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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血液試料の平均細胞体積を測定する方法であって、
　血液のアリコートを付着させて顕微鏡スライド上に単層を形成することによって試料を
調製することと、
　複数の照射波長の入射光で前記試料を照射し、前記試料の１つ以上の二次元画像を得る
こととを備え、前記１つ以上の二次元画像は、前記複数の入射波長の各々において少なく
とも１つの画像を備え、さらに
　前記１つ以上の画像の中に候補赤血球の組を同定することと、
　前記候補赤血球の組から代表赤血球の組を同定することと、
　前記代表赤血球の組の中の各血球毎に体積を測定することと、
　前記代表赤血球の組の中の前記血球の各々の前記体積に基づいて前記試料の平均細胞体
積を測定することとを備える、方法。
【請求項２】
　前記試料の前記１つ以上の二次元画像は１つよりも多くの二次元画像を備え、前記１つ
よりも多くの二次元画像の各々は前記試料中の異なる場所に対応する、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記試料の前記１つ以上の二次元画像の各々１つは、前記試料から反射されるまたは前
記試料を透過する入射光に対応する、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記試料の前記１つ以上の二次元画像の少なくともいくつかは、前記試料から現われか
つ電磁スペクトルの青色領域に中心波長を有する光に対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記代表赤血球の組の各構成要素毎に、
　前記構成要素に対応する画素の組を同定することと、
　前記構成要素の周領域に対応する前記画素の組のサブセットを同定することと、
　前記画素の組から画素の前記サブセットを除去することとをさらに備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項６】
　画素の前記サブセットは３画素以上の幅を有する周領域に対応する、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　前記代表赤血球の組を同定することは、
　前記候補赤血球の組の各構成要素毎に、前記構成要素に対応する画素の組を同定するこ
とと、
　前記画素の組に基づいて前記構成要素の面積および周を測定することと、
　前記面積に対する前記周の２乗の比率がしきい値よりも大きい場合は前記代表赤血球の
組から前記構成要素を排除することとを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記候補赤血球の組の各構成要素毎に、
　前記構成要素の凸包を測定することと、
　前記凸包で囲まれる面積を測定することと、
　前記構成要素の前記面積に対する前記凸包によって囲まれる前記面積の比率がしきい値
を超える場合は、前記代表赤血球の組から前記構成要素を排除することとをさらに備える
、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記候補赤血球の組の各構成要素毎に、前記構成要素の前記面積が選択された面積範囲
外にある場合は、前記候補赤血球の組から前記構成要素を排除することをさらに備える、
請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記代表赤血球の組の中の各血球毎に体積を測定することは、各血球毎に、
　前記血球に対応する画素の組に関連付けられる光学濃度の和を算出することによって前
記血球の合計光学濃度を測定することと、
　前記画素の組の間の平均および最大光学濃度値を測定することと、
　前記平均および最大光学濃度値に基づいて前記体積を算出することとを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記平均および最大光学濃度値ならびにオフセット値に基づいて前記体積を算出するこ
とをさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　体積が分かっている参照細胞の１つ以上の画像に基づいて前記オフセット値を定めるこ
とをさらに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記二次元画像の少なくとも１つは、電磁スペクトルの赤色領域中に中心波長を有する
入射光に対応し、前記二次元画像の少なくとも１つは、前記電磁スペクトルの青色領域中
に中心波長を有する入射光に対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記二次元画像の少なくとも１つは、前記電磁スペクトルの黄色領域中に中心波長を有
する入射光に対応し、前記二次元画像の少なくとも１つは、前記電磁スペクトルの緑色領
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域中に中心波長を有する入射光に対応する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１つ以上の二次元画像は、４つの異なる照射波長の各々において少なくとも１つの
画像を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記代表赤血球の組の中の各血球毎に、
　各照射波長毎に、前記照射波長での前記試料の前記二次元画像の１つから前記血球に関
連付けられる画素の組を同定することと、
　各照射波長毎に、前記照射波長に対応する同定された前記画素の組について平均および
最大光学濃度値を測定することと、
　各照射波長毎に、前記平均および最大光学濃度値に基づいて前記血球の波長固有体積を
算出することと、
　前記照射波長に対応する前記波長固有血球体積から前記血球の前記体積を測定すること
とをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記代表赤血球の組の中の各血球毎に、
　前記二次元画像の１つから前記血球の面積を測定することと、
　各照射波長毎に、前記平均および最大光学濃度値ならびに前記血球の前記面積に基づい
て前記血球の波長固有体積を算出することとをさらに備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記代表赤血球の組の中の各血球毎に、
　各照射波長毎に、前記照射波長での前記試料の前記二次元画像の１つから前記血球に関
連付けられる画素の組を同定することと、
　各照射波長毎に、前記照射波長に対応する同定された前記画素の組に関連付けられる光
学濃度の和を算出することによって前記血球についての合計光学濃度を測定することと、
　各照射波長毎に、前記照射波長に対応する前記同定された画素の組についての平均およ
び最大光学濃度値を測定することと、
　各照射波長毎に、前記平均および最大光学濃度値に基づいて前記血球の波長固有体積を
算出することと、
　前記照射波長に対応する前記合計光学濃度および前記波長固有血球体積から前記血球の
前記体積を測定することとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記照射波長に対応する前記合計光学濃度と前記波長固有血球体積との重み付け線形結
合として前記血球の前記体積を測定することをさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　自動化血液分析装置の動作条件を判定する方法であって、
　前記装置が請求項１に記載の前記方法を用いて対照組成物についての平均細胞体積を測
定するように前記装置を動作させることと、
　前記対照組成物についての前記平均細胞体積の参照値と前記平均細胞体積の測定値とを
比較して前記装置の前記動作条件を判定することとを備える、方法。
【請求項２１】
　前記対照組成物についての前記平均細胞体積の前記測定値と前記参照値との間の差を求
めることと、
　前記差がしきい値を超える場合は前記装置を再校正することとをさらに備える、請求項
２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記装置を再校正することは、血液試料の参照の組から、代表赤血球の組の中の各血球
毎に前記体積を測定するのに用いる複数の重み係数を定めることを備える、請求項２１に
記載の方法。
【請求項２３】
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　赤血球の体積を測定する方法であって、
　（ａ）複数の照射波長の入射光で前記血球を照射することと、
　（ｂ）各照射波長に対応する前記血球の少なくとも１つの二次元画像を得ることと、
　（ｃ）各照射波長毎に、前記血球についての平均光学濃度および最大光学濃度を測定す
ることと、
　（ｄ）前記血球の面積を測定することと、
　（ｅ）各照射波長毎に、前記血球の前記面積ならびに前記照射波長に対応する前記血球
についての前記平均光学濃度および最大光学濃度に基づいて前記血球の体積を測定するこ
とと、
　（ｆ）各照射波長毎に、前記血球の前記面積および前記照射波長に対応する前記血球に
ついての前記平均光学濃度に基づいて前記血球についての積分光学濃度を測定することと
、
　（ｇ）前記血球の前記面積と、前記照射波長の各々に対応する前記血球の前記体積と、
前記照射波長の各々に対応する前記血球についての前記積分光学濃度との重み付けられた
組合せに基づいて前記血球の前記体積を測定することとを備える、方法。
【請求項２４】
　血液の試料からの複数の赤血球について（ａ）から（ｇ）を繰返して、前記複数の血球
の各々毎に体積を測定することと、
　前記複数の血球の各々毎に前記体積から前記試料の平均血球体積を測定することとをさ
らに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　各々それぞれの血球毎に、前記それぞれの血球の前記面積が２０平方ミクロンよりも小
さい場合、前記平均細胞体積の測定から前記それぞれの血球を排除することをさらに備え
る、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　各々それぞれの血球毎に、前記それぞれの血球の前記面積が８０平方ミクロンよりも大
きい場合、前記平均細胞体積の測定から前記それぞれの血球を排除することをさらに備え
る、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記照射波長に対応する前記最大光学濃度に対する前記平均光学濃度の比率に基づいて
各々の照射波長での前記血球の前記体積を測定することをさらに備える、請求項２３に記
載の方法。
【請求項２８】
　前記照射波長での前記最大光学濃度と補正係数との和に対する前記平均光学濃度の比率
に基づいて各々の照射波長での前記血球の前記体積を測定することをさらに備える、請求
項２３に記載の方法。
【請求項２９】
　前記最大光学濃度と前記補正係数との前記和に対する前記平均光学濃度の前記比率にオ
フセット値を加算して各々の照射波長での前記血球の前記体積を測定することをさらに備
える、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　血液試料の参照の組から前記補正係数および前記オフセット値の値を求めることをさら
に備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記複数の照射波長は少なくとも３つの照射波長を備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項３２】
　前記複数の照射波長は、５７５ｎｍから６００ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、５
２５ｎｍから５７０ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、４００ｎｍから４７５ｎｍの間
の少なくとも１つの波長とを備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】



(5) JP 6363666 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

　前記複数の照射波長は少なくとも４つの照射波長を備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項３４】
　前記複数の照射波長は、６２０ｎｍから７５０ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、５
７５ｎｍから６００ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、５２５ｎｍから５７０ｎｍの間
の少なくとも１つの波長と、４００ｎｍから４７５ｎｍの間の少なくとも１つの波長とを
備える、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　自動化血液分析装置の動作条件を判定する方法であって、
　前記装置が請求項２４に記載の前記方法を用いて、対照組成物についての平均細胞体積
を測定するように前記装置を動作させることと、
　前記対照組成物についての前記平均細胞体積の参照値を前記平均細胞体積の測定値と比
較して前記装置の前記動作条件を判定することとを備える、方法。
【請求項３６】
　前記対照組成物についての前記平均細胞体積の前記測定値と前記参照値との間の差を求
めることと、
　前記差がしきい値を超える場合は前記装置を再校正することとをさらに備える、請求項
３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記装置を再校正することは、血液試料の参照の組から、複数の細胞の面積と、照射波
長の各々に対応する前記複数の細胞の体積と、前記照射波長の各々に対応する前記複数の
細胞についての積分光学濃度とに基づいて前記試料の前記平均細胞体積を測定するのに用
いられる複数の重み係数を定めることを備える、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　赤血球の体積を測定するためのシステムであって、
　複数の照射波長の入射光で前記血球を照射するように構成される照射源と、
　各照射波長に対応する前記血球の少なくとも１つの二次元画像を得るように構成される
検出器と、
　（ａ）各照射波長で前記血球についての平均光学濃度および最大光学濃度を測定し、
　（ｂ）前記血球の面積を測定し、
　（ｃ）各照射波長毎に、前記血球の前記面積ならびに前記照射波長に対応する前記血球
についての前記平均光学濃度および最大光学濃度に基づいて前記血球の体積を測定し、
　（ｄ）各照射波長毎に、前記血球の前記面積および前記照射波長に対応する前記血球に
ついての前記平均光学濃度に基づいて前記血球の積分光学濃度を測定し、
　（ｅ）前記血球の前記面積と、前記照射波長の各々に対応する前記血球の前記体積と、
前記照射波長の各々に対応する前記血球についての前記積分光学濃度との重み付けられた
組合せに基づいて前記血球の前記体積を測定するように構成される電子プロセッサとを備
える、システム。
【請求項３９】
　前記電子プロセッサは、血液の試料からの複数の赤血球について（ａ）から（ｅ）を繰
返して前記複数の血球の各々毎に体積を測定し、かつ
　前記複数の血球の各々毎に前記体積から前記試料についての平均細胞体積を測定するよ
うにさらに構成される、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記複数の照射波長は、５７５ｎｍから６００ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、５
２５ｎｍから５７０ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、４００ｎｍから４７５ｎｍの間
の少なくとも１つの波長とを備える、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４１】
　自動化血液試料調製システムをさらに備える、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記電子プロセッサは、各々それぞれの血球毎に、前記それぞれの血球の前記面積が２
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０平方ミクロンよりも小さい場合、前記平均血球体積の測定から前記それぞれの血球を排
除するようにさらに構成される、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記電子プロセッサは、各々それぞれの血球毎に、前記それぞれの血球の前記面積が８
０平方ミクロンよりも大きい場合、前記平均血球体積の測定から前記それぞれの血球を排
除するようにさらに構成される、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記電子プロセッサは、前記照射波長に対応する前記最大光学濃度に対する前記平均光
学濃度の比率に基づいて各々の照射波長での前記血球の前記体積を測定するようにさらに
構成される、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記電子プロセッサは、前記最大光学濃度と補正係数との和に対する前記平均光学濃度
の前記比率にオフセット値を加算して、各々の照射波長での前記血球の前記体積を測定す
るようにさらに構成される、請求項４４に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記電子プロセッサは、血液試料の参照の組から前記補正係数の値および前記オフセッ
ト値を求めるようにさらに構成される、請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記複数の照射波長は少なくとも３つの照射波長を備える、請求項３８に記載のシステ
ム。
【請求項４８】
　前記複数の照射波長は少なくとも４つの照射波長を備える、請求項３８に記載のシステ
ム。
【請求項４９】
　前記複数の照射波長は、６２０ｎｍから７５０ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、５
７５ｎｍから６００ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、５２５ｎｍから５７０ｎｍの間
の少なくとも１つの波長と、４００ｎｍから４７５ｎｍの間の少なくとも１つの波長とを
備える、請求項４８に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記試料は対照組成物であり、前記電子プロセッサは、
　前記対照組成物の平均血球体積を測定し、かつ
　前記対照組成物の前記平均血球体積の参照値を前記平均血球体積の測定値と比較して、
前記システムを備える装置の動作条件を判定するようにさらに構成される、請求項３９に
記載のシステム。
【請求項５１】
　前記電子プロセッサは、
　前記対照組成物の前記平均血球体積の前記測定値と前記参照値との間の差を求め、かつ
　前記差がしきい値を超える場合は前記装置を再校正するようにさらに構成される、請求
項５０に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記電子プロセッサは、血液試料の参照の組から、前記複数の血球の前記面積と、前記
照射波長の各々に対応する前記複数の血球の前記体積と、前記照射波長の各々に対応する
前記複数の血球についての前記積分光学濃度とに基づいて前記試料の前記平均血球体積を
測定するのに用いられる複数の重み係数を定めることによって前記装置を再校正するよう
にさらに構成される、請求項５１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　この出願は、２０１１年４月１５日に出願された米国仮特許出願第６１／４７６，１７
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０号、２０１１年４月１５日に出願された米国仮特許出願第６１／４７６，１７９号、２
０１１年７月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／５１０，６１４号、２０１１年
７月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／５１０，７１０号、および２０１２年１
月２３日に出願された米国仮特許出願第６１／５８９，６７２号に対する、米国特許法第
１１９条（ｅ）に基づく優先権を主張する。以上の出願の各々の全内容をここに引用によ
り援用する。
【０００２】
　技術分野
　この開示は、赤血球、血小板、および白血球を含むがこれらに限定されない血液細胞の
体積および成分の計測に関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　赤血球（ＲＢＣ）または血小板などの血液細胞の体積は、他の生理学的におよび治療的
に関連の量を測定するのに用いることができる重要な測定基準（metric）である。たとえ
ば、患者が貧血を患っているか否かを判定するのに、患者の赤血球の平均細胞体積計測値
を用いることができる。血液細胞成分の計測は、さまざまな診断目的のために用いること
ができる別の重要な測定基準である。たとえば、患者の赤血球の平均細胞ヘモグロビン含
有量も、患者が貧血を患っているか否かを判定するのに用いることができる。そして、細
胞の体積およびヘモグロビンなどの成分のそのような関連の量を、患者の病状の同定およ
び可能な治療経過の評価を含むさまざまな診断目的のために用いることができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　概要
　一般的に、第１の局面では、開示は、赤血球（red blood cell）のヘモグロビン含有量
値を測定する方法を特徴とし、方法は：（ａ）複数の照射波長の入射光で細胞（cell）を
照射することと；（ｂ）各照射波長に対応する細胞の少なくとも１つの二次元画像を得る
ことと；（ｃ）各照射波長毎に、細胞について平均光学濃度および最大光学濃度を測定す
ることと；（ｄ）細胞の面積を測定することと；（ｅ）各照射波長毎に、細胞の面積なら
びに照射波長に対応する細胞についての平均光学濃度および最大光学濃度に基づいて細胞
の体積を測定することと；（ｆ）各照射波長毎に、細胞の面積および照射波長に対応する
細胞についての平均光学濃度に基づいて細胞についての積分光学濃度を測定することと；
（ｇ）細胞の面積と、照射波長の各々に対応する細胞の体積と、照射波長の各々に対応す
る細胞についての積分光学濃度との重み付けられた組合せに基づいて細胞のヘモグロビン
含有量値を測定することとを含む。
【０００５】
　別の局面では、開示は、血小板の体積を測定する方法を特徴とし、方法は：（ａ）複数
の照射波長の入射光で血小板を照射することと；（ｂ）各照射波長に対応する血小板の少
なくとも１つの二次元画像を得ることと；（ｃ）各照射波長毎に、血小板について平均光
学濃度および最大光学濃度を測定することと；（ｄ）血小板の面積を測定することと；（
ｅ）各照射波長毎に、血小板の面積ならびに照射波長に対応する血小板についての平均光
学濃度および最大光学濃度に基づいて血小板の体積を測定することと；（ｆ）各照射波長
毎に、血小板の面積および照射波長に対応する血小板についての平均光学濃度に基づいて
血小板についての積分光学濃度を測定することと；（ｇ）血小板の面積と、照射波長の各
々に対応する血小板の体積と、照射波長の各々に対応する血小板についての積分光学濃度
との重み付けられた組合せに基づいて血小板の体積を測定することとを含む。
【０００６】
　さらなる局面では、開示は、細胞の体積を測定する方法を特徴とし、方法は：（ａ）複
数の照射波長の入射光で細胞を照射することと；（ｂ）各照射波長に対応する細胞の少な
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くとも１つの二次元画像を得ることと；（ｃ）各照射波長毎に、細胞についての平均光学
濃度および最大光学濃度を測定することと；（ｄ）細胞の面積を測定することと；（ｅ）
各照射波長毎に、細胞の面積ならびに照射波長に対応する細胞についての平均光学濃度お
よび最大光学濃度に基づいて細胞の体積を測定することと；（ｆ）各照射波長毎に、細胞
の面積および照射波長に対応する細胞についての平均光学濃度に基づいて細胞についての
積分光学濃度を測定することと；（ｇ）細胞の面積と、照射波長の各々に対応する細胞の
体積と、照射波長の各々に対応する細胞についての積分光学濃度との重み付けられた組合
せに基づいて細胞の体積を測定することとを含む。
【０００７】
　別の局面では、開示は、赤血球のヘモグロビン含有量値を測定するためのシステムを特
徴とし、システムは、複数の照射波長の入射光で細胞を照射するように構成される照射源
と、各照射波長に対応する細胞の少なくとも１つの二次元画像を得るように構成される検
出器と、（ａ）各照射波長で細胞についての平均光学濃度および最大光学濃度を測定し；
（ｂ）細胞の面積を測定し；（ｃ）各照射波長毎に、細胞の面積ならびに照射波長に対応
する細胞についての平均光学濃度および最大光学濃度に基づいて細胞の体積を測定し；（
ｄ）各照射波長毎に、細胞の面積および照射波長に対応する細胞についての平均光学濃度
に基づいて細胞についての積分光学濃度を測定し；（ｅ）細胞の面積と、照射波長の各々
に対応する細胞の体積と、照射波長の各々に対応する細胞についての積分光学濃度との重
み付けられた組合せに基づいて細胞のヘモグロビン含有量値を測定するように構成される
電子プロセッサとを含む。
【０００８】
　さらなる局面では、開示は、血小板の体積を測定するためのシステムを特徴とし、シス
テムは、複数の照射波長の入射光で血小板を照射するように構成される照射源と、各照射
波長に対応する血小板の少なくとも１つの二次元画像を得るように構成される検出器と、
（ａ）各照射波長で血小板についての平均光学濃度および最大光学濃度を測定し；（ｂ）
血小板の面積を測定し；（ｃ）各照射波長毎に、血小板の面積ならびに照射波長に対応す
る血小板についての平均光学濃度および最大光学濃度に基づいて血小板の体積を測定し；
（ｄ）各照射波長毎に、血小板の面積および照射波長に対応する血小板についての平均光
学濃度に基づいて血小板についての積分光学濃度を測定し；（ｅ）血小板の面積と、照射
波長の各々に対応する血小板の体積と、照射波長の各々に対応する血小板についての積分
光学濃度との重み付けられた組合せに基づいて血小板の体積を測定するように構成される
電子プロセッサとを含む。
【０００９】
　別の局面では、開示は、細胞の体積を測定するためのシステムを特徴とし、システムは
、複数の照射波長の入射光で細胞を照射するように構成される照射源と、各照射波長に対
応する細胞の少なくとも１つの二次元画像を得るように構成される検出器と、（ａ）各照
射波長で細胞についての平均光学濃度および最大光学濃度を測定し；（ｂ）細胞の面積を
測定し；（ｃ）各照射波長毎に、細胞の面積ならびに照射波長に対応する細胞についての
平均光学濃度および最大光学濃度に基づいて細胞の体積を測定し；（ｄ）各照射波長毎に
、細胞の面積および照射波長に対応する細胞についての平均光学濃度に基づいて細胞につ
いての積分光学濃度を測定し；（ｅ）細胞の面積と、照射波長の各々に対応する細胞の体
積と、照射波長の各々に対応する細胞についての積分光学濃度との重み付けられた組合せ
に基づいて細胞の体積を測定するように構成される電子プロセッサとを含む。
【００１０】
　さらなる局面では、開示は、血液試料について平均細胞体積を測定するための方法を特
徴とし、方法は、複数の照射波長の入射光で試料を照射し、複数の照射波長の各々で試料
の二次元画像を得ることと、画像の各々に現われる複数の細胞を同定することと、複数の
細胞の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する積分光学濃度を測定することと、
複数の細胞の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する積分光学濃度に基づいて細
胞の体積を測定することと、複数の細胞の各々１つ毎に細胞の体積から血液試料について
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平均細胞体積を測定することとを含む。
【００１１】
　別の局面では、開示は、血液試料について平均血小板体積を測定するための方法を特徴
とし、方法は、複数の照射波長の入射光で試料を照射し、複数の照射波長の各々で試料の
二次元画像を得ることと、画像の各々に現われる複数の血小板を同定することと、複数の
血小板の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する積分光学濃度を測定することと
、複数の血小板の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する積分光学濃度に基づい
て血小板の体積を測定することと、複数の細胞の各々１つ毎に、細胞の体積から血液試料
について平均血小板体積を測定することとを含む。
【００１２】
　さらなる局面では、開示は、血液試料について平均細胞ヘモグロビン値を測定するため
の方法を特徴とし、方法は、複数の照射波長の入射光で試料を照射し、複数の照射波長の
各々で試料の二次元画像を得ることと、画像の各々に現われる複数の細胞を同定すること
と、複数の細胞の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する積分光学濃度を測定す
ることと、複数の細胞の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する積分光学濃度に
基づいて細胞ヘモグロビン値を測定することと、複数の細胞の各々１つ毎に、細胞ヘモグ
ロビン値から血液試料についての平均細胞ヘモグロビン値を測定することとを含む。
【００１３】
　別の局面では、開示は、血液試料について平均細胞体積を測定するためのシステムを特
徴とし、システムは、複数の照射波長の入射光を試料に向けるように構成される照射源と
、複数の照射波長の各々で試料の二次元画像を得るように構成される検出器と、画像の各
々に現われる複数の細胞を同定し、複数の細胞の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に
対応する積分光学濃度を測定し、複数の細胞の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対
応する積分光学濃度に基づいて細胞体積を測定し、複数の細胞の各々１つ毎に、細胞体積
から血液試料についての平均細胞体積を測定するように構成される電子プロセッサとを含
む。
【００１４】
　さらなる局面では、開示は、血液試料についての平均血小板体積を測定するためのシス
テムを特徴とし、システムは、複数の照射波長の入射光を試料に向けるように構成される
照射源と、複数の照射波長の各々で試料の二次元画像を得るように構成される検出器と、
画像の各々に現われる複数の血小板を同定し、複数の血小板の各々１つ毎に、複数の照射
波長の各々に対応する積分光学濃度を測定し、複数の血小板の各々１つ毎に、複数の照射
波長の各々に対応する積分光学濃度に基づいて血小板体積を測定し、複数の細胞の各々１
つ毎に、血小板体積から血液試料についての平均血小板体積を測定するように構成される
電子プロセッサとを含む。
【００１５】
　別の局面では、開示は、血液試料について平均細胞ヘモグロビン値を測定するためのシ
ステムを特徴とし、システムは、複数の照射波長の入射光を試料に向けるように構成され
る照射源と、複数の照射波長の各々で試料の二次元画像を得るように構成される検出器と
、画像の各々に現われる複数の細胞を同定し、複数の細胞の各々１つ毎に、複数の照射波
長の各々に対応する積分光学濃度を測定し、複数の細胞の各々１つ毎に、複数の照射波長
の各々に対応する積分光学濃度に基づいて細胞ヘモグロビン値を測定し、複数の細胞の各
々１つ毎に、細胞の体積から血液試料についての平均細胞ヘモグロビン値を測定するよう
に構成される電子プロセッサとを含む。
【００１６】
　さらなる局面では、開示は、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、各々が
試料に入射する照射光の異なる波長に対応する、血液試料の複数の画像を受信させ、画像
の各々に現われる複数の細胞を同定させ、複数の細胞の各々１つ毎に複数の照射波長の各
々に対応する積分光学濃度を測定させ、複数の細胞の各々１つ毎に複数の照射波長の各々
に対応する積分光学濃度に基づいて細胞体積を測定させ、複数の細胞の各々１つ毎に細胞
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体積から血液試料についての平均細胞体積を測定させるコンピュータ可読命令をその上に
エンコードしたコンピュータ可読記憶装置を特徴とする。
【００１７】
　別の局面では、開示は、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、各々が試料
に入射する照射光の異なる波長に対応する、血液試料の複数の画像を受信させ、画像の各
々に現われる複数の血小板を同定させ、複数の血小板の各々１つ毎に複数の照射波長の各
々に対応する積分光学濃度を測定させ、複数の細胞の各々１つ毎に複数の照射波長の各々
に対応する積分光学濃度に基づいて血小板体積を測定させ、複数の細胞の各々１つ毎に細
胞体積から血液試料について平均血小板体積を測定させるコンピュータ可読命令をその上
にエンコードしたコンピュータ可読記憶装置を特徴とする。
【００１８】
　さらなる局面では、開示は、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、各々が
試料に入射する照射光の異なる波長に対応する、血液試料の複数の画像を受信させ、画像
の各々に現われる複数の細胞を同定させ、複数の細胞の各々１つ毎に複数の照射波長の各
々に対応する積分光学濃度を測定させ、複数の細胞の各々１つ毎に複数の照射波長の各々
に対応する積分光学濃度に基づいて細胞ヘモグロビン値を測定させ、複数の細胞の各々１
つ毎に細胞体積から血液試料についての平均細胞ヘモグロビン値を測定させるコンピュー
タ可読命令をその上にエンコードしたコンピュータ可読記憶装置を特徴とする。
【００１９】
　方法、システム、および装置の実施形態は、以下の特徴のうち任意の１つ以上を含むこ
とができる。
【００２０】
　方法は、血液の試料からの複数の赤血球についてステップ（ａ）から（ｇ）を繰返して
複数の赤血球の各々１つ毎にヘモグロビン含有量値を測定することと、複数の赤血球の各
々１つ毎にヘモグロビン含有量値から試料についての平均細胞ヘモグロビン値を測定する
こととを含むことができる。
【００２１】
　方法は、細胞に対応する細胞の各画像中の第１の組の画素を同定することを含むことが
できる。方法は、第１の組の画素から細胞の周領域に対応する画素を除去することによっ
て、細胞に対応する各画像中の第２の組の画素を同定することを含むことができる。方法
は、第１の組の画素に基づいて細胞の面積を測定することを含むことができる。
【００２２】
　方法は、第１の組の画素に基づいて細胞の周を定めることと、面積に対する周の２乗の
比率がしきい値を超えた場合は平均細胞ヘモグロビン値の測定から細胞を排除することと
を含むことができる。方法は、細胞の凸包を定めることと、凸包によって囲まれる面積を
測定することと、細胞の面積に対する凸包によって囲まれる面積の比率がしきい値を超え
た場合に平均細胞ヘモグロビン値の測定から細胞を排除することとを含むことができる。
方法は、細胞の面積が選択された面積範囲外にある場合は平均細胞ヘモグロビン値の測定
から細胞を排除することを含むことができる。
【００２３】
　方法は、照射波長に対応する最大光学濃度に対する平均光学濃度の比率に基づいて、各
照射波長で細胞の体積を測定することを含むことができる。方法は、照射波長での最大光
学濃度と補正係数との和に対する平均光学濃度の比率に基づいて各照射波長で細胞の体積
を測定することを含むことができる。方法は、最大光学濃度と補正係数との和に対する平
均光学濃度の比率にオフセット値を加算して各照射波長で細胞の体積を測定することを含
むことができる。方法は、血液試料の参照の組から補正係数の値およびオフセット値を定
めることを含むことができる。
【００２４】
　複数の照射波長は少なくとも３つの照射波長を含むことができる。複数の照射波長は、
５７５ｎｍから６００ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、５２５ｎｍから５７０ｎｍの
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間の少なくとも１つの波長と、４００ｎｍから４７５ｎｍの間の少なくとも１つの波長と
を含むことができる。複数の照射波長は少なくとも４つの照射波長を含むことができる。
複数の照射波長は、６２０ｎｍから７５０ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、５７５ｎ
ｍから６００ｎｍの間の少なくとも１つの波長と、５２５ｎｍから５７０ｎｍの間の少な
くとも１つの波長と、４００ｎｍから４７５ｎｍの間の少なくとも１つの波長とを含むこ
とができる。
【００２５】
　自動化血液分析装置の動作条件を判定することは、装置が本明細書中に開示する方法を
用いて対照組成物についての平均細胞ヘモグロビン値を測定するように装置を動作させる
ことと、対照組成物についての平均細胞ヘモグロビンの参照値と平均細胞ヘモグロビンの
測定値とを比較して装置の動作条件を判定することとを含むことができる。装置の動作条
件を判定することは、対照組成物についての平均細胞ヘモグロビンの測定値と参照値との
間の差を求めることと、差がしきい値を超える場合は装置を再校正することとを含むこと
ができる。装置を再校正することは、血液試料の参照の組から、細胞の面積、照射波長の
各々に対応する細胞の体積、および照射波長の各々に対応する細胞についての積分光学濃
度に基づいて細胞のヘモグロビン含有量値を測定するのに用いられる複数の重み係数を定
めることを含むことができる。
【００２６】
　電子プロセッサは、血液の試料からの複数の赤血球についてステップ（ａ）から（ｅ）
を繰返して複数の赤血球の各々毎にヘモグロビン含有量値を測定し、複数の赤血球の各々
毎にヘモグロビン含有量値から試料についての平均細胞ヘモグロビン値を測定するように
構成可能である。
【００２７】
　システムは、自動化血液試料調製システムを含むことができる。
　方法は、血液の試料からの複数の血小板または細胞についてステップ（ａ）から（ｇ）
を繰返して複数の血小板または細胞の各々毎に体積を測定することと、複数の血小板の各
々毎に体積から試料について平均血小板体積または平均細胞体積を測定することとを含む
ことができる。方法は、血小板または細胞に対応する血小板または細胞の各画像中の画素
の組を同定することを含むことができる。画素の組を同定することは、血小板の中央領域
に対応する第１の組の画素を同定することと、血小板の非中央領域に対応する第２の組の
画素を同定することと、第１の組の画素と第２の組の画素とを合体させて血小板に対応す
る画素の組を形成することとを含むことができる。方法は、異なる照射波長に対応する少
なくとも２つの画像中の画素の組の各構成要素毎の強度値に基づいて第２の組の画素を同
定することを含むことができる。
【００２８】
　複数の照射波長は、電磁スペクトルの青色領域中の照射波長と、電磁スペクトルの黄色
領域中の照射波長とを含むことができ、方法は、青色領域中の照射波長に対応する血小板
の画像と、黄色領域中の照射波長に対応する血小板の画像とを得ることを含むことができ
る。方法は、黄色領域中の照射波長に対応する画像中の血小板についての積分光学濃度が
６００よりも大きい場合は平均血小板体積の測定から血小板を排除することを含むことが
できる。方法は、青色領域中の照射波長に対応する画像中の血小板についての積分光学濃
度が２００よりも大きい場合は平均血小板体積の測定から血小板を排除することを含むこ
とができる。方法は、画素の組に基づいて血小板または細胞の面積を測定することを含む
ことができる。
【００２９】
　方法は、照射波長に対応する最大光学濃度に対する平均光学濃度の比率に基づいて各照
射波長で血小板または細胞の体積を測定することを含むことができる。方法は、照射波長
での最大光学濃度と補正係数との和に対する平均光学濃度の比率に基づいて各照射波長で
血小板または細胞の体積を測定することを含むことができる。方法は、最大光学濃度と補
正係数との和に対する平均光学濃度の比率にオフセット値を加算して各照射波長で血小板



(12) JP 6363666 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

または細胞の体積を測定することを含むことができる。
【００３０】
　自動化血液分析装置の動作条件を判定することは、装置が本明細書中に開示する方法を
用いて対照組成物についての平均血小板体積または平均細胞体積を測定するように装置を
動作させることと、対照組成物についての平均血小板体積または平均細胞体積の参照値と
平均血小板体積または平均細胞体積の測定値とを比較して、装置の動作条件を判定するこ
ととを含むことができる。装置の動作条件を判定することは、対照組成物についての平均
血小板体積または平均細胞体積の測定値と参照値との間の差を求めることと、差がしきい
値を超える場合は装置を再校正することとを含むことができる。装置を再校正することは
、血液試料の参照の組から、血小板または細胞の面積、照射波長の各々に対応する血小板
または細胞の体積、および照射波長の各々に対応する血小板または細胞についての積分光
学濃度に基づいて血小板の体積または細胞の体積を測定するのに用いられる複数の重み係
数を定めることを含むことができる。
【００３１】
　電子プロセッサは、血液の試料からの複数の血小板または細胞についてステップ（ａ）
から（ｅ）を繰返して複数の血小板または細胞の各々毎に体積を測定し、複数の血小板ま
たは細胞の各々毎に体積から試料についての平均血小板体積または平均細胞体積を測定す
るように構成可能である。
【００３２】
　方法は、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する体
積を測定することと、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に
対応する積分光学濃度および体積に基づいて細胞または血小板の体積を測定することとを
含むことができる。方法は、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、細胞または血小板
の面積を測定することと、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、細胞または血小板の
面積および複数の照射波長の各々に対応する積分光学濃度に基づいて細胞または血小板の
体積を測定することとを含むことができる。方法は、複数の細胞または血小板の各々１つ
毎に、細胞または血小板の面積を測定することと、複数の細胞または血小板の各々１つ毎
に、細胞または血小板の面積ならびに複数の照射波長の各々に対応する積分光学濃度およ
び体積に基づいて細胞または血小板の体積を測定することとを含むことができる。
【００３３】
　各々の二次元画像は、試料から反射されるまたは試料が透過する入射光に対応すること
ができる。
【００３４】
　細胞の周領域の厚みは０．５ミクロン以上であり得る。
　方法は、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、細胞または血小板の凸包を定めるこ
とと、凸包によって囲まれる面積を測定することと、細胞または血小板の面積に対する凸
包によって囲まれる面積の比率がしきい値を超えた場合に平均細胞体積または平均血小板
体積の測定から細胞または血小板を排除することとを含むことができる。
【００３５】
　方法は、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、細胞または血小板の面積が選択され
た面積範囲外にある場合は平均細胞または血小板体積の測定から細胞または血小板を排除
することを含むことができる。
【００３６】
　複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する積分光学濃
度を測定することは、細胞または血小板の面積を測定することと、画像のうち対応の１つ
に基づいて細胞または血小板についての平均光学濃度を複数の照射波長の各々毎に測定す
ることと、細胞または血小板の面積および波長に対応する細胞または血小板についての平
均光学濃度に基づいて各波長に対応する積分光学濃度を測定することとを含むことができ
る。
【００３７】
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　複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する体積を測定
することは、複数の照射波長の各々毎に、細胞または血小板についての平均光学濃度およ
び最大光学濃度を測定することと、複数の照射波長の各々毎に、波長に対応する最大光学
濃度に対する平均光学濃度の比率に基づいて細胞または血小板の体積を測定することとを
含むことができる。
【００３８】
　複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に対応する体積を測定
することは、複数の照射波長の各々毎に、細胞または血小板について平均光学濃度および
最大光学濃度を測定することと、複数の照射波長の各々毎に、波長に対応する最大光学濃
度と当該波長での補正係数との和に対する平均光学濃度の比率に基づいて細胞または血小
板の体積を測定することとを含むことができる。方法は、最大光学濃度と補正係数との和
に対する平均光学濃度の比率にオフセット値を加算して各照射波長で細胞または血小板の
体積を測定することを含むことができる。
【００３９】
　複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、細胞または血小板の体積は、複数の照射波長
の各々に対応する積分光学濃度の重み付け線形結合に基づいて測定可能である。複数の細
胞または血小板の各々１つ毎に、細胞または血小板の体積は、複数の照射波長の各々に対
応する積分光学濃度と体積との重み付け線形結合に基づいて測定可能である。複数の細胞
または血小板の各々１つ毎に、細胞または血小板の体積は、面積と複数の照射波長の各々
に対応する積分光学濃度および体積との重み付け線形結合に基づいて測定可能である。方
法は、血液試料の参照の組から重み付け線形結合についての重み付け係数を定めることを
含むことができる。
【００４０】
　装置を再校正することは、血液試料の参照の組から、複数の照射波長の各々に対応する
積分光学濃度に基づいて細胞または血小板の体積を測定するのに用いられる複数の重み付
け係数を定めることを含むことができる。
【００４１】
　電子プロセッサは、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々に
対応する体積を測定し、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、複数の照射波長の各々
に対応する積分光学濃度および体積に基づいて細胞または血小板の体積を測定するように
構成可能である。電子プロセッサは、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、細胞また
は血小板の面積を測定し、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、面積および複数の照
射波長の各々に対応する積分光学濃度に基づいて細胞または血小板の体積を測定するよう
に構成可能である。電子プロセッサは、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、細胞の
面積を測定し、複数の細胞または血小板の各々１つ毎に、面積ならびに複数の照射波長の
各々に対応する積分光学濃度および体積に基づいて細胞または血小板の体積を測定するよ
うに構成可能である。
【００４２】
　方法、システム、および装置の実施形態は、適宜、本明細書中に開示する他の特徴およ
びステップのうち任意のものも含むことができる。
【００４３】
　特徴および実施形態の具体的な組合せを説明するが、明確に除外する場合を除き、本明
細書中に開示する特徴のうち任意のものを、方法、システム、および装置中の、本明細書
中に開示する他の特徴のうち任意のものと組合せるおよび副次的に組合せることができる
。したがって、本明細書中に開示する方法、システム、および装置の実施形態は、本明細
書中に開示する実施形態のうち任意のものと関連して記載する特徴の任意の組合せを含む
ことができることを理解すべきである。さらに、本明細書中に開示する方法、システム、
および装置の実施形態は、本明細書中に開示する特徴と、米国仮特許出願第６１／４７６
，１７０号、第６１／４７６，１７９号、第６１／５１０，６１４号、第６１／５１０，
７１０号、および第６１／５８９，６７２号中の実施形態のうち任意のものと関連して開
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示される特徴のうち任意のものとの任意の組合せを含むことができる。
【００４４】
　特に指定がなければ、この開示で使用されるすべての技術および科学用語は、本開示が
属する技術分野の当業者が一般的に理解するのと同じ意味を有する。実施または試験には
本明細書に記載のものと同様または同等の方法および材料を用いることができるが、適切
な方法および材料を以下で説明する。本明細書で挙げたすべての刊行物、特許出願、特許
、およびその他の引用文献は、その全体を本明細書に引用により援用する。競合する場合
は、定義を含めて本明細書が優先されるであろう。加えて、これら材料、方法、および例
は、例示として挙げるにすぎず、限定を意図したものではない。
【００４５】
　１つ以上の実施形態の詳細を、添付図面および以下の説明で述べる。他の特徴および利
点は、説明、図面、および請求項から明らかとなるであろう。
【００４６】
　さまざまな図面における同じ参照符号は、同じ要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１Ａ】基板上に位置決めされる赤血球の概略図である。
【図１Ｂ】図１Ａの細胞についての位置の関数としての透過光の強度を示す概略的グラフ
の図である。
【図２】生体試料中の細胞の体積および成分を計測するためのシステムの概略図である。
【図３Ａ】生体試料中の細胞についての細胞測定基準を定めるための一連のステップを示
す概略図である。
【図３Ｂ】生体試料の１つ以上の画像から代表細胞の組を選択するための一連のステップ
を示す概略図である。
【図４】細胞の境界を示す細胞の概略的な画像の図である。
【図５】細胞の各々毎に定められる２つの細胞および凸包を示す概略図である。
【図６】細胞の画素間の光学濃度のばらつきを示す細胞の概略的な画像の図である。
【図７】血液試料の概略的な画像の図である。
【図８】しきい値条件を画像に適用した後の図７の血液試料の概略的な画像の図である。
【図９Ａ】血液試料の画像の図である。
【図９Ｂ】血液試料の画像の図である。
【図１０】自動化試料処理システムの概略図である。
【図１１】細胞の体積および成分を計測するための計算システムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　詳細な説明
　－スライドガラス上の血液塗抹標本を調製し、次に顕微鏡下で塗抹標本を評価すること
に典型的に係る－血液試料の手作業での分析には多数の欠点があり、そのために、そのよ
うな方法を高スループット環境で用いることが不適となってしまっている。人間の技術者
による血液塗抹標本の調製には、系統誤差、特に、塗抹標本全体にわたる血液の不均一な
分布の傾向がある。しばしば、そのような塗抹標本のある領域は他の領域よりも厚みが大
きく、このことは、大きな妥協（たとえば、塗抹標本全体のうち小さな領域しか検査しな
いこと、この領域は典型的には塗抹標本毎に大きさおよび場所が異なっている）を受入れ
られない場合は、ユーザによる正確な定量的分析が困難になってしまう。さらに、血液試
料に染料を塗布する場合、人為ミスの結果として、試料毎の染色手順のばらつきが起こる
可能性がある。このようなばらつきは今度は、試料中の細胞成分の量の潜在的なばらつき
に必ずしも対応しているわけではない試料からとられる定量的計測値のばらつきを生じさ
せる可能性がある。さらに、人間の技術者による個別の血液塗抹標本の調製は時間がかか
るプロセスであり、結果的に、大量の調製溶液（たとえば、染料、濯ぎ溶液、バッファ溶
液、固定剤）の使用を招く可能性がある。そのような溶液の消費はコストが高くつく可能
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性がある。さらに、これらの溶液の大量の生成は、溶液の廃棄量の処分に関する困難およ
びコストも導入してしまう。
【００４９】
　現在の自動化試料調製システムは、手作業での調製プロセスに関連付けられる非系統誤
差を大幅に低減することができる。しかしながら、そのようなシステムを用いる調製試料
には依然としてばらつきが存在する。たとえば、顕微鏡のスライド上に調製される血液の
試料については、自動化着色剤（stainer）は均一に試料全体を染色しないことがある。
試料の厚み、試料の乾燥時間、ならびに試料調製および染色プロセスと関連付けられる他
の変数に依存して、試料は、細胞中に異なるレベルの染料濃度を有する部分を呈すること
がある。
【００５０】
　本明細書では、個別の細胞の体積および調製された生体試料の細胞中の細胞成分の濃度
の自動化された計測のための方法およびシステムを開示する。当該方法およびシステムを
、訓練された人の作業者が手作業で調製する試料に対して用いることができる。さらに、
当該方法およびシステムを、自動化システムで調製される試料を分析するのに用いること
ができる。このように、本明細書中に開示する方法およびシステムは、患者から抽出した
さまざまな生体試料の完全に自動化された高スループット分析を可能にする。
【００５１】
　一例として、本開示は、人の患者から採取された血液試料中の個別の赤血球の体積を計
測しかつヘモグロビン含有量を測定することを記載する。しかしながら、開示はそのよう
な適用例に限定されるものではない。特に、本明細書中に開示する方法およびシステムを
、血小板を含むさまざまな異なる種類の細胞の体積を自動化された態様で計測するのに用
いることができる。さらに、本明細書中に開示する方法およびシステムを用いて、ヘモグ
ロビン以外のタンパク質などの他の細胞成分を計測することができる。さらに、分析対象
の試料はヒトの患者からのものである必要はない。本明細書中に開示する方法およびシス
テムを、動物からの試料または自動化血液学的システムから得られた結果の線形性を制御
する、校正する、および検証するために全血を模すように設計された組成物に対しても用
いることができる。
【００５２】
　調製された生体試料から細胞体積および細胞成分を計測するための自動化システムを以
下により詳細に説明する。試料を一旦調製すると、これを自動化計測システムに搬送する
。計測システムは、試料中の細胞の１つ以上の二次元画像を取得し、この画像を用いて、
他の量のうち、試料内の細胞の体積およびヘモグロビン含有量を測定する。細胞の体積お
よびヘモグロビン含有量は、入射光を細胞上に向け、次に細胞を透過するまたは細胞から
反射される入射光の部分を検出することによって得られる細胞の画像から導出される情報
から測定される。各々の画像は二次元画像であり、この場合、画像内の個別の画素強度値
は、画素に対応する細胞上の空間的場所から現われる透過光または反射光の量に対応する
。
【００５３】
　一般的考察
　赤血球または血小板などの任意の細胞の体積は三次元の量である。細胞の二次元画像か
ら導出される情報に基づいて細胞体積を測定することは、本明細書で扱う課題の１つであ
る。二次元画像から細胞体積の計測値を得ることは、画像から導出される情報から、画像
の二次元平面を横断する方向へ細胞の形状を推定することに係る。すべての細胞が同じ形
状であるならば、体積を測定することは比較的単純明快であろう。いずれのそのような細
胞の体積も、（二次元画像から得ることができる）細胞の断面積の３／２乗に比例するで
あろう。しかしながら、細胞は均一に形作られているわけではないので、上記の仮定はす
べての事例で信頼性があるわけではなく、また診断目的には十分正確ではない。
【００５４】
　一例として、赤血球は典型的にさまざまな形状を呈する。あるものはほぼ球形である一
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方で、あるものはドーナツ形により近い形状を有する。また、赤血球は、さまざまな深さ
の中央窪みを有する。そのような細胞の画像は、透過光の強度が比較的より低い端縁領域
と、「中央蒼白部（central pallor）」と称される光透過が増した中央領域とを示す。図
１Ａは、基板２０上に位置決めされる赤血球１０を示す概略図である。ｘ方向に沿った細
胞１０の厚みは異なる。厚みは細胞の端縁の近くで最大であり、細胞の中央領域１５にお
いて小さくなる。図１Ｂは、細胞１０からの透過光分布を通る特定の断面位置についての
ｘ方向に沿った位置の関数としての透過光の強度の概略的なグラフである。図１Ｂに示す
強度分布は、細胞の中央蒼白部内の極大強度２５と、細胞の端縁に対応する光透過がより
低い極小強度２７および２８とを含む。染色していない赤血球ですら、図１Ｂに示す現象
を呈する。なぜなら、これらの細胞は青色光を吸収するヘモグロビンを含有するからであ
る。
【００５５】
　１つ以上の染料を細胞に塗布して図１Ｂに示す強度分布を得ることによって、細胞１０
を（試料の一部として）典型的に調製する。染料は細胞の細胞質に結合し、細胞の画像中
で細胞質のマーカとなる。細胞を入射光で照射すると、染料は入射光の一部を吸収する。
試料中の特定の場所での吸収の量は、その場所に存在する染料の量に依存する。塗布した
染料が均一な態様ですべての細胞質に結合していると仮定すると、所与の画像の画素での
透過光の強度は、細胞内の対応する場所での細胞質の厚みに比例するはずである。そのた
め、特定の細胞に対応する画像内のすべての画素からの透過光の強度に対する寄与の和を
求めることによって、細胞体積に比例する量を得ることができる。しかしながら、実際に
は、血液細胞の調製試料は、塗布した試料がすべての細胞質に均一に結合する範囲におい
ていくらかの変動性を呈する。
【００５６】
　しかしながら、各々の画素場所における透過光の量は、細胞中の各々の場所に存在する
－赤血球中のヘモグロビンなどの－さまざまな試料の成分の量にも依存する。さらに、空
間的場所毎の染料の分布も、所与の細胞または血液の成分についての各々の画素の場所で
計測される透過光の量に影響を及ぼす。
【００５７】
　これらの考察に鑑みて、本明細書中に開示する方法およびシステムは、細胞の成分（た
とえばヘモグロビン）およびさまざまな塗布される染料の局所的に異なる濃度の吸収効果
から細胞厚みの推定を切離すことによって、二次元細胞画像から導出される情報に基づい
て細胞体積を測定するように適合される。そのような切離しを実現するため、画素の強度
は、細胞毎に最大画素強度に応じて変倍される。以下にさらに記載するように、細胞体積
の算出は、細胞の画像を取得するのに用いる照射の各色毎の光学濃度値と細胞の面積との
重み付けられた組合せに基づく。本明細書中に記載のプロセスは、体積の計測のために選
択される１組の細胞の各構成要素毎に繰返し可能であり、各細胞毎の結果を用いて試料に
ついての平均細胞体積を算出することができる。
【００５８】
　以下にさらに説明するように、細胞の画像を取得するのに用いる照射の色毎の光学濃度
値に基づく算出からも、赤血球のヘモグロビン含有量などの細胞成分の濃度を測定するこ
とができ、以下の開示は、調製される生体試料からの細胞の１つ以上の成分の自動化され
た計測のための方法およびシステムも包含する。一例として、本開示は、ヒトの患者から
採取される血液試料中の赤血球中のヘモグロビンの計測に注目する。しかしながら、開示
はそのような適用例に限定されるものではないことを理解すべきである。特に、本明細書
中に開示する方法およびシステムを、さまざまな異なる種類の細胞中のさまざまな異なる
成分を自動化された態様で計測するのに用いることができる。さらに、細胞試料をヒトの
患者から採取する必要はない。本明細書中に開示する方法およびシステムは、動物から採
取される試料、または自動化計測システムの性能を検証するのに典型的に用いられる全血
を模するように製造される組成物に対しても用いることができる。
【００５９】
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　フローサイトメータなどの従来の自動化計測システムは典型的に、赤血球を溶解させ、
溶液中の溶解試料の吸収度を計測することによって、またはフロー流れ中の個別の赤血球
から散乱される光を計測することによって、細胞のヘモグロビン含有量を測定する。本明
細書中に開示する方法およびシステムは、血液試料またはフロー細胞の構成成分を全く溶
解せずに実現可能である。むしろ、ヘモグロビンなどの細胞成分は、他の計測および分類
のために細胞の自然な形態を保存する、顕微鏡スライド上に置かれる試料の二次元画像か
ら計測可能である。
【００６０】
　本明細書中に記載の自動化された方法およびシステムを利用するための試料調製プロセ
スは典型的に、複数の染料を試料に塗布することに係る。塗布された染料は、試料内の異
なる化学的および／または構造的実体と異なって結合し、異なる試料の特徴の選択的分析
を可能にする（たとえば、ある染料は血液細胞核に優先的に結合する一方で、他のものは
細胞膜に結合し、また他のものは細胞質内のある成分に優先的に結合し得る）。次に、塗
布された染料は、自動化システムが、赤血球、白血球、および血小板を同定しかつ計数す
る、ならびに白血球５分類を行なうなど、試料に対するいくつかの計測を行なえるように
する。しかしながら、試料中に複数の染料が存在すると、試料に対して行なわれる分光計
測は、さまざまな染料によって発生する干渉効果を受ける可能性があると考えられる。た
とえば、所与の計測波長では、複数の染料が入射光の大きな吸収体となることがある。本
明細書中に開示する方法およびシステムは、試料内の複数の分光要因（たとえば吸収染料
および／または細胞成分）の存在を考慮し、複数の波長で計測される情報に基づいて、細
胞中に存在する１つ以上の要因の量を測定する。
【００６１】
　赤血球中のヘモグロビンの量は関心のある量である。というのも、細胞のヘモグロビン
の含有量は、診断目的のために内科医が用いる、試料についてのさまざまな血液関連の量
（たとえば、平均細胞ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット）を算出するのに用いることが
できるからである。ヘモグロビンは、電磁スペクトルのある領域内で他よりもより強く入
射光を吸収し、したがって特徴的な分光特性を有する。１つ以上の染料を試料に塗布する
場合、染料も特徴的な分光特性を有し、ある波長では他よりも強く入射光を吸収する。多
数の適用例では、ヘモグロビンなどの関心のある検体と１つ以上の塗布される染料との両
者が特定の波長で無視できない吸収を有することがある。そのような適用例では、試料を
透過する特定の波長の入射光の量は、ヘモグロビンによる、試料に塗布される他の染料に
よる、および他の試料成分による吸収の量に関する。
【００６２】
　以下の開示およびある実施例の目的のために、少なくとも２つの染料、すなわちエオシ
ンおよびアズール、を試料に塗布すると仮定する。しかしながら、本明細書中に開示する
方法およびシステムは、染料２つのみまたはエオシンおよびアズールのみの塗布に限定さ
れるものではない。反対に、方法およびシステムは、より少ない染料（たとえば１つの染
料もしくは染料なし）またはより多くの染料（たとえば、エオシンを備える赤い染料なら
びにアズールおよびメチレンブルーを備える青色の染料、３つ以上の染料、４つ以上の染
料、５つ以上の染料）を塗布した試料に対して計測を行なうことができる。
【００６３】
　自動化計測システム
　図２は、生体試料からの細胞の細胞体積および成分の自動化された計測を行なうための
、（より大きな試料処理および分析システムの一部であり得る）システム１００の概略図
を示す。システム１００は、照射源１０２、検出器１０６、および電子制御システム１０
８を含む。電子制御システム１０８は、ディスプレイ１１０、ヒューマンインターフェイ
スユニット１１２、および電子プロセッサ１１４を含むことができる。電子制御システム
１０８は、制御線１２０および１２２をそれぞれ介して照射源１０２および検出器１０６
に接続される。
【００６４】
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　（以下にさらに論じるように）分析用に試料を調製したと仮定して、調製した試料１０
４（たとえば、顕微鏡のスライド上に置かれ、その後固定され、染色され、かつ濯がれた
血液試料）を源１０２に近接して自動的に位置決めする。源１０２は入射光１１６を試料
１０４に向ける。入射光の一部は透過光１１８として試料１０４を透過し、検出器１０６
によって検出される。透過光１１８は検出器１０６の活性面上に試料１０４の画像を形成
する。検出器は画像を捕捉し、次に画像情報を電子制御システム１０８に送信する。一般
的に、電子制御システム１０８は、源１０２に入射光１１６を発生するように命じ、検出
器１０６に試料１０４の画像を検出するようにも命じる。検出器１０６が透過光１１８か
ら試料１０４の画像を取得すると、制御システム１０８は、異なる照射波長を用いるよう
に源１０２に指示することができる。
【００６５】
　所望により、以上で論じたプロセスを試料１０４の複数の画像に対して繰返すことがで
きる。新しい画像を取得する前に、電子制御システム１０８は、源１０２が発生する入射
光１１６の波長を変更することができる。これにより、試料１０４の画像は各々、入射光
１１６の異なる波長、およびしたがって透過光１１８の異なる波長に対応する。試料中の
細胞の体積または試料中の１つ以上の成分の量の正確な測定を行なうのに少なくとも十分
な情報が取得されるまで、プロセスが繰返す。典型的に、試料中の細胞の体積または試料
中の１つ以上の成分の量の正確な測定をもたらす情報の量は、校正プロセスの際に決めら
れる。たとえば、校正プロセスを用いて、得られた試料画像の数が試料の分析の中に因子
として含められる分光要因（たとえば吸収体）の数以上である場合に、（以下にさらに説
明するように）試料中の細胞の体積および／または試料中の１つ以上の成分の量の正確な
測定を達成可能であると判断することができる。
【００６６】
　一例として、（合計３つの分光要因のための）自然に存在する吸収体としてヘモグロビ
ンを含む赤血球と、塗布される染料としてのエオシンおよびアズールとを備える調製試料
について、システム１００は、これが最低でも３つの異なる波長で画像を得るまで試料画
像を取得し続けることができる。－さらなる異なる波長に対応する－付加的な画像も、試
料についての細胞の成分および細胞体積の測定で得るおよび用いることができる。
【００６７】
　照射源１０２は、入射光を試料に向けるための１つの源または複数の同じもしくは異な
る源を含むことができる。いくつかの実施形態では、源１０２は、ダイオード（ＬＥＤ）
、レーザダイオード、蛍光灯、白熱灯、および／または閃光灯などの複数の発光素子を含
むことができる。たとえば、源１０２は、電磁スペクトルのそれぞれ赤色、黄色、緑色、
および青色の領域（たとえば６３５、５９８、５２５、および４１５ｎｍ）の、またはよ
り一般的には約６２０から７５０ｎｍ（赤色）、約５７５から６００ｎｍ（黄色）、約５
２５から５７０ｎｍ（緑色）、および約４００から４７５ｎｍ（青色）である出力波長を
有する４つのＬＥＤを含むことができる。ある実施形態では、源１０２は１つ以上のレー
ザ源を含むことができる。複数の発光器を有する代わりに、他の実施形態では、源１０２
は、（たとえば電子制御システム１０８の制御下で）その出力波長を変更するように構成
可能な単一の広帯域発光体を含むことができる。たとえば、源１０２は、システム１０８
の制御下で可変出力スペクトルを発生する構成可能フィルタシステム（たとえば、複数の
機械的に調節可能なフィルタおよび／または液晶系電子調節可能フィルタ）に結合される
広帯域源（たとえば白熱灯）を含むことができる。一般的に、源１０２は、単一の波長で
はなく、中心波長（たとえば、帯中の最大強度の波長）付近を中心とする波長帯の照射光
１１６を出力する。本明細書中の考察が照射光１１６の波長を参照する場合、この参照は
照射帯の中心波長に対するものである。
【００６８】
　検出器１０６はさまざまな異なる種類の検出器を含むことができる。いくつかの実施形
態では、検出器１０６は電荷結合素子（ＣＣＤ）を含む。ある実施形態では、検出器１０
６はフォトダイオード（たとえば二次元フォトダイオードアレイ）を含むことができる。
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いくつかの実施形態では、検出器１０６は、ＣＭＯＳ系のセンサおよび／または光電子増
倍管などの他の感光性素子を含むことができる。検出器１０６は、源１０２と関連して上
述したような１つ以上のフィルタ要素を含むこともできる。いくつかの実施形態では、異
なる波長に対応する試料画像は、比較的広い波長分布を有する照射光１１６で試料１０４
を照射し、次に透過光１１８をフィルタリングして、波長の小さな帯に対応する透過光の
部分のみを選択することによって得られる。検出器１０６を用いて得た画像が各々、特定
の中心波長を有する光波長の具体的な分布に確実に対応するように、（たとえば源１０２
の）励起側および（たとえば検出器１０６の）検出側のいずれかまたは両方に対してフィ
ルタリングを行なうことができる。
【００６９】
　一般的方法論
　本明細書中に開示するシステムおよび方法は、試料（たとえば血液試料）中の細胞の画
像を取得し、画像に基づいて細胞体積および細胞の成分の量などの量を測定する。図３Ａ
は、これらの量を測定するためのさまざまなステップを含むフローチャート３００を示す
。第１のステップ３０２で、代表細胞の組を選択する。代表組中の細胞の画像は、試料に
ついての細胞の量のその後の測定のために用いられるものである。次のステップ３０４で
、代表組中の細胞の画像に基づいてさまざまな画像特徴を定める。以下に論じるように、
画像特徴は、検出器によって直接に計測される強度値および画像データから算出される他
の値を含むことができる。ステップ３０６で、ステップ３０４で定めた画像特徴に基づい
て、細胞体積および細胞の成分（たとえばヘモグロビン）の量などの細胞測定基準を算出
する。プロセスはステップ３０８で終了する。フローチャート３００中のステップの各々
を以下により詳細に説明する。
【００７０】
　（ｉ）　代表細胞の組を選択する
　細胞測定基準を算出する前に、本明細書中に開示するシステムおよび方法は、調製した
生体試料中の複数の細胞から、以降の分析のための代表細胞の組を同定する。たとえば、
血液試料について以下にさらに記載するように、そのようなシステムおよび方法は、試料
画像から得られる光学濃度計測値を用いて、体積および成分分析に好適な赤血球の代表組
を同定する。このプロセスは典型的に、白血球および血小板、重なったまたは形の崩れた
赤血球、ならびに非細胞人工産物および破片などの他の細胞の種類を区別して、以降の分
析から排除することに係る。
【００７１】
　検出器１０６を介して取得した画像を利用して、試料画像中の各画素毎の強度値を、細
胞の代表組の選択ならびに後の細胞体積および成分分析で用いる光学濃度値に相関させる
ことができる。所与の画像画素（ｘ，ｙ）での透過光強度Ｔ（ｘ，ｙ）は、その画素に対
応する試料の部分を通る入射光の吸収係数αおよび経路長さε（ｘ，ｙ）に関する。
【００７２】
　Ｔ（ｘ，ｙ）＝１０-α・ε(x,y)　　　（１）
画像中の各画素毎に、最大可能画素強度に対する画素強度の比率（たとえば、８ビット分
解能での画素強度／２５５）は、画素の空間的場所で透過した光の一部を表わす。式（１
）の対数を取ることにより、透過光の一部を光学濃度（ＯＤ）単位で表わすことができる
。
【００７３】
　ＯＤ（ｘ，ｙ）＝－ｌｏｇ（Ｔ）＝α・ε（ｘ，ｙ）　　　（２）
このプロセスを試料画像中の各画素毎に繰返すことができる。このようにして、各画像中
の各画素での光学濃度が、画素に対応する場所の試料中の吸収材料の合計量（たとえば、
吸収係数と厚みとの積）に対応する。
【００７４】
　図３Ｂは、血液の調製試料中の代表赤血球の組を選択するための一連のステップを含む
フローチャート３２０を示す。試料の画像を取得した後、電子制御システム１０８、およ
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び特に電子プロセッサ１１４は、画像情報を処理して、試料中に存在する他の細胞の種類
、細胞クラスタ、および人工産物から、代表赤血球の組の中に含めるための細胞を区別す
る。
【００７５】
　まず、図３のステップ３２２で、システム１００は、以降の処理のための１つ以上の試
料画像中の赤血球の場所を特定する。赤血球は典型的に、細胞中のヘモグロビンの存在に
より、青色光（たとえば４１５ｎｍ）を吸収する。しかしながら、白血球はヘモグロビン
を含有しておらず、したがって赤血球と同じ態様では青色光を吸収しない。青色光下で取
得される試料の画像を用いて赤血球を同定することができる。そのような画像中の白血球
は微かにかつ歪んで現われる。なぜなら、これらの細胞が青色を吸収するのは最小限であ
り、そのために画像に対する寄与が低くなり、典型的にはそれらを同定することが不可能
になるからである。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、システム１００が以降の分析のために赤血球のみを確実に同
定するように、しきい値設定ステップを用いることができる。たとえば、システム１００
は、（８ビット分解能で捕捉される画像についての）強度（または階調）値１６０を下回
る画像画素のみを利用することができる。１００から１８０の範囲にわたる他の強度値し
きい値を用いて、以降の分析から白血球を排除しながら、画像から赤血球を同定すること
ができる。
【００７７】
　次に、ステップ３２４で、システム１００は、試料画像中の各々の赤血球毎に１組の画
素を同定する。細胞と関連付けられる画素の組を同定するのにさまざまな異なる方法を用
いることができる。たとえば、いくつかの実施形態では、システム１００は、連結成分標
識付けプロセスを用いて同定ステップを行なう。このプロセスは、試料画像からの個別の
画素を画像中の対象に相関させる。たとえば、背景に割当てられる画素によって分離され
ていない画像中の任意の２つの画素を同じ細胞に割当てる。
【００７８】
　さらに、システム１００は、細胞体積および成分分析に関するある計測から、細胞の境
界領域内に位置決めされる画素を排除することができる。特に、赤血球はしばしば、たと
えば図９に示すように、これらの細胞が照射光を屈折させる態様により、厚みのある暗い
境界を有する。この屈折のために、これらの画素についての光学濃度は典型的に信頼性が
ない。連結成分標識付けプロセスを完了した後、システム１００は、同定された細胞に画
素侵食マスク（pixel erosion mask）を適用して、画素の最も外側のｎ個の層（たとえば
、屈折が最大である境界領域に対応する画素）を除去することができる。一般的に、画像
の倍率に依存して、任意の数であるｎ個の画素層（たとえば、１画素層以上、２画素層以
上、３画素層以上、４画素層以上、５画素層以上、６画素層以上、８画素層以上、１０画
素層以上）を除去するように、画素侵食マスクを選択可能である。赤血球についての細胞
体積およびヘモグロビン含有量の計測に対する誤った寄与を大幅に低減するのに、各画素
が０．１４８μｍ×０．１４８μｍの細胞の部分に対応する、赤血球の周について最も外
側の０．５μｍを備える画素侵食マスクが一般的に好適であることが実験的に判断されて
いる。侵食マスクによって補正した画素の組を利用して、各細胞毎の平均光学濃度および
最大光学濃度などのさまざまな細胞の特徴を計測することができ、これが細胞体積および
成分分析に寄与する。
【００７９】
　ステップ３２６で、システム１００は、組が完全かつ正常に形作られかつサイズ決めさ
れた赤血球のみを含有することを確認することによって、試料画像から代表赤血球の組を
同定するプロセスを継続する。一般的に、ステップ３２６は、部分細胞、重なり合う細胞
、細胞クラスタ、血小板、および非細胞人工産物を、代表赤血球の組の中に含めることか
ら破棄するように機能する。たとえば、画像枠の端縁によって切断されるまたはそれに触
れる細胞を以降の分析から排除し、これにより不正確な計測を防止することができる。さ
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らに、－非標準的な形状に関する、測定された細胞の体積のばらつきを呈する可能性があ
る－形の崩れた細胞を分析から排除することができる。さらに、細胞体積または成分含有
量を算出するために用いられる場合は信頼性がない可能性がある、重なり合う細胞から得
られる計測結果を代表細胞の組から除外することができる。これらの理由のため、同定さ
れる細胞の各々の形状をステップ３２６で確認し、形の崩れたおよび／または重なり合う
細胞を以降の分析から排除する。
【００８０】
　さまざまな異なる方法を用いて同定された細胞の形状を確認することができる。たとえ
ば、いくつかの実施形態では、各々の細胞の形状を、細胞の周および面積を比較すること
によって確認可能である。図４は、そのような比較の概略図を示す。図４で、細胞４００
は試料画像中の画素の組として同定されている。細胞４００の境界に対応する画素は、実
証の目的のために、図４では、内部画素よりも薄く影を付けられている－なお、実際の画
像では、それらは必ずしもこのように現われるわけではない。細胞４００の面積は、組の
中の画素の数を計数することによって測定することができる。
【００８１】
　細胞の周は、細胞４００に対応する画素の組を用いて、境界画素から定められる。これ
は、各々の周画素の中心を通る線を繋いで、画像の中で多角形を作り、多角形の周を計測
することによって達成することができる。細胞面積値（すなわち、多角形の面積）に対す
る、２乗したこの細胞周値の比率を求めて細胞の形状を確認する。この比率の値は、理想
的な完全に円形の細胞については４πである。細胞の形状が円形外形から逸脱するにつれ
て比率の値が大きくなる。この判断基準を用いて、４πという最小値をしきい値量以上超
える、面積に対する２乗した周の比率を有する細胞を以降の分析から排除する。典型的に
、しきい値量は、４πの最小値の百分率である（たとえば、５％以上、１０％以上、１５
％以上、２０％以上、２５％以上）。
【００８２】
　形の崩れた個別の細胞を以降の分析から排除することに加えて、以上で論じた手順は、
重なり合う細胞も排除することができる。試料画像中では、重なり合う細胞は典型的に、
（入射光が伝播する材料の増大した厚みによって透過光強度がばらついている）形の崩れ
た大きな個別の細胞として現われる。そのような画像に分析アルゴリズムを適用すると、
重なり合う細胞は一般的に、不規則な境界を有する大きな単一の細胞として同定される。
そのため、細胞の周および面積の比較を行なうと、比率は、理想の値から、許容可能な分
散のしきい値をはるかに超えた範囲に入り、重なり合う細胞が排除される。
【００８３】
　同定された細胞の形状を確認するための別の方法は、上述した細胞の外形を表わす多角
形の凸包を利用し、凸包によって囲まれる面積と画像の画素から求められる細胞の面積と
を比較する。細胞の面積に対する凸包面積の高い比率を用いて、不規則形状の細胞を同定
し、そのような細胞を以降の分析から排除することができる。図５は、２つの細胞５００
Ａおよび５００Ｂを含む概略図である。細胞５００Ａおよび５００Ｂの周に、図５でそれ
ぞれ５０２Ａおよび５０２Ｂと印をつける。凸包５０４Ａが細胞５００Ａの周りに描かれ
、凸包５０４Ｂが細胞５００Ｂの周りに描かれる。図５に示すように、凸包の面積と細胞
の面積との間の不一致は、細胞５００Ｂについてよりも細胞５００Ａについて、より大き
い。細胞５００Ａについての高い不規則度を考慮して、細胞５００Ａを代表赤血球の組か
ら排除することができる。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、ステップ３２６で細胞面積の計測値を用いて、代表血液細胞
の組から人工産物および重なり合う細胞を排除することができる。たとえば、面積が３５
平方ミクロン～６５平方ミクロンの範囲にわたる細胞のみを赤血球の体積計測のために考
慮することができる。面積が３５平方ミクロン未満である撮像対象は典型的には赤血球で
はなく、試料中の１片の埃などの人工産物である。同様に、面積が６５平方ミクロンより
も大きい撮像対象は典型的には赤血球ではない。そのような対象は、染料の滴またはいく
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積の範囲を記載する一方で、他の範囲を用いて計測用の（たとえば２０平方ミクロン～８
０平方ミクロンの）赤血球を選択することができ、範囲は、試料中の平均細胞サイズに基
づいて変倍可能であり、これにより患者毎の変動性を収めることができる。３５～６５平
方ミクロンの範囲はいくつかの赤血球を排除することができるが、２０～８０平方ミクロ
ンの範囲と比較して、そのような範囲が、試料画像から人工産物を除去する際により効果
的であることが実験的に判断されている。
【００８５】
　光学濃度値を用いて、試料中の代表赤血球の組を選択することができる。たとえば、青
色光下で撮像される対象の平均光学濃度値が低過ぎる場合、対象は、赤血球の代わりに白
血球核であり得る。青色光を用いて取得した画像について、平均光学濃度しきい値（たと
えば、０．３３以下の平均光学濃度）を用いて、試料について、代表赤血球の組から白血
球を排除することができる（たとえば、平均光学濃度が０．３３以下である細胞は白血球
である可能性が高い）。青色または黄色照射下で取得される画像については、あるしきい
値（たとえば、０．６６以上の平均光学濃度）を超える対象についての平均光学濃度値を
用いて、積層した、重なり合う、および／またはクラスタ化した赤血球を同定することが
でき、これらを以降の分析から排除することができる（たとえば、平均光学濃度が０．６
６以上である赤血球は、重なり合う別の赤血球である可能性が高い）。
【００８６】
　図３Ｂに示すプロセスは、以降の分析のための代表細胞の組の最終的な判断により、ス
テップ３２８で終了する。
【００８７】
　（ii）　画像特徴を定めること
　本明細書中に開示するシステムおよび方法は、画像の特徴の組合せを用いて、細胞の体
積および成分の値を算出する。組合せは典型的に、多種多様な試料について正確で再現可
能な結果を生じると発明者らが発見したそのような画像の特徴の線形結合を含む（が、そ
れらに限定されない）。
【００８８】
　上述のように細胞の代表組を一旦同定すると、システム１００によって得た細胞の１つ
以上の画像に基づいて、本明細書中に開示する特徴のうちいくつかまたはすべてを代表組
中の各細胞毎に算出する。各細胞毎に算出可能な第１の特徴の組は、色固有積分光学濃度
ＩＯＤ（ｃ）であり、これを以下のように定めることができる。
【００８９】
　ＩＯＤ（ｃ）＝Ａ・ＯＤmean（ｃ）　　　（３）
式中、Ａは細胞の面積であり、ＯＤmean（ｃ）は、細胞を色ｃの光で照射する場合の細胞
中の画素の平均光学濃度である。異なる照射波長で細胞の画像が得られる場合、各照射波
長で細胞についてＩＯＤ（ｃ）の値を算出することができる。図６は、フローチャート３
２０と関連して説明したプロセスを通して同定された代表細胞６００の、色ｃの照射光で
得られる概略的な画像を示す。細胞６００の画像は複数の画素を含む。細胞６００中の画
素の平均光学濃度ＯＤmean（ｃ）は、画像中の画素数で除算した図６中の画素強度の和に
対応する。
【００９０】
　代表組中の各細胞毎に算出可能な第２の特徴の組は、細胞の色固有体積Ｖｏｌ（ｃ）で
ある。図６中の細胞６００の体積は、細胞６００に対応する画素の各々毎の光学濃度値の
和を求めることによって算出される。まず、各々の画素での細胞６００の「高さ」を以下
のように推定することができる。
【００９１】
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【数１】

【００９２】
式中、ＯＤpixelは、所与の画素と関連付けられる光学濃度であり、ＯＤmaxは、細胞の画
素と関連付けられるすべての光学濃度のうちの最大光学濃度である。このように、たとえ
ば、細胞６００の画像中の画素６２０は、画素６１０と関連付けられる最大光学濃度より
も光学濃度が低い。細胞６００の体積に対する画素６２０の寄与は、比率ＯＤ620／ＯＤm

axであり、ここで、ＯＤ620は画素６２０の光学濃度であり、ＯＤmaxは画素６１０の光学
濃度である。次に、細胞６００中のすべての画素についての最大光学濃度に対する画素の
光学濃度の比率の和を求めることによって細胞体積Ｖを算出する。
【００９３】
【数２】

【００９４】
式（５）中、細胞６００中の画素の各々に関連付けられる光学濃度の和を、細胞６００中
の画素の数Ｎpixelsと細胞６００中の画素についての平均画素光学濃度ＯＤmeanとの積で
置換する。
【００９５】
　典型的に、細胞の端縁近くの画素についての光学濃度は、体積計測に対する有効な寄与
要因ではない。なぜなら、細胞の端縁で屈折する光は細胞の周囲に人工的に暗い境界を作
り出すからである。そのような境界画素からのこの影響を回避するため、システムは、前
述したような１つ以上の画素による細胞の周縁におけるマスクを侵食し、細胞のマスクさ
れた領域の平均光学濃度および最大光学濃度を計測し、その後、完全な非侵食マスクの面
積で乗算することによって、細胞の端縁に外挿することができる。
【００９６】
　さらに、異なる照射波長に対応する複数の画像を用いて単一の細胞の画像を得る場合、
細胞体積算出計測を照射光の各色で行なうことができる。したがって、色固有細胞体積を
以下のように定めることができる。
【００９７】
【数３】

【００９８】
式中、Ａは細胞周縁を含む細胞全体の面積であり、ＯＤmean（ｃ）は細胞のマスクされた
領域内の画素についての色固有平均光学濃度であり、ＯＤmax（ｃ）は細胞の侵食された
マスクについての色固有最大光学濃度である（たとえば、図６中の画素６１０）。適切な
単位（たとえばフェムトリットル）で細胞体積を表現するように、算出された色固有細胞
体積Ｖｏｌ（ｃ）を変倍することができる。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の補正係数を式（６）に加えて、細胞画像の暗さの
うちいくらかが真に細胞のヘモグロビン含有量によるものではないかもしれないというこ
とについての調整を行なうことが有用である。さらに、体積計測値をフェムトリットル（
ｆＬ）などの計測単位に変換するように倍率を適用することができる。これらの補正係数
および倍率を説明するため、式（６）を以下のように書換えることができる。
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【数４】

【０１０１】
式中、Ｓは倍率または傾斜に対応し、Ｃは最大光学濃度の測定におけるバイアスを担う補
正係数に対応し、Ｂはグローバルオフセット値に対応する切片値に対応する。
【０１０２】
　たとえば校正後フローサイトメータ上で処理される複数の血液試料について分かってい
る体積値のデータセットを用いて、補正係数、倍率、および切片値を実験的に決めること
ができる。わずかに異なる補正係数の組は、一般的に、各々の異なる試料毎に最良の結果
を与える。もっとも、データセット全体にわたる結果に基づいて補正係数を決めることが
できる。たとえば、１，０００個の血液試料について分かっている体積値を含むデータセ
ットについては、データセット全体にわたって、計測された体積の値と予測される体積の
値との間の２乗差の和を最小限にする補正係数を選択することによって、データセット全
体にわたって平均して最も良好に働く補正係数を決めることができる。未処理の体積値を
フェムトリットルなどの所望の計測単位に最も良好に変換する倍率を選択することにより
、データセット全体にわたって倍率を決めることができる。切片値Ｂは、データが二次元
プロット上に提示された場合に式（７）が確実に原点を通るように、データセットについ
て選択可能である。補正係数、倍率、および切片値を、電子制御システム１０８と関連付
けられるメモリユニットの中に記憶することができ、新たな試料の分析のために式（７）
に示すような色固有細胞体積を測定する際に、メモリからこれを検索することができる。
【０１０３】
　式（３）および式（６）または（７）を用いて、試料画像を得るのに用いる照射光の各
色毎に、２つの特徴（たとえば、積分光学濃度ＩＯＤ（ｃ）および体積Ｖｏｌ（ｃ））を
定めることができる。照射光の４つの異なる色を用いる場合、８つの異なる特徴の合計を
代表組中の各細胞毎に測定することができる。さらに、以上で説明したように、細胞の画
像から各々の個別の細胞の面積Ａを測定することができる。次に、細胞毎に測定基準を算
出するのに、色固有積分光学濃度および細胞体積ならびに細胞の面積を用いることができ
る。
【０１０４】
　（iii）　細胞の測定基準の算出
　細胞体積および細胞の成分量などの細胞の測定基準は、以上で開示した代表細胞につい
て算出される特徴のいくつかまたはすべての重み付けられた組合せに基づいて算出可能で
ある。一般的に、測定基準Ｍを以下に従って定めることができる。
【０１０５】

【数５】

【０１０６】
式中、ｎは、代表細胞の画像を得るのに用いる照射光の色の各々に対応し、ωn,iの値は
色固有積分光学濃度ＩＯＤ（ｎ）の各々毎の色固有重み係数であり、ωn,vの値は色固有
体積Ｖｏｌ（ｎ）の各々毎の色固有重み係数であり、ωaは細胞面積Ａについての重み係
数であり、Ｋはオフセット値である。たとえば、４つの異なる照射波長を用いて細胞の画
像を得る場合（たとえば、赤＝ｒ、黄色＝ｙ、緑色＝ｇ、および青色＝ｂ）、細胞の体積
Ｖを以下のように測定することができる。
【０１０７】
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【数６】

【０１０８】
　細胞の成分の量を同様に測定することができる。たとえば、細胞中のヘモグロビンの濃
度Ｈを以下に従って算出することができる。
【０１０９】

【数７】

【０１１０】
上記式（９）と式（１０）との間の違いは、重み係数の値およびオフセットＫにある。式
（９）および（１０）を用いて、試料中の複数の細胞について細胞体積および成分の量（
たとえばヘモグロビンの量）を測定することができる。結果を平均し、試料についての平
均細胞体積および成分の平均濃度（たとえば平均細胞ヘモグロビン）を測定することがで
きる。色固有画像特徴と細胞面積との重み付けられた組合せに基づく細胞体積および細胞
の成分の量の測定は、単一色の光学濃度値および細胞面積に基づく体積および成分計測と
比較して、そのような計測の精度を大幅に向上させることが観察された。
【０１１１】
　たとえば、そのような試料について分かっている体積および／または成分濃度値を備え
る訓練データに対して、実験的に定められた試料の特徴をマッピングする線形回帰係数を
定めることにより、式（８）中の色固有特徴と関連付けられる重み係数を、利用可能な訓
練データに基づいて定めることができる。線形回帰方策を用いて色固有重みを定めること
は、膜の厚みおよび染料の吸収の細胞毎の変動性などの、体積計測に影響を及ぼす制御不
可能な因子を補正することによって、試料の平均細胞体積および平均成分濃度計測の精度
を向上させることができる。訓練データから色固有重み値を定めた後、重み値を、各試料
の分析の前に記憶ユニット（たとえば電子メモリユニット）に記憶し、後でそこから検索
することができる。
【０１１２】
　一般的に、多種多様な異なる試料を用いて適切な重み係数を定めることができる。高度
に再現可能な結果を得るため、算出される量の値の全範囲にわたる訓練データを用いるこ
とが有利であり得る。さらに、分析すべき試料が細胞の塊などの通常でない形態特徴を含
む場合は、そのような特徴を表わす試料を含む訓練データを用いることが有利であり得る
。
【０１１３】
　一例として、細胞体積の測定のために１組の訓練データから１組の重み係数を定めた後
で、式（９）を以下にように書換えることができる。
【０１１４】

【数８】
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【０１１５】
同様に、細胞ヘモグロビンの測定のために訓練データの組から好適な重み係数を定めた後
で、式（１０）を以下のように書換えることができる。
【０１１６】
【数９】

【０１１７】
　本明細書中に開示するシステムおよび方法を、全血試料（たとえば、患者から採取した
試料）および品質管理対照組成物（quality control compositions）の両方を分析するの
に用いることができる。式（９）－（１２）に示す重み係数を用いて、全血試料および品
質管理対照組成物の両方を分析することができる。品質管理対照組成物は典型的に、さま
ざまな種類の保存された哺乳類の血液細胞を含み、自動化血液学的システム上で処理され
ると全血試料を模するように設計される。
【０１１８】
　品質管理対照組成物は、本明細書中に開示する方法を具体化しかつ実行する自動化血液
学的システムなどの血液分析装置の動作条件を判定するように分析可能である。たとえば
、装置の判定を行なうため、装置を用いて１つ以上の対照組成物を複数回分析することが
できる。同じ対照組成物の繰返される分析からの分析結果（たとえば、細胞ヘモグロビン
、細胞体積、平均細胞ヘモグロビン、および平均細胞体積などの量の計測）を比較して、
装置が発生する結果の線形性を判定することができる。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、当該装置を用いて対照組成物を分析して、装置が発生する結
果の精度を判定することができる。たとえば、装置による対照組成物の分析からの結果（
たとえば、細胞ヘモグロビン、細胞体積、平均細胞ヘモグロビン、および平均細胞体積な
どの量の計測）と対照組成物についてのこれらの量の参照値とを比較して、装置の精度を
判定することができる。これらの量のうち１つ以上について測定値と参照値との間の差が
しきい値を超える場合は、装置を再校正することができる。再校正は、たとえば、本明細
書中に記載のように、参照血液試料から式（９）－（１２）中の重み係数のうちいくつか
またはすべての値を再測定することを含むことができる。
【０１２０】
　式（９）－（１２）で、４色（赤色、黄色、緑色、および青色）の照射光で試料を照射
し、これらの色の各々に対応する画像から積分光学濃度および細胞体積を算出する。色固
有積分光学濃度値および体積を算出するのに用いる照射波長は、たとえば、６３５ｎｍ、
５９８ｎｍ、５２５ｎｍ、および４１５ｎｍであり得る。もっとも、他の実施形態では、
電磁スペクトルの赤色、黄色、緑色、および青色領域内の他の値を用いることができる。
より一般的には、異なる数の照射波長を用いることができ、照射波長の各々に対応する画
像を得て、これを用いて、積分光学濃度および／または細胞体積の色固有値を算出するこ
とができる。たとえば、いくつかの実施形態では、光の３つの異なる波長を用いて試料を
照射する。ある実施形態では、照射光の４つよりも多くの波長（たとえば、５つの波長、
６つの波長、７つの波長、８つの波長、１０）を用いることができ、色固有積分光学濃度
、細胞体積、および重み係数を、照射波長のうちいくつかまたはすべてで測定することが
できる。一般的に、異なる波長の各々で各画像が試料について異なる情報を含むように照
射光の波長を選択可能である。たとえば、試料が３つの分光寄与要因を含む場合、３つの
波長のうち各々が分光寄与要因のうち異なる１つによって最も強く吸収されるように、照
射光の３つの波長を選択して用いることができる。
【０１２１】
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　以上で論じたように、たとえば、校正後フローサイトメトリシステムから得たそのよう
な試料についての細胞体積および／またはさまざまな細胞の成分の濃度の分かっている値
を備える訓練データセットに対して、大量（たとえば１，０００個）の血液試料について
実験的に定められた特徴についての線形回帰係数をマッピングすることによって、式（８
）中の色固有重み係数を定めることができる。試料調製パラメータに対する変更（たとえ
ば、染色された細胞の外観に影響を及ぼす染料組成、または固定および染色前の試料の乾
燥の程度など、細胞がどのように染料を吸収するかに影響を与える他の因子に対する修正
）により、所与の組の試料調製パラメータについての正確な体積および細胞成分計測値の
測定を確実にするように、式８について色固有重みおよび切片値を測定するプロセスを繰
返し可能である。しかしながら、特定の試料調製システムについて試料調製パラメータを
一旦最適化すると、式（８）中の実験的に導出された重み係数および他のパラメータ値は
、細胞体積および／または細胞成分量の正確かつ再現可能な計測値を生成するであろう。
【０１２２】
　式（８）で、測定基準Ｍは、色固有積分光学濃度と、色固有体積と、細胞面積との重み
付け線形結合として算出される。しかしながら、これらの特徴のうちすべてを用いて、す
べての実施形態で測定基準の値を定めるわけではない。たとえば、いくつかの実施形態で
は、測定基準Ｍを、色固有積分光学濃度または色固有体積のみの重み付けられた組合せと
して算出可能である。ある実施形態では、測定基準Ｍは、細胞の面積と、色固有積分光学
濃度または色固有体積のいずれかとの重み付けられた組合せとして算出可能である。いく
つかの実施形態では、測定基準Ｍは、色固有積分光学濃度と色固有体積との重み付け線形
結合として算出可能である。一般的に、特定の測定基準Ｍを算出するのに用いる特徴の好
適な組合せは、そのための測定基準Ｍの値が分かっている参照試料を用いて定めることが
できる。
【０１２３】
　試料細胞中の特定の成分の量を測定する際、単一の分光寄与要因（たとえば、ヘモグロ
ビンなどの吸収寄与要因）しか試料中に存在しないならば、選択された細胞に対応する画
像中の画素の各々からの強度寄与要因の和を求めることによって、特定の細胞中に存在す
るその寄与要因の合計量を定めることができる。強度寄与要因はヘモグロビンによる吸収
にのみ対応するので、細胞中に存在するヘモグロビンの合計量を測定するのに必要なのは
ただ１つの試料の画像のみであろう。
【０１２４】
　しかしながら、実際には、試料は典型的に、科学技術者または自動化撮像システムがさ
まざまな細胞の種類を同定し、計数し、かつ分類するのを補助するように、１つ以上の染
料を用いて調製される。試料中に複数の分光寄与要因がある場合、各照射波長での吸収は
、試料中の各寄与要因による吸収の組合せとなる。特定の細胞についての任意の波長での
合計寄与は依然として、細胞を表わす画素の各々からのその波長での寄与の和に対応する
。このように、試料中に分光寄与要因であるヘモグロビン（Ｈ）、エオシン（Ｅ）、およ
びアズール（Ａ）が存在する場合、試料の３つの画像が電磁スペクトルの黄色（ｙ）、緑
色（ｇ）、および青色（ｂ）領域中に中心波長を有する照射光に対応すると仮定すると、
特定の細胞について（または１つ以上の細胞に対応する画像中のすべての画素について）
、これらの３つの波長の各々での光学濃度（ＯＤ）は、各波長での分光成分の各々による
吸収の線形結合であると仮定できる。
【０１２５】
【数１０】

【０１２６】
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式中、αi,jは、波長ｉ（たとえば、黄色ｙ、緑色ｇ、または青色ｂ）での分光寄与要因
ｊ（たとえば、ヘモグロビンＨ、エオシンＥ、またはアズールＡ）についての吸収係数で
ある。
【０１２７】
　公知の光のスペクトルを検出器まで試料の中を通して、試料の吸収率を計測することに
よって、光の中心波長の各々を測定することができる。たとえば、検出器は、それぞれ黄
色、緑色、および青色領域に狭い照射スペクトルを有する照射源を用いて、試料の３つの
画像を取得することができる。各々の分光寄与要因が極大を含む吸収スペクトルを有する
場合、発光スペクトルが分光寄与要因極大に対応するまたはこれに最も近似するように、
照射源を選択可能である。たとえば、試料中のヘモグロビンのピーク吸収率（たとえば４
１５ｎｍ）に対応する波長として青色の照射を選択可能である。黄色の照射は、試料中の
アズール染料のピーク吸収率に対応する波長（たとえば５９８ｎｍ）に相関することがで
きる。同様に、緑色の照射波長は、試料中のエオシン染料のピーク吸収率に対応する波長
（たとえば５２５ｎｍ）で選択可能である。試料中の付加的な分光寄与要因についてのピ
ーク吸収率値と相関するように、付加的な照射波長を選択することができる。
【０１２８】
　光学濃度量ＯＤ（ｙ）、ＯＤ（ｇ）、およびＯＤ（ｂ）を画像情報から定めることがで
き、吸収係数αi,jは文献ソースから得ることができるまたは実験で測定することができ
る。このように、連立方程式（１３）は３つの未知数－Ｈ、Ｅ、およびＡ－を含み、これ
を解いて、各々の特定の細胞中に存在するこれらの３つの分光寄与要因の各々の量を生じ
る、または分析用に選択された画素が画像中の同定された細胞のすべてにまとめて対応す
る場合は試料中のすべての細胞についてまとめて、生じることができる。
【０１２９】
　それにも拘わらず、本明細書中に開示する方法およびシステムは、細胞の成分の量を測
定するためのより単純かつより効率的な方法を提示する。以上示したように、－好適な重
み係数を有する－式（８）を用いて、関心のあるそれらの成分のみの成分量を定め、試料
分析を完了できる速度を増すことができる。さらに、分光寄与要因の数が十分に分かって
いない複合試料では、式（１３）などの連立方程式を構築することが難しい可能性がある
。しかしながら、式（８）は、細胞中の他の分光寄与要因の存在が十分に確立されていな
い場合ですら、具体的な細胞の成分の量を測定できるようにする。このように、いくつか
の実施形態では、３つの異なる照射波長で画像を得ることによって、連立方程式（１３）
中のヘモグロビン、エオシン、およびアズールからの分光寄与要因を区別可能である一方
で、本明細書中で記載のように３つよりも多くの特徴および／または３つよりも多くの照
射波長を用いて、細胞ヘモグロビン、細胞体積、平均細胞ヘモグロビン、および平均細胞
体積などの細胞測定基準の値を測定することにより、血液試料を計測する際の他の系統誤
差源および非系統誤差源についての補正が可能になる。
【０１３０】
　色固有積分光学濃度および体積ならびに細胞面積に加えて、他の画像特徴を用いて、細
胞体積および／または細胞の成分の量を測定することができる。いくつかの実施形態では
、たとえば、式（８）は、細胞の周と重み係数との積に対応する項を追加で含むことがで
きる。上述のように、訓練データから、細胞の周の項について適切な重み付け因子を定め
ることができる。より一般的には、訓練データから定められる好適な重み係数を有する、
細胞画像から導出されるさまざまな付加的な項を式（８）に含めることができる。そのよ
うな項は、細胞の形態ならびに／または３つもしくは４つよりも多くの照射波長での積分
光学濃度および体積の色固有計測に関する幾何学的画像特徴を含むことができる。理論に
よって拘束されることを望まなければ、付加的な項は、－すべての重み付け因子の値を定
めるように参照試料情報に対して同時に行なわれる－フィッティングが、式（８）のモデ
ルによっては完全に説明されない、他の試料構成要素および系統計測誤差からの撮像収差
、吸収などの影響を補正できるようにし得る。たとえば、赤色の照射波長に対応する積分
光学濃度および細胞体積ならびに細胞の面積に対応する項を含めることは、赤色照射波長
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で取得される試料画像を用いない計測技術と比較して、多数の試料中の細胞ヘモグロビン
または細胞面積計測の測定の精度を向上させる。
【０１３１】
　一般的に、本明細書中に開示する方法およびシステムを用いて、自然に存在する試料中
の成分（たとえば、赤血球中のヘモグロビン）の量および／または試料に加えられた成分
（たとえば、塗布されたおよび細胞の成分に結合する染料）の量を測定することができる
。さらに、いくつかの実施形態では、本明細書中に開示する方法およびシステムを用いて
、試料中に存在する１つよりも多くの成分の量を測定することができる。たとえば、好適
な染料を塗布するおよび／または試料の画像について適切な中心波長を選択することによ
り、２つ以上の成分の量を測定することができる。自然発生吸収成分としてヘモグロビン
を含む試料を考察する。２つの広く吸収性のある染料Ｓ（１）およびＳ（２）を用いて、
ならびに比較的吸収帯が狭い第３の染料Ｓ（３）を用いて、試料を染色可能である。Ｓ（
３）は細胞中の関心のある特定の成分に選択的に結合し、これにより、存在するＳ（３）
の量を計測することて成分の計測値が生じる。
【０１３２】
　ヘモグロビンがλ4ではなく波長λ1、λ2およびλ3でのみ有意義な吸収を有し、かつＳ
（３）がλ1ではなく波長λ2、λ3、およびλ4でのみ有意義な吸収を有するように、ヘモ
グロビンおよびＳ（３）の吸収スペクトルが十分にスペクトル分離されれば、Ｓ（１）お
よびＳ（２）がすべての４つの波長で有意義な吸収を有すると仮定すると、照射波長λ1

、λ2、およびλ3に対応する試料の画像から細胞成分の量を計測するための、本明細書中
に開示する方法に従って細胞のヘモグロビンの量を測定することができ、同じ方法に従っ
て、照射波長λ2、λ3、およびλ4に対応する試料の画像からＳ（３）の量を測定するこ
とができる。これらの方策は、関心のあるより多くの数の成分、ならびにＳ（１）および
Ｓ（２）などの、より多くのまたはより少ない数の広く吸収性のある分光寄与要因へとさ
らに一般化可能である。
【０１３３】
　結果の報告
　ある実施形態では、測定された細胞体積、成分量、平均細胞体積、および平均成分濃度
を、たとえばディスプレイ１１０を用いてシステムオペレータに表示することができる。
結果は、細胞毎に、または試料全体について平均した結果として、表示することができる
。また、（たとえば個別の細胞についての）算出された数値結果を細胞の１つ以上の画像
の上に重ねることができる。一般的に、システムオペレータは、ヒューマンインターフェ
イスユニット１１２（たとえば、キーボードおよび／またはマウスおよび／または任意の
他の入力装置）を用いて結果を表示する態様に対して制御を行なうことができる。システ
ムオペレータは、インターフェイスユニット１１２およびディスプレイ１１０を通して、
本明細書中に開示する方法と関連付けられる他のパラメータ、条件、および選択肢のうち
任意のものに対して制御を行なうこともできる。
【０１３４】
　ステップ２１０で、平均細胞体積および／または平均細胞ヘモグロビン計測値から１つ
以上の測定基準を算出して表示することもできる。いくつかの実施形態では、たとえば、
赤血球分布の幅を算出し、人間のオペレータのために表示することができる。次に、赤血
球分布の幅を用いて赤血球不同症および／または貧血の可能性を算出して、これを表示す
ることができる。さらに、試料についてのヘマトクリット値とともに平均細胞ヘモグロビ
ン計測値を用いて平均細胞ヘモグロビン濃度を算出することができる。
【０１３５】
　細胞体積および成分濃度計測値ならびに／またはそれから算出した測定基準を、制御シ
ステム１０８と関連付けられる電子記憶ユニットの中に、試料画像とともに記憶すること
ができる。たとえば、この情報を、試料１０４が対応する患者と関連付けられる電子記録
の中に記憶することができる。これに代えてまたは加えて、１人以上の内科医または他の
治療職員に情報を送信することができる。ネットワーク（たとえばコンピュータネットワ
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ーク）を介して情報を計算装置に送信することができる。さらに、携帯電話などの携帯型
装置に情報を送信することができ、測定基準が予め定められた値の範囲外にある場合は、
送信は警報または警告を含むことができる。
【０１３６】
　他の検体
　以上説明したように、この開示は、例示的な目的のため、細胞体積および赤血球中の細
胞成分量の測定に注目している。しかしながら、本明細書中に開示するシステムおよび方
法は、他の種類の細胞についての体積および細胞成分量を測定することもできる。特に、
式（８）を用いて、さまざまな異なる種類の細胞について細胞の測定基準の値を測定する
ことができる。
【０１３７】
　一例として、本明細書中に開示するシステムおよび方法は、－好適に定められた重み係
数を用いて－色固有光学濃度と体積計測値との線形結合を用いて、所与の血液試料内の血
小板についての血小板体積を計算することができる。試料内の血小板体積の計測値を平均
して、平均血小板体積の計測値を生じることができる。赤血球の細胞体積および成分量を
算出するための前述の例と同様に、光の複数の波長を用いて血液試料の画像を取得する。
次に、フローチャート３００中のステップに従って試料の画像を分析して、血小板体積の
計測値を生じる。
【０１３８】
　フローチャート３００中の第１のステップは、ステップ３０２での代表血小板の組の選
択である。血小板を含有する調製血液試料の例を図９Ａおよび図９Ｂに図示する。図９Ａ
は、血小板１１２０の大きなクラスタまたは塊を含む血液の試験片の画像１１００を示す
。血小板がかたまって詰まったクラスタを形成することができるので、代表血小板の組に
含むことができるようにするためには、塊またはクラスタ内の個別の血小板を同定するの
に付加的な画像処理が必要となることがある。そのような処理の例を図９Ｂに図示する。
画像中の対象は、クラスタ内の個別の血小板を同定するようにセグメント化される。図９
Ｂのセグメント化クラスタ１２２０に示すように、境界によって個別の血小板を同定する
。
【０１３９】
　セグメント化プロセスは３段階で進行することができる。第１の段階では、各々の画像
中で個別の血小板の中央領域が同定される。血小板の中央領域は、図９Ｂではほぼ円形の
領域として示される。血小板の中央領域は血小板の最も暗い領域として現われる。
【０１４０】
　第２の段階では、血小板の一部であり得る画像中の画素を同定する。所与の画素の値に
ついての１つ以上のしきい値条件に基づいて、画素を血小板の一部と判断することができ
る。いくつかの実施形態では、青色照射波長（たとえば４１５ｎｍ）で取得した画像中で
画素の強度値が１２０より大きく、かつ緑色の照射波長（たとえば５２５ｎｍ）で取得し
た画像中で強度値が同じ画素の強度値よりも少なくとも３０レベル高ければ、その画素を
血小板の一部として同定する。
【０１４１】
　第３の段階では、第２の段階で血小板の一部として同定した画素の各々を、画素に最も
近い血小板中心に対応する血小板に割当てる。特定の画素とその最も近い血小板中心との
間の距離がしきい値を超える場合、いずれの血小板にも画素を割当てない。この段階の結
果、対応する画素の組を同定した血小板の各々に割当てる。個別の血小板に対応する画素
の組を、不規則に取囲む血小板中央領域として図９Ｂに示す。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、血小板同士の間の境界は、膨張などの形態操作を受けること
ができる。たとえば、血小板の境界が重ならない場合は膨張を停止することができる。し
かしながら、各々の血小板に対応する画素マスク（たとえば画素のサブセット）の侵食は
典型的に、赤血球に関して上述されるようには行なわれない。血小板の境界は典型的に、
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赤血球よりも薄くかつ屈折性が低い。その結果、赤血球の外観に対して、血小板の境界は
画像中で暗く現われず、典型的には、個別の血小板に対応する画素マスクの侵食は行なわ
れない。血小板の境界を同定し、画素を所与の血小板に割当てると、代表組内の各々の血
小板の面積を算出することができる。
【０１４３】
　一般的に、さまざまなセグメント化アルゴリズムを用いて、血小板のクラスタを個別の
血小板にセグメント化することができる。そのようなアルゴリズムの例が、米国特許第７
，６８９，０８３号および第７，８８１，５３２号に記載され、その各々の内容全体をこ
こに引用により援用する。
【０１４４】
　赤血球と関連して上述したように、その後の算出で用いる代表血小板の組に個別の血小
板を含むべきか否かを判断するために、付加的なステップも行なうことができる。画像の
端縁のいずれかに触れるまたはそれ以外で画像中で不明瞭な血小板を代表血小板の組から
除去し、以降の算出では用いない。
【０１４５】
　積分光学濃度しきい値を適用すると、代表血小板の組をさらに洗練させることができる
。たとえば、黄色の照射波長の光で照射されると６００よりも大きな積分光学濃度値を有
する血小板を代表血小板の組から排除することができる。そのような対象は典型的に血小
板よりも大きく、赤血球であることがしばしばである。さらに、青色の照射波長の光で照
射されると２００よりも大きな積分光学濃度値を有する血小板を代表血小板の組から排除
することができる。そのような対象は典型的には血小板であるには暗過ぎ、試料中の埃ま
たは他の破片を示すことがしばしばである。
【０１４６】
　いくつかの実施形態では、試料内の赤血球の上に定着した血小板を同定するのに、線形
判別分類子などの分類子を適用する。分類子は、血小板候補の形状、テクスチャ、および
色に関する複数の（たとえば５つ以上、１０以上、１５以上などの）血小板候補特徴の組
合せを利用して、代表血小板の組から重なり合う血小板を同定し、これを排除する。
【０１４７】
　次に、ステップ３０４で、式（３）および（６）または（７）に従って、代表血小板の
組についての色固有光学濃度および体積値を測定する。次に、ステップ３０６で、ステッ
プ３０４で測定した特徴を用いて、式（８）に従って、血小板体積などの血小板測定基準
を算出する。上述のように、たとえば、（たとえば校正後フローサイトメトリシステムに
よって報告されるような）複数の血液試料について分かっている血小板体積値を備える訓
練データに特徴をマッピングする線形回帰係数を定めることにより、訓練データに基づい
て、特徴と関連付けられる重みを定めることができる。
【０１４８】
　一例として、細胞体積の測定のために１組の訓練データから１組の重み係数を定めた後
に、血小板体積（ＰＶ）を測定できるように式（９）を以下のように書換えることができ
る。
【０１４９】
【数１１】

【０１５０】
　以上論じたように、本明細書中に開示するシステムおよび方法を用いて、全血試料（た
とえば患者から採取した試料）と品質管理対照組成物との両方を分析することができる。
式（９）および（１４）に示す重み付け係数を用いて、全血試料と品質管理対照組成物と
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の両方を分析することができる。品質管理対照組成物を分析して、本明細書に開示する方
法を具体化するかつ実行する自動化血液学的システムなどの血液分析装置の動作条件を判
定することができる。たとえば、装置の判定を行なうため、装置を用いて１つ以上の対照
組成物を複数回分析することができる。同じ対照組成物の繰返される分析からの分析結果
（たとえば、血小板体積および平均血小板体積などの量の測定）を比較して、装置が発生
する結果の線形性および／または精度を判定することができ、これを用いて装置の再校正
が保証されているか否かを判断することができる。
【０１５１】
　１つ以上の代表血小板の組内のすべての血小板について血小板の体積を測定し、試料に
ついての平均血小板体積（ＭＰＶ）値を算出することができる。電磁スペクトル中の他の
照射波長は血小板の体積を算出するのに有用である一方で、発明者らは、式（８）中の赤
色照射波長で撮像される血小板についての色固有特徴を含むことが、血小板の体積または
試料のＭＰＶ値の算出の精度を大きく高めなかったことを見出した。
【０１５２】
　本明細書中に開示するシステムおよび方法を、血小板についての他の細胞の測定基準を
測定するのにも用いることができる。特に、当該システムおよび方法を用いて、上述のよ
うな参照試料から定められる重み付け係数を用いて、式（８）を用いて血小板中の成分の
量を測定することができる。
【０１５３】
　自動化試料調製システム
　本明細書中に開示するシステムおよび方法を、さまざまな異なる自動化試料調製システ
ムとともに用いることができる。図１０は、自動化試料調製システム１０００の実施形態
の概略図を示す。システム１０００は、基板を格納する、基板上に試料を置く、基板上に
調製された試料を検査する、および調製された試料を格納するための複数のサブシステム
を含む。
【０１５４】
　基板格納サブシステム１０１０は、その上に試料を置く前に基板を格納するように構成
される。基板は、たとえば、顕微鏡スライド、カバーガラス、および同様の平らな光学的
に透明な基板を含むことができる。基板は、さまざまな種類のガラスを含むさまざまな異
なる非晶質または結晶質材料から形成可能である。サブシステム１０１０は、格納容器か
ら個別の基板を選択し、選択された基板を試料載置サブシステム１０２０に転送するマニ
ピュレータを含むことができる。
【０１５５】
　試料載置サブシステム１０２０は、－血液試料などの－関心のある選択された量の試料
を基板の上に置く。サブシステム１０２０は、一般的に、試料を置くように構成されるさ
まざまな流体転送構成要素（たとえば、ポンプ、流体管、弁）を含む。流体転送構成要素
は、洗浄溶液、試料に結合する１つ以上の染料、固定溶液、およびバッファ溶液を含む、
さまざまな種類の溶液に基板を晒すようにも構成可能である。サブシステム１０２０は、
流体除去構成要素（たとえば真空サブシステム）および確実に試料を基板に固定する乾燥
機器も特徴とすることができる。基板マニピュレータは、試料を支持する基板を撮像サブ
システム１０３０に転送することができる。
【０１５６】
　検査サブシステム１０３０は、基板上の試料の画像を得るためおよび画像を分析して試
料についての情報を判断するためのさまざまな構成要素を含む。たとえば、検査サブシス
テム１０３０は、入射光を試料に向けるための１つ以上の光源（たとえば、発光ダイオー
ド、レーザダイオード、および／またはレーザ）を含むことができる。撮像サブシステム
１０３０は、試料からの透過光および／または反射光を捕捉するための光学機器（たとえ
ば顕微鏡対物レンズ）を含むこともできる。光学機器に結合される検出器（たとえばＣＣ
Ｄ検出器）は、試料の画像を捕捉するように構成可能である。試料の画像の分析から導出
される情報を、後の検索および／または以降の分析のためにさまざまな光学的および／ま
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たは電子的記憶媒体上に記憶可能である。
【０１５７】
　検査の後、基板マニピュレータは、基板を格納サブシステム１０４０に転送することが
できる。格納サブシステム１０４０は、たとえば、基板に適用される試料の源、分析の時
間、および／または分析の間に同定される何らかの不規則性に関する情報で、個別の基板
を標識付けすることができる。格納サブシステムは、複数基板ラック中に処理済み基板を
格納することもでき、ラックが基板でいっぱいになるとラックをシステム１０００から除
去することができる。
【０１５８】
　図１０に示すように、システム１０００のさまざまなサブシステムの各々は、共通の電
子プロセッサ１０５０にリンク可能である。プロセッサ１０５０は、システムオペレータ
からの入力が比較的少なくても（または全くなくても）、自動化された態様でシステム１
０００のサブシステムの各々の動作を制御するように構成可能である。試料の分析からの
結果を監督オペレータのためにシステムディスプレイ１０６０に表示することができる。
インターフェイス１０７０により、オペレータは、システム１０００へコマンドを発行し
、自動化分析の結果を手作業で検討することができる。
【０１５９】
　自動化試料処理システムの付加的な局面および特徴は、たとえば、２０１０年１１月１
０日に出願された米国特許出願連続番号第１２／９４３，６８７号に開示されており、そ
の全内容をここに引用により援用する。
【０１６０】
　ハードウェアおよびソフトウェア実現例
　本明細書中に記載の方法ステップおよび手順は、ハードウェアで、またはソフトウェア
で、またはその両方の組合せで実現可能である。特に、電子プロセッサ１１４は、以上で
論じた方法のいずれかを行なうソフトウェアおよび／またはハードウェア命令を含むこと
ができる。方法は、本明細書中に記載の方法ステップおよび図に従って、標準的なプログ
ラミング技術を用いてコンピュータプログラムで実現可能である。プログラムコードを入
力データに適用して本明細書中に記載の機能を実行する。出力情報は、たとえば遠隔モニ
タのため、プリンタ、または表示装置、またはウェブサイトへのアクセスを有するコンピ
ュータモニタ上のウェブページなど、１つ以上の出力装置に適用される。
【０１６１】
　各々のプログラムは好ましくは、プロセッサと通信するため、高レベル手続き型言語ま
たはオブジェクト指向プログラミング言語で実現される。しかしながら、プログラムは、
所望により、アセンブリまたは機械言語で実現可能である。いずれの場合も、言語はコン
パイルされたまたはインタープリットされた言語であり得る。本明細書中に記載の手順を
行なうようにプロセッサを構成しかつ動作させるために、各々のコンピュータプログラム
をプロセッサが可読な記憶媒体または装置（たとえば電子メモリ）上に記憶可能である。
【０１６２】
　図１１は、ある実施形態に従い、本明細書に記載のコンピュータにより実行される方法
のうちいずれかとの関連で説明した動作を制御するのに使用できるコンピュータシステム
１３００の概略図である。システム１３００は、プロセッサ１３１０と、メモリ１３２０
と、記憶装置１３３０と、入出力装置１３４０とを含む。これら構成要素１３１０、１３
２０、１３３０、および１３４０は各々、システムバス１３５０を用いて相互に接続され
る。プロセッサ１３１０は、システム１３００内で実行のために命令を処理することがで
きる。ある実施形態では、プロセッサ１３１０はシングルスレッドのプロセッサである。
別の実施形態では、プロセッサ１３１０はマルチスレッドのプロセッサである。プロセッ
サ１３１０は、メモリ１３２０または記憶装置１３３０に格納された命令を処理すること
により、入出力装置１３４０上にユーザインターフェイス用の図形情報を表示することが
できる。プロセッサ１３１０は、図１０を参照して上述したプロセッサ１０５０と実質的
に同様であり得る。
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【０１６３】
　メモリ１３２０はシステム１３００内で情報を格納する。ある実施形態では、メモリ１
３２０はコンピュータ可読媒体である。メモリ１３２０は揮発性メモリおよび／または不
揮発性メモリを含み得る。
【０１６４】
　記憶装置１３３０は、システム１３００に大容量記憶装置を提供することができる。一
般的に、記憶装置１３３０は、コンピュータ可読命令を格納するように構成された、任意
の一時的でない有形の媒体を含み得る。ある実施形態において、記憶媒体１３３０はコン
ピュータ可読媒体である。異なる多様な実施形態において、記憶装置１３３０は、フロッ
ピー（登録商標）ディスク装置、ハードディスク装置、光ディスク装置、またはテープ装
置であってもよい。
【０１６５】
　入出力装置１３４０は、システム１３００に対して入出力動作を行なう。ある実施形態
において、入出力装置１３４０は、キーボードおよび／またはポインティングデバイスを
含む。ある実施形態において、入出力装置１３４０は、グラフィカルユーザインターフェ
イスを表示するための表示装置を含む。ある実施形態で、入出力装置１３４０は、図１０
を参照して上述したディスプレイ１０６０およびインターフェイス１０７０のうち１つ以
上を含む。
【０１６６】
　記載の特徴は、デジタル電子回路において、または、コンピュータハードウェア、ファ
ームウェアにおいて、または、これらを組合わせたものにおいて、実現し得る。これらの
特徴は、プログラマブルプロセッサによる実行のために、たとえば機械可読記憶装置とい
った情報担体において有形に実現されたコンピュータプログラムプロダクトにおいて、実
現することができ、これらの特徴を、プログラマブルプロセッサによって実施することが
できる。このプログラマブルプロセッサは、命令のプログラムを実行することにより、こ
こに記載されている実施形態の機能を、入力データを処理し出力を生成することによって
果たす。ここに記載されている特徴は、プログラマブルシステム上で実行可能な１つ以上
のコンピュータプログラムにおいて実現でき、このプログラマブルシステムは、データ記
憶システム、少なくとも１つの入力装置、および少なくとも１つの出力装置からデータお
よび命令を受信し、これらにデータおよび命令を送信するように接続された、少なくとも
１つのプログラマブルプロセッサを含む。コンピュータプログラムは、コンピュータ内で
直接または間接的に使用されることによって特定のアクティビティを実行するまたは特定
の結果をもたらすことができる１組の命令を含む。コンピュータプログラムは、コンパイ
ルされたまたはインタープリットされた言語を含む任意の形態のプログラミング言語で書
込むことができ、スタンドアロンプログラムまたはモジュール、コンポーネント、サブル
ーチン、または計算環境で使用するのに適したその他のユニットを含む任意の形態で導入
できる。
【０１６７】
　本願に記載の方法およびシステムを実現するためにさまざまなソフトウェアアーキテク
チャを使用できる。たとえば、本明細書に記載の方法およびシステムの実現において、出
版／購読メッセージングパターンを使用できる。出版／購読メッセージングの場合、この
システムは、メッセージングモジュールを介してのみ通信する数個のハードウェアおよび
ソフトウェアモジュールを含む。各モジュールを、特定の機能を果たすように構成できる
。たとえば、このシステムは、ハードウェアモジュール、カメラモジュール、および焦点
モジュールのうちの１つ以上を含み得る。ハードウェアモジュールは、コマンドを、自動
焦点合わせ機能を実現する撮像ハードウェアに送ることができ、これがカメラをトリガし
て画像を取得する。ある実施形態で、ハードウェアモジュールは、図２を参照して上述し
た制御システム１０８を含むことができる。
【０１６８】
　カメラモジュールは、画像をカメラから受け、シャッター時間または焦点といったカメ
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ラパラメータを決めることができる。画像は、カメラモジュールによって処理される前に
、コンピュータメモリ内にバッファリングすることもできる。カメラモジュールは、スラ
イドの傾斜を最初に調べる場合、ハードウェアモジュールに割込むメッセージを、適切な
シャッター時間または焦点を決めるのに十分な画像を既に見たときに、送ることもできる
。ある実施形態で、カメラモジュールは、図２を参照して上述した検出器１０６を含む。
【０１６９】
　このシステムはまた、ソフトウェア、ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェ
アの組合せとして実現できる焦点モジュールを含み得る。ある実施形態では、焦点モジュ
ールは、スタック内のすべてのフレームを調べ、このスタックが理想から、すなわち理想
的な焦点距離からどれだけ離れているか推定する。焦点モジュールは、画像のスタック内
の各フレームに焦点スコアを割当てる役割を果たすこともできる。
【０１７０】
　命令のプログラムの実行に適したプロセッサは、一例として、汎用マイクロプロセッサ
および専用マイクロプロセッサ双方、ならびに、任意の種類のコンピュータの単独のプロ
セッサまたは複数のプロセッサのうち１つを含む。一般的に、プロセッサは、読取専用メ
モリまたはランダムアクセスメモリまたはこれら双方から、命令およびデータを受ける。
コンピュータは、命令を実行するためのプロセッサと、命令およびデータを格納するため
の１つ以上のメモリとを含む。一般的に、コンピュータはさらに、データファイルを格納
するための１つ以上の大容量記憶装置を含むかまたはこの記憶装置と通信できるように接
続される。このような記憶装置は、内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディスク等の
磁気ディスク、光磁気ディスク、および光ディスクを含む。コンピュータプログラム命令
およびデータを有形で実現するのに適した記憶装置は、すべての形態の不揮発性メモリを
含み、これは一例として、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、およびフラッシュメモリ装置等の
半導体記憶装置、内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディスク等の磁気ディスク、光
磁気ディスク、ならびにＣＤ－ＲＯＭおよびＤＶＤ－ＲＯＭディスクを含む。プロセッサ
およびメモリを、ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）で補うことができる、または、ＡＳ
ＩＣに組込むことができる。
【０１７１】
　ユーザとの対話に備えて、ユーザに対して情報を表示するためのＣＲＴ（陰極線管）ま
たはＬＣＤ（液晶表示装置）モニタ等の表示装置と、ユーザがコンピュータに対する入力
を行なえるようにするためのキーボードおよびマウスまたはトラックボール等のポインテ
ィングデバイスとを有する、コンピュータ上で、上記特徴を実現することができる。これ
に代えて、コンピュータは、キーボード、マウス、またはモニタが搭載されずに、別のコ
ンピュータから遠隔制御されてもよい。
【０１７２】
　特徴は、データサーバ等のバックエンド素子を含む、または、アプリケーションサーバ
もしくはインターネットサーバ等のミドルウェア素子を含む、または、グラフィカルユー
ザインターフェイスもしくはインターネットブラウザを有するクライアントコンピュータ
等のフロントエンド素子を含む、または、これらの任意の組合せを含む、コンピュータシ
ステム内で実現できる。上記システムの素子は、任意の形態で、または、通信ネットワー
ク等のデジタルデータ通信の媒体によって、接続できる。通信ネットワークの例は、たと
えば、ＬＡＮ、ＷＡＮ、およびインターネットを形成するコンピュータとネットワークを
含む。
【０１７３】
　コンピュータシステムは、クライアントとサーバとを含み得る。クライアントとサーバ
は、一般的には互いに離れており、典型的には上記のようなネットワークを通して対話す
る。クライアントとサーバとの関係は、それぞれのコンピュータ上で実行されクライアン
トーサーバの関係があるコンピュータプログラムによって発生する。
【０１７４】
　プロセッサ１３１０は、コンピュータプログラムに関連する命令を実行する。プロセッ
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。プロセッサ１３１０はさらに、算術および論理演算を行なう別の算術論理演算装置（Ａ
ＬＵ）を含み得る。
【０１７５】
　他の実施形態
　以上の説明は例示を意図しており、添付の請求項の範囲によって規定される開示の範囲
を限定しないことを理解すべきである。その他の局面、利点および変形は、以下の請求項
の範囲に含まれる。たとえば、以上の説明および図２の概略図は試料からの透過光の計測
を論じるが、本明細書中に開示する方法およびシステムを、試料の画像が試料から反射さ
れる光に対応する場合にも用いることができる。ある試料は自然に反射性であってもよく
、または反射マーカでタグ付け可能であり、これにより、反射光は細胞の成分の量および
／または体積を測定するのに便利な方法を提供する。いくつかの実施形態では、反射コー
ティングを有する顕微鏡スライドなどの基板の上に試料１０４を位置決め可能である。反
射コーティングは、一旦透過した光を２度目に試料を通して向けるように機能することが
でき、これにより、計測された「反射」光は実際は、試料を通って２回透過された入射光
に対応する。
【０１７６】
　一般的に、本明細書中に開示する方法およびシステムを用いて、細胞毎の体積、成分含
有量、および／またはさまざまな異なる試料の種類についての試料平均細胞体積もしくは
平均細胞成分含有量を測定することができる。たとえば、血液、骨髄、尿、上皮組織、腫
瘍、精液、唾、および他の組織または循環するもしくは循環しない生体液を含む、体液お
よび組織からの細胞を含む試料について、ヘモグロビンまたは他のタンパク質などの細胞
体積および成分含有量を測定することができる。
【０１７７】
　実施例
【実施例１】
【０１７８】
　血液試料についての平均細胞体積を測定するための本明細書中に開示するシステムおよ
び方法の有効性を評価するため、１μＬの血液試料を顕微鏡スライドの上に置いて、スラ
イド上に赤血球の単層を形成した。その全内容を引用によりここに援用する、同時係属中
の米国特許出願連続番号第１２／４３０，８８５号に開示するシステムを用いて血液試料
を置いた。次に、同時係属中の米国特許出願連続番号第１３／２９３，０５０号に開示す
る種類の自動化システムにおいて、同時係属中の米国特許出願連続番号第６１／５０５，
０１１号に開示する固定剤、（たとえばエオシンＹを備える）赤色染料、（たとえばアズ
ールＢおよびメチレンブルーを備える）青色染料、ならびに濯ぎ配合物を用いて、試料を
調製した。なお、これらの全内容をここに引用により援用する。血液試料を固定し、染色
し、濯ぎ、乾燥した後、自動化搬送機構はスライドを低倍率（たとえば×１０対物レンズ
）撮像ステーションの自動化ステージ上に搬入した。
【０１７９】
　自動化搬送機構は、光源（たとえば源１０６）と検出器（たとえば検出器１０２）との
間に試料を位置決めした。関心のある対象に対応する場所で試料の高倍率画像を取得した
。検出器は×５０対物レンズと対にされ、６４０×４８０画素ＣＣＤセンサを含んだ。検
出器を介して取得した画像の画素サイズは７．４μｍであった。視野の寸法は以下のとお
りであった。
【０１８０】
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【数１２】

【０１８１】
　撮像システムは、×５０対物レンズを用いて試料の数百枚の画像を取得した。試料上の
各々の場所毎に、４つの異なる色の照射光（６３５、５９８、５２５、および４１５ｎｍ
）で画像を取得した。各々の画像は典型的に１００個以上の赤血球を含み、したがって、
試料の高倍率画像は６０，０００個以上の赤血球の画像を生じた。図７は、（たとえば４
１５ｎｍの波長の）青色の照射光で取得した試料の概略的な画像７００を示す。もっとも
、より一般的には、他の照射波長（たとえば、６３５、５９８、５２５ｎｍ）またはその
組合せを用いて、画像を取得し、赤血球を同定し、かつ細胞体積および成分含有量を測定
することができる。画像７００は複数の同定された対象７０２Ａ－Ｊを含む。
【０１８２】
　しきい値条件を画像７００に適用することによって、画像７００内で赤血球の場所を特
定した。具体的には、（８ビット分解能の画像については）１６０以下の強度階調レベル
を有する画素のみをさらに処理して、赤血球体積分析から白血球を排除した。図８は、し
きい値条件を画像に適用した後の、図７に示す同じ試料の概略的な画像８００である。対
象８０２Ａ－Ｊが画像８００の中に存在する。
【０１８３】
　次に、連結成分標識付けプロセスを行なって、画像８００中の個別の画素を対象８０２
Ａ－Ｊに相関させた。このプロセスが完了した後、対象８０２Ａ－Ｊに対応する画素の組
の各々に画素侵食マスクを適用して、各々の対象の周から最も外側の０．５ミクロンを表
わす画素を除去した。以上開示したように、画素の侵食は、細胞境界からの光の屈折によ
る画像人工産物を低減する。補償しなければ、これらの人工産物は、細胞体積測定におけ
る誤差に繋がる可能性がある。
【０１８４】
　対象８０２Ａ－Ｊの各々のいくつかの特徴を計測し、計測値を表１に要約する。画素あ
たりの分かっている面積（画素あたり０．０２２平方ミクロン）を用いて、対象８０２Ａ
－Ｊの各々毎の面積を算出した。面積算出は、画素侵食マスクによって除去した区域の部
分を含む、細胞の全区域を含んだ。
【０１８５】
　完全な円のプロファイルからの各対象の断面形状のずれを測定することによって、対象
８０２Ａ－Ｊの真円度も判定した。以上開示したように、完全な円についての面積に対す
る周の２乗の比率は４πである。表１中の真円度の欄は、４πで除算した画像８００中の
各対象毎の周の２乗対面積比を反映する。完全な円形の対象は真円度値１を有し、対象の
形状がますます非円形になるにつれて、真円度値は１から離れていく。
【０１８６】
　対象８０２Ａ－Ｊについて光学濃度値も計測した。式（２）を用いて、各対象中の各画
素毎の階調レベル値を光学濃度値に変換した。侵食されたマスク内に存在した画像の画素
のみについて光学濃度値を測定した。次に、これらの光学濃度値を用いて、対象の各々毎
に平均光学濃度および最大光学濃度値を算出した。さらに、細胞面積および平均光学濃度
値から積分光学濃度値を算出した。
【０１８７】
　図８中の対象８０２Ａ－Ｊは各々、可能性のある赤血球として同定された。しかしなが
ら、細胞体積を算出する前に、赤血球の代表組を対象８０２Ａ－Ｊの群から選択した。代
表赤血球を選択するため、赤血球に対応する好適な形状および特徴を対象が有することを
確実にするために、それらの幾何学的特性および光学濃度特性に関して対象を評価した。
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【０１８８】
　第１のステップで、画像８００を走査し、対象のうち任意のものが画像の端縁によって
切断されているかまたはそうでなければ不明瞭になっている（たとえば、対象が画像内に
部分的にのみ含まれている）か否かを判断した。対象８０２Ｈおよび８０２Ｊは画像８０
０の端縁で切断されていた。したがって、対象８０２Ｈおよび８０２Ｊを以降の分析から
排除した。このプロセスの結果を表１の「部分細胞」欄に示す。
【０１８９】
　代表赤血球の組の同定の次のステップは、残余の対象（対象８０２Ａ－Ｇおよび８０２
Ｉ）を組に含むべきか否かを判断することであった。代表組から人工産物および／または
重なり合う細胞の群を除けるため、面積が６５平方ミクロンよりも大きいまたは３５平方
ミクロンよりも小さい対象を以降の分析から排除した。画像８００の中で、対象８０２Ａ
、８０２Ｂ、および８０２Ｉは、各々、面積が６５平方ミクロンよりも大きかった（表１
に示すように、それぞれ９７、７６、および１０３平方ミクロン）。したがって、これら
の対象を代表赤血球の組から除けた。図８の対象８０２Ａの形状は、この対象が非常に不
規則な単一の細胞または複数の細胞のいずれかに対応することを示唆する。対象８０２Ｂ
および８０２Ｉは、各々、いくつかのクラスタ化したまたは重なり合う細胞に対応するよ
うに思われる。
【０１９０】
　次に残余の対象８０２Ｃ－Ｇの光学濃度値を分析して、これらの対象を代表赤血球の組
に含むべきか否かを判断した。特に、０．３３という平均最小光学濃度しきい値を各々の
対象に適用して、白血球に対応した対象を排除した。表１に示すように、対象８００Ｃは
、０．２９という平均光学濃度値を有し、このことは、対象８０２Ｃが赤血球ではなくお
そらく白血球核であることを示唆した。画像８００中の対象８０２Ｃと画像７００中の対
応の対象７０２Ｃとを比較すると、対象８０２Ｃが白血球核に対応することを示唆したた
め、光学濃度しきい値の適用により、これを代表組から適切に排除した。画像７００に対
して、画像強度しきい値は、対象７０２Ｃ中で明らかな細胞質からの寄与を除去し、対象
８０２Ｃ中に見える白血球の核のみが残った。
【０１９１】
　さらに、０．６６という平均最大光学濃度しきい値を対象８０２Ｃ－Ｇの各々に適用し
て、対象が複数の重なり合う細胞に対応していないことを確実にした。この場合、重なり
の度合いは十分に高いため、対象が形状の不規則性に基づいて排除されることはあり得な
かった。対象８０２Ｆについての光学濃度値はしきい値を超え、したがって対象８０２Ｆ
を代表赤血球の組から排除した。図８の対象８０２Ｆと図７の対応の対象７０２Ｆとを比
較すると、対象８０２Ｆは２つの重なり合う細胞に対応し、したがって適切に排除される
ことを示唆した。
【０１９２】
　その結果、赤血球の代表組は対象８０２Ｄ、８０２Ｅ、および８０２Ｇに減った。次に
、これらの代表赤血球を用いて、血液試料についての平均細胞体積を算出した。これらの
対象の各々毎の、表１からの面積、ＯＤmeanおよびＯＤmaxの値を式（５）で用いて、各
対象毎の体積を算出した。これらの体積算出の結果を表１の「体積」欄に示す。これらの
体積値に０．５という補正係数を適用して、表１の「体積（ｆＬ）」欄に示すように、細
胞体積をフェムトリットルで表現した。次に、これらの細胞の各々毎の個別の体積を用い
て、試料についての平均細胞体積を算出したところ、１１．３６ｆＬであった。試料上の
複数（たとえば数百以上）の画像場所について以上のプロセスを繰返して、試料中の数百
または数千の代表赤血球に基づく平均細胞体積算出を生じることができる。さらに上述の
プロセスを繰返して、複数の照射波長で取得される画像からの値である色固有積分光学濃
度ＩＯＣ（ｃ）および色固有細胞体積Ｖｏｌ（ｃ）を算出することができる。たとえば、
合計４色（６３５、５９８、５２５、および４１５ｎｍ）の照射を用いて、色固有積分光
学濃度および細胞体積値を式８とともに用いて、試料についての平均細胞体積を算出する
ことができる。
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【０１９３】
【表１】

【実施例２】
【０１９４】
　表２は、血液試料について分かっているＭＣＨ値の組に部分的に基づいて、そのような
試料についての平均細胞ヘモグロビン値を算出する、式（１１）の例示的な実現例を図示
する。公知の参照システム、蛍光フローサイトメトリ法を用いる校正後自動化血液学的シ
ステムを用いて６つの血液試料を処理し、ＭＣＨを含む全血球計算のさまざまなパラメー
タを算出した。表２中の「参照ＭＣＨ」欄は、この参照システムを用いて処理した各試料
毎のピコグラムでの平均細胞ヘモグロビン値を報告する。
【０１９５】
　上述したのと同じ態様で、各試料毎の代表赤血球の組の同定を含む、６つの試料の処理
および撮像を行なった。各試料毎に、システムは、試料の画像を取得するのに用いる照射
の各色（すなわち、黄色－６３５ｎｍ；緑色－５９８ｎｍ、および青色－４１５ｎｍ）毎
に積分光学濃度値を算出した。黄色、緑色、および青色光を用いて得た画像に基づく各試
料毎の積分光学濃度値をそれぞれ、ＩＯＤ（ｙ）、ＩＯＤ（ｇ）、およびＩＯＤ（ｂ）で
印を付けた表２の欄の中に報告する。
【０１９６】
　各試料毎に、試料照射色に対応する３つの光学濃度値を用いて、予備的細胞ヘモグロビ
ン値を算出した。各照射波長毎に、参照試料から以前に定めた重み係数を以下の式（８）
の形態で用いた。
【０１９７】
　Ｈ＝－０．１６・ＩＯＤ（ｙ）＋０．０４・ＩＯＤ（ｇ）＋２．１・ＩＯＤ（ｂ）
各試料毎の予備的細胞ヘモグロビン値を表２の「Ｈ」欄に報告する。次に、各試料毎の予
備的細胞ヘモグロビン値を、参照システムを用いて測定した対応の平均細胞ヘモグロビン
値に変倍した。この変倍プロセスは、報告された各試料毎の参照平均細胞ヘモグロビン値
に予備的細胞ヘモグロビン値を相関させる回帰分析を行なうことを含んだ。最適な相関は
、黄色の重み付け因子を変倍することおよび以下のような予備的細胞ヘモグロビン計測値
を算出するのに用いた上記式に切片値を加算することに対応した。
【０１９８】
　Ｈ＝－０．１７・ＩＯＤ（ｙ）＋０．０４・ＩＯＤ（ｇ）＋２．１・ＩＯＤ（ｂ）＋０
．５
以上の式を利用して、各試料毎に平均細胞ヘモグロビン値を算出して、表２の「実験ＭＣ
Ｈ」欄に報告する。次に、実験システムで処理した新しい試料にこの式を適用して、その
ような試料を参照系で処理することなくＭＣＨ値を算出することができた。
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【０１９９】
【表２】

【図１Ａ】
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