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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生物学的標本内の１個又はそれ以上の目標細胞の反応を選択的に誘発する選択的細胞反
応誘発方法において、
　前記生物学的標本における視界を、コンピュータシステムを使用して複数個の細胞フレ
ームに分割し、
　前記生物学的標本における前記視界内で少なくとも１個の細胞フレームを照明し、
　前記少なくとも１個の細胞フレームの画像を撮り込み、
　前記画像内の前記１個又はそれ以上の目標細胞の位置を決定し、
　前記１個又はそれ以上の目標細胞の位置にエネルギビームを偏向させる
ことよりなり、このエネルギビームは前記１個又はそれ以上の目標細胞のうち少なくとも
１個に反応を誘発するに十分なものとした
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記１個又はそれ以上の目標細胞の位置を決定するステップは、前記１個又はそれ以上
の目標細胞に付けられたラベルの有無によって決定するものとした請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記反応を、細胞壊死とした請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記反応を、光学的削孔とした請求項１記載の方法。
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【請求項５】
　前記反応を、感光試薬の活性化とした請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記反応を、細胞成分の非活性化とした請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記反応を、制御運動とした請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記反応を、蛍光剤の励起とした請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記反応を、フォトブリーチングとした請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記反応を、内部分子脱ケージ化とした請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記反応を、非致死的なものとした請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　容器に保持した細胞群における個別の細胞の反応を迅速に誘発する反応迅速誘発方法に
おいて、
　前記細胞群における第１視界を、コンピュータシステムを使用して複数個の細胞フレー
ムに分割し、
　前記細胞群における前記第１視界内の第１細胞フレームを照明し、
　前記第１視界内の前記第１細胞フレームの画像を撮り込み、
　前記画像を参照して前記第１細胞フレーム内における第１個別細胞の位置を決定し、
　前記第１個別細胞の位置にエネルギビームを偏向する
ことよりなり、前記エネルギビームは前記第１個別細胞のうちの少なくとも１個に反応を
誘発するに十分な量とした
ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　更に、
　前記第１視界内の第２細胞フレームの画像を撮り込み、
　前記画像を参照して前記第２細胞フレームの第２個別細胞の位置を決定し、
　前記第２個別細胞の位置にエネルギビームを偏向し、前記エネルギビームは前記第２個
別細胞のうちの少なくとも１個に反応を誘発するに十分な量とした
請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　更に、
　前記細胞群の第２視界内の第１細胞フレームを照明し、
　前記第２視界内の第１細胞フレームの画像を撮り込み、
　前記画像を参照して前記第２視界内における第１細胞フレームの第３個別細胞の位置を
決定し、
　前記第３個別細胞の位置にエネルギビームを偏向し、前記エネルギビームは前記第３個
別細胞のうちの少なくとも１個に反応を誘発するに十分な量とした
請求項１２記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２視界内の前記第１細胞フレームを照明するステップは、前記容器を移動し、ま
た前記第１細胞フレームを照明するものとした請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記反応を、細胞壊死とした請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　前記反応を、光学的削孔とした請求項１４記載の方法。
【請求項１８】
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　前記反応を、感光試薬の活性化とした請求項１４記載の方法。
【請求項１９】
　前記反応を、細胞成分の非活性化とした請求項１４記載の方法。
【請求項２０】
　前記反応を、制御運動とした請求項１４記載の方法。
【請求項２１】
　前記反応を、蛍光剤の励起とした請求項１４記載の方法。
【請求項２２】
　前記反応を、フォトブリーチングとした請求項１４記載の方法。
【請求項２３】
　前記反応を、内部分子脱ケージ化とした請求項１４記載の方法。
【請求項２４】
　前記反応を、非致死的なものとした請求項１４記載の方法。
【請求項２５】
　生物学的標本における１個又はそれ以上目標細胞に反応を選択的に誘発する選択的細胞
反応誘発方法において、
　前記生物学的標本における視界を、コンピュータシステムを使用して複数個の細胞フレ
ームに分割し、
　前記生物学的標本における前記視界に対して走査レンズを合焦し、
　前記視界内の１個又はそれ以上の細胞フレームを照明し、
　前記視界における第１細胞フレームの画像を撮り込み、
　前記第１細胞フレームにおける前記１個又はそれ以上の目標細胞の位置を決定し、
　前記１個又はそれ以上の目標細胞のうち少なくとも１個に反応を誘発するに十分なエネ
ルギビームを発射し、
　前記第１細胞フレームにおける前記１個又はそれ以上の目標細胞の位置に前記エネルギ
ビームを偏向させる
ことよりなることを特徴とする方法。
【請求項２６】
　前記反応を、細胞壊死とした請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記反応を、光学的削孔とした請求項２５記載の方法。
【請求項２８】
　前記反応を、感光試薬の活性化とした請求項２５記載の方法。
【請求項２９】
　前記反応を、細胞成分の非活性化とした請求項２５記載の方法。
【請求項３０】
　前記反応を、制御運動とした請求項２５記載の方法。
【請求項３１】
　前記反応を、蛍光剤の励起とした請求項２５記載の方法。
【請求項３２】
　前記反応を、非致死的なものとした請求項２５記載の方法。
【請求項３３】
　前記第１細胞フレームの画像を撮り込むステップは、ラベル付き細胞の画像を撮り込む
ものとした請求項２５記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の背景）
発明の分野
本発明は、生きている細胞群内の特定の細胞に選択的に照準を定める方法及び装置に関す
るものである。特に、本発明は、細胞群内の特定の細胞を選択的に認識し、個別にエネル
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ギビームの照準を定めて照射して目標細胞の反応を誘発することを高速に行なう方法及び
装置に関するものである。
【０００２】
関連技術の説明
細胞治療を使用することは急激に増えており、医療現場でも重要な治療形態となってきて
いる。他の治療方法とは異なり、細胞治療は効果が長持ちし、また生きた細胞を使用する
ことによって効果が永続することもよくある。造血幹細胞（ＨＳＣ）（例えば、骨髄又は
可動化した末梢血液）の移植は実際上保健が効く細胞治療の一つの実施例である。多くの
他の細胞治療が開発されつつあり、癌、感染症のための免疫治療、軟骨欠損のための軟骨
細胞治療、神経変性疾患のための神経細胞治療、極めて多くの症候のための幹細胞治療が
ある。これら治療の多くは十分な効力を実現するために好ましくない有害な細胞を除去す
る必要がある。
【０００３】
遺伝子治療も細胞治療の成功に影響を及ぼす活発に発展している医療分野である。人のゲ
ノムに関する理解に急激な進歩があったとしたら、患者に移植する前に多くの遺伝子が細
胞への注入に利用できるであろう。しかし、関心のある特定の細胞に遺伝子を効率よく照
準を定めて供給することは、この治療の発展における困難な障害となってきている。
【０００４】
癌治療においては、化学治療及び／又は放射線治療を多量に施して人体における急激に分
裂する癌細胞を選択的に壊死させることができることが知られている。しかし、不幸にも
、人体における幾つかの他の細胞タイプも急激に分裂し、実際多くの抗癌治療のための投
与限界毒性がＨＳＣ及び骨髄内の元祖細胞を殺してしまう。ＨＳＣ移植は抗癌治療に続く
造血システムを救済する治療として開発された。注入の際に、移植者のＨＳＣ及び元祖細
胞を選択的に骨髄に戻して植えつける。このプロセスを血液細胞を日毎にカウントするこ
とにより臨床的にモニタする。血液カウントが容認できるレベルまで回復したとき（通常
は２０～３０日かかる）、患者の移植が完了したと判断し、退院させる。
【０００５】
ＨＳＣ移植は、骨髄内で行なうのが一般的であったが、可動化した末梢血（成長要因又は
低量化学療法投与後に白血球除去血輸血によって得られる）が最近好まれて使用されるよ
うになった。これは、即ち、患者から骨髄を約１リットルも採取する必要がないからであ
る。更に、可動化された末梢血からのＨＳＣはより迅速な移植（８～１５日）ができるよ
うになり、患者のケアが軽く、また退院も早まることにつながる。ＨＳＣ移植は多くの疾
患における確立された治療方法となってきており、１９９７年には世界中で４５，０００
以上もの症例が実施された）。
【０００６】
ＨＳＣ移植は、ドナー細胞（同種遺伝子）、又は高投与抗癌治療の前に採取及び低温保存
した患者細胞（自己保存）のいずれかを使用して行われる。自己移植は多くの疾患の治療
に幅広く使用され、例えば、肺がん、ホジキンス及び非ホジキンスリンパ腫、神経芽細胞
腫、及び多発性骨髄腫に使用される。自己移植の数は同種移植よりも勝っており、約２：
１の割合である。この比率は更に増加しており、これは主に、同種移植に関連する移植体
対受容体疾患（ＧＶＨＤ）の合併症が起因している。自己移植における最も重要な問題の
一つは、ＨＳＣとともに腫瘍細胞を患者に再導入してしまうことである。即ち、これら腫
瘍細胞は元々の疾患を再発させるからである。
【０００７】
腫瘍の成長につれて、腫瘍細胞は元の腫瘍箇所に留まる場合があり、また血流によって人
体の他の部位に移動する場合がある。このプロセス、いわゆる腫瘍転移は、病状を極めて
悪化させるサテライト腫瘍の形成及び成長を招く。これら転移腫瘍細胞が血液、他の組織
、例えば、よくありうる骨髄中に存在すると、自己移植に大きな問題を生ずる。実際、患
者に戻して抗癌治療を続けるよう採取したＨＳＣを転移腫瘍細胞が汚染する可能性が極め
て高い。
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【０００８】
自己骨髄内及び採血した可動化末梢血内に汚染源となる腫瘍細胞が存在することが多くの
科学的研究で確認されている。最近の画期的な研究では、再注入した腫瘍細胞は確実に人
に疾患再発を生ずることを明示している（１９９４年Rill氏らの論文）。このことは、移
植前に採取した細胞に遺伝子的マーキングを施すことによって検証されており、またこの
マーカーは疾患が再発した患者の再生腫瘍細胞内で検出されたことで分かったものである
。これらデータは他の研究者によっても確認されており（１９９４年Deisseroth氏らの論
文参照）、ＨＳＣ移植における汚染源となる腫瘍細胞は自己移植を受ける患者にとっての
現実的な驚異であることを開示している。
【０００９】
その後の詳細な研究も、移植者に再注入された腫瘍細胞の実際の数が、激痛を伴うリンパ
芽細胞白血病（１９９７年Vervoordeldonk氏らの論文参照）、非ホジキンスリンパ腫（１
９９２年Sharp 氏らの論文参照）、及び肺がん（１９９６年Brockstein氏らの論文；１９
９６年Fields氏らの論文；１９９７年Shulze氏らの論文；１９９８年Vannucchi 氏らの論
文；１９９７年Vredenburgh 氏らの論文参照）の再発の危険性に相関関係があることが開
示されている。これら多くの研究のうちの一つは、注入された腫瘍細胞の数は再発に至る
経過時間に反比例することすら開示している（１９９７年Vredenburgh 氏らの論文参照）
。
【００１０】
自己移植における腫瘍細胞汚染の既知の危険性ゆえに、採取したＨＳＣ群から汚染源とな
る腫瘍細胞を除去する多くの方法が提案された。すべての排除方法がよりどころにする基
本原理は、患者の造血再構成に必要なＨＳＣを保存しながら腫瘍細胞を除去するか壊死さ
せるかすることである。
【００１１】
このような方法のうちの一つは、腫瘍細胞からＨＳＣを分別する蛍光活性化細胞分別（Ｆ
ＡＣＳ）を使用した（１９９５年Tricot氏らの論文参照）。既知のように、流動血球計算
によって、一度に細胞を分別し、物理的に細胞表面におけるマーカーと物理的特徴とに基
づいて入り混ざった細胞から一種の細胞群を分別する。しかし、臨床用途でＦＡＣＳを使
用して大量の細胞群を分離するのは、処理が遅く、細胞選別率が極めて低く、９８％以上
の純度を達成しにくいため、有利ではない。
【００１２】
流動血球計算検出器を使用する他の方法として、Shapiro 氏の米国特許第４，３９５，３
９７号に記載のものがある。このShapiro 氏の方法においては、ラベル付けした細胞を流
動血球計算検出器内に配置し、検出器を通過し、電子システムによってラベルが付いてい
ると認識された流動流れ内のラベル付き細胞を下流域のレーザビームを使用して殺す。こ
の方法は多くの欠点がある。第１に、好ましくない細胞が検出器／レーザ領域を通過した
後には、破壊に成功したかをチェックする方法がない点である。腫瘍が破壊から逃れた場
合、患者に再導入される恐れがある。第２に、レーザビームの集束スポットの直径は液体
流の断面より大きい。従って、好ましくない細胞領域におけるＨＳＣの多くもレーザビー
ムによって破壊される。更に、上述したように、流動血球計算技術によって得られる純度
はそれほど良質ではなく、これは液体の速い流れ（１～２０ｍ／秒）に乗って流動する異
成分が入り混ざった細胞群のランダムかつ動的な性質によるものである。
【００１３】
レーザ技術を利用した他の方法として、Schindler 氏らの米国特許第４，６２９，６８７
号に記載されているものがある。この方法は、可動表面上に固定した細胞を成長させ、次
に可動表面にわたり小さいレーザビームスポットを走査して一度に一回細胞を照明し、情
報を記録する。次に、同じレーザビームをより高い壊死レベルの出力に切り換え、照明ス
テップ中に有益細胞が記録されている領域を除いてすべての領域に対して可動表面をビー
ムで掃射する。しかし、不幸にもこの方法も手間がかかり、表面に付着できる細胞にのみ
有効である。
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【００１４】
更に他のレーザ技術を利用した方法として、Kratzer 氏の米国特許第５，０３５，６９３
号に記載されているものがある。この方法においては、細胞を移動ベルト上に配置し、小
さいレーザビームスポットで表面を走査する。特定の細胞が照明レーザスポットに応答し
て放射を発生するとき、同一のレーザを即座に高い出力に切り換え、ほぼ同時に細胞を殺
してからスキャナをこの細胞から適切にそらせる。しかし、このシステムもShapiro 氏の
方法と同じ多くの欠点を有する。例えば、結像中にスキャナを連続的移動させ、また細胞
を殺すため、システムは極めて動的であり、従って、安定性がなく、静的システムよりも
正確さに欠ける欠点がある。更に、細胞はベルト上で移動して一方向に検出器を通過する
ため、この方法は可逆的ではない。従って、１個の腫瘍細胞が検出を免れたら患者に再導
入される恐れがある。
【００１５】
他の方法も小さいレーザビームスポットを表面上に動的に走査して細胞を照明する。例え
ば、Sawmura 氏らの米国特許第４，２８４，８９７号は電流計制御偏向ミラーを使用して
小さいレーザビームスポットを標準顕微鏡内で走査して蛍光細胞を照明することが記載さ
れている。Dixon 氏らの米国特許第５，３８１，２２４号には、Ｆシータ走査レンズを電
流計制御偏向ミラーでラスタ走査するレーザビームスポットを使用し、顕微鏡標本を撮像
することについて記載している。Kain氏の米国特許第５，６４６，４１１号及び同第５，
７１９，３９１号には、Ｆシータレンズにより電流計制御で小さいレーザビームスポット
を走査することが記載されている。これら撮像方法のすべては、画像を撮るべき表面上に
わたり移動する小さいポイントを動的に照明するものである。走査する表面は撮像中にも
移動する場合がある。
【００１６】
小さいレーザスポットを走査する同様の方法は細胞の撮像よりも他の目的に使用すること
が記載している。例えば、Overbeck氏の米国特許第４，５３２，４０２号は、電流計制御
を使用して小さいレーザビームスポットを半導体表面に移動させて集積回路を修復するこ
とについて記載している。同様に、Okada 氏らの米国特許第５，６９０，８４６号は、Ｆ
シータ走査レンズによりミラーで小さいレーザスポットを移動させるレーザ処理について
記載している。Murakame氏らの米国特許第５，２９６，９６３号は、電流計制御偏向ミラ
ーを使用して小さいレーザビームスポットを標準の反転した顕微鏡内に走査し、遺伝子物
質を挿入するため細胞に孔を空けることについて記載している。
【００１７】
更に、生物学的標本を走査する他の方法がPrice 氏の米国特許第５，９３２，８７２号に
記載されている。この方法は、複数個の検出器を使用して一定移動する表面から多数の焦
点面における画像を同時に撮り込むものである。得られた画像を使用して、リアルタイム
で最良合焦画像を選択し、標本の三次元立体画像を生成するのに使用する。
【００１８】
上述の多くの方法は、採取した細胞群の全体に対して腫瘍細胞の除去又は腫瘍細胞壊死を
制御する上での基礎になっている。。流動血球計算検出器においては、単一細胞を基礎と
して細胞を分別し、物理的にＨＳＣから好ましくない腫瘍細胞を分離する。これら方法の
それぞれは、ＨＳＣ移植における腫瘍細胞の数を減らすことが知られているが、すべての
腫瘍細胞を検出して除去及び壊死させることができることを示しているものはない。実際
、移植患者の大多数は、これら除去技術を適用した後にも検出可能な腫瘍細胞を含んでい
る。多重ステップ除去処置後にも移植あたり約３０～３０，０００個の腫瘍細胞が残存す
る（１９９５年Gazitt氏らの論文；１９９１年Gribben 氏らの論文；１９９７年Mapara氏
らの論文；１９９７年Paulus氏らの論文参照）。更に、これら方法のすべては、何らかの
ＨＳＣロス又はダメージがあり、患者の生着を遅らせるＨＳＣ移植の成功に大きな打撃を
与える。要約すると、既存の除去技術は不適切であり、ＨＳＣ移植から検出可能なすべて
の腫瘍細胞を効果的に除去することができる新規な手法に対する大きな臨床的要望がある
。本明細書に記載する本発明方法及び装置はこの要望を満たすものである。
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【００１９】
生物学的標本における薬剤化合物候補に対する高い処理率のスクリーニングも他の重要な
分野である。典型的には、多数の候補化合物をマルチウェル（窪み）プレートのウェル（
窪み）に配置した小さい細胞サンプルに並列的に適用し、各ウェルにおける変化を生物学
的インジケータで検査する。多数の化合物があるため、スクリーニング速度は重要なファ
クタ（要因）である。このような研究は現在では細胞群全体からの信号を捕らえなければ
ならないことによって、また顕微鏡で個別の細胞を面倒な人間の観察によって行なうため
限界がある。前者の手法は、細胞の副細胞群に対する効果を観察する可能性、又は細胞の
一部のみにおける効果を観察する可能性を排除し、後者の手法は、多くの候補化合物を適
用するのに時間がかかり過ぎる。個別の細胞における候補化合物の効果を迅速に測定する
装置及び方法は極めて需要がある。
【００２０】
発明の開示
本発明は、目標細胞における反応を誘発するために、細胞群内の特定の細胞を選択的に認
識し、個別にエネルギビームで照準を定めて照射する高速処理方法及び装置を提供する。
本発明装置を使用することにより、細胞群におけるすべての検出可能な目標細胞を特別に
認識及び照準を定め、目標としない細胞にはほとんど影響を及ぼすことがない。細胞は入
り混ざった細胞群又は同種由来の細胞とすることができる。
【００２１】
特定細胞は、幾つかの手法を使用して本明細書に記載した本発明によって認識する。一つ
の実施例としては非破壊ラベル付け方法があり、第１細胞群のすべての細胞を入り混ざっ
た細胞群における第２細胞群をなす残りの細胞から区別する。この実施例においては、ラ
ベルの付いた抗体を使用し、第１細胞群の各細胞に特別なマークを付け、第２細胞群の細
胞にはマークを付けない。このようにしてラベルの付いた細胞は入り混ざった細胞群から
認識する。微細エネルギビームを第１目標細胞に合焦し、所望の反応を生ぜしめる。この
後、次の目標細胞を照射し、すべての目標細胞を照射するまでこの作業を繰り返す。
【００２２】
他の実施例においては、第２細胞群の細胞に選択的に結合するが第１細胞群の細胞には結
合しない抗体を使用して第１細胞群の細胞を認識する。第１細胞群の細胞はラベルがない
ことによって認識し、この後エネルギビームで個別に照準を定めて照射する。
【００２３】
　エネルギビームによって誘発される反応の性質はエネルギビームの性質に依存する。反
応は致死的なもの又は非致死的なものとすることができる。エネルギビームで誘発される
反応の例としては、壊死、寿命死、光学的削孔（周囲の媒体に存在する物質、例えば、遺
伝子材料を侵入させるため）、細胞分解、細胞運動（レーザトウィーザ：laser tweezers
）、細胞化合物のカッティング、感光物質の活性化、蛍光試薬の励起、フォトブリーチン
グ、及び分子脱ケージ化（アンケージング）がある。
【００２４】
　本発明は、更に、生物学的標本内の個別の細胞の形態学的又は生理学的特徴を決定する
装置を意図する。従って、本発明装置は、細胞群における非致死的反応を直接又は間接的
に誘発し、この反応を測定する。このような非致死的な反応としては、光学的削孔、細胞
運動（レーザトウィーザ）、細胞化合物のカッティング（レーザシザーズ）、感光物質の
活性化、蛍光試薬の励起がある。このような非致死的反応は、細胞の内外におけるフォト
ブリーチング、フォトブリーチングリカバリ、分子脱ケージ化の技術によって照準される
細胞の反応がある。このような装置の実施例は、
　生物学的標本の細胞フレームを照明する照明源と、
　細胞フレームの画像を撮り込む画像撮り込み装置と、
　画像を参照して生物学的標本内における第１個別細胞の位置を決定する第１制御手段と
、
　少なくとも１個又はそれ以上の個別細胞における反応を誘発するに十分なエネルギを発
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射するエネルギ源と、
　形態学的又は生理学的特徴に関して第１個別細胞を調べるに十分なエネルギビームで第
１個別細胞を通過させる第２制御手段と、
　前記調べる第１個別細胞の反応を測定する検出器と、
を具えることを特徴とする。
【００２５】
更に、本発明装置の他の実施例においては、
生物学的標本における細胞フレームを照明する照明源と、
細胞フレームの画像を撮り込む画像撮り込み装置と、
画像を参照して生物学的標本における第１目標細胞の位置を決定する第１制御手段と、
第１目標細胞の形態学的又は生理学的特徴の変化を生ぜしめるに十分なエネルギビームを
第１目標細胞に通過させる第２制御手段と、
第１目標細胞の形態学的又は生理学的特徴における変化の反応を測定する検出器と
を具えることを特徴とする。
【００２６】
本発明の更に他の発明は、生物学的標本における細胞フレームを照明する照明源と、第１
細胞フレームの画像を撮り込む画像撮り込み装置と、画像を参照して生物学的標本の個別
の細胞の位置を決定する第１制御手段と、個別の細胞のうちの少なくとも１個における反
応を誘発するに十分なエネルギビームを発射するエネルギ源と、第１個別細胞における形
態学的又は生理学的特徴の変化を生ずるのに十分なエネルギビームを第１個別細胞に通過
させる第２制御手段と、第１個別細胞の形態学的又は生理学的特徴を測定するための検出
器とを具えることを特徴とする。
【００２７】
　更に、本発明の他の発明は、多数のケージ化化合物を含む生物学的標本における個別の
細胞の形態学的又は生理学的特徴を決定する装置において、
　細胞フレームの画像を撮り込む画像撮り込み装置と、
　ケージ化化合物のうちの少なくとも１個又はそれ以上の脱ケージ化に十分なエネルギビ
ームをケージ化化合物の１個又はそれ以上に通過させる第１制御手段と、
　１個又はそれ以上のケージ化化合物を解体するに十分なエネルギビームを発射するエネ
ルギ源と、
　ケージ化化合物の１個又はそれ以上が脱ケージ化した化合物の反応に応じて形態学的又
は生理学的特徴の変化の進行をモニタする第２制御手段と
を具えたことを特徴とする。
【００２８】
更に、生物学的標本における個別の細胞の形態学的又は生理学的特徴を決定する本発明装
置は、
生物学的標本の細胞フレームを照明する照明源と、
細胞フレームの画像を撮り込む画像撮り込み装置と、
細胞フレームにおける個別の細胞の形態学的又は生理学的特徴を決定する第1制御手段と
を具える。
【００２９】
本発明装置は、外部からの刺激に対する細胞の反応を高い処理効率でスクリーニングする
のに使用することができ、このような刺激に対する個別の細胞の反応の迅速位置決め及び
測定を行なうことができる。このようにして、照明源及び／又はエネルギビームは、分子
が細胞内又は細胞上にあろうとなかろうと、細胞の近傍の分子に照準を付けることができ
、エネルギビームを分子に作用させて活性化し、また照明源は活性化した分子に対する細
胞の反応を研究することができるようになる。
【００３０】
多数の商業的に重要な研究及び臨床用途も本発明を適用することができ、このような実施
例を以下に説明する。
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【００３１】
［詳細な説明］
目標細胞における反応を誘発するため、細胞群（母集団）のうちの特定細胞を選択的に認
識し、エネルギビームで選択した特定細胞を狙い撃ちする方法及び方法を説明する。細胞
群は、入り混じった群又は元々均一な群とすることができる。本発明方法及び装置の任意
の実施例の反応は致死的なもの、又は非致死的なものとすることができる。このような反
応の例としては上述したようなもの、及び本明細書全体で述べるものがある。目標とする
細胞は標本が入り混じった群である場合によく行われるようにラベルを付けることができ
る。他方で標本が均質である場合には、目標細胞は、細胞の反応を調べるため、光源又は
エネルギビームによって検閲している又は光源又はエネルギビームが通過している個別の
細胞とすることができる。例えば、このような反応としては、細胞の形態学的特徴又は物
理学的特徴に関する反応がある。一般的に、この方法は、先ず、第１細胞群及び第２細胞
群よりなる細胞混合群のうちの第１細胞群の個別細胞を識別及び見出すためのマーカーと
して機能するラベルを使用する。本明細書中、装置及び方法によって目標とされた細胞と
は、混合細胞群の場合には選択的にラベル付けされた細胞であり、照射源又はエネルギビ
ームによって検閲される又は通過される細胞を意味する。
【００３２】
選択されたラベルは、第２細胞群から第１細胞群を認識及び区別するものとすることがで
きる。例えば、フッ化クロムで直接的に又は関節的にタグ付けされた単クローン抗体を特
定ラベルとして使用することができる。細胞表面に結合するラベルの他の例としては、非
抗体蛋白質、レクチン、炭水化物、又は選択的な細胞結合能力を有する短ペプチドがある
。細胞膜介在染料、例えば、ＰＫＨ‐２及びＰＫＨ‐２６を、細胞の有糸（核）分裂的履
歴を示すのに有用な識別ラベルとして使用することもできる。多くの細胞膜浸透試薬も生
きている細胞を他の細胞から選択した規準に基づいて識別するのに利用することができる
。例えば、ファロイディン(phalloidin)は細胞膜全体を示し、テトラメチル・ロドアミン
・メチルエステル（ＴＭＲＭ）はミトコンドリア状の膜浸透能力を示し、モノクロロビメ
イン(monochlorobimane)はグルタシオン(glutathione) 誘導ステージを示し、カルボキシ
ルメチル・フルオレセイン(fluorescein) ジアセテート（ＣＭＦＤＡ）はチオール(thiol
) 活性を示し、カルボキシフルオレセインは細胞内ｐＨを示し、フラ(fura)‐２は細胞内
Ｃａ2+レベルを示し、５，５′，６，６′‐テトラクロロ‐１，１′，３，３′‐テトラ
エチルベンジミダゾル・カルボシアニン・イオダイド（ＪＣ‐１）は膜電位を示す。細胞
生存能力は蛍光性のＳＹＴＯ１３又はＹＯ‐ＰＲＯ試薬を使用することによって評価する
ことができる。同様に、蛍光的にタグ付けした遺伝子プローブ（ＤＮＡ又はＲＮＡ）を使
用して、注目の遺伝子を有する又は注目の遺伝子を示す細胞のラベル付けに使用すること
ができる。更に、細胞サイクル状態は、ホーシュスト(Hoechst) ３３３４２染料を使用し
てブロモードオキシユリダイン（ＢｒｄＵ）と組合せて新たな合成ＤＮＡにラベル付けす
る既存のＤＮＡにラベル付けして評価することができる。
【００３３】
第１細胞群の細胞に特定のラベルを利用できない場合、本発明方法は第２細胞群の細胞の
ための特定ラベルを使用することによって反転的に行なうことができることに注意された
い。例えば、造血細胞群において、ＣＤ３４又はＡＣＣ‐１３３細胞マーカーを使用して
造血原細胞のみにラベル付けし、混合細胞群における他の細胞にはラベル付けしないよう
にすることができる。この実施例においては、第１の細胞群はラベルがないことで認識で
き、このことによりエネルギビーム照射の照準を付けることができる。
【００３４】
第１細胞群の細胞を認識した後、エネルギビームを例えば、レーザからのビーム、コリメ
ートした若しくは集束させた非レーザ光、ＲＦエネルギ、加速粒子、集束させた超音波エ
ネルギ、電子ビーム、又は他の放射ビームを使用して、目標とする照射量で照射し、第１
細胞群の細胞の各々に所定の反応を誘発させ、第２細胞群の細胞にはほとんど影響しない
ようにすることができる。
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【００３５】
このような所定反応の一つとしてフォトブリーチングがある。フォトブリーチングにおい
ては、染料の形式のラベル、例えば、ロドアミン(rhodamine)123、ＧＦＰ、フロレセイン
・イソチオシアネート（ＦＩＴＣ）、又はフィコエリトリン(phycoerythrin) を標本に添
加してから本発明方法を開始する。細胞群が染料に反応する時間が経過した後、エネルギ
ビームを使用して細胞群個別の細胞領域を漂白する。このようなフォトブリーチング検査
は、細胞成分及びプロセスの運動性、補充性、機能等を調べるのに使用することができる
。
【００３６】
　他の反応としては内部分子脱ケージ化がある。このようなプロセスにおいて、標本を、
本発明方法を開始する前にケージ化分子と組み合わせる。このようなケージ化分子は、Ｌ
‐アスパラギン酸のベータ‐２，６‐ジニトロベンジル・エステル、又は８‐ヒドロキシ
ピレン‐１，３，６‐トリス‐スルフォン酸の１‐（２‐ニトロフェニル）エチルエステ
ルがある。同様に、アルファ‐カルボキシル‐２‐ニトロベンジル（ＣＮＢ）及び５‐カ
ルボキシルメソキシ‐２‐ニトロベンジル（ＣＭＮＢ）を含むケージ化グループを、生物
学的に活性分子、例えば、エーテル、チオエーテル、エステル、アミン、又は同様の機能
グループにリンクさせることもできる。用語「内部分子脱ケージ化」は、分子解放が細胞
表面又は細胞内で生ずることを意味するものとする。このような脱ケージ化実験は、細胞
膜の浸透性及び細胞信号伝達のような迅速な分子プロセスを調べる。
【００３７】
　他の反応としては、外部分子脱ケージ化がある。この反応は、内部分子ケージ化とほぼ
同様のプロセスを使用する。しかし、外部分子脱ケージ化においては、脱ケージ化された
分子は目標細胞内に取り付けたり、組み込んだりしない。その代わり、周囲の目標細胞の
ケージ化及び脱ケージ化分子への反応が本発明装置及び方法によって画像化される。
【００３８】
図１は、細胞処置装置１０の一つの実施例を示す。細胞処置装置１０は、装置の内部構成
部材を収納するハウジング１５を有する。ハウジングは、レーザに対する安全性連動装置
を有し、ユーザーに対する安全性を確保し、更に、外部からの影響による干渉（例えば、
外光、塵埃等）も制限する。ハウジング１５の上方部分にはディスプレイユニットを配置
し、処置中の細胞群を捕らえた画像を表示する。これら画像は、以下により詳細に説明す
るように、カメラで撮り込む。キーボード２５及びマウス３０を使用してデータを入力し
、また装置１０を制御する。アクセスドア３５によって処置を行なっている細胞の標本容
器を保持する可動ステージにアクセスすることができる。
【００３９】
装置１０の内部を図２に示す。図示のように、装置１０には、装置の内部構成部材を保持
する上側トレイ２００と、下側トレイ２１０を設ける。上側トレイ２００には１対の吸気
フィルタ２１５Ａ，Ｂを有し、装置１０の内部に引き込む外気を濾過する。アクセスドア
の下側には光学的副組立体（図示せず）を設ける。この光学的副組立体を上側トレイ２０
０に取り付け、このことを図３乃至図６につき詳細に説明する。
【００４０】
下側トレイ２１０には、装置１０を動作させるソフトウェアプログラム、コマンド及び命
令を記憶するコンピュータ２２５を設ける。更に、このコンピュータ２２５は、電気信号
接続ラインによって処置装置に制御信号を供給し、レーザを操作して標本上に適正な光点
を生じて細胞を処置できるようにする。
【００４１】
図示のように、一連の電源２３０Ａ，Ｂ，Ｃは、装置１０内の種々の電気コンポーネント
に給電する。更に、無停止電源２３５を組み込み、瞬間的な外部電源遮断があっても装置
の機能を継続できるようにする。
【００４２】
図３には、細胞処置装置１０の一つの実施例における光学的副組立体３００の一つの実施
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例のレイアウトを示す。図示のように、照明レーザ３０５により指向性のあるレーザ出力
を発生し、このレーザ出力を使用して標本における目標とする細胞に付した特定ラベルを
励起させる。この実施例においては、照明レーザは５３２ｎｍの波長の光を発生する。照
明レーザが光ビームを発生した後は、光はレーザ光のパルス長さを制御するシッャタ３１
０を通過する。
【００４３】
照明レーザ光がシッャタ３１０を通過した後、ボールレンズ３１５に入射し、ＳＭＡ光フ
ァイバコネクタ３２０に集束して進入する。照明レーザビームが光ファイバコネクタ３２
０内に進入した後、光ファイバケーブル３２５によって出力部３３０に伝送される。照明
ビームは光ファイバケーブル３２５を通過することにより、照明レーザ３０５は処置装置
内の任意の位置に配置することができ、光学的構成部材の光路上に直接配置しなければな
らないという制限はない。ある実施例においては、光ファイバケーブル３２５を振動モー
タ３２７に連結し、より均一な照射スポットをスクランブル状態で発生させることができ
る。
【００４４】
　光が出力部３３０を通過した後、一連の集束レンズに指向させ、細胞の一つのフレーム
、すなわち「１個の細胞フレーム」を照射するための適正な直径にビームを集束する。本
明細書中、細胞の一つのフレーム又は「１個の細胞フレーム」を、カメラで撮影した１フ
レーム画像内に写る生物学的標本の部分と定義する。このことを以下により詳細に説明す
る。
【００４５】
従って、照明レーザビームは第１集束レンズ３３５を通過する。この実施例では、この第
１集束レンズの焦点長さは４．６ｍｍとする。光ビームは、次に焦点長さが１００ｍｍで
ある第２集束レンズ３４０を通過する。最後に、焦点長さが２００ｍｍの第３集束レンズ
３４５を通過する。特別な集束レンズを使用する実施例で本発明を説明したが、照明レー
ザビームを有利な直径に集束する他の同様のレンズ構成も同様に機能することは勿論であ
る。
【００４６】
従って、本発明は、特別な集束レンズ系を有する特定の実施例には限定されない。
【００４７】
照明レーザビームが第３集束レンズ３４５を通過した後、照明レーザから発生する５３２
ｎｍ波長の光を伝送する立方体形状のビームスプリッタ３５０に進入する。好適には、こ
の立方体形状のビームスプリッタ３５０は一辺が２５．５ｍｍの立方体ビームスプリッタ
（カナダ国、アービンのメレス‐グリオット社製）とする。しかし、他の寸法のビームス
プリッタでも同様に機能することが予想される。更に、多数のプレート状ビームスプリッ
タ又は薄膜ビームスプリッタを立方体ビームスプリッタ３５０の代わりに使用しても目立
った機能変化はない。
【００４８】
　照明レーザ光が立方体ビームスプリッタ３５０を通過した後、長波長透過ミラー３５５
に達し、このミラーで５３２ｎｍの照明レーザ光を電流計ミラー３６０のセットに反射し
、この電流計ミラー３６０は照明レーザ光をコンピュータ制御の下に走査レンズ（ニュー
ジャージー州、ワートン、スペシャル・オプティクス社製）に指向させ、この走査レンズ
は照明レーザ光を標本（図示せず）に指向させる。電流計ミラーは、照明レーザ光が適正
な細胞群（即ち、細胞のフレーム）に指向させて画像を形成する。この実施例で述べる用
語「走査レンズ」は、屈折レンズも含まれる。本明細書中に使用する用語「走査レンズ」
は図示の実施例に限定されることなく、１個又はそれ以上の屈折性及び／又は反射性光学
的素子の組合せた１個又はそれ以上の回折素子を有するレンズ系をも含むことができる。
当業者であれば、適正細胞群を照射するため、どのように「走査レンズ」系を設計すべき
かは分かるであろう。
【００４９】
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照明レーザからの光は、標本を照射するのに有用な波長のものとする。この実施例では、
Ｎｄ：ＹＡＧによる５３２ｎｍ波長の連続した周波数倍増レーザ装置（ドイツ国、ネヴァ
ルク、Ｂ＆Ｗ　ＴｅＫ社製）からのエネルギを長波長通過ミラー（アリゾナ州、フェニッ
クスのカスタム・サイエンティフィック社製）で反射させ、標本における蛍光タグを励起
させる。ある一つの実施例において、蛍光タグをフィコエリトリン(phycoerythrin) とす
る。代案として、アレクサ(Alexa) ５３２（オレゴン州、ユージーン、モレキュラー・プ
ローブ社製）を使用することができる。フィコエリトリン及びアレクサ５３２は、５８０
ｎｍの近傍にピークがあるスペクトルを発生し、標本から発生した蛍光を長波長通過ミラ
ーを経てカメラに伝送する。カメラの前方にフィルタを使用して興味のある波長帯域にな
い光を遮蔽し、カメラに進入する背景光量を減少する。
【００５０】
他の多くの装置もこのように使用して標本を照射することができ、以下のものに限定され
るものではないが、例えば、フィルタの有無に関係なく、アークランプ（例えば、水銀、
キセノン等）、発光ダイオード（ＬＥＤ）、他のタイプのレーザ等がある。この特別なレ
ーザの利点は、高強度であり、比較的エネルギ効率がよく、コンパクトであり、発熱が少
ない点である。更に、異なる励起及びスペクトル発生を生ずる他のフッ化クロムを、照射
源、フィルタ、長及び／又は短波長通過ミラーを適切に選択してこのような装置に使用す
ることもできる。例えば、アロフィコシアニン（ＡＰＣ）は６３３ｎｍ波長のＨｅＮｅ照
明レーザで励起することができ、フルオロイソシオシアネート（ＦＩＴＣ）は４８８ｎｍ
アルゴン照明レーザで励起することができる。当業者であれば、種々のコンポーネントよ
りなる他の光学的レイアウトで本発明による目的を達成することができであろう。
【００５１】
照明レーザ３０５の他に、光学的処置レーザ４００を設け、画像分析によって認識された
後の目標細胞を照射する。勿論、ある実施例においては、細胞群内の目標細胞の壊死を誘
発する処置の場合がある。図示のように、処置レーザ４００はシッャタ４１０を通過する
５２３ｎｍのエネルギビームを出力する。レーザは５２３ｎｍの波長のエネルギビームを
出力する例を示したが、他の波長のエネルギを発生する他のエネルギ源も本発明の範囲内
である。
【００５２】
　処置レーザエネルギビームがシッャタ４１０を通過した後、ビームエキスパンダ（ニュ
ージャージー州、ワートン、スペシャル・オプティクス社製）に進入し、エネルギビーム
の直径を標本の平面において適正な寸法に調整する。ビームエキスパンダ４１５に続いて
半波長板４２０を配置し、ビームの偏光を制御する。次いで処置レーザエネルギビームを
ミラー４２５で反射させ、立方体ビームスプリッタ３５０に入射させる。処置レーザエネ
ルギビームは立方体ビームスプリッタ３５０で９０゜反射し、照明レーザ光ビームの出射
光路に整列する。このようにして、処置レーザエネルギビーム及び照明レーザ光ビームの
双方が同一の光路に沿って立方体ビームスプリッタ３５０から出射する。立方体ビームス
プリッタ３５０から処置レーザビームは長波長通過ミラー３５５で反射し、電流計ミラー
３６０によって操作され、走査レンズ３６５に接触し、最終的に標本内の目標細胞に集束
される。この実施例でも「走査レンズ」は、やはり屈折レンズとすることができる。上述
したように、用語「走査レンズ」は、以下に限定されないが、例えば、１個又はそれ以上
の屈性性又は反射性の光学的素子を単独で又は組合せて使用するレンズ系とすることがで
きる。更に、「走査レンズ」は、１個又はそれ以上の屈折性及び／又は反射性素子と組合
せて使用する１個又はそれ以上の回折素子を含むことができる。当業者であれば、標本内
の目標細胞に集束させる「走査レンズ」系を設計する方法は知っているであろう。
【００５３】
照明レーザ光ビームの僅かな部分は長波長通過ミラー３５５を通過して強度センサ４４５
（カリフォルニア州、パロアルト、ジェンテック社製）に入射する。強度センサ４４５に
入射するビームの一部を使用して照明レーザ３０５から発生する光の強度レベルを計算す
る。同様に、処置レーザエネルギビームの僅かな部分を立方体ビームスプリッタ３５０を
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通過させ、第２強度センサ４４６（カリフォルニア州、パロアルト、ジェンテック社製）
に入射させる。強度センサ４４６に入射したビームの一部を使用して処置レーザ４００か
ら発生するエネルギ強度のレベルを計算する。これら強度センサは電気的にコンピュータ
システムにリンクさせ、コンピュータシステムにおける命令／コマンドで強度測定値を採
り込んで発生したエネルギ量を決定する。
【００５４】
処置レーザからのエネルギビームは細胞における反応を生ずるのに有用な波長を有するも
のとする。例えば、パルス状の５２３ｎｍ波長のＮｄ：ＹＬＦ周波数倍増レーザを使用し
て目標細胞を含む局部的容積部分を加熱し、所定時間内で壊死を誘発するようにする。壊
死メカニズムは、ニームズ（１９９６年Niemz の論文参照）によって検証されたように、
細胞内で生ずる実際の温度に依存する。
【００５５】
安定性、出射高反復率、保守不要期間が長い点で有利なのでＮｄ：ＹＬＦ周波数倍増固体
レーザ（カリフォルニア州マウンテンビュー、スペクトラ‐フィジクス社製）を使用する
。しかし、多くの細胞培養液及び細胞はこのグリーンの波長の光に対して比較的透過性を
示し、従って、細胞の壊死させるのに極めて高いエネルギの流れを必要とする。必要なエ
ネルギ量を大幅に減少する、従って、処置レーザのコスト及び寸法を減少するためには、
目的に適合した染料を標本に添加し、標本内で処置レーザのエネルギ吸収を効率よく行な
うようにする。図示の実施例では、無害の染料ＦＤ＆Ｃレッド＃４０（アルラレッド）を
使用し、処置レーザからの５２３ｎｍエネルギを吸収するが、当業者であれば標本におけ
る効率のよいエネルギ吸収をもたらす他のレーザ／染料についての認識は持っているであ
ろう。例えば、６３３ｎｍＨｅＮｅレーザエネルギは、ＦＤ＆Ｃグリーン＃３（ファース
トグリーンＦＣＦ）によって効率よく吸収され、４８８ｎｍアルゴンレーザエネルギはＦ
Ｄ＆Ｃイエロー＃５（サンセットイエローＦＣＦ）によって効率よく吸収され、１０６４
ｎｍＮｄ：ＹＡＧレーザエネルギはフィルトロン（ミシシッピー州ゼーランド、ジェンテ
ックス社製）赤外線吸収染料によって効率よく吸収される。エネルギ吸収染料を使用する
ことによって目標細胞を壊死させるに必要なエネルギ量を減少することができる。即ち、
処置レーザエネルギの多くがこのような染料の存在で吸収されるからである。
【００５６】
染料を添加せずに細胞を熱で壊死させる他の方法としては紫外線レーザを使用する方法が
ある。３５５ｎｍ波長のＮｄ：ＹＡＧ周波数３倍増レーザからのエネルギは細胞内の核酸
及び蛋白質によって吸収され、加熱及び壊死を生ずる。更に染料を添加せずに細胞を熱で
壊死させる更に他の方法としては近赤外線レーザを使用する方法がある。２１００ｎｍ波
長のＨｏ：ＹＡＧレーザ又は２９４０ｎｍ波長のＥｒ：ＹＡＧレーザからのエネルギは、
細胞内の水に吸収され、加熱と壊死を生ずる。
【００５７】
　この実施例は、エネルギビームで加熱することにより細胞を壊死させる処置を説明した
が、当業者であれば、エネルギビームによって他の反応を細胞に誘発することができるこ
とは認識されるであろう。このような他の反応としては、ニームズ（１９９６年Niemz 論
文参照）によって検証されたように、例えば、光学‐機械的崩壊、光学的解離、光学的切
除、光学‐化学的反応がある。例えば、混合細胞内の感光物質（例えば、ヘムトポルフィ
リン誘導体、すず‐エチオプルプリン、ルテチウム・テキサフィリン）(１９９８年 Olei
nick及びEvansの論文参照)は、照射によって目標細胞内で特別に活性化する。更に、細胞
膜内に小さい移行孔を生じて遺伝子又は他の物質が侵入することができるようになる（１
９９６年Palumbo 氏らの論文参照）。更に、蛋白質又は遺伝子物質のような細胞内又は細
胞表面における特別な分子は、指向性のあるエネルギビームによって不活性化され得る（
１９９９年Grate 氏及びWilson氏の論文；及び１９８８年Jay 氏の論文参照）。更に、光
学的ブリーチングを使用して、細胞内運動、例えば、細胞膜内における蛋白質の拡散、細
胞の有糸（核）分裂中の細胞内微小管の運動を測定することができる（１９９７年発行Ｊ
．セル　サイエンス１１０（９）及び１０４１頁におけるLadha 氏らの１９９７年の論文
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；１９９１年発行Ｊ．セル　サイエンス１００（第１章）２０５頁のCentonze氏及びBori
sy氏の論文；１９９９年２月トレンズ・セル・ビオル（第２部）６１～６５頁のWhite 氏
及びStelzer 氏の論文；１９９９年８月Ｐｈａｒｍ Ｒｅｓ １６巻（８号）１１５３～１
１６２頁のMeyvis氏らの論文参照）。更に、ケージ化化合物の光分解、又はマルチフォト
ンによる脱ケージ化を含む脱ケージ化を使用して一時的かつ空間的分析で生物学的活性生
成物又は他の興味ある生成物の放出を制御することができる（１９９２年Ｊ．セル・バイ
オロジー１１９～３６７頁のTheriot 氏及びMitchison 氏の論文；１９９４年ＰＮＡＳ９
１巻（１４号）６６２９頁のDenk氏の論文参照）。特定の目標細胞に指向させた電磁放射
を使用して目標細胞において反応を誘発するこれらメカニズムも本発明に組み込むことが
できる。
【００５８】
照明レーザ３０５及び処置レーザ４００の他に、本発明装置は、細胞群の画像（即ち、フ
レーム）を撮り込むカメラ４５０を有する。図３に示すように、カメラ４５０はレンズ４
５５及びフィルタ４６０を経て合焦され、迷遊的背景画像を撮り込むことなく細胞の画像
を正確に記録することができる。遮光体４６２をフィルタ４６０とミラー３５５との間に
配置し、標本からの画像に関連しない角度からカメラに入射する光を排除する。フィルタ
４６０は、所定の波長帯域内の光のみを通過させるよう選択する。この波長帯域としては
、例えば、照明レーザ３０５によって励起される際に目標細胞から発生する光、並びにバ
ックライト光源４７５からの光がある。
【００５９】
バックライト光源４７５を標本の上方に配置し、標本の後から照明レーザ３０５で生ずる
波長とは異なる波長で照明する。このＬＥＤは、５９０ｎｍの波長の光を発生し、長波長
通過ミラーを透過してカメラに指向される。このバックライト照明は、フレーム内の蛍光
目標がないときに細胞を結像するのに有用である。このバックライトを使用する例として
は、フレーム内に無垢な非蛍光細胞のみが存在している場合でも光学系の適正な合焦を得
るのに使用する。一つの実施例においては、このバックライトをアクセスドア３５（図２
参照）の下側に取り付ける。
【００６０】
上述したように、カメラに復帰する光のみ標本内の興味ある波長の光である。他の光の波
長は、フィルタ４６０を通過せず、カメラ４５０には記録されない。このことにより、興
味ある細胞のみの画像を撮り込むためのより信頼性のあるメカニズムが得られる。当業者
にとっては、単独のフィルタ４６０の代わりに、可動フィルタホイールを使用し、異なる
フィルタを光路に出し入れすることができるようにすることもできる。このような実施例
においては、異なる光の波長の画像も細胞処置中における異なる時刻に撮り込むことがで
き、従って、多数の細胞ラベルを使用することができる。
【００６１】
この実施例においては、カメラは電荷結合デバイス（ＣＣＤ）式とし、画像処理コンピュ
ータシステムに伝送することができる。以下に説明するように、コンピュータシステムは
、ＣＣＤカメラによって撮り込んだ画像を参照して標本における目標細胞の座標系を決定
する。
【００６２】
次に図４につき説明するが、この図４は光学的副組立体の実施例の斜視図である。図示の
ように、照明レーザ３０５は光ビームをシッャタ３１０及びボールレンズ３１５からＳＭ
Ａ光ファイバコネクタ３２０に伝送する。光は光ファイバケーブル３２５及び出力部３３
０を経て集束レンズ３３５，３４０，３４５に入射する。次に、光は立方体ビームスプリ
ッタ３５０に入射し、長波長通過ミラー３５５に伝送される。長波長通過３５５から、光
ビームはコンピュータ制御の電流計ミラー３６０に入射し、この電流計ミラー３６０で制
御されて走査レンズ３６５から標本における細胞群の適正フレームに指向する。
【００６３】
図４の斜視図に示すように、処置レーザ４００はエネルギをシッャタ４１０を経てビーム
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エキスパンダ４１５に伝送する。処置レーザ４００からのエネルギはこのビームエキスパ
ンダ４１５及び半波長板４２０を通過して転向ミラー４２５に入射してから立方体ビーム
スプリッタ３５０に入射し、このビームスプリッタ３５０で９０゜反射し、長波長通過ミ
ラー３５５に達し、このミラー３５５で反射してコンピュータ制御電流計ミラー３６０に
達する。電流計ミラー３６０によって走査レンズ３６５に指向させられた後、レーザエネ
ルギビームは細胞群内の適正位置に入射し、特定の目標細胞に反応を誘発する。
【００６４】
処置すべき極めて大きい標本表面積に対応するため、本発明装置には、走査レンズに対し
て標本容器を機械的に移動させる可動ステージを設ける。このようにして、走査レンズの
視界内の細胞群のうちの特定の副細胞群（即ち、フィールド）を処置した後に、可動ステ
ージを走査レンズ視界内の他の副細胞群に移動する。図５に示すようにコンピュータ制御
の可動ステージ５００は処置すべき標本容器（図示せず）を保持する。この可動ステージ
５００はコンピュータ制御のサーボモータによって２軸に沿って移動し、標本容器を機器
の光学的構成部材に対して相対移動させることができる。特定経路に沿うステージ移動は
装置の他の動作に協調して動作する。更に、特定の座標系をセーブすることができ、興味
のある位置に可動ステージを復帰させるよう呼び戻すことができる。ｘ方向及びｙ方向の
移動に関するエンコーダによりステージ位置に関する閉ループフィードバック制御を行な
う。
【００６５】
フラットフィールド（Ｆ‐シータ）走査レンズ３６５を可動ステージの下方に取り付ける
。走査レンズの視界は、走査レンズの上方に可動ステージ５００によって位置決めされる
標本の部分である。レンズ３６５をステップモータに取り付け、レンズ３６５を自動的に
昇降させ（ｚ軸に沿って）、系の合焦を行なう。
【００６６】
図４乃至図６に示すように、走査レンズ３６５の下方に電流計制御偏向ミラー３６０を配
置し、互いに直交する軸線に沿う電磁エネルギを転向する。偏向ミラーの背後に長波長通
過ミラー３５５を配置し、５４５ｎｍよりも短い波長の電磁エネルギを反射する。５４５
ｎｍより長い波長のエネルギは長波長通過ミラーを通過してフィルタ４６０、結合レンズ
４５５を経てＣＣＤカメラに入射し、カメラ４５０（図３及び図４参照）のＣＣＤセンサ
上に適正サイズの画像を生ずる。走査レンズ３６５及び結合レンズ４５５の組合せによっ
て規定される大きさは、単独細胞を信頼性高く検出するとともに、カメラによって１フレ
ームで見える領域を最大にするよう選択する。ＣＣＤカメラ（テキサス州オースチンのＤ
ＶＣ社製）を図示の実施例に示すが、このカメラは当業者に既知の任意のタイプの検出器
又は画像撮り込み機器とすることができる。本発明装置の光学的副組立体は防振プラット
フォームに取り付け、図２及び図５に示すように動作中の安定性を得るようにする。
【００６７】
図７には、可動ステージ５００の頂面から見た図を示す。図示のように、標本容器を可動
ステージ５００に取り付ける。標本容器５０５は上側軸線ネストプレート５１０に載置し
、このネストプレート５１０は可動ステージ５００に対して前後方向に移動するよう設計
する。ステップモータ（図示せず）を上側軸線ネストプレート５１０及びコンピュータシ
ステムに連結し、コンピュータからのコマンドによって標本容器５０５を前後に移動させ
る。
【００６８】
可動ステージ５００をタイミングベルト５１５に連結し、可動ステージ５００を１対の支
持トラック５２５Ａ，Ｂに沿って側方に移動させる。タイミングベルト５１５をプーリ（
図示せず）に取り付け、このプーリはプーリカバー５３０の下方に収容する。プーリをス
テップモータ５３５に連結し、タイミングベルト５１５を駆動して可動ステージ５００を
側方に移動させる。ステップモータ５３５を電気的にコンピュータシステムに接続し、コ
ンピュータシステムからのコマンドによって可動ステージ５００の側方移動を生ずるよう
にする。行程リミットセンサ５４０をコンピュータシステムに接続し、可動ステージが所
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定側方距離を越えて移動した場合に警報を発生するようにする。
【００６９】
１対の加速度計５４５Ａ，Ｂをこのプラットフォームに組み込み、装置動作に干渉する過
剰な衝突又は振動を記録するようにすると好適である。更に、２軸傾斜計５５０を可動ス
テージに組み込み、標本容器が水平であるようにし、従って、標本容器における重力に基
づく運動が起こる可能性を減少するようにすると好適である。
【００７０】
標本チャンバにはダクト付きのファンを設け、標本容器における結露を生じないようにし
、またサーモカップルを設けて標本チャンバが容認できる温度範囲内にあるか否かを測定
する。他のファンを設け、電子機器から発生する熱を追い出し、また適正なフィルタ２１
５Ａ，Ｂを吸気する。
【００７１】
コンピュータシステム２２５は上述の種々の電子ハードウェアの動作及び同期を制御する
。コンピュータシステムはハードウェアとのインターフェイスをとる任意の市販のコンピ
ュータ取付することができる。コンピュータシステムの一つの実施例としては、インテル
ペンティアム（登録商標）II,III,IV をベースにしてコンピュータ動作するマイクロソフ
トＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＮＴ（登録商標）オペレーションシステムとすることがで
きる。ソフトウェアを使用し、種々の機器と通信し、また以下に説明するようにして動作
を制御する。
【００７２】
装置を先ず初期化するとき、コンピュータはハードディスクドライバからファイルをＲＡ
Ｍにロードし、装置を適正に初期化する。多数の組み込みテストを自動的に行なって装置
の適正動作を確認し、また較正ルーチンを行って装置を較正する。これらルーチンをうま
く完了した際に、ユーザーはキーボード及びマウスから行なうべき手順に関する情報を入
力することを促される。必要な情報が入力された後、ユーザーはアクセスドア３５を開き
、標本を可動ステージに装填することを促される。
【００７３】
標本を可動ステージに載置してドアを閉めた後、コンピュータは信号をステージに送信し
、ホームポジションに移動する。ファンは初期化されて標本を温めて結露曇りを晴らすよ
うにする。この間に、標本内の細胞は底面に沈殿することができる。更に、この間に、装
置は標本を適正に装填した確認のコマンドを発生して光学系の焦点範囲内に位置決めする
。例えば、標本容器における特定のマーキングをコンピュータシステムによって位置決め
及び合焦し、走査レンズを標本容器の底面に適正に合焦しておく。このようなマーキング
は、容器、内容物、及び実行すべき手順を認識する機器にも使用する。所定時間の経過後
に、コンピュータはファンを停止させ、処置中における過剰な振動を防止し、細胞処置を
開始する。
【００７４】
先ず、コンピュータは可動ステージを走査レンズ上に移動するよう命令し、処置すべき標
本の第１領域（即ち、フィールド）を直接走査レンズの視界に位置決めする。電流計偏向
ミラーに命令し、視界の中心フレームがカメラに結像されるよう移動する。以下に説明す
るように、走査レンズによって結像されるフィールドは複数個のフレームに分割する。各
フレームはフレーム内の細胞がカメラによって有効に結像される適正サイズのものとする
。
【００７５】
次に、バックライト４７５を動作させて視界を照明し、走査レンズの合焦を行なうことが
できるようにする。走査レンズが標本に適正に合焦した後、コンピュータシステムは視界
を複数個のフレームに分割し、各フレームをカメラによって個別に分析する。この方法に
よれば、装置は大きな視界内の複数個のフレームを機械的なステージを移動することなく
処理することができる。電流計転向ミラーによって１個のフレームから次のフレームに、
ステージを移動する機械的ステップに比べて極めて迅速に移動することができ、この方法
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は極めて迅速かつ効率的な装置をもたらす。
【００７６】
標本が焦点にあるようにする他の手段を利用することもできる。例えば、レーザプロキシ
メータ（ミシシッピー州アウバーン、コーク社製）は、走査レンズと標本との間の距離を
迅速に決定し、走査レンズの位置を調整することができる。チャンバプロキシメータも利
用でき、同じ目的を達成する。当業者であれば、走査レンズの上方の焦点位置に標本を位
置決めする他の手段を提案することができるであろう。
【００７７】
好適な実施例においては、本明細書に記載した装置は、１分間当たり、生物学的標本の少
なくとも１，２，３，４，５，６，７，又は１４平方センチメートルを処置する。他の実
施例においては、上述の装置は、１分間当たり、生物学的標本の少なくとも０．２５，０
．５，１，２，３，４，又は８百万個の細胞を処置する。更に他の実施例においては、装
置は、１秒間当たり、５０，１００，１５０，２００，２５０，３００，３５０，４００
，又は８００個の細胞の割合で目標細胞の反応を誘発できる。
【００７８】
初期的には、視界の中心におけるフレームの画像をカメラに撮り込みコンピュータのメモ
リに記憶する。コンピュータにおける命令により、画像の寸法、数及び他の目的とする特
徴を見ることによって標本の合焦状態を分析する。必要に応じて、コンピュータは走査レ
ンズに取り付けたｚ軸モータに命令を与えて最良合焦状態を得るよう昇降させる。装置は
、最良合焦状態が得られるまで数個のｚ位置での画像を繰り返し分析する。次に、電流計
制御転向ミラーに命令してカメラによって個別に撮り込まれる４，９，１２，１８，２４
又はそれ以上の数の個別のフレームに分割する。電流計偏向ミラーが視界における第１フ
レームに指向をとった後、照明レーザの前方のシッャタを開いてこの電流計偏向ミラー及
び走査レンズを経て第１フレームを照明する。カメラはこの第１フレームの細胞における
標本から蛍光発光の画像を撮り込む。画像を取得した後、照明レーザの前方のシッャタを
閉じ、コンピュータ内のソフトウェアプログラム（イリノイ州グローブのエピックバッフ
ァロー社製）によって画像処理する。
【００７９】
上述の強度センサ４４５は照明レーザによって発射される光のレベルを検出し、細胞のフ
レームを照明するに適したものであるかをコンピュータが計算できるようにする。適して
いない場合には、他の照明及び画像撮り込みシーケンスを行なうようにする。十分な標本
照明を得るのに繰り返し失敗した場合、エラー条件であることになり、オペレータに通知
する。
【００８０】
照明光のシッャタ遮蔽により、標本の好ましくない加熱及び光学的ブリーチングを減少し
、より反復可能な蛍光信号を生ずることができる。画像分析アルゴリズムを動作させ、撮
り込む画像の特徴につきフレームにおけるすべての目標細胞のｘ‐ｙ中心座標系を位置決
めする。画像に目標が存在する場合、コンピュータは可動ステージ位置及び視界に対する
すべての目標位置の二次元座標系を計算し、次に電流計制御偏向ミラーを位置決めし、第
１フレームの第１目標細胞の位置に指向させる。視界内の単一のフレームの細胞のみを撮
り込み、このポイントにおける分析を行なう。このようにして、標本の副細胞群内の比較
的少ない数の認識目標が存在する。更に、カメラはより少ない数の細胞群に指向するため
、より大きいサイズを使用して各目標をＣＣＤカメラの画素によって結像することができ
る。
【００８１】
コンピュータシステムが電流計制御偏向ミラー位置決めして第１フレームの細胞内の第１
目標細胞の位置に指向させた後、処置レーザを短い時間にわたり発射させ、第１目標細胞
に適正な量のエネルギ照射を与える。上述の強度センサ４４６は処置レーザから発射させ
するエネルギレベルを検出し、目標細胞に反応を誘発するに適正だったか否かをコンピュ
ータが計算できるようにする。エネルギレベルが十分でなかった場合、処置レーザを再び
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同一目標に向かって発射する。繰り返しの照射で必要とされる量のエネルギを発生しない
場合にはエラー条件としてオペレータに通知する。このようにして、目標照準ステップ、
発射ステップ、感知ステップをコンピュータが繰り返し、撮り込むフレームのすべての目
標が照射されるようにする。
【００８２】
第１フレームの細胞のすべての目標が処置レーザによって照射された後、ミラーを第２フ
レームの細胞が視界に入るように位置決めし、フレーム照明及びカメラ結像ポイントで上
述の処理を繰り返す。この処理は走査レンズの上方の視界内のすべてのフレームに対して
継続して行なう。これらフレームのすべてを処理したとき、コンピュータは可動ステージ
に命令して標本の次の視界に移動し、バックライト照明ステップ及び自動合焦ステップを
繰り返す処理を行なう。フレーム及び視界は適正なオーバーラップ状態にし、不慮に標本
の消失領域がないようにする。標本を完全に処置した後、オペレータは標本を取り出す信
号を入力し、即座に装置を次の標本処理を行なう準備をする。
【００８３】
上述したところは目標を見出す蛍光画像分析について説明したが、非蛍光バックライトＬ
ＥＤ照明画像を使用して他のタイプの目標を、たとえラベルが付いていないものであって
も見出すこともできる。
【００８４】
順次のフレームの結像及び順次の目標照射を制御する電流計偏向ミラーを使用することの
利点は大きいものである。電流計偏向ミラーの一つのブランドとしては、ケンブリッジ・
テクノロジー社の型番６８６０がある（マサチューセッツ州ケンブリッジ）。この電流計
偏向ミラーは数ミリ秒内で正確に再位置決めすることができ、大きな領域及び妥当な時間
内でのできるだけ多くの目標の処理を行うことができる。これに比べて、可動ステージは
動作が比較的緩慢であり、従って、標本の特定領域を走査レンズの視界内に移動すること
のみに使用する。電流計制御ボードによって連続的に発生するエラー信号をコンピュータ
によってモニターし、ミラーを所定位置に位置決めし、画像を撮り込む前に安定状態にす
るか、又は閉ループで目標に向け発射する。
【００８５】
本発明の明細書中、用語「標本」は広い意味を持つものとする。即ち、装置内に配置する
生物学的サンプルの任意のタイプを包含する。標本は容器内に又は容器に関連して閉じ込
め、細胞の無菌状態及び活状態を維持する。更に、標本は冷却装置に組み込み又は関連さ
せ、本発明方法の動作中に外気温より高い又は低い温度に維持する。標本容器を使用する
場合には、この標本容器は照明レーザ、バックライト照明、及び処置レーザと共存できる
ものとし、標本容器自体に大きなダメージを受けずに適切なエネルギを透過するものとす
べきである。
【００８６】
上述の実施例の多くの変更も可能であり、例えば、照明、結像、及び細胞照準に関して他
の方法もあり得る。例えば、走査レンズに対する標本の移動は、標本をほぼ静止した状態
にして走査レンズを移動することによって達成することができる。照明ビーム、画像、及
びエネルギビームの偏向は、任意の制御可能反射装置又は回折装置によって達成すること
ができ、例えば、プリズム、圧電傾動プラットフォーム、又は音響光学的偏向器がある。
更に、装置は、標本の下方又は上方のいずれかから画像処理を行なうようにすることもで
きる。装置を可動走査レンズに対して合焦するため、照明ビーム及びエネルギビームはｚ
軸に沿って異なる焦点面に指向させることができる。このようにして、異なる垂直方向高
さに位置する標本部分は三次元的に装置によって結像及び画像処理することができる。各
ステップのシーケンスはプロセスを変更することなく変化させることができる。例えば、
標本のすべての目標の座標系を位置決め及び記憶し、次に目標を復帰させ、一定時間内に
一回又はそれ以上の回数にわたりエネルギを照射することができる。
【００８７】
標本を最適に処置するため、標本をほぼ平坦な表面上に載置し、標本の大部分が焦点の狭
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い範囲内に存在させ、自動合焦ステップを繰り返す必要を減少するようにする。この表面
における細胞の密度は、原理的に任意の値とすることができる。しかし、細胞密度は本発
明の手順に必要な全表面積を減少するため、できるだけ高い密度とすべきである。
【００８８】
以下に、異なる用途に上述の方法及び装置を使用する実施例を示す。
【００８９】
実施例１：自己ＨＳＣ移植
ＨＳＣ自己移植が必要なＢ細胞由来転移腫瘍を有する患者を医師が認識したとする。治療
の最初のステップとして、患者に標準のＨＳＣ採取処置をとらせ、侵されている腫瘍細胞
の数が未知数である約１×１０10個の造血細胞を採取する。採取した細胞をＨＳＣのため
に、ＣＤ３４表面抗原を有する細胞を選択する市販の免疫適合性コラム（カリフォルニア
州アービン、ネクセル・セラピュティクス社のＩｓｏｌｅｘ（登録商標）３００）を使用
して濃縮し、腫瘍細胞の数が未知数である約３×１０8 個の造血細胞群にする。この後に
、入り混ざった細胞群を、フィコエリトリンに結合する抗Ｂ細胞抗体（ＣＤ２０及びＣＤ
２２に指向させる）に接触させる。ラベルを付けた抗体を特別にＢ細胞由来の腫瘍細胞に
結合する。
【００９０】
この入り混ざった細胞群を、ほぼ平坦表面上の無菌標本容器に収容し、１平方センチメー
トル当たり約５００，０００個の細胞の集合となるようにする。標本を上述の装置の可動
ステージ上に配置し、すべての検出可能な腫瘍細胞をフィコエリトリンを参照して識別し
、治療（処置）レーザから致死量のエネルギを照射する。この装置の設計は、４時間にわ
たり臨床規模の移植標本の処理を行なうことができるものとする。細胞を標本容器から回
収し、洗浄し、次に低温保存する。細胞を患者に再注入する前に、患者の体内における腫
瘍細胞を破壊する化学治療を高い投与量で行なう。この処置に続いて、処理した細胞を３
７゜Ｃで解凍して患者に静脈注射で投与する。患者は元の癌の再発なしに回復する。
【００９１】
実施例２：同種ＨＳＣ移植
他の実施例としては、ＨＳＣ同種移植における移植体対受容体疾患の大きな危険性及び困
難性に打ち勝つことができる。患者は適当なドナーが見つかったときに同種移植のために
選択される。上述の実施例で説明したように、選択したドナーから細胞を採取する。この
場合、入り混ざった細胞を、フィコエリトリンのラベル付けをした抗ＣＤ３のＴ細胞抗体
に接触させる。代案として、同種抗原が存在する場合に、活性Ｔ細胞マーカー（例えば、
ＣＤ６９）を使用して特定の同種反応Ｔ細胞のサブセットにラベル付けをする。細胞群を
上述の装置によって処理し、患者に投与すべきＴ細胞の数を厳密に規定及び制御する。こ
のタイプの制御は、多すぎるＴ細胞投与が移植体対受容体疾患の危険性を増大させるとと
もに、Ｔ細胞が少なすぎると移植欠陥の危険性及び既知の有益な移植体対白血病効果が喪
失する危険性がある。本発明方法及び装置によれば、同種移植におけるＴ細胞の数を厳密
に制御することができる。
【００９２】
実施例３：組織工学
他の実施例においては、本発明装置を使用して組織工学の用途の接種物における冒されて
いる細胞を除去するのに使用する。細胞汚染問題は組織工学を実施するに必要な初代細胞
培養を生成する際に存在し、このことはランガー氏及びヴァカンティ氏によって説明され
ている（１９９９年のLnager氏及びVacanti 氏の論文参照）。特に、軟骨疾患の軟骨細胞
治療は、軟骨生検から採取した細胞群における不純物によって妨げられる。従って、本発
明を使用して接種物からこのタイプの細胞を特別に取り出す。
【００９３】
例えば、軟骨置換を要する患者から軟骨生検を行なう。この標本を通常の条件の下で成長
させる（１９９４年Brittberg 氏らの論文参照）。培養体をすべての汚染細胞例えば、繊
維芽細胞のための特定ラベルで着色する。この入り混ざった細胞を上述の装置内に配置し
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、ラベル付けした汚染細胞を目標として処置レーザを照射し、ゆっくりと軟骨細胞を成長
させ、培養体で十分発育させる。
【００９４】
実施例４：幹細胞治療
更に、他の実施例としては、胚芽幹細胞を使用して広範囲の種々の病疾患を治療する。胚
芽幹細胞は未分化であるため、心筋細胞及びニューロンのような移植に使用される多くの
タイプの組織を生成するのに使用される。しかし、移植される未分化胚芽幹細胞は奇形種
として知られているタイプの腫瘍を形成する細胞種が混じる傾向もある（１９９９年Pede
rsen氏の論文参照）。従って、胚芽幹細胞由来の組織を治療に使用することは、厳密な細
胞の純化を必要とし、十分分化した細胞のみを確実に移植することができなければならな
い。本明細書に記載した装置を使用することにより、胚芽幹細胞由来の組織を患者に移植
する前に、未分化幹細胞を排除する。
【００９５】
実施例５：人体腫瘍細胞培養体の生成
他の実施例としては、腫瘍生検を癌患者から取り出し、人体腫瘍細胞の培養を開始する。
しかし、多くの腫瘍タイプから初代人体腫瘍細胞培養を生体外で生成するのは、初代細胞
群を汚染する恐れがあって複雑であり、この汚染は腫瘍細胞よりも生体外成長特性が優勢
である。例えば、汚染する繊維芽細胞は、多くの癌細胞培養を育成するのに大きな障害と
なる。本明細書で説明した装置を使用し、特に、汚染する細胞にラベル付けし、破壊する
とともに、生検腫瘍細胞を完全な状態のままにしておくことができる。従って、より活発
な初代細胞が癌細胞の系列を襲いまた破壊することがない。
【００９６】
実施例６：特定ｍＲＮＡ発現ライブラリの構築
異なる細胞群内の遺伝子の特別な発現パターンは多くの研究者にとって極めて興味深いも
のであり、また多くの研究は異なる細胞タイプの発現された遺伝子のライブラリを個別に
構築するものであった。例えば、腫瘍細胞対正常細胞で発現する遺伝子を知ることは極め
て大きな潜在的な価値を有する（１９９９年Cossman 氏らの論文参照）。このようなライ
ブラリを構築するのに使用する増幅方法によって、少ない数の汚染細胞であっても、不正
確な発現ライブラリを生ずる結果を招く（１９９９年Cossman 氏らの論文；１９９８年Sc
hutze 及びLahr氏の論文参照）。この問題を解決する手法の一つとして、レーザ顕微解剖
即ち、レーザ・キャプチャ・マイクロディセッション（ＬＣＭ）を使用するものがあり、
この手法は、単一の細胞を使用して増幅用に原初遺伝子物質を用意するものである（１９
９８年Schutze 及びLahr氏の論文参照）。不幸にも、単一細胞の遺伝子発現は幾分確率論
的であり、また分析時における個別細胞の特別な状態に左右される傾向がある（１９９９
年Cossman 氏らの論文参照）。従って、ｍＲＮＡを抽出する前に多くの数の細胞を正確に
精製することにより極めて正確な発現ライブラリを構築できるようになり、このような正
確な発現ライブラリは、単一細胞発現や汚染細胞による発現によって左右されることなく
研究している細胞群を表現するものである。本明細書に記載の本発明方法及び装置を使用
して細胞群を精製し、ＲＮＡ抽出手順の実施中に汚染細胞がないようにすることができる
。
【００９７】
実施例７：特定細胞群の移入（Transfection）
多くの研究及び臨床遺伝子治療の用途は、存在している他の細胞に移入することなしには
所望の細胞タイプの妥当な数の細胞に対する移入が不可能であることで阻害されている。
本発明方法及び装置は、細胞の混合群内で細胞を選択的に狙いを付けて移入することがで
きる。照準を付けたエネルギ源で細胞膜に又は細胞膜の近傍に光学機械的衝撃波を発生す
ることによって、移行孔を形成し、この移行孔を経て遺伝子（又は他の）物質が細胞内に
進入することができる。この遺伝子転移方法はオプトポレーション（optoporation）と称
されている（１９９６年Palumbo 氏らの論文参照）。上述の本発明装置によれば、興味の
ある細胞のみに選択的にオプトポレーションを迅速かつ自動的に狙いを付けて行なうこと
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ができる。
【００９８】
例えば、白血細胞は移入すべきＤＮＡを含む溶液を有する標本容器内で配置する。幹細胞
に対する特異性を有する蛍光ラベル付き抗体を媒質に添加し、幹細胞に結合させる。標本
容器は細胞処置装置内に配置し、処置レーザを照明レーザ光の下で蛍光を発しているすべ
ての細胞に照射する。この処置レーザはＤＮＡを照準を付けた細胞に特定移入するのに有
効である。
【００９９】
実施例８：生物工学的用途における好ましいクローンの選択
細胞系を使用して価値ある生成物を創成する多くの生物工学的処理において、極めて効率
よく生成物を創出するクローンを派生させることが望まれている。クローンのこの選択は
手作業で行われることがよくあり、何らかの方法で隔離した多数のクローンを監視しなが
ら手作業で行われることがよくある。本発明によれば、特定生成物を創出するための好ま
しいクローンの監視及び選択を迅速かつ自動的に行なうことができる。例えば、最大量の
抗体を創出するハイブリドーマ細胞は、ＦC 領域に指向する蛍光ラベルによって認識でき
る。蛍光ラベルのない又は僅かしか蛍光ラベルが付けられていない細胞は処置レーザで狙
い打ちして壊死させ、残ったものがうまい具合に抗体生成に使用するクローンとなる。
【０１００】
実施例９：細胞反応の自動モニタ
特定刺激に反応する細胞を自動的にモニタすることは、高い処理効率が得られる薬物スク
リーニングにおいて極めて有益である。窪み付きプレートの一つの窪みに収納される細胞
群を刺激にさらし、細胞群全体からの蛍光信号を経時的に捕らえることがよくある。本明
細書に記載した本発明方法及び装置を使用することにより、より詳細なモニタを単一細胞
レベルで行なうことができる。例えば、細胞群にラベル付けし、興味ある細胞の副母集団
の特性を認識する。このラベルは照明レーザによって励起し、これら細胞を認識できる。
この後、処置レーザを第１ラベルによって識別した個々の細胞に照準を付けて照射し、第
２ラベルを励起させ、各細胞の反応に関する情報を得る。細胞はほぼ表面上で静止してい
るため、各細胞は多数回の評価で、各細胞反応の運動に関する一時的な情報を得る。更に
、大きな面積を有する走査レンズ及び電流計制御偏向ミラーを使用することによって、比
較的多数の窪みを短時間で迅速にモニタすることができる。
【０１０１】
特別な実施例としては、上述の実施例２で示した同種反応する（アロリアクティブな:all
oreactive）Ｔ細胞の場合を考慮する。同種抗原の場合、活性化したドナーＴ細胞はＣＤ
６９によって認識することができる。処置レーザを使用してこれら細胞を照射壊死させる
代わりに、処置レーザを使用してカルボキシフルオレセイン・ジアセテートの励起及び蛍
光発光によって各活性化したＴ細胞の細胞内ｐＨを調べることができる。照準を定めたレ
ーザによって活性化した細胞のみを調べることができるとともに、大部分のスクリーニン
グ方法で細胞群全体の反応を評価することができる。一連の窪みを並列的にモニタする場
合、種々の試薬を個別の窪みに添加し、また特定の活性化したＴ細胞の各試薬に対する反
応を経時的にモニタすることができる。このような装置は、移植体対受容体疾患における
同種反応性Ｔ細胞の反応を改善する試薬のための高い処理効率が得られるスクリーニング
方法をもたらす。この実施例によれば、当業者であれば、刺激に対する細胞反応を、第１
ラベルで認識した興味ある細胞のみに焦点を当てて個別の細胞毎にモニタする他の大きな
実施例も考えつくことができるであろう。
【０１０２】
実施例１０：フォトブリーチング研究
蛍光体を付けた生物学的サンプルの特定領域のフォトブリーチング及び／又はフォトブリ
ーチリカバリは、種々の生物学的プロセスを評価するのに使用する一般的な方法である。
例えば、細胞懸濁液をロドアミン(rhodamine)123でラベル付けし、細胞内のミトコンドリ
アに蛍光のしみを付ける。本発明の照明レーザを使用することにより、１個又はそれ以上
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の細胞内のミトコンドリアをロドアミン１２３の蛍光によって可視化する。次に処置レー
ザを使用して合焦した光ビームを発生して１個又はそれ以上の細胞内の小さい領域におけ
るロドアミン１２３のフォトブリーチングを生ずる。フォトブリーチした領域は直後に黒
ずむとともに、隣接領域には影響がない。一連の画像を照明レーザを使用して撮影し、時
系列的な一連の画像を生じ、ブリーチされないミトコンドリアの処置レーザでフォトブリ
ーチされた領域への移動を記録する。この手法を使用して細胞内の多くの生物学的構造の
動き、入れ替わり、補充を評価することができる。
【０１０３】
このようにして、培養したラットの神経突起において、ミトコンドリアのフォトブリーチ
リカバリを、各細胞内のミトコンドリアの移動プールの寸法を測定する（１９９５年Chut
e 氏らの論文参照）。これら細胞におけるフォトブリーチリカバリの速度は、細胞内カル
シウム及びマグネシウム濃度、エネルギ状態、及び微小管の無欠性に依存する。神経組織
に有害な物質例えば、タクソール(taxol)又はヴィンブラスチン(vinblaatine) はフォト
ブリーチングリカバリの速度に影響する。従って、神経組織に有害な物質の評価は、マル
チウェル（窪み）付きプレートのウェル（窪み）内の種々の試薬にさらした統計学的に多
数の神経突起内のミトコンドリアのフォトブリーチリカバリの測定に基づいて行なうこと
ができる。このような用途では、本明細書に記載した本発明装置により、迅速かつ自動化
した評価方法を提供し、多数の細胞における多くの物質の神経組織毒性を評価することが
できる。この実施例に基づいて、当業者であれば、生物学的標本から有用な情報を得るた
めにフォトブリーチングを誘発し、またフォトブリーチリカバリをモニタする他の実施例
を考え付くことができるであろう。
【０１０４】
実施例１１：脱ケージ化研究
　ケージ化化合物を使用して生物学的プロセスを素早く研究することには、非活性状態に
ある生物学的関連物質の結合（即ち、ケージ化）があり、ケージ化物質を生物学的標本内
に拡散させ（比較的ゆっくりとしたプロセスで）、次にレーザを使用して光分解反応を誘
発し（比較的速いプロセスで）、その場でミリ秒単位で物質を解放（即ち、脱ケージ化）
する。次に、生物学的標本を短い時間にわたり顕微鏡観察し、生物学的プロセスにおける
脱ケージ化されない物質の効果を決定する。おき重要な物質のケージとしては、以下のも
のがある即ち、ダイオキシジン(Dioxygen)、環式ＡＤＰ‐リボース（ｃＡＤＰＲ）、ニコ
チン酸アデニン・ジニュークレオチド・フォスフェート（ＮＡＡＤＰ）、一酸化窒素（Ｎ
Ｏ）、カルシウム、Ｌアスパラギン酸塩、及びアデノシン・トリフォスフェート（ＡＴＰ
）がある。走化性は、脱ケージ化化合物によって研究することができる生理学的特徴の一
つの例である。
【０１０５】
　脱ケージ化研究には、生物学的標本の生物学的標本にレーザ光を照射し、次いで時系列
的に顕微鏡により標本を観察することが含まれる。本発明装置はこの研究における有用性
ははっきりとしている。特別な例としては、Ｌ‐アスパラギン酸塩に指向するE.coli走化
性の研究がある（１９９９年Jasuja氏らの論文参照）。アスパラギン酸のベータ‐２，６
‐ジニトロベンジル・エステル、及び８‐ヒドロキシピレン‐１，３，６‐トリス‐スル
フォン酸の１‐（２‐ニトロフェニル）エチル・エステルを、E.coliを含むウェル（窪み
）付きプレートの窪みに添加する。処置レーザで照射する際に、Ｌアスパラギン酸塩及び
発蛍光団の８‐ヒドロキシピレン‐１，３，６‐トリス‐スルフォン酸（ピラニン：pyra
nine）の局部的脱ケージ化が誘発される。Ｌ‐アスパラギン酸塩は、E.coliのための化学
的誘引物質として作用し、その後の蛍光画像（照明レーザを使用する）において、ピラニ
ン発蛍光団は、照射した局部領域で生じた脱ケージ化の度合を示すインジケータとして作
用する。脱ケージ化現象における可視波長光、例えば、バックライトによって照明された
近傍のE.coliの経時的画像を使用して、局部的に脱ケージ化されたＬ‐アスパラギン酸塩
に対する微生物の化学走化性反応を測定する。本発明の特徴によって、それぞれ潜在的な
抗微生物試薬を添加した多数のウェル（窪み）を迅速にスクリーニングして微生物の走化
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性反応を決定する。この実施例によれば、当業者であれば、処置レーザによって脱ケージ
化を誘発し、次いで時系列的に顕微鏡観察し、多数のサンプルを自動的に有用な情報を得
る他の実施例を考えつくことができるであろう。
【０１０６】
本発明の特徴を本明細書に例示した特別な実施例につき説明したが、本発明はこれに限定
されるものではない。本発明は特許請求の範囲によってのみ限定される。
【０１０７】
以下に、引用文献を列挙する。

【０１０８】
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【図面の簡単な説明】
【図１】　細胞処置装置の一つの実施例のハウジング及びディスプレイの外観の斜視図で
ある。
【図２】　細胞処置装置の一つの実施例の外側ハウジングを取外し、内部の構成部材を示
す斜視図である。
【図３】　細胞処置装置の一つの実施例における光学的副組立体の設計のブロック図であ
る。
【図４】　細胞処置装置の一つの実施例の光学的副組立体の一つの実施例の斜視図である
。
【図５】　光学的副組立体の一つの実施例の走査レンズ及び可動ステージの構成を示す側
面図である。
【図６】　光学的副組立体の一つの実施例の底面側から見た斜視図である。
【図７】　細胞処置装置の可動ステージの頂面側から見た斜視図である。
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