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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
全血試料中の血球細胞を計数する装置であって、
容器から全血試料を引き出し、スライド上に全血試料を置く吸引／分注コンポーネント
、
血液試料をスライドにわたって拡散させて血液塗抹標本を作製するスプレッダー、
血液塗抹標本をスライド上で乾燥させる乾燥機、
スライド上の血液塗抹標本の複数の区域それぞれにおける複数の赤血球中のヘモグロビ
ンによる、光の吸収または反射率の値を測定し、血液塗抹標本のそれぞれの区域の光学密
度を決定する第１の撮像システム、
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血液塗抹標本の領域の拡大２次元デジタル画像を記録する第２の撮像システム、および
プロセッサーを含む装置であって、当該プロセッサーは当該装置に以下を実行させる装
置、
（ａ）スライド上の血液塗抹標本の複数の区域それぞれにおける複数の赤血球中のヘモグ
ロビンに起因する吸光度または光の反射率の値を測定して、血液塗抹標本のそれぞれの区
域の光学密度を決定すること、
（ｂ）分析に適切な厚さである血液塗抹標本の分析領域を同定すること、
（ｃ）血液塗抹標本全体の光学密度を決定すること、
（ｄ）分析領域の拡大２次元デジタル画像を記録すること、
（ｅ）分析領域における複数の血球細胞を計数すること、
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（ｆ）分析する領域における光学密度の、血液塗抹標本全体の光学密度に対する比率を計
算し、該比率を試料の容積に乗じることにより、分析する領域に存在する試料の容積を決
定すること、および
（ｇ）試料中の複数の血液細胞を計数するための２次元デジタル画像からデータを回収、
分析および保存すること。
【請求項２】
血液塗抹標本のさらなる処理を可能にするようにスライドを配置する位置決め装置をさ
らに含む、請求項１の装置。
【請求項３】
装置が、既知の容積の血液をスライドに置くように構成された、請求項１の装置。
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【請求項４】
試料中のヘモグロビンの濃度および血液塗抹標本の光学密度を測定し、その測定結果を
利用し、スライドに置かれた血液の容積を計測するように構成された請求項１の装置。
【請求項５】
血液塗抹標本から白血球数を決定するように構成された、請求項１の装置。
【請求項６】
血液塗抹標本から血小板数を決定するように構成された、請求項１の装置。
【請求項７】
血液塗抹標本から赤血球数を決定するように構成された、請求項１の装置。
【請求項８】
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血液塗抹標本から全血球数を決定するように構成された、請求項１の装置。
【請求項９】
血液塗抹標本における分析領域が、上のカットオフ値より下および下のカットオフ値よ
り上の厚みを有する、請求項１の装置。
【請求項１０】
上のカットオフ値が光学密度３８であり、下のカットオフ値が光学密度０である、請求
項９の装置。
【請求項１１】
デジタル画像が弱拡大デジタル画像である、請求項１の装置。
【請求項１２】
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デジタル画像が強拡大デジタル画像である、請求項１の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、血液塗抹標本を用いて血球計数を行う方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
血球の自動計数は、既知容積を有する全血試料が得られ、この後に適切な希釈剤で希釈
された後、血球を計数することを典型的には必要とする。試料の最初の容積およびこの後
の希釈程度についての知見は、最初の全血試料の任意の容積における種々の種類の細胞の
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数を定量できるようにする。例えば、１マイクロリットルの全血が１０００マイクロリッ
トルの容積を得るように希釈される場合、希釈比は１：１０００と言われ、希釈係数は１
０００と言われる。血液のこの希釈試料に関する血球計数が、１マイクロリットルあたり
５０００赤血球あることを示す場合、最初の非希釈血液試料中の赤血球数は１０００と５
０００の積に等しい、すなわち、５，０００，０００である。故に、非希釈試料の実際の
血球数は、１マイクロリットルあたり５，０００，０００赤血球である。
【０００３】
血球を検出し計数する幾つかの物理的方法（例えば、直流信号または高周波信号のどち
らかを用いた血球のインピーダンス特性の分析、染色されているまたは天然に近い状態に
ある細胞が、光散乱特性、吸光度特性、蛍光特性、または前述のものの任意の組み合わせ
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を用いて調べられる光学フローサイトメトリーの使用など）が使用されている。フローサ
イトメトリーを介した血球の顕微鏡画像、または規定寸法を有するチャンバーで血球が懸
濁される間の血球の顕微鏡画像の分析と併用した血球の直接撮像により、血球が定量化で
きることも示唆されている。血液の希釈または非希釈試料のどちらかを寸法が知られてい
る血球計算盤に導入することができ、および血球計数をデジタル画像の分析により生成す
ることができる機器が開発されている。これらのアプローチは全て、血球計数のパラメー
タを生成するのに使用することができる。
【０００４】
血球計数が前述の方法の１つにより完了された後、幾つかの血液試料は、血液塗抹標本
の調製、染色および調査を伴う工程を用いた別の分析を典型的には必要とする。血液塗抹
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標本を分析する工程は、手動、自動化または半自動化技法を含むさまざまな技法を使用す
ることができる。血液塗抹標本の分析は、血球計数の正確さを確認し、潜在的な妨害材料
を検出し、血球計数の従来の分析により検出または解釈することができない細胞の微細な
細胞内の特徴の幾つかを検出するのに使用することができる。
【０００５】
血球は均質ではない。血球は、細胞自体より小さい細胞内の特徴を含有する。このよう
な細胞内の特徴には、核、核小体、顆粒および細胞膜が含まれる。細胞内の特徴の分析の
特定例には、赤血球の形状および赤血球の形状の変異の調査が含まれる。例えば、細胞自
体のサイズに対する細胞の核のサイズの比を、各々（すなわち、細胞の核および細胞自体
）の断面積を測定し、および測定値を除算して判定することが可能である。この比および
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さまざまな他のパラメータは、血球の正常度を判定するのに使用することができる。
【０００６】
潜在的な妨害材料には、鎌状細胞、溶解耐性赤血球（ｌｙｓｅ−ｒｅｓｉｓｔａｎｔ
ｒｅｄ

ｂｌｏｏｄ

ｃｅｌｌ）、さまざまな理由のため凝集する細胞、有核赤血球およ

び異常に高い脂質濃度が含まれるが、これらに限定されない。一般的に、これらの妨害材
料は血液成分（複数可）の構造（複数可）の異常であり、異常は血液成分の正常な反射お
よび吸収特性を変化させ、正常な特性は血液パラメータの測定を可能にする。
【０００７】
血液塗抹標本の分析に関して、血液塗抹標本が調製された後、血球の形態学的特性およ
び血球の細胞内の特徴を同定するために、血液塗抹標本は少なくとも１つの適切な染色剤
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を用いて染色され得る。同定の工程は、手動であり得または自動化され得る。典型的には
、染色血液塗抹標本は、細胞の形態学的外観を主観的に評価して種々の白血球の比率の定
量的印象、または形態学的異常の程度の半定量的印象のどちらかを提供するヒト形態学者
により調べられる。デジタル画像でのパターンを認識して白血球を分類するだけでなく形
態学的変化の解釈も提供する自動化された顕微鏡およびソフトウェアを用いて、血液塗抹
標本を分析する工程を自動化する試みも行われた。
【０００８】
故に、血球計数の実施および血液試料のこの後の形態学的分析は、自動化血球計数装置
を通した血液試料の処理、手動でのまたは自動化装置を用いた血液試料の血液塗抹標本の
形成および染色、これに続く手動でのまたは自動化装置を用いた染色血液塗抹標本の形態
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学的再検討を伴い得る別々のステップを必要とする。
【０００９】
以前に記載された実践は広く用いられているが、および細胞の半定量的評価は形態学的
再検討により可能であるが、血液塗抹標本で定量的全血球計数を行うことは、示唆された
ことがない。このような工程は、２つの固有の限界がある。血液塗抹標本を形成するのに
血液試料が拡散される場合、血液塗抹標本を形成するのに使用される血液の容積は、血液
の容積を正確に推定できるところまで十分にコントロールすることができず、この結果、
血液塗抹標本に存在する細胞の絶対数を判定することができない。さらに、血液試料の単
層を置くことができる装置が開発されたが、これらの装置は、長方形をした顕微鏡スライ
ドの表面にわたって均等に細胞を分布させる遠心分離に依存している。図１Ａでは、顕微
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鏡スライドは参照番号１０で表され、血液一滴は参照番号１２ａで表されている。図１Ｂ
では、顕微鏡スライドは参照番号１０で表され、血液塗抹標本は参照番号１２ｂで表され
ている。矢印１４は、遠心分離工程中の顕微鏡スライド１０の回転の方向を表す。典型的
には、血液試料の幾らかの未知の容積が、遠心分離工程中に顕微鏡スライドから失われる
。失われた細胞の量は未知であり予測できないため、分析の終わりに顕微鏡スライド上に
残っている血液の容積を正確に推定することができない。したがって、限られた情報のみ
が血液試料中の細胞の比率に関して得られ、血液試料の全容積についての知見を必要とす
る情報は作成することができない。事実上、細胞の濃度を判定するための測定は行うこと
ができない。
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【００１０】
血液塗抹標本の調製に現在使用される２つの代替アプローチがある。第１のアプローチ
（広く用いられてはいない）は、カバースリップ方法である。この方法では、血液試料一
滴が顕微鏡スライド上に置かれる。この一滴はカバースリップで覆われ、血液塗抹標本が
この後、顕微鏡スライドおよびカバースリップを反対の方向に動かし、これにより試料を
効果的に塗り付けて形成される。図２Ａでは、顕微鏡スライドは参照番号２０で表され、
血液一滴は参照番号２２ａで表され、カバースリップは参照番号２４で表されている。図
２Ｂでは、顕微鏡スライドは参照番号２０で表され、血液塗抹標本は参照番号２２ｂで表
され、カバースリップは参照番号２４で表されている。矢印２６は、カバースリップ２４
の動きの方向を表す。
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【００１１】
第２のアプローチは（はるかにより広く使用されている）は、ウェッジ（ｗｅｄｇｅ）
またはプッシュ（ｐｕｓｈ）塗抹標本である。この方法では、血液試料一滴は第１のガラ
ススライド、典型的には顕微鏡スライド上に置かれる。スミアラー（ｓｍｅａｒｅｒ）ま
たはスプレッダーと呼ばれる第２のガラススライドは、最初に血液試料一滴の下流に置か
れ、次いで血液試料一滴まで引き戻され、これにより血液試料一滴が血液試料一滴と第２
のガラススライドの間の接触ラインにわたって拡散される。第２のガラススライド、すな
わちスプレッダーは、次いで１回の迅速だが優しい直線運動で前方、すなわち下流方向へ
押し出され、これにより血液試料一滴がスプレッダーの後ろに引きずられ、血液塗抹標本
を形成する。例えば、参照により本明細書に組み込まれている、Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
ｏｒｋｉｎｇ
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Ｘｉｏｎｇら；ＬＥＴ

Ｓ

Ｔａｇｌｉａｓａｃｃｈｉら

、１９９７年４月、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｓｃｉ．ｃｏｍ／ｆｕｎ３＿ｅｎ／ｂ
ｌｏｏｄ／ｂｌｏｏｄ．ｈｔｍを参照のこと。図３Ａでは、第１のガラススライドは参照
番号３０で表され、血液一滴は参照番号３２ａで表され、第２のガラススライド、すなわ
ちスプレッダーは参照番号３４で表されている。図３Ｂでは、第１のガラススライドは参
照番号３０で表され、血液塗抹標本は参照番号３２ｂで表されている。矢印３６は第２の
ガラススライド３４の動きの方向を表す。得られた血液塗抹標本では、血液試料は、ウェ
ッジの中に第１のガラススライド上に置かれ、ウェッジの厚い末端は、第１のガラススラ
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イド上の血液試料一滴の最初の接触点に位置し、ウェッジの厚い末端の下流に位置するウ
ェッジの薄い末端は、単層の細胞を含有する。しかし、ウェッジまたはプッシュ塗抹標本
は、形態学的分析が、真の単層またはほぼ単層に細胞がきわめて薄く分布されている血液
塗抹標本の領域に限定されることを必要とする。図４では、顕微鏡スライドは参照番号４
０で表されている。血液塗抹標本の厚い部分は参照番号４２で表され、血液塗抹標本の薄
い部分は参照番号４４で表され、細胞の計数に適した血液塗抹標本の部分、すなわち真の
単層またはほぼ単層は参照番号４６で表されている。血液塗抹標本の厚い部分では、自動
化機器またはヒト形態学者が細胞の形態を確実に同定および記録することができないよう
な程度まで、細胞が重なり合っている可能性がある。細胞を上から見た場合、上の層に分
布した細胞は、下の層の細胞の２次元画像を塞ぎがちである。細胞の縁が重なっている場

50

(5)

JP 6099703 B2 2017.3.22

合、観察者には、細胞の複数の層が単一の大きな、不規則な形状をした領域のように見え
る。例えば、２次元撮像アルゴリズムは、２つの小さな重なり合っている細胞と不規則な
形状を有する１つのより大きな細胞の違いを識別するのが困難である。この問題は、血液
塗抹標本中の白血球、赤血球および血小板の数の定量的分析を行う能力を打ち消すように
思われる。理由は、血液塗抹標本の厚さおよび長さに関して細胞計数に適した血液塗抹標
本の領域が、血液試料ごとに予測不可能に異なるはずだからである。このようなばらつき
は、図５Ａ、５Ｂ、５Ｃおよび５Ｄに示されている。図５Ａでは、スライドは参照番号５
０ａで表され、血液塗抹標本は参照番号５２ａで表され；血液塗抹標本が、図５Ａで示さ
れた血液塗抹標本との形状の違いを示す図５Ｂでは、スライドは参照番号５０ｂで表され
、血液塗抹標本は参照番号５２ｂで表され；血液塗抹標本が、図５Ａで示された血液塗抹
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標本との長さの違いを示す図５Ｃでは、スライドは参照番号５０ｃで表され、血液塗抹標
本は参照番号５２ｃで表され；血液塗抹標本が、図５Ａで示された血液塗抹標本との幅の
違いを示す図５Ｄでは、スライドは参照番号５０ｄで表され、血液塗抹標本は参照番号５
２ｄで表されている。要するに、同じ容積の血液試料が血液塗抹標本を形成するのに使用
されたとしても、細胞を計数するのに評価される領域は試料ごとに異なる。血液塗抹標本
の厚さおよび長さを判定する主な要因は、試料の全体的な粘度になる可能性があり、同様
に該粘度は、試料中のヘモグロビンの濃度により主に決定される可能性がある。
【００１２】
血液塗抹標本を調べる方法に関する追加の情報は、例えば、Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ
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＝８６１０＆Ｐｒｉｎｔ＝１＆Ｏ＝Ｇｅｎｅｒｉｃにおいて見出されることができ、これ
らの全ては参照により本明細書に組み込まれている。
【先行技術文献】
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
１つの態様では、本発明は、全血試料中の血球を計数する方法を提供する。方法は、
（ａ）全血試料を提供するステップ、
（ｂ）全血試料をスライド、例えば、顕微鏡スライド上に置くステップ、
（ｃ）スプレッダーを使用して血液塗抹標本を作製するステップ、
（ｄ）血液塗抹標本をスライド上で乾燥させるステップ、
（ｅ）スライド上の血液塗抹標本における赤血球中のヘモグロビンに起因する光の吸収ま
たは反射率を測定するステップ、
（ｆ）分析に適切な厚さであるとステップ（ｅ）における測定により同定された分析領域
の拡大２次元デジタル画像を記録するステップ、ならびに
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（ｇ）拡大２次元デジタル画像からデータを回収、分析および保存するステップ
を含む。
場合によって、血球をスライド上に固定および染色する方法ステップが、前述の方法に
おいて使用され得る。
【００１５】
全血試料は、混合全血試料であることが好ましい。血液塗抹標本を形成するのに使用さ
れる全血試料の容積は、血液試料の既知容積をスライドに適用して直接的に、またはスラ
イド上の血液塗抹標本の光学密度もしくは反射率の測定と、こうして得られた値を、例え
ば、自動化血液分析器もしくは分光計などの機器により行われたヘモグロビンの独立した
測定により容積尺度に変換することにより、スライドに適用された血液の容積を判定して
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間接的に判定することができる。
【００１６】
全血試料中のヘモグロビンの濃度は、典型的には、例えば、ガラス毛細管などの光学的
に透明なサンプリングプローブにおける血液試料の反射率測定により、吸引時点で直接判
定することができる。あるいは、全血試料中のヘモグロビンの濃度は、試料の希釈後に従
来の吸光度測定により直接判定することができる。さらに別の代替では、全血試料中のヘ
モグロビンの濃度は、スライド上の血液塗抹標本における赤血球中のヘモグロビンに起因
する光の吸収または反射率を測定して判定することができる。ヘモグロビンの濃度が既知
である場合、血液塗抹標本は、血液塗抹標本中の血液の光学密度を判定するのに弱拡大撮
像装置によりスキャンされてもよい。この測定は、血液塗抹標本を形成するのに使用され

10

る全血試料中のヘモグロビンの量を効果的に判定するであろうことから、実際に吸引され
スライド上に置かれる全血の容積が計算され得る。
【００１７】
別の態様では、本発明は、全血試料中の血球を計数する装置を提供する。装置は、
（ａ）全血試料を含有する容器を吸引／分注装置に提示するホルダー、容器から全血試料
を引き出し、および全血試料をスライド、例えば、顕微鏡スライド上に置く吸引／分注装
置、
（ｂ）全血試料をスライドにわたって拡散させて血液塗抹標本を作製するスプレッダー、
（ｃ）血液塗抹標本をスライド上で乾燥させる乾燥機、
（ｄ）スライド上の血液塗抹標本における赤血球中のヘモグロビンのため、光の吸収また

20

は反射率を測定することができる第１の撮像システム、
（ｅ）分析に適切な厚さであると第１の撮像システムにより同定された分析領域の拡大２
次元デジタル画像を記録することができる第２の撮像システム、ならびに
（ｆ）拡大２次元デジタル画像の結果を回収、分析および保存するためのコンピューター
を含む。
場合によって、装置は、血液塗抹標本のさらなる処理を可能にするようにスライドを配
置する位置決め装置を使用することができる。
【００１８】
本明細書に記載された方法および装置は、単一の機器において血液塗抹標本の血球計数
および再検討のプロセスを統合することができる。本明細書に記載された方法および装置

30

は、ごく少数の試薬を必要とし、該試薬は安価である。本明細書に記載された方法および
装置は、単一の非希釈容積の全血のみが使用されることから、技術的な意味で複雑ではな
い。
【００１９】
本明細書に記載された方法および装置は、従来の血液分析器により現在検出できない異
常を検出することができる。このような異常には、異常な赤血球のつながり（連銭および
凝集）、ハウエルジョリー小体およびマラリア原虫などの赤血球封入体が含まれる。本明
細書に記載された方法および装置は、急性骨髄性白血病で見られるアウエル小体または芽
細胞で見られる核小体などの、白血球における細胞内変化を示すこともできる。最後に、
本明細書に記載された方法および装置は、例えば、異常タンパク血症のケースで見られ得
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るタンパク質レベルの増加などの、血漿異常を検出することができる。
【００２０】
血球数および血液塗抹標本の分析は、同じ全血試料で行うことができ、これにより細胞
の分類についての機器の解釈を直接再検討する機会を利用者に提供する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】血液塗抹標本を調製する１つの方法、すなわち、遠心分離方法を例示する図で
ある。図１Ａは、遠心分離前にスライド上に置かれた全血一滴を示すスライドの平面図を
示す図である。
【図１Ｂ】血液塗抹標本を調製する１つの方法、すなわち、遠心分離方法を例示する図で
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ある。図１Ｂは、遠心分離方法を用いて形成された血液塗抹標本を示す図１Ａのスライド
の平面図を示す図である。
【図２Ａ】血液塗抹標本を調製する第２の方法、すなわち、カバースリップ方法を例示す
る図である。図２Ａは、血液塗抹標本の形成前にスライド上に置かれた全血一滴を示すス
ライドの平面図を示す図である。
【図２Ｂ】血液塗抹標本を調製する第２の方法、すなわち、カバースリップ方法を例示す
る図である。図２Ｂは、カバースリップ方法を用いて形成された血液塗抹標本を示す図２
Ａのスライドの平面図を示す図である。
【図３Ａ】血液塗抹標本を調製する第３の方法、すなわち、ウェッジまたはプッシュ方法
を例示する図である。図３Ａは、血液塗抹標本の形成前にスライド上に置かれた全血一滴
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を示すスライドの正面側面図を示す図である。
【図３Ｂ】血液塗抹標本を調製する第３の方法、すなわち、ウェッジまたはプッシュ方法
を例示する図である。図３Ｂは、ウェッジまたはプッシュ方法を用いて形成された血液塗
抹標本を示す図３Ａのスライドの平面図を示す図である。
【図４】ウェッジを示す血液塗抹標本を例示するスライドの平面図を示す図である。ウェ
ッジは、３つの異なる領域を有し、１つの領域での血液塗抹標本は形態学的再検討に所望
されるものより厚く、第２の領域での血液塗抹標本は所望されるものより薄く、第３の領
域での血液塗抹標本は実際に所望される。
【図５Ａ】血液塗抹標本が、長さ、幅および形状に関してどのように異なるかを例示する
スライド上の血液塗抹標本の平面図を示す図である。
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【図５Ｂ】血液塗抹標本が、長さ、幅および形状に関してどのように異なるかを例示する
スライド上の血液塗抹標本の平面図を示す図である。
【図５Ｃ】血液塗抹標本が、長さ、幅および形状に関してどのように異なるかを例示する
スライド上の血液塗抹標本の平面図を示す図である。
【図５Ｄ】血液塗抹標本が、長さ、幅および形状に関してどのように異なるかを例示する
スライド上の血液塗抹標本の平面図を示す図である。
【図６Ａ】本明細書に記載された方法を実施するのに使用される血液塗抹標本の部分内に
含有された全血試料の部分の容積を計算するため、血液塗抹標本を形成するのに使用され
る全血試料の既知容積と併用して、血液塗抹標本の全領域の光学密度の弱拡大スキャンが
どのように使用され得るかを例示するスライド上の血液塗抹標本の平面図を示す図である

30

。
【図６Ｂ】本明細書に記載された方法を実施するのに使用される血液塗抹標本の部分内に
含有された全血試料の部分の容積を計算するため、血液塗抹標本を形成するのに使用され
る全血試料の既知容積と併用して、血液塗抹標本の全領域の光学密度の弱拡大スキャンが
どのように使用され得るかを例示するスライド上の血液塗抹標本の平面図を示す図である
。
【図６Ｃ】本明細書に記載された方法を実施するのに使用される血液塗抹標本の部分内に
含有された全血試料の部分の容積を計算するため、血液塗抹標本を形成するのに使用され
る全血試料の既知容積と併用して、血液塗抹標本の全領域の光学密度の弱拡大スキャンが
どのように使用され得るかを例示するスライド上の血液塗抹標本の平面図を示す図である
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。
【図７】スライド上への全血試料の既知容積の分注を例示する概要図を示す図である。
【図８Ａ】血液塗抹標本にわたる血液試料の容積分布を確立し、これにより形態および細
胞計数について調べられる血液塗抹標本の領域内に含有された血液の容積を判定できるよ
うにするため、ヘモグロビンの異なる厚みプロファイルおよび濃度を有する血液塗抹標本
が、弱拡大撮像によりどのようにスキャンされ得るかを示す図である。図８Ａは、１０個
のスライドの平面図であり、各スライドはこの上に形成された血液塗抹標本を有する。
【図８Ｂ】血液塗抹標本にわたって血液試料の容積分布を確立し、これにより形態および
細胞計数について調べられる血液塗抹標本の領域内に含有された血液の容積を判定できる
ようにするため、ヘモグロビンの異なる厚みプロファイルおよび濃度を有する血液塗抹標
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本が、弱拡大撮像によりどのようにスキャンされ得るかを例示する図である。図８Ｂは、
１０個のスライドの平面図であり、各スライドはこの上に形成された血液塗抹標本を有す
る。
【図８Ｃ】血液塗抹標本にわたって血液試料の容積分布を確立し、これにより形態および
細胞計数について調べられる血液塗抹標本の領域内に含有された血液の容積を判定できる
ようにするため、ヘモグロビンの異なる厚みプロファイルおよび濃度を有する血液塗抹標
本が、弱拡大撮像によりどのようにスキャンされ得るかを示す図である。図８Ｃは、図８
Ａおよび８Ｂに示された血液塗抹標本のプロファイルを例示する１０個のグラフ（スライ
ドごとに１個のグラフ）から成る。
【図８Ｄ】血液塗抹標本にわたって血液試料の容積分布を確立し、これにより形態および
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細胞計数について調べられる血液塗抹標本の領域内に含有された血液の容積を判定できる
ようにするため、ヘモグロビンの異なる厚みプロファイルおよび濃度を有する血液塗抹標
本が、弱拡大撮像によりどのようにスキャンされ得るかを示す図である。図８Ｄは、血液
塗抹標本のプロファイルを示すグラフである。図８Ｄにおけるグラフは、再検討に適して
いる血液塗抹標本の部分、すなわち、血球が計数される部分を表す。
【図８Ｅ】血液塗抹標本にわたって血液試料の容積分布を確立し、これにより形態および
細胞計数について調べられる血液塗抹標本の領域内に含有された血液の容積を判定できる
ようにするため、ヘモグロビンの異なる厚みプロファイルおよび濃度を有する血液塗抹標
本が、弱拡大撮像によりどのようにスキャンされ得るかを示す図である。図８Ｅは、スキ
ャニングによる光学密度の判定が、従来の自動化血液分析器を用いて行われたヘモグロビ
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ン濃度の推定と相関することがどのように示されるかを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
本明細書では、表現「全血」は、栄養、電解質、ホルモン、ビタミン、抗体、熱および
酸素を身体組織に運搬する心臓動脈、静脈および毛細血管を通して循環させる生体組織を
意味する。全血は、血漿と呼ばれる体液に浮遊した赤血球、白血球および血小板を含有す
る。本明細書では、表現「血液試料（ｓａｍｐｌｅ

ｏｆ

ｂｌｏｏｄ）」は、表現「血

液試料（ｂｌｏｏｄ

ｓａｍｐｌｅ）」と同義である。本明細書では、表現「全血試料（

ｓａｍｐｌｅ

ｗｈｏｌｅ

ｌｏｏｄ

ｏｆ

ｂｌｏｏｄ）」は、表現「全血試料（ｗｈｏｌｅ

ｂ

ｓａｍｐｌｅ）」と同義である。本明細書では、表現「血液塗抹標本」は、こ
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れに含有された個々の細胞の顕微鏡画像分析を目的として調製される、通常は顕微鏡スラ
イド上の、および永続性を与えるために場合によって染色または混合された、血液の薄膜
を意味する。本明細書では、表現「混合全血試料」は、均一混合物に細胞を再懸濁するた
めに混合された全血試料を意味する。患者から直接採取された全血試料由来の血球は、さ
らなる処理がない場合、採取後一定期間にわたって定着する傾向がある。したがって、全
血試料は、検査される前に混合される。本明細書では、表現「全血球計数」は、患者の血
液における細胞について情報を提供する医師または他の医療専門家により要請される検査
を意味する。血流中に循環する細胞は、一般的に３つのタイプ、すなわち、白血球（ｗｈ
ｉｔｅ

ｂｌｏｏｄ

ｂｌｏｏｄ

ｃｅｌｌ）（白血球（ｌｅｕｋｏｃｙｔｅ））、赤血球（ｒｅｄ

ｃｅｌｌ）（赤血球（ｅｒｙｔｈｒｏｃｙｔｅ））および血小板（ｐｌａｔ
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ｅｌｅｔ）（血小板（ｔｈｒｏｍｂｏｃｙｔｅ））に分けられる。追加の情報については
、参照により本明細書に組み込まれている、全血球計数−無料の百科事典、ウィキペディ
ア、ｈｔｔｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｃｏｍｐｌｅｔｅ
ｂｌｏｏｄ

ｃｏｕｎｔを参照のこと。本明細書では、用語「スライド」は、顕微鏡下で

調べられる標本を載せるための小さなガラス板を意味する。
【００２３】
本明細書では用語「メタメーター（ｍｅｔａｍｅｔｅｒ）」は、直接測定されたものと
対照をなして変換値を意味する。本明細書では、表現「赤血球分布幅」は、細胞サイズの
分布による赤血球集団の健康の尺度である。任意の全血試料由来の赤血球集団の細胞サイ
ズが測定され、細胞サイズの関数としての任意のサイズの細胞数でヒストグラムにプロッ

50

(10)

JP 6099703 B2 2017.3.22

トされるならば、結果は、ほぼ正常な分布である、細胞のサイズについての赤血球分布と
なる。したがって、表現「赤血球分布幅」は、赤血球の分布の標準偏差を赤血球の分布の
平均で除した商を意味し、通常は１００％を乗じて商をパーセント（％）に変換する。
【００２４】
本明細書では、表現「平均赤血球容積」（ＭＣＶ）は、フェムトリットル単位で測定さ
れる赤血球の平均容積を意味する。本明細書では、表現「平均赤血球ヘモグロビン濃度」
（ＭＣＨＣ）は、パーセント（％）単位で測定される、任意の容積の赤血球中のヘモグロ
ビンの平均量を意味する。本明細書では、表現「ヘモグロビンの濃度」は、ｇ／ｄＬ単位
で測定される、血液の容積におけるヘモグロビンの量を意味する。本明細書では、表現「
平均赤血球ヘモグロビン」（ＭＣＨ）は、ピコグラム単位で測定される、平均赤血球中の
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ヘモグロビンの平均量を意味する。
【００２５】
本明細書では、表現「細胞質比」は、細胞の全容積に対する細胞中の細胞質の容積の比
を意味する。本明細書では、表現「核比」は、細胞の全容積に対する細胞中の核の容積の
比を意味する。
【００２６】
本明細書では、表現「接触ライン」は、ウェッジまたはプッシュ塗抹標本を形成するプ
ロセスを指す。このタイプの血液塗抹標本を形成するには、全血試料一滴がガラススライ
ドの末端付近に置かれる。直線縁を有するスミアラーまたはスプレッダーが、ガラススラ
イドに接触され、全血一滴に押し込まれ、これによりスミアラーまたはスプレッダーとガ
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ラススライドの間の接触ラインにわたって該一滴を拡散させる。次いでスミアラーまたは
スプレッダーの方向が反転され、スミアラーまたはスプレッダーはガラススライドの長さ
に沿って引っ張られ、これにより全血一滴のラインをスミアラーまたはスプレッダーで引
っ張る。血液は、血液が使い果たされるまで薄膜内でガラススライド上に拡散され、この
結果、血液のウェッジがスライド上に残る。本明細書では、用語「ウェッジ」は、血液の
薄膜、すなわち、血液塗抹標本がスライドの一端において他端より厚くなっているという
観察を指す。上から見ると、血液の薄膜、すなわち、血液塗抹標本は長方形のように見え
る。しかし、長方形は、ガラススライドの一端でより暗く、血液の薄膜、すなわち、血液
塗抹標本がより薄くなるにつれて、長方形の色はガラススライドの他端に行くほど徐々に
明るくなる。
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【００２７】
本明細書では、用語「吸光度」は光学密度を意味する。吸光度は、式
Ａλ＝−ｌｏｇ１０（Ｉ／Ｉｏ）
（式中、Ｉは、特定の波長λにおける試料を通過した光の強度（透過光強度）を表し、Ｉ
ｏは、光が試料に入る前の光の強度、すなわち入射光強度を表す）により表される。試料
の吸光度は、厚さおよび濃度により対数的に変化する試料の透過率Ｉ／Ｉｏと対照をなし
て、試料の厚さおよび試料中の吸収種の濃度に比例することから、吸光度測定は分析化学
において実施されることが多い。
【００２８】
本明細書では、用語「反射率（ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅ）」は、特定の界面により反射
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される入射電磁放射線の尺度を意味する。該用語は反射性（ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙ）
と近縁関係にあるが、反射率は薄い反射物体により適用される。反射率は、表面の厚さの
ばらつきのため薄い物体については変化する可能性があり、表面がより厚くなるにつれて
反射性に近づく。反射率は、反射される放射量を入射放射量と比較して計算することがで
きる。
【００２９】
本明細書では、表現「弱拡大撮像」等は、顕微鏡の１０×対物レンズが使用される撮像
を指す。本明細書では、表現、「強拡大撮像」等は、４０×から１００×の倍率が使用さ
れる撮像を指す。４０×の倍率が油浸を必要としないのに対し、１００×の倍率は好まし
くは油浸を使用することは注意されるべきである。油浸は、顕微鏡の解像度を増加させる
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のに使用される技法である。解像度の増加は、対物レンズおよび標本の両方を高屈折率の
透明な油に浸漬して達成され、これにより対物レンズの開口数を増加させる。油浸は、参
照により本明細書に組み込まれている、油浸−無料の百科事典、ウィキペディア、ｈｔｔ
ｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｏｉｌ

ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ

ｏｂｊｅｃｔｉｖｅにより詳細に記載されている。弱拡大撮像の目的は、細胞が計数され
るスライドの部分を判定することであるため、弱拡大撮像が本明細書に記載された方法お
よび器具において使用される場合、高解像度は必要とされないことは注意されるべきであ
る。細胞が計数されるスライドの部分は、真の単層またはほぼ真の単層である。対照的に
、強拡大撮像が本明細書に記載された方法および器具において使用される場合、さまざま
なタイプの血球が個々に計数され得るように、弱拡大撮像機能により提供されるものより
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高い解像度が必要とされることは注意されるべきである。「弱拡大撮像」は比較的低い倍
率（例えば、１０×）と同義であり、「強拡大撮像」は比較的高い倍率（例えば、４０×
から１００×）と同義であることも注意されるべきである。強拡大撮像が、弱拡大撮像が
提供するより実質的に高い倍率、すなわち、適切な解像度と共に少なくとも約４：１を提
供する限り、本明細書に記載されたもの以外の倍率が使用され得る。顕微鏡の倍率および
その他の特性（例えば、解像度など）の追加の論述は、参照により本明細書に組み込まれ
ている、顕微鏡−無料の百科事典、ウィキペディア、ｈｔｔｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅ
ｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ、および参照により本明細書に組み込
まれている、顕微鏡法−無料の百科事典、ウィキペディア、ｈｔｔｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋ
ｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙに見出すことができる。

20

【００３０】
本明細書に記載された方法は、
（ａ）全血試料を提供するステップ、
（ｂ）全血試料をスライド、例えば、顕微鏡スライド上に置くステップ、
（ｃ）スプレッダーを使用して血液塗抹標本を作製するステップ、
（ｄ）血液塗抹標本をスライド上で乾燥させるステップ、
（ｅ）スライド上の血液塗抹標本における赤血球中のヘモグロビンに起因する光の吸収ま
たは反射率を測定するステップ、
（ｆ）分析に適切な厚さであるとステップ（ｅ）における測定により同定された分析領域
の拡大２次元デジタル画像を記録するステップ、ならびに
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（ｇ）拡大２次元デジタル画像からデータを回収、分析および保存するステップ
を含む。
【００３１】
場合によって、血球をスライド上に固定および染色する方法ステップが、前述の方法に
おいて使用され得る。前述の方法に基づくと、方法を実施する装置は、
（ａ）全血試料を含有する容器を吸引／分注装置に提示するホルダー、容器から全血試料
を引き出し、および全血試料をスライド、例えば、顕微鏡スライド上に置く吸引／分注装
置、
（ｂ）全血試料をスライドにわたって拡散させて血液塗抹標本を作製するスプレッダー、
（ｃ）血液塗抹標本をスライド上で乾燥させる乾燥機、
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（ｄ）スライド上の血液塗抹標本における赤血球中のヘモグロビンのため、光の吸収また
は反射率を測定することができる第１の撮像システム、
（ｅ）分析に適切な厚さであると第１の撮像システムにより同定された分析領域の拡大２
次元デジタル画像を記録することができる第２の撮像システム、ならびに
（ｆ）拡大２次元デジタル画像の結果を回収、分析および保存するためのコンピューター
を含むことになる。
【００３２】
場合によって、装置は、血液塗抹標本のさらなる処理を可能にするようにスライドを配
置する位置決め装置を含むことができる。
【００３３】
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拡大２次元画像の大きい次元は、典型的にはスライドの長いほうの縁に平行であり、拡
大２次元画像の小さい次元は、典型的にはスライドの短いほうの縁に平行である。
【００３４】
血液塗抹標本中の血球は、拡散の前後に、例えば、ライト染色、メイ−グリュンワルド
−ギムザ染色、新メチレンブルー、フィールド染色、ペルオキシダーゼまたは蛍光染色な
どの、例えば細胞化学染色により染色することができる。幾つかの例では、染色手順は必
要とされない。
【００３５】
染色が必要とされる場合、スライドは、装置の撮像コンポーネント（複数可）に届けら
れる前に適切に処理することができる。撮像コンポーネント（複数可）は、分析を行うの

10

に必要とされる解像度に適切なレベルの倍率で、スライド全体またはスライドの選択領域
（複数可）をスキャンする。本明細書での使用に適した撮像コンポーネント（複数可）は
、参照により本明細書に組み込まれている、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｐｅｒｉｏ．ｃｏ
ｍ／ｐａｔｈｏｌｏｇｙ−ｓｅｒｖｉｃｅｓ／ｉｎｄｅｘ−ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ−ｓｏｆ
ｔｗａｒｅ．ａｓｐに記載されている。
【００３６】
細胞が単層で分布され得るスプレッダーが使用される場合、血液塗抹標本における血液
試料に覆われる全領域が判定され得る。スライド全体における細胞エレメントが、全血球
数を提供するため次いで計数され得る。あるいは、試料の単層に覆われる領域の部分のみ
における細胞エレメントが計数されてもよく、および適切な計算が、スキャンされる血液

20

塗抹標本全体の部分に基づき全血球数を判定するのに実施されてもよい。図１Ａおよび１
Ｂは、細胞を単層に分布させる従来の方法を例示している。
【００３７】
血液塗抹標本を作製するためのウェッジまたはプッシュアプローチが使用される場合、
血液塗抹標本の光学密度または光吸収度のスキャンが行われ得る。血液塗抹標本の任意の
領域に関する光学密度または吸光度の値は、この任意の領域の血液塗抹標本の長さおよび
幅に沿った血液塗抹標本の厚さに比例する。血液塗抹標本の全光学密度についての知見は
、次いで、確実に再検討され得る血液塗抹標本の領域内に含有された血液の容積を計算す
るのに使用することができる。このプロセスは、血液塗抹標本の特定の部分（例えば、血
液塗抹標本の全領域の一部）で測定された光学密度の値を記録すること、この値を血液塗

30

抹標本全体（すなわち、血液塗抹標本の全領域）の光学密度と比較すること、次いで血液
塗抹標本を形成する血液の容積（すなわち、既知である値または血液塗抹標本の全領域か
ら判定され得る値）を明らかにしつつ、血液塗抹標本全体（すなわち、血液塗抹標本の全
領域）の光学密度に対する、血液塗抹標本の特定の部分（例えば、血液塗抹標本の全領域
の一部）で測定された光学密度の値の比に基づき血球数を判定することにより、異なる血
液塗抹標本の全体寸法の差から生じる血液塗抹標本と、形態学的再検討に適した領域の間
の差に対処する。任意の血液塗抹標本では、血液塗抹標本の厚い部分は、血液塗抹標本の
薄い部分より高いヘモグロビンの濃度を有する。さらに、血液塗抹標本の厚い部分は、血
液塗抹標本の薄い部分より高い血液の容積を有する。血液塗抹標本の薄い部分における単
位面積あたりに見られるより多くの白血球が、血液塗抹標本の厚い部分における単位面積
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あたりに見られることが予想されよう。換言すると、任意の血液塗抹標本の部分（すなわ
ち、厚い部分）が、任意の血液塗抹標本の別の部分（すなわち、薄い部分）の２倍厚いな
らば、血液塗抹標本の薄い部分で見られる白血球の２倍の白血球が、血液塗抹標本の厚い
部分で見られることが予想されよう。
【００３８】
次に血液塗抹標本の一例を例示する図６Ａ、６Ｂおよび６Ｃを参照すると、スライドは
参照番号６０で表され、血液塗抹標本の厚い部分は参照番号６２で表され、血液塗抹標本
の薄い部分は参照番号６４で表され、使用可能な血液塗抹標本の部分は参照番号６６で表
されている。血液塗抹標本全体は、例えば、Ｘ軸に平行な複数の格子線およびＹ軸に平行
な複数の格子線を用いて、より小さな区画６８に分割される。スライド６０のスキャンは
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、スライド６０のより小さな区画６８それぞれの光学密度を示す。より小さな区画６８そ
れぞれの光学密度を表す数字が、図６Ｃのより小さな区画ごとに刻まれている。これらの
数字は、０から９０までの範囲である。しかし、これらの数字は測定された数字ではなく
、仮想の数にすぎない。さらに、これらの数字は実際にはスライド６０上に存在しない。
これらの数字はより小さな区画６８の光学密度を表しているにすぎない。スライド６０の
使用可能な部分は、より小さな区画６８の測定された光学密度の値が、（ａ）低いカット
オフ値を上回る、および（ｂ）高いカットオフ値を上回らない、の両方であるような部分
である。図６Ｃに示されている通り、低いカットオフ値はゼロ（０）に選択され、高いカ
ットオフ値は約３８に選択される。したがって、スライド６０の使用可能な部分６６のよ
10

り小さな区画６８は、１から３８までの範囲の光学密度値を有する。
【００３９】
本明細書に記載された方法および装置は、全血試料中の各成分を認識するのにスキャニ
ングデジタル顕微鏡法を好ましくは使用する。スキャニングデジタル顕微鏡法の特別なク
ラス、デジタルパソロジー（ｄｉｇｉｔａｌ

ｐａｔｈｏｌｏｇｙ）は、参照により本明

細書に組み込まれている、デジタルパソロジー−無料の百科事典、ウィキペディア、ｈｔ
ｔｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｄｉｇｉｔａｌ

ｐａｔｈｏ

ｌｏｇｙ、およびこれに追加された参考文献およびリンクにより詳細に記載されている。
スキャニングデジタル画像に関する追加の情報については、参照により本明細書に組み込
まれている、スキャニングベーシックス１０１−デジタル画像の全て、ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｓｃａｎｔｉｐｓ．ｃｏｍ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ、およびこれに追加された参考
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文献およびリンクも参照のこと。スライド上に置かれた全血試料の容積の値から、方法お
よび装置は、下記のパラメータを判定することができる。全ヘモグロビンは、血液塗抹標
本自体から判定することができる。例えば、血液塗抹標本を作製するのに２マイクロリッ
トルの血液が分注され、およびスライド上のヘモグロビンの全体測定が２０ｇである場合
、血液塗抹標本の任意の領域における血液の絶対容積は、この血液塗抹標本の任意の領域
で測定されたヘモグロビンに基づき判定することができる。この同じ血液塗抹標本の任意
の領域で計数された白血球数は、単位面積あたりの細胞として計数され、次いでマイクロ
リットルあたりの細胞に換算される。
【００４０】
ヘモグロビンの濃度は、スキャンされた血液塗抹標本全体の光学密度から計算すること
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ができる。光学密度の判定は、ヘモグロビンの最大吸光度である５４０ｎｍの波長を有す
る光を用いて実施することができる。しかし、異なる波長（または波長の組み合わせ）が
使用され得る（それを所望であれば）。光学密度を判定するための同じスキャンが、赤血
球の選択、および赤血球の直径を測定して平均細胞直径の測定を提供するのに使用され得
、細胞容積のメタメーターとして使用され得る。平均細胞直径の変動性は、細胞のサイズ
の変動性を評価して赤血球分布幅に等しいパラメータを提供するのに使用することができ
る。ヘモグロビン含量に関する各赤血球の吸光度は、細胞ごとならびに平均のヘモグロビ
ン含量（平均赤血球ヘモグロビン）およびヘモグロビン濃度（平均赤血球ヘモグロビン濃
度）の導出を可能にする。吸光度（または光学密度）の測定により、スライド全体のヘモ
グロビンの濃度が判定され得る。測定に望まれる領域における各赤血球中のヘモグロビン

40

の量（または赤血球の統計的に有意な数）が、測定され得る。この測定は、赤血球あたり
のヘモグロビンの量またはヘモグロビン含量（ＣＨ）を提供する。平均値が次いで計算さ
れ得る（ＭＣＨ）。分析される各赤血球の２次元領域についての知見を有することにより
、個々の赤血球の容積が計算され得る。個々の赤血球の容積が分かった後、平均細胞容積
が計算され得る。赤血球あたりのヘモグロビンの濃度の平均値であるＭＣＨ値を用いて、
およびＭＣＶ値を用いて、赤血球の任意の容積におけるヘモグロビの平均濃度であるＭＣ
ＨＣ値、すなわち、ＭＣＨ／ＭＣＶが計算され得る。
【００４１】
赤血球のスキャンは、鎌状細胞、赤血球断片、涙滴奇形赤血球、有棘赤血球、ウニ状赤
血球等などの異常な形状をした細胞の有意な集団の存在を判定するのに使用することがで
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きる。スキャンは、例えば、ハウエルジョリー小体、マラリア原虫等などの細胞封入体を
認識する能力を有する。連銭形成および寒冷凝集素症で見られるような赤血球の異型凝集
も、検出することができる。ヘモグロビン分布の異常パターンは、球状赤血球または標的
細胞が存在するケースで検出され得る。蛍光色素染色または超生体染色は、網赤血球を検
出するのに使用することができる。
【００４２】
白血球の検出に関して、本明細書に記載された方法および装置は、血液塗抹標本全体中
の白血球の染色特性を使用して白血球の計数を実施することができる。血液塗抹標本のよ
り小さな領域、すなわち、白血球の形態学的特性が容易に同定され得る該領域が、白血球
の差異を判定、ならびに有核赤血球を検出および計数するのに使用され得る。有核赤血球

10

は、サイズ、小葉性（ｌｏｂｕｌａｒｉｔｙ）、粒度（すなわち、顆粒の程度およびタイ
プ）、ならびに核と細胞質比および形態学的特性のような特徴に基づき同定することがで
きる。
【００４３】
血小板は、サイズおよび染色剤の取り込みといった特徴に基づき計数することができる
。さらに、衛星現象、およびより一般には凝集に起因した血小板数への干渉も、認識する
ことができる。衛星現象は、血小板を好中球に付着させる異常な免疫応答を意味する。染
色および撮像されたとき、血小板は好中球の周囲の衛星のように見える。試料中の白血球
の老化、慢性リンパ球性白血病におけるよごれ（ｓｍｅａｒ）／破損（ｓｍｕｄｇｅ）細
胞、異常タンパク血症のケースで見られるバックグラウンド染色といった要因の結果生じ
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る人為産物もスクリーニングすることができる。よごれ／破損細胞は、ＣＬＬ患者の血液
塗抹標本に現れる断裂された慢性リンパ球性白血病（ＣＬＬ）細胞である。
【００４４】
本明細書に記載された方法および装置は、蛍光色素検出を使用するのに適応することが
でき、これにより免疫蛍光染色へのアクセスおよび有核細胞の検出に使用され得る他の蛍
光色素線量の取り込みを提供する。
【００４５】
形態スキャニングおよび細胞認識を行える装置が存在して数年間が経過した。例えば、
参照により本明細書に組み込まれている、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｅｌｌａｖｉｓｉｏ
30

ｎ．ｃｏｍ／？ｓｉｄ＝４５９を参照のこと。
【００４６】
以下の非限定例は、本明細書に記載された方法を実施するための特定の技法を例示して
いる。
【実施例】
【００４７】
［実施例１］
この例は、本明細書に記載された血液塗抹標本技法を使用して定量的血球計数を実施す
るための１つのアプローチを例示する。
【００４８】
次に図７を参照すると、試料管「Ｓ」から採取されおよび既知容積を有する全血試料１
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００は、最初の一滴１２０、例えば、５０マイクロリットルで顕微鏡スライド１１０上に
置かれる。血液塗抹標本を作製する過程で血液は失われていないことが仮定される。した
がって、血液試料中の全ての細胞が、血液塗抹標本において占められる。弱拡大撮像装置
は、血液塗抹標本の領域全体にわたるピースワイズ様式（ｐｉｅｃｅ−ｗｉｓｅ

ｆａｓ

ｈｉｏｎ）で（すなわち、画素により）、ヘモグロビンによって生じる光学密度または反
射率を測定する。弱拡大撮像装置は、顕微鏡の１０×対物レンズであってもよい。画像の
各ピース（すなわち、画素）の光学密度または反射率値は、各ピースにおける赤血球の量
に比例することが仮定される。用語「ピース」は、図６Ｂおよび６Ｃに示されたより小さ
な区分６８と同義である。故に、各ピース（またはより小さな区分６８）を測定するのに
同じ方法が使用される限り、１０光学密度単位または反射率単位の任意の応答値を有する
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ピース（またはより小さな区分６８）は、５光学密度単位または反射率単位の応答値を有
するピース（またはより小さな区分６８）の２倍の赤血球を含有することになる。血液塗
抹標本の領域全体で記録された測定単位（例えば、光学密度単位または反射率単位）の数
字を加算して、血液塗抹標本中のヘモグロビンの量を表す数字を得、この結果、血液塗抹
標本中の血液の合計量が分かる。例えば、全ての非ゼロ画素の合計は、合計１０，０００
，０００光学密度単位または反射率単位になってもよい。
【００４９】
容積計算の次のステップは、血液塗抹標本のどの領域が撮像による分析に適しているか
を判定することである。血液塗抹標本のより厚い部分は、計数するには多すぎる細胞を含
有している。より厚い部分は、より多くのヘモグロビンも含有しており、したがって画素
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あたりのより高い光学密度測定値または反射率測定値を有することになる。弱拡大撮像の
撮像アルゴリズムは、どの領域が、強拡大撮像によるこの後の分析に許容できる範囲を示
すかを判定するのに使用することができる。例えば、１単位から３８単位までの範囲で画
素値を有する領域は、血球を計数するための血液塗抹標本の正しい厚さを表すこと、３９
単位以上の画素値を有する領域は、血球を計数するには厚すぎる血液塗抹標本の部分を表
すこと、１単位未満の範囲で画素値を有する領域は、血球を計数するには薄すぎる血液塗
抹標本の部分を表すことが、経験的に判定されてもよい。アルゴリズムは、次いで、血液
塗抹標本の厚さが１単位から３８単位までの範囲で画素測定値を提供する、血液塗抹標本
の領域の境界を同定する。これらの境界は、次いで、境界内のこの領域のみが、細胞計数
する目的のため強拡大撮像により分析される強拡大撮像ステップで使用される。
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【００５０】
有界測定領域内の全ての画素の画素参照値は、ヘモグロビンの合計量に比例する数字を
得、この結果、測定領域によって囲まれた血液の合計量を得るために加算することができ
る。例えば、該領域における全ての画素の合計値は、合計３，０００，０００光学密度単
位または反射率単位になってもよい。塗抹標本全体における全ての画素の合計値が、以前
に示された計算から１０，０００，０００であったならば、分析されている領域は１０，
０００，０００で除された３，０００，０００の分数を表し、これは血液の合計量の３０
％、すなわち血液塗抹標本中の血液の合計量の０．３倍に等しい。血液塗抹標本全体で５
０マイクロリットルの血液試料があることが既知であるため、同定された測定領域は、５
０マイクロリットルの０．３倍、すなわち１５マイクロリットルを含有する。この容積は
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、次いで、顕微鏡撮像システムが、同定された測定領域におけるさまざまな細胞を記録お
よび計数する後の時点で使用される。故に、このシステムが、血球を記録および計数する
のに適していると同定された領域における７５，０００，０００赤血球があると判定する
ならば、この血液試料の赤血球数は、１５マイクロリットルあたり７５，０００，０００
、すなわちマイクロリットルあたり５，０００，０００赤血球となる。同じ計算は、測定
領域で計数される全ての他のタイプの細胞について、血液試料のマイクロリットルあたり
の血球数を得るのに使用することができる。
【００５１】
この例に記載された方法を実施する代替方法では、スライドに適用される全血試料の容
積が分からない場合、適用される全血試料の容積は、ヘモグロビンの濃度を判定する独立
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した方法により見出すことができる。例えば、合計Ｘグラムのヘモグロビンが、血液塗抹
標本の光学密度単位または反射率単位の測定によりスライド上で測定される場合、および
自動化血液分析器または分光計により行われるヘモグロビンの独立した測定が、ヘモグロ
ビンの濃度がＸｇ／ｄＬであることを示す場合、単純な計算が、スライドに適用される全
血試料の容積は１ｄＬであることを示す。ヘモグロビンの濃度がどのように測定されるか
にかかわらず、ひとたびヘモグロビンの濃度の値が分かれば、本明細書に記載された方法
を、全血球計数を行うのに実施することができる。
【００５２】
［実施例２］
次に図８Ａを参照すると、幾つかの異なる血液塗抹標本（全部で１０）が示されている
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。これらの血液塗抹標本は、血液塗抹標本の全体の光学密度または反射率の強さの違いを
もたらすさまざまな量のヘモグロビンを含有する種々の全血試料で作製された血液塗抹標
本を表す。図８Ｂは、図８Ａの各血液塗抹標本の厚い末端および各血液塗抹標本の薄い末
端を示す。適切なスキャニング手順により、光学密度プロファイルをグラフにすることが
できる。グラフのＸ軸上の各点は、スライド上の全血一滴の起始点から測定した、スライ
ド上の血液塗抹標本の１点の距離を表す。グラフのＹ軸は、全血一滴の起始点から測定し
た、スライド上の血液塗抹標本の任意の点における光学密度または反射率を表す。図８Ｃ
は、図８Ｂにおける血液塗抹標本の光学密度プロファイルまたは反射率プロファイルを示
す。図８Ｄは、血球を計数する領域が、血球が計数されない領域と区別された、全体的な
光学密度プロファイルまたは反射率プロファイルを示す。図８Ｅは、自動化血液分析器に
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より測定されたヘモグロビンと、血液塗抹標本をスキャンして計算されたヘモグロビンの
間の相関を示すグラフを例示する。
【００５３】
［実施例３］
本例は、顕微鏡スライドの短軸の狭い部分のみが使用される、血球数を判定する技法を
例示する。実施例１に記載されたアプローチを用いる代わりに、スライドの中央ではある
が一本線の画素に対応する値を、弱拡大撮像システムにより測定することができる。スキ
ャンされる線は２次元を有するが、線の小さい次元は、実施例１でスキャンされる小さい
次元よりはるかに狭いことは注意されるべきである。この技法は、装置が単一検出ビーム
を使用する場合に用いることができ、光学密度値または反射率値が記録される間に、該ビ
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ームを通ってスライドが動かされる、すなわち、スキャンされる。真の撮像システムでは
ないものの、同じ結果が、より大きな領域を構成するのに必要とされる複数の線というよ
りむしろ一本線をスキャンしてもたらされる。この実施形態は、以前に記載された実施形
態よりも安価であることが考えられる。
【００５４】
スキャンされる線に沿った画素値、例えば、反射率または光学密度が、測定が行われる
位置の関数としてプロットされる場合、スライドの中央でのグラフが得られる。横座標（
Ｘ軸）は、血液塗抹標本の真ん中を通る線上の直線位置または距離を表し、縦座標（Ｙ軸
）は、線上のこの直線位置で測定された相対的な光学密度単位または反射率単位を表す。
グラフ上のプロファイルは、次いで、血液塗抹標本が、強拡大撮像システムによる血球の
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記録および計数を可能にするのに十分薄くなる点を同定するのに使用することができる。
反射率の測定値が特定の値より下に下がるプロファイル上の点は、同定された測定領域の
境界が設定される点である。この点は、本明細書ではカットオフ点と呼ばれる。この情報
は、次いで強拡大撮像システムに送信され、該システムは、次いでこの境界により設定さ
れた血液塗抹標本の領域における細胞のみを記録および計数する。換言すると、スライド
上の「再検討される領域」は、測定プロファイルが得られた線に垂直な、スライドを横切
る線に前縁で囲まれている。スライドを横切る垂直な線は、カットオフ点として同定され
た点を通過する。血液塗抹標本において下流にある血液塗抹標本上の全ての点（すなわち
、血液塗抹標本のより薄い部分にある点）が記録および計数される。
【００５５】
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記録される領域の容積および血球が計数される位置は、以前に記載された実施形態で使
用されるものと似た方法で計算される。スキャン線上の全ての画素反射率測定値が、血液
塗抹標本中のヘモグロビンの合計量を表す数字を得るために加算、すなわち、積算される
。血液塗抹標本中の血液の量は、血液塗抹標本中のヘモグロビンの合計量から得ることが
できる。実施例１に記載された実施形態で使用されたのと同じタイプの測定および計算が
、再検討のために同定された領域におけるプロファイル上の全ての点について実施される
。この場合もやはり、再検討領域で表される最初の試料由来の血液の比は、血液塗抹標本
の特定の部分（例えば、血液塗抹標本の全領域の一部）で測定された光学密度の値を記録
すること、この値を血液塗抹標本全体（すなわち、血液塗抹標本の全領域）の光学密度と
比較すること、次いで血液塗抹標本を形成する血液の容積（すなわち、既知である値また
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は血液塗抹標本の全領域から判定され得る値）を明らかにしつつ、血液塗抹標本全体（す
なわち、血液塗抹標本の全領域）の光学密度に対する、血液塗抹標本の特定の部分（例え
ば、血液塗抹標本の全領域の一部）で測定された光学密度の値の比に基づき血球数を判定
することにより判定される。この実施形態について行われた仮定は、血液塗抹標本の厚さ
は、スライドの短軸、すなわち、プロファイルを測定するのに弱拡大撮像システムにより
使用されたスキャン線に垂直な次元、に沿って均一であるということである。この軸に沿
ったいずれの非対称性または均一性も、血液塗抹標本を貫く単一の軸線から得られた容積
の判定にエラーをもたらす。
【００５６】
本明細書に記載された方法および装置は、単一の機器において血液塗抹標本の血球計数
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および再検討のプロセスを統合することができる。方法および装置は、ごく少数の試薬の
みを必要とし、該試薬は安価である。方法および装置は、単一の非希釈容積の全血のみが
使用されることから、技術的な意味で複雑ではない。
【００５７】
例えば、溶解耐性赤血球などの妨害材料は、問題にならないであろう。使い捨てコンポ
ーネントは、単一のガラススライドである。装置は、この成果を電子画像として保存でき
る。光学は、蛍光検出を可能にするように配置することができる。必要とされる試料の容
積は、きわめて少ない。
【００５８】
試料の全てが分析に使用されることになるため、特に体液の試料、より好ましくは、血
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液の試料が分析される場合、精度は高い。対象材料は、参照塗抹標本の使用に限定され得
る。本明細書に記載された方法および装置は、従来の血液分析器により現在検出できない
異常を検出することができる。このような異常には、異常な赤血球のつながり（連銭およ
び凝集）、ハウエルジョリー小体およびマラリア原虫などの赤血球封入体が含まれる。本
明細書に記載された方法および装置は、急性骨髄性白血病で見られるアウエル小体または
芽細胞で見られる核小体などの、白血球における細胞内変化を示すこともできる。最後に
、本明細書に記載された方法および装置は、例えば、異常タンパク血症のケースで見られ
得るタンパク質レベルの増加などの、血漿異常を検出することができる。
【００５９】
血球数および血液塗抹標本の分析は、同じ全血試料で行うことができ、これにより細胞
の分類についての機器の解釈を直接再検討する機会を利用者に提供する。
【００６０】
本発明のさまざまな変更および改変は、本発明の範囲および趣旨から逸脱することなく
当業者に明らかとなり、本発明が、本明細書に記載された例示的実施形態に過度に限定さ
れるものではないことが理解されるべきである。
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