能性があるかどうか決定するために、転移性乳癌を有する患
者で化学療法の選択を導く画像処理評価の代替物としてのＦＡＳＴの予期される評価が必
要である。影響を受けていない女性における乳癌についての第１次選別、または初期癌も
しくは再発の証拠としての非転移性の疾患を有する女性の第２次選別でのＦＡＳＴの役割
は、公知でない。診断時および１次の治療の後のＩ期およびＩＩ期の乳癌患者でのＣＴＣ
の発生率における追加データが、選別方法論としてＣＴＣ検出の値を決定するために必要
とされる。
【００９８】
　ＦＡＳＴ走査は、最も未分化の上皮性腫瘍においてさえ保存されている内部サイトケラ
チンを使用する細胞を同定するので、富化を達成するために、乳癌を有する全ての患者で
一様に発現されない変わりやすく発現される表面タンパク質の検出に依存している技術に
勝る利点を有し得る。例えば、乳癌患者の小集団は、Ｅｐ－ＣＡＭを発現する可能性はな
く、従って、富化のためにこの方法を使用して検出されない。このようなサブグループは
、小葉癌患者である可能性がある。この小集団は、乳癌患者の１５％を含み、および免疫
組織化学で測定される場合、原発腫瘍試料上でほとんどまたはまったくＥｐ－ＣＡＭ発現
を有しない。Ｗｅｎｔら、Ｈｕｍａｎ　Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ　３５：１２２－１２８，２
００４。さらに、Ｅｐ－ＣＡＭは、原発腫瘍と比較してＣＴＣ中にて減少発現されること
が公知である。Ｒａｏら、Ｉｎｔ　Ｊ　Ｏｎｃｏｌ　２７：４９－５７，２００５。ＦＡ
ＳＴによる良好な結果は、今までのところ、異なる数のＣＴＣを有するグループにおける
患者結果を比較する予期臨床治験と関連する追加の患者サンプリングならびにＦＡＳＴお
よび患者集団での他の技術の直接比較を正当化する。
【００９９】
　最後に、患者における癌の臨床診断は、標準の組織学上の染色を使用している悪性細胞
の病理学的評価を実行する能力によって、実質的に利益を得る。ライト・ゲムザ染色は臨
床末梢血試料の上で最も一般的に用いられる染料であるので、ライト・ギムザ染色は現在
の代表的な実施形態において使われている。細胞をＦＡＳＴにより再訪問および再染色す
る能力は、この技術を、末梢血液サンプルからの癌の形態学的診断のための可能な機構と
する。免疫蛍光の画像に単独で癌の診断をさせることを信頼する臨床医はほとんどいない
ので、ＣＴＣの分析が、検出可能な転移性疾患を有することが他の点ではわかっていない
患者集団に適用されることになっている場合、この能力は必須である。補助的評価技術を
組み込む病理学者による無傷の細胞の慎重な細胞形態の評価は、限定数の悪性細胞からの
癌の診断のための貴重な基準であり続ける。血中の乳癌細胞がこれらの希少性のために形
態学的に広範囲に研究されておらず、他の身体部位に比べて異なる形態学上の特徴を有す
る可能性があるので、乳癌患者の広いアレイからのＣＴＣの画像ギャラリーまたは「地図
帳」は、診断進化の一部として獲得される必要がある。ＦＡＳＴは、このような画像の「
地図帳」を作成するための理想的な道具である。
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【０１００】
　ＦＡＳＴ走査は、末梢血中にて非常に低い濃度で迅速におよび正確にＣＴＣの位置決め
をすることができることが示された。機器は、優れた繰返し精度を有し、標的抗原ＣＫの
発現レベルで大きい変動で細胞を検出するための適切以上の検知閾値を示した。この走査
システムは、ＡＤＭと統合された。１５人の健常な提供者においてＣＴＣを検出しない一
方で、大部分のＩＶ期の乳癌患者でＣＴＣを同定するためにこのシステムを使用し、これ
は、好都合に他の既に報告された研究に匹敵する。さらにまた、ライト・ギムザ染色を使
用した病理学的確認と特徴づけについて、目的の細胞を再配置し、試験することができる
。ＣＴＣのこの分析は、さらにＣＴＣを特徴づけて、より大きな臨床的重要性を確立する
ために、付加的な染料および癌細胞生物マーカーを使用して拡張される。
【０１０１】
　このシステムは、ＣＴＣの形態学的分別の分子特徴づけの新しい研究並びに癌患者の治
療点の選別、監視および管理についての使用を可能にすると約束する。
【実施例４】
【０１０２】
　ＩＶ期転移性乳癌患者の小集団におけるＣＴＣ計数
　ＣＫ陽性ＣＴＣを、３０人超の既知の転移性乳癌を有する患者で試験した。先に述べた
ように、ＦＡＳＴ走査、続いての蛍光顕微鏡観察査法を使用して、細胞を同定した。病理
学者による盲検による再検討は、４０Ｘの３色蛍光画像から、これらの患者でのＣＴＣの
同定を確認した。蛍光画像からのＣＴＣ同定のための判定基準は、ＤＡＰＩ核染色法の上
にある、適切なＣＫ典型的染色パターンを示すＡｌｅｘａ　５５５およびＡｌｅｘａ　４
８８の両方におけるＣＫ陽性蛍光からなる。最初の確証研究で、疾患の変動する程度を有
する外来患者ＩＩＩ期およびＩＶ期転移性乳癌患者を検査した。一人の転移性の癌患者以
外全てにおいて、ＣＴＣは１から１０００を超えるＣＴＣまで変動して同定された。さら
に、ＣＴＣが同定されなかった１０人の健常な提供者を検査した。
【０１０３】
　６人の代表的な転移性乳癌患者が、患者間および患者内のＣＴＣ集団を調査するために
、原発腫瘍特徴の様々なタイプで選択された。患者につきＣＴＣ６から６５９の広範なＣ
ＴＣの範囲が、患者ＡからＦにおいて確立された判定基準を使用して同定された。これら
の患者に関する臨床データが表１に要約されている。蛍光画像の取得に続いて、この集団
からの同定されたＣＫ陽性の個々の希少細胞および希少細胞クラスタの小集団を、ライト
・ギムザで染色した後に再配置しおよびさらに評価した（図５）。
【０１０４】
　図５は、ｉ）乳癌患者（６０ｘ）の末梢血で見つかった病理学者により同定されたＣＴ
Ｃの例を示す。ＣＴＣを、抗ＣＫ－ＡｌｅｘａＦｌｕｏｒ　４８８（緑）と抗ＣＫ－Ａｌ
ｅｘａＦｌｕｏｒ　５５５（赤）で染色する。細胞核は、ＤＡＰＩで青く染色される。Ａ
）合成画像、Ｂ）ＤＡＰＩのみ、Ｃ）抗ＣＫ－ＡｌｅｘａＦｌｕｏｒ　５５５、Ｄ）抗Ｃ
Ｋ－Ａｌｅｘａ　４８８。ｉｉ）同じＣＴＣ（１００ｘ）の対応するライト・ギムザ染色
。
【０１０５】
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【表１】

【実施例５】
【０１０６】
　ＣＴＣの形態学上特性：４つの認識できるサブタイプ
　ライト・ギムザ染色された細胞によって提供される形態学の細目により、形態学の基準
が、以前に報告されたことより拡張された。Ｆｅｈｍらによって報告された蛍光分析を補
足して、ライト・ギムザ染色、続いて光学顕微鏡分析は、詳細な核と細胞質の情報を生み
出し、癌の形態学上の細胞病理学的診断のために必要とされる特徴を強調する。Ｆｅｈｍ
ら、Ｃｙｔｏｔｈｅｒａｐｙ　７：１７１－１８５，２００５。加えて、これは、原発性
および転移性の腫瘍組織で見られるものに類似する可変の核対細胞質の比によるＣＴＣの
同定を可能にし、これらは、ＣＴＣ集団の一部とみなされることを示唆している。ＣＴＣ
の蛍光および光学顕微鏡分析は、ＣＴＣの患者の間およびこの患者の小集団の患者内の両
方の全血調製において高度な多形性を示した。下で詳説されるとおり、ライト・ギムザで
染色されたＣＴＣの分析は、いくつかの形態学のサブタイプでＣＴＣを分別するのに用い
られた。
【０１０７】
　患者のＣＴＣを、以下の４つの形態学上のタイプに分別した：１）高いＮ／Ｃ（核対細
胞質）比を示す無傷の細胞、２）低から中等度のＮ／Ｃ比を示す無傷の細胞、３）初期ア
ポトーシスの形態学上の特徴を示す細胞、および、４）後期アポトーシスの形態学上の特
徴を示す細胞。これらのカテゴリーのＣＴＣ例は図６に示され、この分別を使用する患者
ＡからＦに見られるＣＴＣの比率は表２に示される。分別法カテゴリーは、さらに詳細に
述べられる。
【０１０８】
　図６は、患者Ｃから同定されたＣＴＣの例を示す。細胞の対となる画像は、ライト・ギ
ムザ染色の結果および蛍光ＣＫ＋画像を示す対の細胞画像。左：ＣＴＣ（１００ｘ油）の
ライト・ギムザ染色。右：抗ＣＫ－ＡｌｅｘａＦＩｕｏｒ　４８８（緑）で染色された対
応するＣＴＣの蛍光画像。細胞核は、青色ＤＡＰＩで染色される（２０ｘで撮られた画像
、比較目的のために拡大された画像）、１ａ－ｃ）高いＮ／Ｃ１型細胞、２ａ－ｃ）低い
Ｎ／Ｃ２型細胞、３ａ－ｃ）初期アポトーシス３型細胞、４ａ－ｃ）後期アポトーシス４
型細胞、５ａ－ｃ）塊状ＣＴＣ。
【０１０９】
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【表２】

【０１１０】
　１型細胞または高いＮ／Ｃ比の細胞は、取り囲んでいる白血球よりわずかにまたは非常
に大きく、非常に高い核対細胞質の比を有し、両染性から好酸性の細胞質の乏しい周縁部
のみを有する。核は、急激な不規則がなく、時折穏やかに分葉された円形から卵形までで
ある。クロマチンは、目立って、一般に好酸性の核小体の小胞である。これらの細胞は、
Ｆｅｈｍにおいて論ぜられているような真の陽性ＣＴＣについての認められた判定基準に
細胞形態学的並びに不充分に分化した癌細胞に関して細胞病理学的標準判定基準の両方に
合致する。Ｆｅｈｍら、Ｃｙｔｏｔｈｅｒａｐｙ　７：１７１－１８５，２００５；Ａｔ
ｋｉｎｓｏｎ、Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｃｙｔｏｐａｔｈｏｌｏｇｙ
。Ｗ．Ｂ．Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏｍｐａｎｙによって編集、２００３。
【０１１１】
　２型細胞または低いＮ／Ｃ比の細胞は、詳細な形態学的画像の慎重な検討による転移性
癌細胞についての診断特徴であるが、ＣＴＣについての現在確立された判定基準の全てを
満たしているわけではない。小型寸法または低いＮ／Ｃ比のために、これらは、他の研究
者による考慮から離れている。しかし、ライト・ギムザ染色による相互関係の故に、これ
らを、ＣＴＣとして分別できる。これらの細胞は、アポトーシスの変化の形態学的証拠な
しに、無傷の核細目を示す。しかし、１型細胞と対照的に、これらの細胞は、低い核対細
胞質の比を有する。加えて、これらは、１型細胞よりわずかに小型であり得、隣接した白
血球とほぼ等しいまたはそれより場合によっては小さな直径を有し、より目立たない核小
体を有する。核は場合により偏心して配置され、細胞は、ライト・ギムザ染色において周
密な見掛けのオレンジオフィリック（ｏｒａｎｇｅｏｐｈｉｌｉｃ）な細胞質の中程度の
周縁部を有する。細胞のこのカテゴリーは中程度から十分なまでの分化型の癌細胞に対応
する。Ａｔｋｉｎｓｏｎ，Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｃｙｔｏｐａｔｈ
ｏｌｏｇｙ。Ｗ．Ｂ．Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏｍｐａｎｙによって編集、２００３。
【０１１２】
　細胞の、残りの２つのカテゴリーは、アポトーシスの形態学的拠を示しており、同定さ
れる形態学的変化の程度によって、「初期アポトーシス」および「後期アポトーシス」に
分別される。Ａｔｋｉｎｓｏｎ，Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｃｙｔｏｐ
ａｔｈｏｌｏｇｙ。Ｗ．Ｂ．Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏｍｐａｎｙによって編集、２００３
。これらの２つのカテゴリーを統合することについてのおよびアポトーシスのあらゆる形
態学的証拠を示す全ての細胞を１つの大きなカテゴリーの範囲内に含めることについての
論議がなされ得るが、これらのカテゴリーは、研究の目的のためにここでは別々にする。
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形態学的にアポトーシスの細胞の、これら２つのカテゴリーは、ＩＶ期患者の群において
の検出されたＣＴＣの主要部分を含む。
【０１１３】
　ここで「初期アポトーシス」と称される３型は、初期アポトーシスに伴われている当初
の形態学的変化を示す細胞である。これらの細胞は、核物質の凝結および収縮を示し、ラ
イト・ギムザ染色による核細目の損失を伴う、しかし輪郭の全体の損失なしのおよび核分
断なしの、高色素性「ガラス質」のように見える核を得る。丸い核輪郭の折々見られる「
ニッキング」は、明白に区別できる核の分裂と異なり、「後期」カテゴリーにおいて後で
述べられる「初期」アポトーシスに分別される。核の変化の証拠がない細胞質の変化、例
えば細胞質の封入体の形成または他の点では無傷の核細目を有する細胞における「小疱形
成」は、「初期」に分別される。細胞のこの「初期」カテゴリーは、癌細胞に関して驚く
ほど小型の寸法であり、死への過程における、観察された細胞の多くのような、循環集団
の、ここでの説明におけるおよび他の刊行物の記述における寸法異質性の一部を説明し得
る、多数のＣＴＣを含有する。Ｍｅｈｅｓら、Ｈａｅｍａｔｏｌｏｇｉａ（Ｂｕｄａｐ）
３１：９７－１０９，２００１。
【０１１４】
　「後期アポトーシス」と称される４型細胞は、核分断のような、アポトーシスのよく発
達した形態学上の特徴を示す。このカテゴリーに含まれるのは、典型的な癌細胞の全体的
細胞質の輪郭を有するが、ライト・ギムザ染色により、残っている核断片がわずかばかり
の青い小塊だけであり得る範囲まで核物質の損失を有する細胞である。Ｓｃｈｍｉｄｔら
、Ｉｎｔ　Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｍａｒｋｅｒｓ　１９：９３－９９，２００４。当初、これら
の細胞の多くは、本蛍光検出システムにおける起こりうる偽陽性と考えられたが、しかし
、ライト・ギムザ染色によるこれらの細胞形態および他のＣＴＣによる比較の慎重な検討
から、初期から後期まで完全に変性するまでのスペクトラムに当たる変化を示し、これら
のＣＴＣは最晩期のアポトーシスの変化を示していることが示唆される。事実、サイトケ
ラチン積載細胞質（周密なオレンジオフィリック細胞質）のライト・ギムザの特徴を有す
るサイトケラチン陽性封入体のクラスタからなる折々見られる細胞様構造は、アポトーシ
スの実際の最終的なステージを表すものであろうが、これらの構造内のあらゆる核物質の
完全な欠如の故に、これらは、本システムにおいてＣＴＣとして計数されない（図７）。
図７は、アポトーシスの最終的なステージを受けているであろうＣＴＣを示す。核物質が
存在しないので、このような細胞はＣＴＣ計数において使用されない。
【０１１５】
　最後に、他の２つの形態的異型が（これら異型は、別々の形態学的カテゴリーとする値
打ちはないようであるが、それでもなお、ＣＴＣの生物学的な挙動に関連する情報が得ら
れる可能性がある。）、ある頻度で見られる。これらの第１のものは、二つ組、三つ組お
よび場合により５から９の細胞のクラスタを含むクラスタである（図６。５ａ－５ｃを参
照）。ＣＴＣクラスタは、上に述べた第１の４つのカテゴリーの１つまたはそれ以上から
成り立っており、各々の細胞は別個のＣＴＣとして計数される。第２は、単球の核特徴を
有する白血球によって能動的にのみ込まれる過程にある小さなアポトーシス（３型または
４型）細胞からなる。この現象が細網内皮システムの循環構成要素によるＣＴＣの排除の
、頻繁な統制された機構を意味するかどうかは、または、いずれかの非特異的事象である
かどうかは、不明である。
【実施例６】
【０１１６】
　患者Ｃの事例研究：さまざまな身体部位中の腫瘍細胞の比較
　原発腫瘍部位および転移腫瘍部位の間の形態学上の関係ならびにＣＴＣを理解するため
に、患者Ｃは、胸部の診断針生検、乳腺腫瘤摘出およびアキシリアリ（ａｘｉｌｉａｒｙ
）解剖、続いての陽性骨髄生検（図８）の組織病理学的な検討を含むより詳細に遡及的に
研究された。彼女の原発腫瘍は、１．７ｃｍの浸潤の腺管癌であり、２０の腋窩リンパ節
のうちの４つによるＢＳＲ　７／９（尿細管構造３、核等級３、有糸分裂の活性１）が最
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初の切除時に陽性だった。腫瘍は、ＥＲ／ＰＲ陽性／陽性およびＨｅｒ－２／ｎｅｕ陰性
である。
【０１１７】
　図８Ａ－８Ｄは、患者Ｃの原発性および転移性腫瘍の組織学および細胞学的な特徴を示
す。図８Ａは、患者Ｃから得られた原発腫瘍を示し、浸潤の腺管癌を示す。悪性の巣は多
形性細胞を示し、あるものは、高いＮ／Ｃ比（矢印ａ）を有し、あるものは、低いＮ／Ｃ
比（矢印ｂ）を有する。図８Ｂは、転移の範囲内でのＮ／Ｃ比の変動性を示す、患者Ｃか
らのリンパ節転移のＨ＆Ｅで染色された区分を示す。ａ）高いＮ／Ｃ比を有する転移性腫
瘍細胞。ｂ）低いＮ／Ｃ比を有する転移性腫瘍細胞。図８Ｃは、患者Ｃから得られたＰＡ
Ｓで染色された中心の生検切片を示し、骨髄転移における多形性を示す。ａ）高いＮ／Ｃ
比細胞。ｂ）低いＮ／Ｃ比細胞。図８Ｄは、患者Ｃから得られたライト・ギムザで染色さ
れた骨髄穿刺液単層を示す。ａ）高いＮ／Ｃ比細胞。（ｂ）低いＮ／Ｃ比細胞。
【０１１８】
　原発性部位における腫瘍細胞および様々な転移部位における腫瘍細胞の間の、細胞形態
の比較により、細胞学的な一致が示された。従って、この事例において、転移性乳癌の多
くの事例におけるように、転移部位において著しい脱分化の証拠はない。さらにまた、無
傷のＣＴＣ（表２、１型および２型）を原発性および転移性の腫瘍細胞と比較することに
より、全ての部位において高いＮ／Ｃ比細胞と低いＮ／Ｃ比細胞の混合物が示された。こ
の相互関係は、他の部位に対して１つの部位において優勢である特定の形態学的下位カテ
ゴリーの細胞を有しない、すなわち大きな高いＮ／Ｃ比細胞を有しない、様々な異なる部
位において患者の腫瘍の固有の多形性が保存されていることを示す。従って、形態学的に
異なる細胞のサブクローンの、他の部位と比較しての末梢血への回遊を示唆する証拠はな
い。
【０１１９】
　図９は、アポトーシスを受けていると形態学的に記述された乳癌癌患者において見られ
たＣＴＣを示す。対の画像は、サイトケラチン（蛍光ＣＫ＋）および蛍光カスパーゼ－３
＋が陽性である。表現型の分析により、細胞はアポトーシスであることが確認される。
【実施例７】
【０１２０】
　患者からの循環腫瘍細胞の画像は、異なった細胞集団の形態を示す
　希少性のために、乳癌ＣＴＣは、大規模に形態学的調査され始めたばかりである。本発
明のプロトコールおよび技術により、種々の患者から、標準の病理学染料により染色され
たＣＴＣ画像のギャラリーを作り出すことができ、ＣＴＣの形態を新たに利用できる組織
区画における異なる細胞集団として記述することが始まる。
【０１２１】
　標準の病理学慣習において使われているように、ライト・ギムザのような染料は、核細
目、核輪郭、核小体の存在または不存在、細胞質の品質および細胞質の量に関する情報を
もたらし、組織サンプル中の悪性腫瘍細胞と良性のバックグラウンド細胞との間の区別を
可能にする。ライト・ギムザ染色の使用は、他の腫瘍部位から回収された腫瘍細胞とＣＴ
Ｃとの形態学上の比較を可能にすることへの助けとなった。
【０１２２】
　蛍光およびライト・ギムザ染色を使用するＣＴＣの最新の分別は、一般にＣＴＣの形態
学的観察の他の報告と一致するが、循環集団の中のより小型の低いＮ／Ｃ比細胞の亜集団
の存在を提案することによって、以前のＣＴＣ分別カテゴリーを拡張する。Ｆｅｈｍら、
Ｃｙｔｏｔｈｅｒａｐｙ　７：１７１－１８５，２００５。さらに、先の研究者によって
報告されたように、アポトーシス細胞の存在が形態学的に確認され、この集団は、初期お
よび後期の変化を示す細胞にさらに下位分別された。Ｌａｒｓｏｎら、Ｃｙｔｏｍｅｔｒ
ｙ　Ａ　６２：４６－５３，２００４；Ｍｅｈｅｓら、Ａｍ　Ｊ　Ｐａｔｈｏｌ　１５９
：１７－２０，２００１。
【０１２３】
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　ＣＴＣのクラスタはさらに、ある患者において一般的であり、同様にＣＴＣについての
病理的特徴（ｐａｔｈｏｇｎｏｍｉｃ）として以前の文献に記述された。Ｆｅｈｍら、Ｃ
ｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　８：２０７３－２０８４，２００２。標準の病理学慣習
において、他の半固体または液体組織（例えば胸膜または腹水の体液および骨髄穿刺液材
料）を評価するとき、クラスタの存在は、上皮分化の、従って上皮細胞が通常見られない
部位での悪性腫瘍の強い証拠と認められてきた。
【０１２４】
　乳癌は、元の腫瘍および転移巣の両方において、異質な表現型を示すことが知られてい
る。Ｋｌｅｉｎら、Ｌａｎｃｅｔ　３６０：６８３－６８９，２００２；Ｋｕｕｋａｓｊ
ａｒｖｉら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　５７：１５９７－１６０４，１９９７。疑問の一つ
は、これら２つの位置の間を通過中の細胞が同じような表現型を示すか否かである、また
は、もし形態学的小集団、例えば極めて未分化な細胞だけならば、高いＮ／Ｃ比細胞は血
流中に入るか否かである。ＣＴＣのどの画分が転移性腫瘍を形成する生物学的な能力を実
際に有するかという疑問が未解決のままであるが、ＣＴＣの本形態学的研究は、全てが血
中を循環しているので、疑いがあり得ると考えなければならない集団は腫瘍内細胞の全体
のスペクトルを含むことを示唆している。この所見は、転移に至っているクローンとして
拡大している細胞の選択は、転移の後に起こるという細胞遺伝学的な証拠を示したＫｌｅ
ｉｎおよび共同研究者の所見と一致している。Ｋｌｅｉｎら、Ｌａｎｃｅｔ　３６０：６
８３－６８９，２００２。乳癌患者において見られる一部のＣＴＣが、大きく、丸く、高
い核対細胞質の比を有し、ＣＫの中程度から高い発現の有する一方、多くは、これらの特
性の１つまたはそれ以上を示さない。患者ＡからＦの間のおよび患者Ｃ単独だけの範囲内
の細胞の異質性は、患者サンプルの間でのおよびサンプル中でのＣＴＣの多形を説明して
いる。
【０１２５】
　形態学上の広範な相互関係の故に選択された患者Ｃは、ＣＴＣの高い数を有する。患者
の原発性腫瘍、腋窩転移、骨髄転移および末梢血における細胞の細胞学的構成は、より多
くのアポトーシス形態が末梢血に見られることを除いて、類似している。このように、こ
の患者において、循環中の構成要素は特に低い分化のサブクローンを表しているという形
態学的証拠はなく、むしろ循環中の構成要素は原発腫瘍における表現型の異質な腫瘍細胞
集団を表しているように見える。
【０１２６】
　ＦＡＳＴ走査と縦に並んだ細胞付着プロトコールは、臨床医または病理学者が高感度で
特異的な検出方法を続いてのＣＴＣ分析と組み合わせることを可能にし、重要なことであ
るが、細胞形態上の診断を含む更なる研究のために、目的の細胞をこれらの定位置に再配
置する方法を提供する。この分析にライト・ギムザ染色を含めることにより、転移性乳癌
患者の末梢血において見られるＣＴＣの型の分別における標準的な細胞病理学的方法を含
めることを可能にした。患者間および患者内のＣＴＣ異質性が示された。この研究は、個
人における転移の広がりのパターンを予測し得る既存のおよび新しく開発される細胞生物
マーカーにより拡張されよう。また、この研究は、特に癌が診断されなかった個人におい
て、検出された循環上皮細胞の起源の組織を同定することに役立ち得る。追加のタンパク
質マーカーを用いてＣＴＣを調べる能力は、末梢血サンプルからの上皮悪性病変の選別お
よび診断を可能にしよう。
【０１２７】
　範囲が、それが分子量のような物質的性質としてまたは化学式のような化学的性質とし
てここで使われるとき、範囲のすべての組合せおよび下位の組合せならびにこれらにおけ
る特定の実施態様を含むことが意図される。
【０１２８】
　この文書において引用されているまたは述べられている各々の特許、特許出願および刊
行物の開示は、これらの全体が参照によってここに組み込まれる。
【０１２９】
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　当業者は、本発明の実施態様に多数の変更及び修飾をなすことが可能であることおよび
このような変更および修飾はこの発明の趣旨から逸脱することなく行うことができること
を理解する。従って、添付の特許請求の範囲は、全てのこのような均等な変形を、本発明
の真の趣旨および範囲に入るように、網羅していることが意図されている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(37) JP 2017-102121 A 2017.6.8

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】



(38) JP 2017-102121 A 2017.6.8

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月23日(2017.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　循環腫瘍細胞について富化されていない細胞集団を含む試験サンプルを、哺乳類対象の
血液から得ること、
　試験サンプルを支持体上に載せること、
　試験サンプル中の第１のマーカーの存在または不存在を検出すること、ここで、第１の
マーカーは、サイトケラチンであり、第１のマーカーの検出は、自動化デジタル顕微鏡に
よって細胞を画像処理することをさらに含む、
　細胞集団または細胞集団の小集団中の第２のマーカーの存在または不存在を検出するこ
と、ここで、第２のマーカーはＣＤ４５であり、および
　第１のマーカーおよび第２のマーカーによって検出された細胞集団の形態を分析して、
循環腫瘍細胞を同定すること
を含む、癌を有することが疑われる哺乳類対象において循環腫瘍細胞を検出する方法。
【請求項２】
　試験サンプル中の循環腫瘍細胞の存在が哺乳類対象における転移癌の存在を示す、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　試験サンプル中の循環腫瘍細胞の存在が哺乳類対象における初期癌の存在を示す、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　試験サンプル中の循環腫瘍細胞の存在または不存在が、哺乳類対象における疾患がない
状態または測定できない疾患状態の存在を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　核細目、核輪郭、核小体の存在または不存在、細胞質の質または細胞質の量によって、
細胞集団の形態を分析する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　光ファイバーアレイにより支持体上の細胞集団を走査すること、および、再配置を用い
るデジタル顕微鏡観察によって細胞を画像処理することをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　試験サンプル中の循環腫瘍細胞の存在が、リンパ腫、骨髄腫、神経芽細胞腫、乳癌、卵
巣癌、肺癌、横紋筋肉腫、小細胞型肺腫瘍、原発性脳腫瘍、胃癌、大腸癌、膵臓癌、尿膀
胱癌、精巣癌、リンパ腫、甲状腺癌、神経芽細胞腫、食道癌、尿生殖路癌、子宮頸癌、子
宮体癌、副腎皮質性の癌または前立腺癌の存在を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　循環腫瘍細胞について富化されていない細胞集団を含む試験サンプルを、哺乳類対象の
血液から得ること、
　試験サンプルを支持体上に載せること、
　試験サンプル中の第１のマーカーの存在または不存在を検出すること、ここで、第１の
マーカーはサイトケラチンであり、第１のマーカーの検出は、自動化デジタル顕微鏡によ
って細胞を画像処理することをさらに含む、
　細胞集団または細胞集団の小集団中の第２のマーカーの存在または不存在を検出するこ
と、ここで、第２のマーカーはＣＤ４５であり、および、



(39) JP 2017-102121 A 2017.6.8

　第１のマーカーおよび第２のマーカーによって検出された細胞集団の形態を分析して、
循環腫瘍細胞を同定すること
を含む、癌を有することが疑われる哺乳類対象における癌の危険性を決定するためのデー
タを提示する方法。
【請求項９】
　試験サンプル中の循環腫瘍細胞の存在が、哺乳類対象における転移癌の存在を示す、請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　試験サンプル中の循環腫瘍細胞の存在が、哺乳類対象における初期癌の存在を示す、請
求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　試験サンプル中の循環腫瘍細胞の存在または不存在が、哺乳類対象における疾患がない
状態または測定できない疾患状態の存在を示す、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　核細目、核輪郭、核小体の存在または不存在、細胞質の質および細胞質の量によって細
胞集団の形態を分析する、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　試験サンプル中の循環腫瘍細胞の存在が、哺乳類対象における癌再発の可能性を示す、
請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　癌が、リンパ腫、骨髄腫、神経芽細胞腫、乳癌、卵巣癌、肺癌、横紋筋肉腫、小細胞型
肺腫瘍、原発性脳腫瘍、胃癌、大腸癌、膵臓癌、尿膀胱癌、精巣癌、リンパ腫、甲状腺癌
、神経芽細胞腫、食道癌、尿生殖路癌、子宮頸癌、子宮体癌、副腎皮質性の癌または前立
腺癌である、請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　癌を有することが疑われる、治療的に効果的な量の候補薬化合物を投与される哺乳動物
対象の血液から、候補薬化合物による処置前および処置後に、循環腫瘍細胞を有すること
が疑われる細胞集団を含む試験サンプルを得ること、ここで、細胞集団は循環腫瘍細胞に
ついて富化されていない、
　試験サンプルを支持体上に載せること、
　試験サンプル中の第１のマーカーの存在または非存在を検出すること、ここで、第１の
マーカーはサイトケラチンであり、第１のマーカーの検出は、自動化デジタル顕微鏡によ
って細胞を画像処理することをさらに含む、
　細胞集団または細胞集団の小集団中の第２のマーカーの存在または不存在を検出するこ
と、ここで、第２のマーカーはＣＤ４５であり、
　第１のマーカーおよび第２のマーカーによって検出された細胞集団の形態を分析し、試
験サンプル中の循環腫瘍細胞を同定すること、ならびに
　候補薬化合物による処置前の試験サンプル中の同定された循環腫瘍細胞を、候補薬化合
物による処置後の試験サンプル中の同定された循環腫瘍細胞と比較すること
を含み、
　試験サンプル中の処置後の循環腫瘍細胞数の減少は、哺乳類対象における癌の処置にお
ける候補薬化合物の効果を示す、
哺乳類対象における癌の治療のために候補薬化合物を選別する方法。
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