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(57)【要約】
　乳房の上皮下インピーダンスを非侵襲的に測定するた
め、及び実質的に無症候の女性患者が発生する、又は乳
房における増殖性もしくは前癌性変化を発生する実質的
に増加したリスク状態にある、又は前癌性もしくは癌性
変化を発生させるためのその後のリスク状態にあるリス
クを評価する方法及びシステムが提供される。１つ以上
の場所で、及び少なくとも１種の周波数、特別には中等
度に高い周波数で患者の実質乳腺組織の上皮下インピー
ダンスを測定するために複数の電極が使用される。乳癌
を発生するリスクは、患者についての上皮下インピーダ
ンスの測定及び予測もしくは推定値にしたがって、及び
１つ以上の経験に基づくアルゴリズムにしたがって評価
される。開示された方法を実施するための器具もまた提
供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人の少なくとも１つの乳房のマンモグラフィ密度（ＭＤ）を推定する方法であって、
前記乳房は、覆っている皮膚表面及び乳頭を含み、
　（Ａ）第１電極と、前記個人の乳房内の上皮下実質組織との接続を確立するステップと
、
　（Ｂ）少なくとも１つの第２電極を、前記乳房の前記乳頭から一定距離で前記上皮下組
織に隣接した前記乳房の皮膚表面と接触させて配置するステップと、
　（Ｃ）前記第１及び第２電極間で１つの周波数を有する少なくとも１つの電気信号を確
立するステップと、
　（Ｄ）前記第１及び第２電極間で少なくとも１つの周波数で上皮下インピーダンス（Ｚ
ｓｕｂ）を測定するステップと、
　（Ｅ）ステップ（Ａ）～（Ｄ）からは独立した方法によって、推定又は計算されたマン
モグラフィ乳腺密度へＺｓｕｂを関連付けるアルゴリズムにしたがって前記乳腺密度の推
定値を取得するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記アルゴリズムは、（ｉ）前記個人の特性、（ｉｉ）その下で電気的測定が行われる
条件、又は（ｉｉｉ）（ｉ）及び（ｉｉ）の両方と関連している変量を含む請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記変量は、個人の年齢、ＢＭＩ（ボディマス指数）、体重、経産歴、前記個人が閉形
前女性であるかどうか、前記個人が閉経後女性であるかどうか、女性個人が月経周期中で
ある場合、及び皮膚表面電極が配置されている前記乳頭からの距離からなる群より選択さ
れる請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　乳腺密度を推定又は計算するための前記独立した方法は、Ｘ線、超音波及びＭＲＩ（磁
気共鳴イメージング）からなる群より選択される画像に基づくことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　Ｘ線画像に基づく前記方法は、Ｗｏｌｆｅパターン、６カテゴリー分類、ＢＩ－ＲＡＤ
Ｓ、ＡＣＲ　ＢＩ－ＲＡＤＳ、面積測定法、画像デジタル化、デジタルＸ線画像の双方向
性閾値、Ｘ線画像のテクスチャ測定、コンピュータ援用計算画像テクスチャ測定、コンピ
ュータ断層撮影（ＣＴ）イメージング、乳房断層合成法、二重エネルギーＸ線吸収法及び
デジタルマンモグラフィからなる群から選択される請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記アルゴリズムは、
　（Ｉ）ＭＤ＝１４１．７８８＋（－０．７１６＊年齢）＋（－１．１１３＊ＢＭＩ）＋
（－０．１９９＊Ｚｓｕｂ）、
　（ＩＩ）ＭＤｐｍｗ＝１２７．７７０＋（－１．３３９＊ＢＭＩ）＋（－０．２５９＊

Ｚｓｕｂ）及び
　（ＩＩＩ）ＭＤｐｓｔｍｗ＝１２７．１７８＋（－０．８７４＊年齢）＋（－０．２１
９＊Ｚｓｕｂ）
　からなる群より選択される、ここで、記号＊は、記号に先行する、及び後に続く用語の
乗算を示し、ＢＭＩは、（体重＊７０３）／身長２（インチ２）、又は、体重＊４．８８
／身長２（フィート２）として計算されたボディマス指数であり、体重の単位はポンドで
あり、ＺｓｕｂはΩで表され、年齢は歳で表され、ＭＤｐｍｗは、閉形前女性についての
マンモグラフィ乳腺密度であり、ＭＤｐｓｔｍｗは、閉経後女性についてのマンモグラフ
ィ乳腺密度である請求項１に記載の方法。
【請求項７】
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　Ｚｓｕｂは、以下の方程式、
　ＡＤＪＺｓｕｂ＝ＺｓｕｂＭ／ＺｓｕｂＤＦＮ（式中、下付きＭ＝測定値）及び
　ＺｓｕｂＤＦＮ＝１６９．５１２＋（６．６６８＊ＤＦＮ）
　にしたがって、前記電極が配置される前記乳頭からの距離について調整（ＡＤＪＺｓｕ
ｂ）される、ここで、ＤＦＮは、電極が配置される乳頭からの距離（ｃｍ）である請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　Ｚｓｕｂは、前記電極が配置される前記乳頭からの前記距離について調整（ＡＤＪＺｓ
ｕｂ）され、前記アルゴリズムは、
　（Ｉ）ＭＤｐｍｗ＝１３１．９３６＋（－１．４４４＊ＢＭＩ）＋（－５４．７５２＊

ＡＤＪＺｓｕｂ）、又は
　（ＩＩ）ＭＤｐｓｔｍｗ＝１２０．１７８＋（－０．８６９＊年齢）＋（－３９．１７
９＊ＡＤＪＺｓｕｂ）
　からなる群より選択される、ここで、ＭＤｐｍｗは、閉形前女性についてのマンモグラ
フィ密度であり、ＭＤｐｓｔｍｗは、閉経後女性についてのマンモグラフィ密度であり、
ＡＤＪＺｓｕｂは、ＺｓｕｂＭ／ＺｓｕｂＤＦＮ（下付きＭは測定値）であり、Ｚｓｕｂ

ＤＦＮは、１６９．５１２＋（６．６６８＊ＤＦＮ）であり、ＤＦＮは、前記電極が配置
される前記乳頭からの距離（ｃｍ）である請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　実質的に無症候の女性患者が乳房における増殖性もしくは前癌性変化を有することが見
いだされる、又は前癌性もしくは癌性変化を発生させる引き続いたリスク状態にある可能
性があるリスクを評価する方法であって、
　（Ａ）第１電極と、前記患者の乳房内の上皮下実質組織との接続を確立するステップと
、
　（Ｂ）少なくとも１つの第２電極を、前記乳房の前記乳頭から一定距離で前記上皮下組
織に隣接した前記乳房の皮膚表面と接触させて配置するステップと、
　（Ｃ）前記第１及び第２電極間で１つの周波数を有する少なくとも１つの電気信号を確
立するステップと、
　（Ｄ）前記第１及び第２電極間で少なくとも１つの周波数で上皮下インピーダンスを測
定するステップと、
　（Ｅ）前記患者に関連する変量に応じて前記患者についての乳房実質組織の上皮下イン
ピーダンスの推定値（Ｚｓｕｂｅ）を取得するステップであって、
　当該ステップは、以下の方程式、
　Ｚｓｕｂｅ＝１０７．７５３＋（１．０８３＊年齢）＋（－１．０７４＊乳腺密度）＋
（３．１９６＊ＢＭＩ）に基づいて取得され、ここで、年齢は歳で測定される。乳腺密度
は％で表示され、マンモグラム上の乳腺の外観から推定される。また、ＢＭＩは、体重（
ポンド）＊７０３／身長２（インチ２）、又は体重（ポンド）＊４．８８／身長２（フィ
ート２）と規定される、ステップと、
　（Ｆ）前記患者についての乳房実質組織の上皮下インピーダンス（Ｚｓｕｂｍ）の少な
くとも１つの測定値を取得するステップと、
　（Ｇ）Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率についての数値を計算するステップであって、こ
こで、Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率が約０．８未満又は約１．２超であることを前提に
して、女性患者が乳癌を有する、もしくは乳癌を発生する増加したリスク状態にあると見
いだされる統計的に有意に増加したリスクがあるものである、ステップと
　を含む、方法。
【請求項１０】
　実質的に無症候の女性患者が乳房における増殖性もしくは前癌性変化を有することが見
いだされる、又は前癌性もしくは癌性変化を発生させる引き続いたリスク状態にある可能
性があるリスクを評価する方法を実施するためのコンピュータ実行可能な命令を有するコ
ンピュータ可読媒体であって、前記方法は、
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　（Ａ）第１電極と、前記患者の乳房内の上皮下実質組織との接続を確立するステップと
、
　（Ｂ）少なくとも１つの第２電極を、前記乳房の前記乳頭から一定距離で前記上皮下組
織に隣接した前記乳房の皮膚表面と接触させて配置するステップと、
　（Ｃ）前記第１及び第２電極間で１つの周波数を有する少なくとも１つの電気信号を確
立するステップと、
　（Ｄ）前記第１及び第２電極間で少なくとも１つの周波数で前記上皮下インピーダンス
を測定するステップと、
　（Ｅ）前記患者に関連する変量のためのインプット値に基づいて前記患者についての乳
房実質組織の上皮下インピーダンスの推定値（Ｚｓｕｂｅ）を計算するステップであって
、
　当該ステップは、以下の方程式、
　Ｚｓｕｂｅ＝１０７．７５３＋（１．０８３＊年齢）＋（－１．０７４＊乳腺密度）＋
（３．１９６＊ＢＭＩ）
　に基づいて計算され、ここで、年齢は歳で測定され、乳腺密度は％で表示され、マンモ
グラム上の乳腺の外観から推定され、ＢＭＩは、体重（ポンド）＊７０３／身長２（イン
チ２）、又は、体重（ポンド）＊４．８８／身長２（フィート２）と規定されている、ス
テップと、
　（Ｆ）前記患者についての乳房実質組織の上皮下インピーダンス（Ｚｓｕｂｍ）の少な
くとも１つの測定値を得るステップと、
　（Ｇ）Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率についての数値を計算するステップであって、こ
こで、Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率が約０．８未満又は約１．２超であることを前提に
して、女性患者が乳癌を有すると見いだされる統計的に有意に増加したリスクがあるもの
である、ステップと
　を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　個人の少なくとも１つの乳房のマンモグラフィ密度（ＭＤ）を推定する方法を実施する
ためのコンピュータ実行可能な命令を有するコンピュータ可読媒体であって、前記乳房は
覆っている皮膚表面及び乳頭を含み、当該方法が、
　（Ａ）第１電極と、前記個人の乳房内の上皮下実質組織との接続を確立するステップと
、
　（Ｂ）少なくとも１つの第２電極を前記乳房の前記乳頭から一定距離で前記上皮下組織
に隣接した前記乳房の皮膚表面と接触させて配置するステップと、
　（Ｃ）前記第１及び第２電極間で１つの周波数を有する少なくとも１つの電気信号を確
立するステップと、
　（Ｄ）前記第１及び第２電極間で少なくとも１つの周波数で前記上皮下インピーダンス
（Ｚｓｕｂ）を測定するステップと、
　（Ｅ）ステップ（Ａ）～（Ｄ）から独立した方法によって、推定又は計算されたマンモ
グラフィ乳腺密度へＺｓｕｂを関連付けるアルゴリズムにしたがって前記乳腺密度の推定
値を計算するステップと
　を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記アルゴリズムが、
　（Ｉ）ＭＤ＝１４１．７８８＋（－０．７１６＊年齢）＋（－１．１１３＊ＢＭＩ）＋
（－０．１９９＊Ｚｓｕｂ）、
　（ＩＩ）ＭＤｐｍｗ＝１２７．７７０＋（－１．３３９＊ＢＭＩ）＋（－０．２５９＊

Ｚｓｕｂ）及び
　（ＩＩＩ）ＭＤｐｓｔｍｗ＝１２７．１７８＋（－０．８７４＊年齢）＋（－０．２１
９＊Ｚｓｕｂ）
　からなる群から選択され、ここで、記号＊は、記号に先行する、及び後に続く用語の乗
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算を示し、ＢＭＩは、（体重＊７０３）／身長２（インチ２）、又は（体重＊４．８８／
身長２（フィート２）（式中、体重の単位はポンドである）として計算されたボディマス
指数であり、ＺｓｕｂはΩで表され、年齢は歳で表され、ＭＤｐｍｗは、閉形前女性につ
いてのマンモグラフィ密度であり、ＭＤｐｓｔｍｗは、閉経後女性についてのマンモグラ
フィ密度である請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　Ｚｓｕｂは、以下の方程式、
　ＡＤＪＺｓｕｂ＝ＺｓｕｂＭ／ＺｓｕｂＤＦＮ（下付きＭは測定値）、及び
　ＺｓｕｂＤＦＮ＝１６９．５１２＋（６．６６８＊ＤＦＮ）
　に従って、前記電極が配置される前記乳頭からの前記距離について調整（ＡＤＪＺｓｕ
ｂ）される、ここで、ＤＦＮは、前記電極が配置される前記乳頭からの距離（ｃｍ）であ
る請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　Ｚｓｕｂは前記電極が配置される前記乳頭からの前記距離について調整（ＡＤＪＺｓｕ
ｂ）され、前記アルゴリズムは、
　（Ｉ）ＭＤｐｍｗ＝１３１．９３６＋（－１．４４４＊ＢＭＩ）＋（－５４．７５２＊

ＡＤＪＺｓｕｂ）、又は
　（ＩＩ）ＭＤｐｓｔｍｗ＝１２０．１７８＋（－０．８６９＊年齢）＋（－３９．１７
９＊ＡＤＪＺｓｕｂ）
　からなる群より選択され、ここで、ＭＤｐｍｗは、閉形前女性についてのマンモグラフ
ィ密度であり、ＭＤｐｓｔｍｗは、閉経後女性についてのマンモグラフィ密度であり、Ａ
ＤＪＺｓｕｂは、ＺｓｕｂＭ／ＺｓｕｂＤＦＮ（下付きＭは測定値）であり、ＺｓｕｂＤ

ＦＮは、１６９．５１２＋（６．６６８＊ＤＦＮ）（ＤＦＮは、前記電極が配置される前
記乳頭からの前記距離（ｃｍ））である請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、その開示が参照として本明細書に組み入れられる２００７年１２月１１日に
出願された米国特許仮出願第６１／００７，１２８号明細書の出願日の利益を主張する。
【０００２】
［発明の分野］
　乳腺密度及び／又は乳癌のリスクの理想的、又は好ましいバイオマーカーは、以下の特
性、（１）生物学的妥当性、（２）低リスク集団に比較して高リスク集団において高い発
現率、（３）プロスペクティブ試験における癌との関連付け、（４）正常生理学的過程に
よってはほとんど影響を受けない発現、又は生理学の影響を制御する能力、（５）低コス
トで最小侵襲性技術を用いてバイオマーカーを入手できる能力、及び（６）再現性を含ん
でいる。
　本発明のためには、米国立衛生研究所による「バイオマーカー」の一般に容認された定
義である「正常生物学的過程、病理学的過程、又は治療的インターベンションに対する薬
理学的反応についての指標として客観的に測定及び評価される特性」を採用する（Ｂｉｏ
ｍａｒｋｅｒｓ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓ　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐ：Ｂｉｏｍａｒ
ｋｅｒｓ　Ａｎｄ　Ｓｕｒｒｏｇａｔｅ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔｓ：Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｄ
ｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｎｃｅｐｔｕａｌ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ．Ｃｌｉｎ
．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｔｈｅｒ．２００１；６９：８９－９５）。
　以下に示すように、本発明は一般に、乳腺密度を推定するためのバイオマーカーとして
の電気生理学的特性、好ましくは上皮下インピーダンスの測定、特別には非侵襲性の測定
、及びさらに、好ましくは個人が乳癌もしくは異常な組織を発生するリスクを評価する際
に使用するための、乳癌もしくは異常な組織についてのまた別のバイオマーカーとしての
そのような推定乳腺密度の使用に関する。
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【０００３】
　本発明は一般に、増殖性、異常もしくは癌性組織の検出、及びより特別には、増殖性、
異常もしくは癌性組織の電気生理学的特性における変化の検出、ならびに悪性腫瘍の発生
中の組織の機能的、構造的及びトポグラフィ（形状、位置及び機能の相互作用）関係に関
連するそれらの電気生理学的特性における変化の検出に関する。これらの測定は、増殖性
、異常もしくは癌性組織の電気生理学的特性を解明及び強調するための薬理学的物質及び
ホルモン剤の非存在下及び存在下で行うことができる。
【背景技術】
【０００４】
　癌は、米合衆国内の男女両性における死亡の主要原因である。治療法の選択が実行不能
になる前に増殖性、異常な前癌性もしくは癌性組織を検出することの難しさは、死亡率が
高い理由の１つである。増殖性、異常もしくは癌性組織の存在を検出することは困難であ
るが、これは一部には、そのような組織が主として身体内の深部に位置し、費用のかかる
複雑な侵襲性の、及び／又は不快な方法を必要とするからである。この理由のため、検出
方法の使用は、患者が異常な組織に関連する症状を経験するまでは制限されることが多い
。
　しかし、癌もしくは腫瘍の多数の形態は、検出可能なサイズに達するには（したがって
患者において重大な症状もしくは徴候が生じるには）長期間を要する。そこで現在利用可
能な診断様式を用いて検出が実施される時点では、効果的な治療を行うには遅すぎること
が多い。
【０００５】
　乳癌は、西洋諸国の女性が罹患する最も一般的な悪性腫瘍である。この一般的な疾患の
死亡率の減少は、早期検出に依存する。早期検出にとっての頼みの綱は、マンモグラフィ
（乳房Ｘ線撮影法）及び臨床乳房検査である。どちらにも不正確という問題が付随する。
　例えば、マンモグラフィは高密度の乳房を備える女性では感受性が低く、形態学的に類
似する良性又は悪性の乳房病変を識別することができない。
【０００６】
　臨床乳房検査は、通例は１ｃｍ未満の病変が検出不能であり、より大きい病変はび漫性
小結節形成、線維嚢胞性変化によって不明瞭化される、又は臨床検出が不可能なほど乳房
内の過度に深部に所在する場合があるために限定される可能性がある。マンモグラフィの
陽性所見又は曖昧な臨床所見を備える患者は、確定診断を下すためには生検を必要とする
ことが多い。さらに、８０％までの患者では、生検が悪性腫瘍について陰性となることが
ある。
【０００７】
　したがって、マンモグラフィ及び臨床乳房検査は、乳癌を診断する際に相当に不良な特
異性を有する。このため、臨床乳房検査で検出された多数の陽性のマンモグラフィ所見又
は病変は、最終的には擬陽性であることが判明し、患者にとって身体的及び情緒的外傷を
生じさせる。生検を受ける必要がある患者を同定するための改良された方法及び技術は、
医療費を減少させ、不必要な診断的生検を回避することになる。
【０００８】
　他の組織タイプ及び身体の他の場所での前癌性組織及び癌を特徴付けるために適切な改
良された技術、特別には例えば前立腺、膵臓などの身体の管状構造、及び乳房の状態を究
明するために適切な方法及び器具を開発することもまた望ましい。そのような特性付けは
、最終的には診断又はリスク評価において有用である。
【０００９】
　癌性及び前癌性組織を早期検出するために提案された１つの方法には、生物学的組織の
電気インピーダンスの測定が含まれる。例えば、米国特許第３，９４９，７３６号明細書
は、低レベル電流を組織に通過させ、組織を横断する電圧低下の測定値を取得して、全組
織インピーダンスの間接的表示を提供する方法を開示している。この方法は、組織のイン
ピーダンスにおける変化が該組織を構成する細胞の異常な状態と関連し、これが腫瘍、癌
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腫、又は他の異常な生物学的状態を示すことを教示している。しかしこの開示は、異常な
細胞と関連するインピーダンスの上昇又は減少については考察しておらず、電気生理学的
特性に影響を及ぼす腫瘍細胞又は他の患者特異的因子を詳細に取り扱っていない。
【００１０】
　上記及び類似のシステムは上皮のＤＣ電気特性を考察していないこともまた留意された
い。最も一般的な悪性腫瘍は、経上皮電位を維持する、上皮（例えば、腸などの中空器官
、又は乳腺もしくは前立腺などの管状構造を内張りする細胞層）内で発生する。悪性腫瘍
の経過の早期において、上皮は、特に発生中の悪性腫瘍から少し離れた上皮と比較すると
、経上皮電位を消失する。経上皮電位測定値とインピーダンスとを組み合わせると、前癌
性及び癌性状態を診断する際に精度がより高くなる。
【００１１】
　上記に参照したシステムのまた別の利点は、電気信号の周波数範囲が規定されないこと
である。選択された周波数範囲にしたがって、細胞についての所定の情報が得られる。種
々の周波数帯は、組織の様々な構造的又は機能的側面と関連する可能性がある。例えば、
Ｆ．Ａ．Ｄｕｃｋ，Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｔｉｓｓｕｅｓ，
Ｌｏｎｄｏｎ：Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，２００１；Ｋ．Ｒ．Ｆｏｓｔｅｒ，Ｈ．
Ｐ．Ｓｃｈｗａｎ，Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｔｉｓｓｕｅ
ｓ　ａｎｄ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ：ａ　ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｒｅ
ｖｉｅｗ，Ｃｒｉｔ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅｎｇ．，１９８９，１７（１）：２５－
１０４を参照されたい。例えば、約１ＧＨｚ（ギガヘルツ）などより高い高周波数では、
分子構造は、インピーダンスプロファイルの緩和特性に優勢な作用を有する。緩和特性は
、印加された電場における変化への組織の反応における遅延を含んでいる。例えば、印加
されたＡＣ電流は、組織のインピーダンス特性のために、遅延又は位相シフトする、組織
を越える電圧変化を生じさせる。組織の緩和及び分散特性は、印加された信号の周波数に
したがって変動する。
【００１２】
　例えば、約１００Ｈｚ（ヘルツ）未満などの低周波数、もしくはいわゆるα分散範囲で
は、大細胞膜界面でのイオン輸送及び電荷蓄積の変化がインピーダンスプロファイルの緩
和特性を支配する。数ＫＨｚ（キロヘルツ）～約１ＭＨｚ（メガヘルツ）の間の周波数範
囲内、もしくはいわゆるβ分散範囲内では、細胞構造が上皮インピーダンスプロファイル
の緩和特性を支配する。低ｋＨｚ周波数のこの範囲内では、印加された電流の大部分は傍
細胞経路及び密着帯を通過する。β分散範囲内の高周波数では、電流は細胞膜を貫通する
ことができ、このため細胞間及び細胞内の両方を通過するので、電流密度は細胞質及び細
胞核の組成及び容積に依存する。特性の変化は、悪性腫瘍形質転換の過程中に上皮のイオ
ン輸送において発生し、α分散範囲内の周波数で測定された上皮のインピーダンス特性に
影響を及ぼす。悪性腫瘍過程の後期には、密着帯の開口及び傍細胞経路の抵抗性の減少を
伴う構造変化は、細胞質及び細胞核の組成及び容積における変化と一緒に、β分散範囲内
で測定されたインピーダンスに影響を及ぼす。
【００１３】
　上記に参照したシステムに伴うまた別の欠点は、変化したインピーダンスのトポグラフ
ィが試験されないことである。測定電極を様々な間隔をあけて配置することよって、上皮
は、様々な深さまで調査することができる。２つの表面電極によって測定される深さは、
電極間の間隔のほぼ半分である。このため１ｍｍ離れている電極は、約５００μ（ミクロ
ン）の深さまで下にある上皮のインピーダンスを測定する。例えば、腸上皮の厚さは、発
生中の腫瘍の辺縁では正常な腸における７１６±１１２μと比較して１，３５６±２０８
μへ増加する。Ｄ．Ｋｒｉｓｔｔ，ｅｔ　ａｌ．，Ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｏｆ　ｐｒｏｌｉ
ｆｅｒａｔｉｖｅ　ｃｈａｎｇｅｓ　ｉｎ　ｃｒｙｐｔｓ　ｂｏｒｄｅｒｉｎｇ　ｃｏｌ
ｏｎｉｃ　ｔｕｍｏｒｓ：ｚｏｎａｌ　ｈｉｓｔｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　ｃｅｌｌ　ｃｙｃ
ｌｅ　ｍａｒｋｅｒ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ，Ｐａｔｈｏｌ．Ｏｎｃｏｌ．Ｒｅｓ　１９
９９；５（４）：２９７－３０３を参照されたい。乳管上皮の肥厚もまた非浸潤性乳管癌
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が発生するにつれて観察される。約２．８ｍｍ離して配置された電極間の測定インピーダ
ンスを約１．４ｍｍ離して配置された電極のインピーダンスと比較すると、より深部の肥
厚した上皮についての情報もまた得ることができる。例えば、Ｌ．Ｅｍｔｅｓｔａｍ，Ｓ
．Ｏｌｌｍａｒ，Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｉｍｐｅｄａｎｃｅ　ｉｎｄｅｘ　ｉｎ　ｈｕ
ｍａｎ　ｓｋｉｎ：ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ａｆｔｅｒ　ｏｃｃｌｕｓｉｏｎ，ｉｎ
　５　ａｎａｔｏｍｉｃａｌ　ｒｅｇｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｉｎ　ｍｉｌｄ　ｉｒｒｉｔａ
ｎｔ　ｃｏｎｔａｃｔ　ｄｅｒｍａｔｉｔｉｓ，Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｄｅｒｍａｔｉｔｉｓ
　１９９３；２８（２）：１０４－１０８を参照されたい。
【００１４】
　上記に参照した方法のまた別の欠点は、これらの方法が悪性腫瘍過程中に変化する特異
的導電経路を調査しないことである。例えば、悪性腫瘍過程の早期における結腸の表面上
皮においては、カリウム導電性が減少する。塩化カリウムの濃度を様々に変化させながら
１ｍｍ未満離した電極を使用することによって、５００μ未満から表面までの深さの表面
上皮におけるカリウム導電性及び透過性を推定することができる。
【００１５】
　乳癌を診断することを試みて、多数の非侵襲性インピーダンスイメージング技術が開発
されてきた。電気インピーダンス断層撮影法（ＥＩＴ）は、身体表面上に配置された極め
て多数の電極を使用するインピーダンスイメージング技術である。各電極で得られたイン
ピーダンス測定値が次にコンピュータによって処理すると、インピーダンスの二次元又は
三次元再構築トポグラフィ画像及びその二次元又は三次元での分布が生成される。このア
プローチは、様々な組織タイプ間の導電性及び障害に依存し、臨床的に適用することが困
難なデータ収集及び画像再構成に依存する。
【００１６】
　大多数のＥＩＴシステムは、２つ以上の通電電極間に一定ＡＣ電流を印加し、身体表面
上の他の電圧感知電極間の電圧降下を測定する「電流駆動モード」を使用する。また別の
アプローチは、２つ以上の通電電極間に一定ＡＣ電流を印加し、次に他の電流感知電極で
電流を測定する「電圧駆動アプローチ」を使用する方法である。様々なシステムは、使用
する電極の構成、電流又は電圧励起モード、励起信号パターン、及びＡＣ周波数範囲が相
違する。
【００１７】
　乳癌を診断するためにＥＩＴを使用することに伴うまた別の欠点は、乳房組織の不均質
性である。画像再構成は、電流が乳房組織を均質に通過することを前提としているが、こ
れは乳房を含む様々な組織タイプの変動する電気特性を前提にするとありそうもない。さ
らに、画像再構成は、公知のインピーダンス分布から乳房の表面上での電圧分布の計算（
いわゆる順問題）、及び次に表面電極を用いて測定された測定電圧分布から乳房内でのイ
ンピーダンス分布を推定すること（逆問題）に依存している。再構成アルゴリズムは、ポ
アソンの方程式を用いる、そして大多数のＥＩＴシステムにおいて使用される低周波数の
ために、準静的条件に関連する前提条件を用いた有限要素モデリングに基づくことが多い
。
【００１８】
　癌診断のためのその他の電気に基づく方法は、特許及び雑誌文献に開示されている。そ
のような開示の簡略な考察は、本発明者による同時係属出願である、その開示が参照とし
て本明細書に組み入れられる２００７年７月１８日に出願された米国特許出願第１１／８
７９，８０５号明細書から見いだすことができる。
【００１９】
　異常な組織を検出するためのまた別の可能性のある情報源は、上皮における輸送変化の
測定値である。上皮細胞は身体の表面を内張りし、外部世界から身体を隔離するための障
壁として機能する。上皮細胞は身体を絶縁するために機能するだけではなく、固有の細胞
質環境を相当に狭い限度内に維持しながら細胞障壁を横断して塩類、栄養素、及び水を輸
送することによって身体環境を修正する。それによって、上皮層が一持続的な破壊に抵抗
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する１つの機序は、連続増殖及び障壁の置換による機序である。この持続性の細胞増殖は
、８０％を超える癌が上皮細胞起源である理由を一部には説明することができる。さらに
、血液から外部へ、及びその逆のベクトル的に溶質を輸送する特殊な能力を前提にすると
、増殖調節の変化を含む疾患過程は、上皮の輸送特性の変化と関連する可能性があると思
われる。
【００２０】
　上皮細胞は、細胞・細胞間接着分子からなる密着帯によって一緒に結合される。これら
の接着タンパク質は、細胞間の分子及びイオンの傍細胞輸送を調節し、物質の移動を防止
しながら、又は細胞間を物質が通過するのを緩く許容しながら、上皮をピンと張ることの
できる動的構造である。密着帯は、内在性膜タンパク質であるクローディン、オクルーデ
ィン及びＪＡＭ（接合部接着分子）からなる。密着帯は、細胞内及び細胞外刺激に反応し
て開閉する。
【００２１】
　多数の物質が密着帯を開閉させる。炎症誘発剤であるＴＧＦ－α、サイトカイン類、Ｉ
ＧＦ及びＶＥＧＦは密着帯を開放させる。閉鎖帯毒素、酸化窒素供与体、及びホルボール
エステル類もまた密着帯を可逆的に開放させる。カルシウム、Ｈ２アンタゴニスト類及び
レチノイド類を含むその他の物質は、密着帯を閉鎖させる。例えば、プロラクチン及びグ
ルココルチコイド類などの様々なホルモン類もまた密着帯を調節する。製剤に加えられる
、キトサン及びコムギ胚芽アグルチニンを含む他の物質は、非特異的密着帯調節因子とし
て機能する。
【００２２】
　上記に参照した物質及びその他は、発癌現象中に変化させられる密着帯タンパク質に直
接的又は間接的に作用する可能性がある。例えば、クローディン－７は、乳癌の発生中に
乳管上皮内では消失する。密着帯の反応は、上皮の悪性状態及びそれらの構成タンパク質
にしたがって変動する。結果として、密着帯の開閉は上皮の悪性状態によって影響を受け
る。
【００２３】
　電位又はインピーダンスの表面測定値は、乳管の内腔表面と被覆している皮膚との間で
電気接触が行われる乳房上皮を横断して実施される測定値と同一ではない。経上皮脱分極
は、上皮の重要な領域に影響を及ぼす（「フィールド欠損」）可能性がある発癌現象中の
早期事象である。この脱分極には、イオン輸送及びインピーダンス変化を含む上皮内の機
能的変化が付随する。経過における早期には、起電性イオン輸送プロセスが減少するため
に、これらはインピーダンス増加の形態を取る。腫瘍が前癌状態の上皮内で発生し始める
につれて、例えば密着帯の破断及び核異型などの構造的変化が形質転換細胞において発生
する。構造的変化は、腫瘍のインピーダンスの顕著な減少を生じさせる。本発明者が上述
したように、上皮における電気的変化のパターン及び勾配についての理解及び解釈は、Ｄ
Ｃ電気測定値及びインピーダンス測定値の組み合わせから癌の診断を支援することができ
る。
【００２４】
　乳癌は、乳房組織の終末乳管小葉単位（ＴＤＬＵ）内の上皮細胞を起源とすると考えら
れる。これらの細胞は増殖し、休眠中には様々な物質の吸収及び分泌において機能的役割
を有し、乳汁分泌中には乳汁を産生することができる。乳房上皮における機能的変化は、
乳癌診断のための可能性があるアプローチとしては概して看過されてきた。乳房上皮は、
乳汁分泌中の乳汁産生に責任を負っている。閉経前乳房上皮は毎月、月経に続く退縮を伴
う妊娠の「リハーサル」を経験する。扁平上皮は、上皮が卵胞期から黄体期に進むにつれ
てより円柱状になる。さらに、乳管分岐及び腺房の数は黄体期の下半期中に最大値に達す
る。月経の直前に、上皮のアポトーシスが発生し、女性が妊娠しない限りこの過程は反復
して再開される。
【００２５】
　様々なホルモン類は、乳房上皮イオン輸送に影響を及ぼすことが公知である。例えば、
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プロラクチンは乳房上皮細胞間の密着帯の透過性を減少させ、粘膜から漿膜へのＮａ＋流
入を刺激し、Ｎａ＋：Ｋ＋：２Ｃｌ－共輸送をアップレギュレートし、乳汁中の［Ｋ＋］
を増加させ、［Ｎａ＋］を減少させる。グルココルチコイド類は、経上皮抵抗性を増加さ
せ、上皮透過性を減少させる密着帯の形成を制御する。妊娠後期における乳管内へのコル
チゾールの投与は、［Ｋ＋］を増加させ、乳管分泌の［Ｎａ＋］を減少させることが証明
されている。プロゲステロンは、妊娠中の密着帯閉鎖を阻害し、非妊娠女性における月経
周期中に観察された乳管中電解質液における変動の原因である可能性がある。エストロゲ
ンは、細胞膜及び経上皮電位を増加させることが観察され、乳房上皮細胞内のＫ＋－チャ
ネルの開口を刺激することができる。上述したホルモン類は、毎日、及び月経周期中に変
動する。これらの変動は、内腔内のイオン濃度、経上皮電位及びインピーダンス特性を変
化させる乳房上皮の機能的特性に影響を及ぼす可能性が高く、これらは上皮細胞のイオン
輸送特性ならびに細胞間及び傍細胞導電性経路に依存する。
【００２６】
　乳房癌バイオマーカーは、近年、国民的注目を集め、乳癌についてのリスク状態にある
女性において研究されてきた様々なマーカーには以下が含まれる。
【００２７】
　生殖細胞系突然変異及び多型性：有害な生殖細胞系突然変異を備えるＢＲＣＡ１／ＢＲ
ＣＡ２などの高度に浸透性の遺伝子は乳癌発生の強力な予測因子であるが、乳癌を備える
女性の５～１０％未満及び一般集団の１％においてしか見いだされない。それらのタンパ
ク質産物が発癌物質及びホルモン代謝及び／又はＤＮＡ修復に関係している遺伝子の一塩
基変異多型には１．４～２．０の相対リスクが結び付いているが、結合多型は有意に高い
相対リスクと関連する可能性がある。
【００２８】
　ホルモン類及び代謝産物類：生態学的に利用可能な血清中エストラジオール及びテスト
ステロンは閉経後女性における、及び血清中インスリン様成長因子Ｉ（ＩＧＦ－Ｉ）及び
その結合タンパク質３（ＩＧＦＢＰ－３）は閉経前女性におけるリスクバイオマーカーを
表す可能性がある。しかし、高リスクの女性を断定的に同定すると確定されたものはない
。
【００２９】
　マンモグラフィ乳腺密度及び上皮内新生物：マンモグラフィ乳腺密度及び乳房上皮内新
生物は、腫瘍抑制因子遺伝子における生殖細胞系突然変異よりはるかに多くの女性集団に
該当する。さらに、それらは変調を免れないので、これらのリスクバイオマーカーを使用
すると予防インターベンションの観点から乳癌感受性の変化を監視することができる。マ
ンモグラフィ乳腺密度及び乳房上皮内新生物は、閉経前及び閉経後女性の両方において有
用である。しかし、Ｔｉｃｅ　ｅｔ　ａｌ．（Ｂｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．Ｔ
ｒｅａｔ．９４：１１５－２２，２００５）及びＣｈｅｎ　ｅｔ　ａｌ．（Ｊ．Ｎａｔｌ
．Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｎｓｔ．９８：１２１５－２６，２００６）は、マンモグラフィ密度
がＧａｉｌモデル（Ｍ．Ｈ．Ｇａｉｌ　ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｎａｔｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｎ
ｓｔ．８１　（２４）：１８７９－８６，１９８９）に識別精度の穏当な改善を加えると
報告している。密度の評価は、典型的には放射線に基づく方法の使用を必要とし、観察者
間変動性を示す傾向がある。乳腺密度の推定における改善は、容積測定法及び三次元ＭＲ
Ｉ（磁気共鳴イメージング）アプローチを用いて提案されてきた。
【００３０】
　乳房上皮内新生物は癌との密接な生物学的関連を備えるリスクバイオマーカーであり、
少なくとも正常な生理学的過程によって影響を受ける可能性が高いが、乳管増殖は月経周
期内の位置によって影響を受ける可能性がある（例えば、概論についてはＦａｂｉａｎ　
ｅｔ　ａｌ，Ｅｎｄｏｃｒ．Ｒｅｌａｔ　Ｃａｎｃｅｒ　１２：１８５－２１３，２００
５を参照されたい）。これには、異型性、異型乳管及び小葉過形成を伴わない増殖性乳腺
疾患及び上皮内癌が含まれる。上皮内新生物の範囲内では、形態学的異常の増加には相対
リスクの進行性増加及び乳癌の発生までの期間短縮（潜伏期間の減少）が結び付いている
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。異型性（中等度から顕症期の過形成、硬化性腺症、乳頭腫など）を伴わない増殖性乳腺
疾患は、診断的生検の約２５～３０％において見いだされ、乳癌の相対リスクの１．４～
２．０倍の増加が結び付いている。異型性を伴わない増殖性疾患に結び付いたより高い相
対リスク（例、２．０対１．４）には、閉経で増殖をダウンレギュレートする失敗、又は
陽性家族歴のために、高齢（＞５０歳）が結び付いている場合がある。
【００３１】
　診断的生検で同定された乳管又は小葉異型過形成には、他のリスク因子とは無関係に相
対リスクの約５倍の増加が結び付いている。異型性を備えるが、陽性家族歴を備えないと
同定された女性は約４～５倍増加したリスクを有するが、陽性家族歴を備える女性では乳
癌の相対リスクは約１０倍へ倍増する。異型乳管及び小葉過形成は、無差別の診断的外科
的及びコア針生検の３～１０％において観察される。最終的に、癌を発生する女性は異型
過形成を示さない女性に比較してより高い比率の異型過形成を示す事前良性生検を有する
。数例の研究者らは、異型過形成は通常タイプの異型性（ＨＵＴ）より広がった小葉（乳
管についてはＡ、小葉についてはＢ）と呼ばれる中間病変からより一般的に発生する可能
性があると提案した。異型過形成及びＨＵＴはどちらも広がった小葉から発生する可能性
がある。これらの広がった小葉は、終末小葉乳管単位の拡張を伴う増加した細胞充実度及
び増殖を特徴とする。
【００３２】
　上皮内新生物に関連する遺伝子変化：ＡＤＨ及びＤＣＩＳは、免疫細胞学検査又はｍＲ
ＮＡ遺伝子プロファイルによって評価した場合に類似の分子変化及び遺伝子変化を有する
ことが多い。ＡＤＨ病変の約５０％は異型接合性の消失を示すが、これがＨＵＴ病変につ
いて観察されることは若干少ない。最も頻回な染色体消失は、ＤＣＩＳに観察されるもの
に類似して、ＨＵＴ及び異型過形成の両方について１６ｑ及び１７ｐで見られる。非浸潤
性及び浸潤性小葉癌についての類似の染色体増加及び消失は、比較ゲノムハイブリダイゼ
ーション技術を用いて観察される。腫瘍抑制因子遺伝子であるＥ－カドヘリンを含有する
１６ｑの消失は、細胞接着及び細胞周期調節に関与していた。Ｅ－カドヘリンは正常細胞
内では発現するが、ＬＣＩＳ及び浸潤性小葉癌中では消失すると報告されている。ＡＤＨ
は、診断的生検の５％以下で報告され、平均リスク女性由来の剖検標本の９％において報
告されてきた。しかし、高リスク女性由来の予防的乳腺切除術標本の３９％において観察
されている。さらに、ＢＲＣＡ１及び／又はＢＲＣＡ２における突然変異の家族歴に一致
する家族歴を備える女性の５７％は異型乳管もしくは小葉病変及び／又は上皮内癌を有し
、これらの病変は多病巣性又は多中心性であることが多いことが報告されている。
【００３３】
　変化したホルモン受容体状態：乳癌を備えていない女性における血清中エストラジオー
ルと乳房上皮のＥＲ－αとの間では、月経周期内の位置に依存する逆相関関係が観察され
ている。この関係は、乳癌を備える女性由来の乳房上皮においては観察されていない。上
皮増殖は対照群におけるＥＲと逆相関していたが、乳癌症例では正相関していた。これら
の観察所見は、乳癌を備える女性の周囲上皮は月経周期の黄体期におけるＥＲアップレギ
ュレーションを伴うエストラジオールへの異常反応を提示する可能性があるが、乳癌を備
えない女性由来の乳房上皮ではダウンレギュレートされるという示唆をもたらした。乳房
上皮形態へこの異常反応が及ぼす作用は未知である。増加したリスクを備える女性は、月
経周期中には正常リスク女性と同様にダウンレギュレートしないと思われる。増殖性アッ
プレギュレーションは、増殖性乳房疾患のために乳房生検を受けた女性における本発明者
の観察所見に基づくと、乳癌のリスクが増加した女性において持続する可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】
　そこで、異常な変化を受け易い組織、特別には乳房組織及び乳腺密度を特徴付けるため
の、ならびに患者、及び特別には実質的に無症候の患者が増殖性、異常又は前癌性乳房組
織を有することが見いだされるリスクを評価する目的でそのような情報を使用するための
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、有効かつ実際的な方法に対する必要が依然としてある。
【００３５】
　各々が本発明者であるＲｉｃｈａｒｄ　Ｊ．Ｄａｖｉｅｓへの以下の特許出願は、これ
により参照として本明細書に組み入れられる。２００７年７月１８日に出願された「Ｍｅ
ｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙ
ｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｇｅｓ　ｉｎ　Ｐｒｅ－Ｃａｎｃｅｒｏｕｓ　ａｎｄ　
Ｃａｎｃｅｒｏｕｓ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題する米国特許出願第１１／８７９，８０５号明
細書。２００２年５月２０日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏ
ｒ　Ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｇｅｓ
　ｉｎ　Ｐｒｅ－Ｃａｎｃｅｒｏｕｓ　ａｎｄ　Ｃａｎｃｅｒｏｕｓ　Ｔｉｓｓｕｅ」と
題する、現在は２００５年７月２６日に発行された米国特許第６，９２２，５８６号明細
書である米国特許出願第１０／１５１，２３３号明細書。２００３年１１月１９日に出願
された「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｇｅｓ　Ｉｎ　Ｐｒｅ－Ｃａｎｃｅｒｏｕ
ｓ　Ａｎｄ　Ｃａｎｃｅｒｏｕｓ　Ｂｒｅａｓｔ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ａｎｄ　Ｅｐｉｔｈｅ
ｌｉｕｍ」と題する米国特許出願第１０／７１７，０７４号明細書。及び２００３年１１
月１９日に出願された「Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ
ｅｓ　Ｔｏ　Ａｓｓｅｓｓ　Ｒｅｓｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｔｕｍｏｒ　Ａｂｌａｔｉｏ
ｎ　Ｍａｒｇｉｎｓ　ａｎｄ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　Ｔｏ　Ｄｒｕｇ　Ｔｈｅｒａｐｙ」
と題する米国特許出願第１０／７１６，７８９号明細書である。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　本発明の幾つかの実施形態を下記の段落で規定する。
【００３７】
　１．個人の少なくとも１つの乳房のマンモグラフィ密度（ＭＤ）を推定するための方法
であって、上記乳房は覆っている皮膚表面及び乳頭を含み、上記方法は以下のステップを
含む。
　（Ａ）第１電極と個人の乳房内の上皮下実質組織との接続を確立するステップと、
　（Ｂ）少なくとも１つの第２電極を乳房の乳頭から一定距離で上皮下組織に隣接した乳
房の皮膚表面と接触させて配置するステップと、
　（Ｃ）第１及び第２電極間で１つの周波数を有する少なくとも１つの電気信号を確立す
るステップと、
　（Ｄ）第１及び第２電極間で少なくとも１つの周波数で上皮下インピーダンス（Ｚｓｕ
ｂ）を測定するステップと、
　（Ｅ）ステップ（Ａ）～（Ｄ）からは独立した方法にしたがって推定又は計算されたマ
ンモグラフィ乳腺密度へＺｓｕｂを関連付けるアルゴリズムにしたがって乳腺密度の推定
値を得るステップとである。
【００３８】
　２．段落１に記載の方法であって、アルゴリズムは、（ｉ）個人の特性、（ｉｉ）その
下で電気的測定が行われる条件、又は（ｉｉｉ）（ｉ）及び（ｉｉ）の両方と関連してい
る変量を含む方法である。
【００３９】
　３．段落２に記載の方法であって、変量は、個人の年齢、ＢＭＩ、体重、経産歴、当該
個人が閉形前女性であるかどうか、当該個人が閉経後女性であるかどうか、女性個人が月
経周期中である場合、及び皮膚表面電極が配置されている乳頭からの距離からなる群より
選択される方法である。
【００４０】
　４．段落１に記載の方法であって、乳腺密度を推定又は計算するための独立した方法は
、Ｘ線、超音波及びＭＲＩからなる群より選択される画像に基づく方法である。
【００４１】
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　５．段落４に記載の方法であって、Ｘ線画像に基づく上記方法は以下から選択される。
Ｗｏｌｆｅパターン、６カテゴリー分類、ＢＩ－ＲＡＤＳ、ＡＣＲ　ＢＩ－ＲＡＤＳ、面
積測定法、画像デジタル化、デジタルＸ線画像の双方向性閾値、Ｘ線画像のテクスチャ測
定、コンピュータ援用計算画像テクスチャ測定、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）イメージ
ング、乳房断層合成法、二重エネルギーＸ線吸収法及びデジタルマンモグラフィである。
【００４２】
　６．段落１に記載の方法であって、アルゴリズムは以下からなる群より選択される。
　（Ｉ）ＭＤ＝１４１．７８８＋（－０．７１６＊年齢）＋（－１．１１３＊ＢＭＩ）＋
（－０．１９９＊Ｚｓｕｂ）
　（ＩＩ）ＭＤｐｍｗ＝１２７．７７０＋（－１．３３９＊ＢＭＩ）＋（－０．２５９＊

Ｚｓｕｂ）
　（ＩＩＩ）ＭＤｐｓｔｍｗ＝１２７．１７８＋（－０．８７４＊年齢）＋（－０．２１
９＊Ｚｓｕｂ）
（式中、記号＊は、記号に先行する、及び後に続く用語の乗算を示している。ＢＭＩ＝（
体重＊７０３）／身長２（インチ２））、又は（体重＊４．８８／身長２（フィート２）
）（式中、体重の単位はポンドである）として計算されたボディマス指数；ＺｓｕｂはΩ
で表される。年齢は歳で表される。ＭＤｐｍｗ＝閉形前女性についてのマンモグラフィ密
度。ＭＤｐｓｔｍｗ＝閉経後女性についてのマンモグラフィ密度）
【００４３】
　７．段落１に記載の方法であって、Ｚｓｕｂは以下の方程式、
　ＡＤＪＺｓｕｂ＝ＺｓｕｂＭ／ＺｓｕｂＤＦＮ（式中、下付きＭ＝測定値）及び
　ＺｓｕｂＤＦＮ＝１６９．５１２＋（６．６６８＊ＤＦＮ）（式中、ＤＦＮ＝電極が配
置される乳頭からの距離（ｃｍ））にしたがって電極が配置される乳頭からの距離につい
て調整（ＡＤＪＺｓｕｂ）される方法である。
【００４４】
　８．段落１に記載の方法であって、Ｚｓｕｂは電極が配置される乳頭からの距離につい
て調整（ＡＤＪＺｓｕｂ）され、アルゴリズムは、
　（Ｉ）ＭＤｐｍｗ＝１３１．９３６＋（－１．４４４＊ＢＭＩ）＋（－５４．７５２＊

ＡＤＪＺｓｕｂ）、又は
　（ＩＩ）ＭＤｐｓｔｍｗ＝１２０．１７８＋（－０．８６９＊年齢）＋（－３９．１７
９＊ＡＤＪＺｓｕｂ）
　からなる群より選択される。
（式中、ＭＤｐｍｗは、閉形前女性についてのマンモグラフィ密度であり、ＭＤｐｓｔｍ
ｗは、閉経後女性についてのマンモグラフィ密度であり、ＡＤＪＺｓｕｂは、ＺｓｕｂＭ

／ＺｓｕｂＤＦＮ（式中、下付きＭ＝測定値）であり、ＺｓｕｂＤＦＮは、１６９．５１
２＋（６．６６８＊ＤＦＮ）（式中、ＤＦＮ＝電極が配置される乳頭からの距離（ｃｍ）
）である。
【００４５】
　９．実質的に無症候の女性患者が乳房における増殖性もしくは前癌性変化を有すること
が見いだされる、又は前癌性もしくは癌性変化を発生させる引き続いたリスク状態にある
可能性があるリスクを評価するための方法であって、上記方法は以下のステップを含む。
　（Ａ）第１電極と患者の乳房内の上皮下実質組織との接続を確立するステップと、
　（Ｂ）少なくとも１つの第２電極を乳房の乳頭から一定距離で該上皮下組織に隣接した
乳房の皮膚表面と接触させて配置するステップと、
　（Ｃ）第１及び第２電極間で１つの周波数を有する少なくとも１つの電気信号を確立す
るステップと、
　（Ｄ）第１及び第２電極間で少なくとも１つの周波数で上皮下インピーダンスを測定す
るステップと、
　（Ｅ）患者に関連する変量にしたがって患者についての乳房実質組織の上皮下インピー
ダンスの推定値（Ｚｓｕｂｅ）を、以下の方程式、
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　Ｚｓｕｂｅ＝１０７．７５３＋（１．０８３＊年齢）＋（－１．０７４＊乳腺密度）＋
（３．１９６＊ＢＭＩ）
（式中、年齢は歳で測定される。乳腺密度は％で表示され、マンモグラム上の乳腺の外観
から推定される。及びＢＭＩは、体重（ポンド）＊７０３／身長２（インチ２）、又は体
重（ポンド）＊４．８８／身長２（フィート２）と規定される）に基づいて得るステップ
と、
　（Ｆ）該患者についての乳房実質組織の上皮下インピーダンス（Ｚｓｕｂｍ）の少なく
とも１つの測定値を得るステップと、
　（Ｇ）Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率についての数値を計算するステップとである。こ
こで、Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率が約０．８未満又は約１．２超であることを前提に
して、女性患者が乳癌を有する、もしくは乳癌を発生する増加したリスク状態にあると見
いだされる統計的に有意に増加したリスクがある。
【００４６】
　幾つかのコンピュータ実行方法を下記の段落で規定する。
　１０．実質的に無症候の女性患者が乳房における増殖性もしくは前癌性変化を有するこ
とが見いだされる、又は前癌性もしくは癌性変化を発生させる引き続いたリスク状態にあ
る可能性があるリスクを評価するための方法を実施するためのコンピュータ実行可能な命
令を有するコンピュータ可読媒体であって、上記方法は以下のステップを含む。
　（Ａ）第１電極と該患者の乳房内の上皮下実質組織との接続を確立するステップと、
　（Ｂ）少なくとも１つの第２電極を乳房の乳頭から一定距離で該上皮下組織に隣接した
乳房の皮膚表面と接触させて配置するステップと、
　（Ｃ）第１及び第２電極間で１つの周波数を有する少なくとも１つの電気信号を確立す
るステップと、
　（Ｄ）第１及び第２電極間で少なくとも１つの周波数で上皮下インピーダンスを測定す
るステップと、
　（Ｅ）患者に関連する変量のためのインプット値にしたがって患者についての乳房実質
組織の上皮下インピーダンスの推定値（Ｚｓｕｂｅ）を、以下の方程式、
　Ｚｓｕｂｅ＝１０７．７５３＋（１．０８３＊年齢）＋（－１．０７４＊乳腺密度）＋
（３．１９６＊ＢＭＩ）に基づいて計算するステップであって、ここで、年齢は歳で測定
され、乳腺密度は％で表示され、マンモグラム上の乳腺の外観から推定される。及びＢＭ
Ｉは、体重（ポンド）＊７０３／身長２（インチ２）、又は体重（ポンド）＊４．８８／
身長２（フィート２）と規定されている。
　（Ｆ）患者についての乳房実質組織の上皮下インピーダンス（Ｚｓｕｂｍ）の少なくと
も１つの測定値を得るステップと、
　（Ｇ）Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率について数値を計算するステップである。ここで
、Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率が約０．８未満又は約１．２超であることを前提にして
、女性患者が乳癌を有すると見いだされる統計的に有意に増加したリスクがある。
【００４７】
　１１．個人の少なくとも１つの乳房のマンモグラフィ密度（ＭＤ）を推定するための方
法を実施するためのコンピュータ実行可能な命令を有するコンピュータ可読媒体であって
、乳房は覆っている皮膚表面及び乳頭を含み、該方法は以下のステップを含む。
　（Ａ）第１電極と該個人の乳房内の上皮下実質組織との接続を確立するステップと、
　（Ｂ）少なくとも１つの第２電極を乳房の乳頭から一定距離で該上皮下組織に隣接した
乳房の皮膚表面と接触させて配置するステップと、
　（Ｃ）第１及び第２電極間で１つの周波数を有する少なくとも１つの電気信号を確立す
るステップと、
　（Ｄ）第１及び第２電極間で少なくとも１つの周波数で上皮下インピーダンス（Ｚｓｕ
ｂ）を測定するステップと、
　（Ｅ）ステップ（Ａ）～（Ｄ）から独立した方法にしたがって推定又は計算されたマン
モグラフィ乳腺密度へＺｓｕｂを関連付けるアルゴリズムにしたがって乳腺密度の推定値
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を計算するステップとである。
【００４８】
　１２．段落１１に記載の方法であって、上記アルゴリズムは以下からなる群より選択さ
れる。
　（Ｉ）ＭＤ＝１４１．７８８＋（－０．７１６＊年齢）＋（－１．１１３＊ＢＭＩ）＋
（－０．１９９＊Ｚｓｕｂ）、
　（ＩＩ）ＭＤｐｍｗ＝１２７．７７０＋（－１．３３９＊ＢＭＩ）＋（－０．２５９＊

Ｚｓｕｂ）及び
　（ＩＩＩ）ＭＤｐｓｔｍｗ＝１２７．１７８＋（－０．８７４＊年齢）＋（－０．２１
９＊Ｚｓｕｂ）
ここで、記号＊は、記号に先行する、及び後に続く用語の乗算を示している。ＢＭＩ＝（
体重＊７０３）／身長２（インチ２））、又は（体重＊４．８８／身長２（フィート２）
）（式中、体重の単位はポンドである）として計算されたボディマス指数、ＺｓｕｂはΩ
で表され、年齢は歳で表される。ＭＤｐｍｗは閉形前女性についてのマンモグラフィ密度
である。ＭＤｐｓｔｍｗは閉経後女性についてのマンモグラフィ密度である。
【００４９】
　１３．段落１１に記載の方法であって、Ｚｓｕｂは以下の方程式にしたがって電極が配
置される乳頭からの距離について調整（ＡＤＪＺｓｕｂ）される。
　ＡＤＪＺｓｕｂ＝ＺｓｕｂＭ／ＺｓｕｂＤＦＮ（式中、下付きＭ＝測定値）。
　ＺｓｕｂＤＦＮ＝１６９．５１２＋（６．６６８＊ＤＦＮ）（式中、ＤＦＮ＝電極が配
置される乳頭からの距離（ｃｍ））
【００５０】
　１４．段落１１に記載の方法であって、Ｚｓｕｂは電極が配置される乳頭からの距離に
ついて調整（ＡＤＪＺｓｕｂ）され、アルゴリズムは以下からなる群から選択される。
　（Ｉ）ＭＤｐｍｗ＝１３１．９３６＋（－１．４４４＊ＢＭＩ）＋（－５４．７５２＊

ＡＤＪＺｓｕｂ）又は
　（ＩＩ）ＭＤｐｓｔｍｗ＝１２０．１７８＋（－０．８６９＊年齢）＋（－３９．１７
９＊ＡＤＪＺｓｕｂ）
式中、ＭＤｐｍｗは、閉形前女性についてのマンモグラフィ密度であり、ＭＤｐｓｔｍｗ
は、閉経後女性についてのマンモグラフィ密度であり、ＡＤＪＺｓｕｂは、ＺｓｕｂＭ／
ＺｓｕｂＤＦＮ（式中、下付きＭ＝測定値）であり、ＺｓｕｂＤＦＮは、１６９．５１２
＋（６．６６８＊ＤＦＮ）（式中、ＤＦＮ＝電極が配置される乳頭からの距離（ｃｍ））
である。
【００５１】
　本明細書に組み入れられ、その一部を構成する添付の図面は、本発明の１つの実施形態
を例示し、本記載と一緒に本発明の原理を説明するために役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の１つの実施形態に一致する、ＤＣ及びＡＣインピーダンス測定器具の略
図である。
【図２】本発明に一致するシステム及び方法を使用するために適切な器具の代表的な実施
形態の図である。
【図３】本発明に一致するシステム及び方法を使用するために適切な表面測定プローブの
代表的な実施形態の図である。
【図４】本発明に一致するシステム及び方法を使用するために適切な乳頭電極の代表的な
実施形態を示す図である。
【図５】乳癌の発生中に乳管上皮内で発生する電気生理学的変化を示す図である。
【図６】管状上皮インピーダンススペクトルに基づく上皮下インピーダンス（Ｚｓｕｂ）
を測定するためのＮｙｑｕｉｓｔプロットを示す図である。
【図７】上皮下インピーダンスを決定するための測定システムの１つの実施形態を示す図
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である。
【図８】上皮下インピーダンスと年齢との相関を示す図である。
【図９】上皮下インピーダンスに月経周期が及ぼす作用を示す図である。
【図１０】経産歴による月経周期中の上皮下インピーダンスにおける変化を示す図である
。
【図１１】上皮下インピーダンスと体重との相関を示す図である。
【図１２】上皮下インピーダンスと電極が配置される乳頭からの距離との相関を示す図で
ある。
【図１３】Ｘ線マンモグラムについてのＢＩ－ＲＡＤＳ分類システムを用いた密度推定値
と２人の観察者間の密度推定値との相関を示す図である。
【図１４】マンモグラフィ密度の推定値と上皮下インピーダンス（Ｚｓｕｂ）との相関を
示す図である。
【図１５】患者の２つの乳房間の乳腺密度の差を示しているＸ線マンモグラムを示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　本発明のためには、以下の用語は指示した意味を有する。
【００５４】
　本明細書ではＺｓｕｂと呼ぶ「上皮下インピーダンス」は、乳管の下方（下）又は向こ
う側にある乳房組織、すなわち乳房の間質又は間葉組織（脂肪、線維腺組織などを含む）
のインピーダンスを意味する。例えば約５０ＫＨｚ～約６０ＫＨｚ以上などの高周波数で
は、乳房の上皮（乳管及び乳管－胞単位）及び覆っている皮膚は全測定インピーダンスに
は極めてわずかしか寄与しないので、残りは上皮下インピーダンス（Ｚｓｕｂ）である。
技術的には、Ｚｓｕｂは、上皮乳房細胞及び覆っている皮膚の誘電特性が崩壊するので、
無限周波数又は測定のために使用された周波数より有意に高い周波数で真正値から試験結
果が有意に相違することを引き起こさないように十分に高いことを前提として、無限周波
数又は試験した最高周波数でのインピーダンスであると規定されている。典型的には、こ
れは本発明の技術を用いて得られた、ときには曲線が試験した最高周波数でｘ軸と交差す
る乳管上皮インピーダンススペクトル（ＤＥＩＳ）と呼ばれる、Ｎｙｑｕｉｓｔプロット
上の地点に相当するインピーダンス値である。
【００５５】
　「経上皮インピーダンス」は、上皮下インピーダンスとは対照的に、上皮を通して、す
なわち乳管の内張り又は上皮を通して測定された乳房のインピーダンスを意味する。
【００５６】
　「マンモグラフィ乳腺密度（ＭＤ）」は、（１）本発明の少なくとも１つの態様によっ
て記載した１つ以上のアルゴリズムにしたがって計算された、及びＺｓｕｂの測定値を含
む数値、又は（２）例えば、Ｘ線、核磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）、コンピュータ断層撮影
（ＣＴ又はＣＡＴ）スキャン、二重エネルギーＸ線吸収法（ＤＸＡ）、断層合成法、超音
波などを使用して得られた個人の少なくとも１つの乳房の１枚以上の画像に由来する、又
はそれに基づく数値のいずれかを意味する。この数値は、同一乳房の他の組織に比較して
より高密度（「高密度乳房組織」）であると思われる乳房組織の分画量又はパーセンテー
ジを表すが、そのような高密度乳房組織は、典型的には１つ以上の上述した方法によって
得られた画像における１つ以上の増加した不透過度、又は輝度の領域によって特徴付けら
れる。マンモグラフィ密度についての数値は、単一乳房の、使用するイメージング法に依
存して、画像面積に基づく分画もしくは百分率、又は容積分画もしくは百分率として表示
することができる。又は、数値は、個人の両方の乳房の平均値として表示することができ
る。マンモグラフィ密度及び乳房イメージングは、典型的には女性の乳房に関するが、本
発明の方法、試験及び計算は性別によって限定されず、男性及び女性の両方に適用できる
。
【００５７】



(17) JP 2011-505966 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

　本発明のためには、「高密度乳房組織」は、乳房内に存在する線維腺組織及び脂肪組織
はマンモグラム上で相違する放射線（又はＭＲＩ又は超音波）外観を有するという事実か
ら理解できる。線維腺組織は、乳房を内張りして集合的には実質として公知である線維結
合組織（間質）、及び乳管（腺成分）を内張りする機能的上皮細胞の複合体である。脂肪
はマンモグラム上でより少ないＸ線減衰を有し、明るい、白い、又は放射線不透過性に見
える線維腺組織に比較して濃く見える。明るい、白い、又は不透過性の領域は、乳房全体
と比較した場合に乳腺密度のパターン又は乳房の相違する領域の相対密度を示す、マンモ
グラフィ密度がより高い領域であると言われる。
【００５８】
　Ｘ線、磁気又は音響技術を用いてマンモグラフィ乳腺密度を推定するためには幾つかの
方法及び分類スキームが存在する。予測的バイオマーカーとして乳腺密度を考察している
文献の大多数は、密度の数的測定値よりむしろ密度の主観的評価に焦点を当ててきた。こ
れらの分類は、評価が単一ビューマンモグラムから行われるので、面積ベースである。科
学文献は「Ｗｏｌｆｅ」、及び６カテゴリー分類（ＳＣＣ）を使用することができるが、
臨床実践では、ほとんどの放射線科医は乳房画像報告データシステム（Ｂｒｅａｓｔ　Ｉ
ｍａｇｉｎｇ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄａｔａ　Ｓｙｓｔｅｍ）もしくはＢＩ－
ＲＡＤＳ分類を用いる乳房組成を報告することに留意されたい。さらにまたＢＩ－ＲＡＤ
Ｓ報告書は、乳腺密度（％）ではなくむしろ乳房組成又はパターンを記載することにも留
意されたい。ＢＩ－ＲＡＤＳに記載される組成は、パターンと密度の大まかな組み合わせ
である。放射線科医は一般に、パターンが純粋に主観的視覚評価であって数値的ではない
ので、密度よりむしろパターンを評価する。以下ではこれらの分類システムについて詳細
に考察する（以下に挙げる参考文献についての言及は、本明細書の最後に含めた参考文献
のリストの中に見いだすことができる）。
【００５９】
　１９７６年に、Ｗｏｌｆｅは乳腺密度に関する周知の最初の研究を公表した（Ｗｏｌｆ
ｅ　１１３０－３７）。Ｗｏｌｆｅは乳房の組成を４つのカテゴリーに分割したが、ＢＩ
－ＲＡＤＳ分類スキームを用いて明示された密度による強力なカテゴリー化は行わなかっ
た。
【００６０】
【表１】

【００６１】
　その後の調査では、Ｗｏｌｆｅパターンの増加（Ｎ１からＤＹへ）と乳癌との関連が確
証され（Ｇｏｏｄｗｉｎ　ａｎｄ　Ｂｏｙｄ　１０９７－１０８；Ｓａｆｔｌａｓ　ａｎ
ｄ　Ｓｚｋｌｏ　１４６－７４）、彼らはＮとＤＹパターンとの間に２～３倍のリスク増
加が見られると結論付けた。線維腺組織量の増加はリスク増大の原因となるので、その後
の研究の大多数はパターンよりむしろ密度に焦点を当ててきた。
【００６２】
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　６カテゴリー分類もしくはＳＣＣ法は、放射線科医による高密度と考えられる乳房領域
のパーセンテージの評価に基づいている（Ｂｙｎｇ，１９９４）。このアプローチは、デ
ジタル化フィルム－スクリーンマンモグラムに適用された双方向閾値化技術を利用し、放
射線画像上で高密度を表すマンモグラフィ画像の比率を評価する。観察者らはコンピュー
タスクリーン上で画像を視認し、乳房及び乳房内の高密度（Ｘ線不透過性）組織の領域が
確認されるグレーレベル閾値を選択する。Ｘ線密度の比率は、画像ヒストグラムから計算
する。この技術は、３０例の女性由来のマンモグラムにおけるＢｙｎｇのオリジナル試験
において評価され、放射線科医によるＸ線密度の主観的６カテゴリー分類と明確に相関付
けられた（Ｒ＞０．９１、Ｓｐｅａｒｍａｎ係数）。この技術はさらに、典型的にはＲ＞
０．９の観察者間クラス内相関係数を備え、極めて信頼性が高いと見なされた。ＳＣＣは
様々な分類に対して非一様な範囲を提供することに留意されたい；０～２５％の密度の４
分位は３分類に分けられる。
【００６３】
【表２】

【００６４】
　ＡＣＲ　ＢＩ－ＲＡＤは、ＢＩ－ＲＡＤスキームのさらに変形である。米国内で業務す
る放射線科医は、乳房の組成を視覚的に評価して、患者について単一評価を与えることが
必要とされる。ＡＣＲ　ＢＩ－ＲＡＤは、乳房のＺｓｕｂと推定密度（ＥＤ）とを比較し
て相関付けるための、本発明の実施例において使用した方法の１つである。ＥＤ（％）は
、さらにまた、Ｘ線マンモグラムを視覚的に試験し、乳房組織の総量に比較した高密度組
織率（％）を計算することによっても決定された。しかし、Ｚｓｕｂは、客観的に、そし
てＸ線、ＭＲＩ、超音波などに基づいて独立して決定されるので、推定密度値を入手する
ためにそのような他のイメージング法及び他の評価方法を使用できることに留意されたい
。
【００６５】
　ＡＣＲ　ＢＩ－ＲＡＤ評価は、パターン及び密度（％）の組み合わせであるので、この
ためある程度任意かつ主観的である。ＡＣＲは、ＢＩ－ＲＡＤＳ（登録商標）Ａｔｌａｓ
（旧ＢＩ－ＲＡＤＳ　Ｌｅｘｉｃｏｎの後継）が２００３年に公表された時点に、各試験
に対して乳腺密度分類を報告する要件を追加した。「Ｒｅｐｏｒｔ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔ
ｉｏｎ」（第１７９頁）の章の下のＢＩ－ＲＡＤＳ　Ｂｒｅａｓｔ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｒ
ｅｐｏｒｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄａｔａ　Ｓｙｓｔｅｍ，２００３は、以下の評価カテゴリ
ーを推奨している。
【００６６】
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【表３】

【００６７】
　一部の放射線科医は、その患者にとっての全体としてとは対照的に、各個別乳房につい
てのＢＩ－ＲＡＤＳ組成を報告するが、それは、乳腺密度は、通常は約５～１０％以下で
あるので、天然非対称に起因して一方の乳房は他方の乳房とは相違する可能性があるから
である。少数の放射線科医又は臨床研究者らは、スクリーニング画像各々についてのＢＩ
－ＲＡＤＳ組成を報告している。
【００６８】
　図１３は、マンモグラフィ密度、Ｘ線画像に基づいてＢＩ－ＲＡＤＳスコア（より詳細
には、ＡＣＲ　ＢＩ－ＲＡＤＳ）及び密度推定値を推定するために使用する２つの方法を
図示している。密度推定値は、１つの乳房の２枚のマンモグラフィ画像から入手した（Ｃ
Ｃ（頭尾画像）及びＭＬＯ（内外側斜位像））。高密度の領域は、全乳房の全領域の百分
率として表示したより放射線不透過性領域として計算された。次に２つの画像間の平均値
は、密度推定値（％）として表示された。数値は、乳腺密度の主観的推定値を表し、その
ような密度値は乳癌のリスクと相関することが見いだされている。
【００６９】
　詳細には、図１３は、ｘ軸の上方のＢＩ－ＲＡＤＳスコアとｙ軸の右側の結合密度推定
値（２人の観察者に基づく）との相関を図示し、この相関はグラフ上の四角形によって表
されるデータに基づいている。２人の独立盲験観察者（左ｙ軸、及び下方ｘ軸）間の密度
推定値（ＤＥ）の相関は、グラフ上の円として示したデータによって表される。エラーバ
ーは、それらの各軸に対して測定された密度推定値又はＢＩ－ＲＡＤＳスコアについての
平均値の標準誤差（ＳＥＭ）を示している。ＢＩ－ＲＡＤＳスコアはＤＥを過小評価する
傾向を示し、密度の中央範囲内では観察者間でＤＥにおける有意な重複が見られ、これは
密度のより客観的尺度の必要性を示唆している。ＢＩ－ＲＡＤＳスコアは２～４の間でス
ケーリングされるが、これは完全に脂肪置換された乳房（ＢＩ－ＲＡＤＳスコア＝１）の
例がこのシリーズでは全く同定されなかったためである。
【００７０】
　乳腺密度を測定するための方法についての詳細な検討は、許容される程度まで参照して
本明細書に組み入れられるＭ．Ｙａｆｆｅ，「Ｍａｍｍｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｄｅｎｓｉｔ
ｙ．Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｍａｍｍｏｇｒａｐｈｉｃ　ｄｅｎｓｉｔｙ．」Ｂ
ｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，１０．３（２００８）：２０９の中で詳
細に扱われている。以下ではこれらの方法について要約する。
【００７１】
　定性的密度評価方法には、上記に規定した６カテゴリー分類（ＳＣＣ）法が含まれる。
これは密度を定性的に推定する最初の試みであった。この方法には、ある程度任意の分類
という欠点があり、カテゴリーの大部分は密度率の下端にあり、密度率の分布をより連続
的に行うという試みを伴わなかった。定性的方法には、同様に上記で考察した、及び定性
的方法で密度を推定するために放射線科医が最も広汎に使用している分類システムである
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乳房画像報告データシステム密度カテゴリー（ＢＩ－ＲＡＤＳ）が含まれる。この分類法
については上記に記載し、１９９３　ｌｅｘｉｃｏｎに差し替えるために２００３年に更
新された。この分類法は、密度及びパターン情報を結合し、依然として高度に主観的であ
る。この分類法は、特に大量の高密度組織が存在する場合には、高密度乳房組織が小さな
乳癌をマスクし、リスクを定量しないという性質のために、他のイメージング様式が必要
とされることがあることを臨床医にさらに勧告するために使用される（Ｃａｒｎｅｙ　ｅ
ｔ　ａｌ．１６８－７５；Ｂｕｉｓｔ　ｅｔ　ａｌ．１４３２－４０）。
【００７２】
　定量的方法は、例えば二次元及び三次元又は容積法であると特徴付けることができる。
【００７３】
　二次元法には、以下が含まれる。
【００７４】
　面積測定法は、面積計と呼ばれる機器を用いてマンモグラム上で所見されるより高密度
の領域周囲を追跡する技術である。面積計は、追跡した面積を統合する。類似の追跡する
ステップは、視認できる場合は胸筋を排除した乳房の全領域上で実施される。次に高密度
面積対全乳房面積の比率を使用して、より高密度の乳房組織（又は領域）の率（％）を推
定する。これは方程式に高密度を加えなければならない場合には高度に労働集約的であり
、Ｂｏｙｄのオリジナルの研究において使用された（Ｗｏｌｆｅ，Ｓａｆｔｌａｓ，ａｎ
ｄ　Ｓａｌａｎｅ　１０８７－９２）。これもまた、三次元密度情報を入手するために二
次元画像の使用に関して明示されてきた懸念を和らげることはない。
【００７５】
　画像デジタル化技術は、面積測定法に大きく取って代わってきた。面積測定法とは相違
して、マンモグラフィ画像は少なくとも１２ビットの精度、外部グレア光、及び適正な区
間分解能を通常は必要とするスキャナ（ラスター走査）を用いてデジタル化されなければ
ならない。テクスチャ推定のためには、５０μｍまでの分解能が必要とされることがある
（Ｌｉ　ｅｔ　ａｌ．８６３－７３；Ｍｉｌｌｅｒ　ａｎｄ　Ａｓｔｌｅｙ　２７７－８
２；Ｍｅｇａｌｏｏｉｋｏｎｏｍｏｕ　ｅｔ　ａｌ．６５１４２１を参照されたい）。
【００７６】
　時には閾値化と呼ばれるデジタル化（Ｘ線）画像の双方向閾値が必要とするヒト相互作
用は面積測定法より少ないが、依然として観察者による主観的決定を必要とする。強度（
密度）の閾値は、デジタル画像上で選択され、最適レベルが選択される。第２閾値は、胸
筋を排除して、バックグラウンドから乳房の辺縁を描出するために選択される。次に各々
より高強度の面積が次に加えられ、全乳房面積に対する比率を使用して乳房の二次元Ｘ線
上のより高密度の面積率が計算される。この推定を実施するためのソフトウエアは、「Ｃ
ｕｍｕｌｕｓ」プログラムとして公知であり、多数の試験に使用されてきた（Ｋｈａｎ　
ｅｔ　ａｌ．１０１１；Ｖａｃｈｏｎ　ｅｔ　ａｌ．１３８２－８８；Ｐａｌｏｍａｒｅ
ｓ　ｅｔ　ａｌ．１３２４－３０；Ｍｉｔｃｈｅｌｌ　ｅｔ　ａｌ．１８６６－７２；Ｇ
ｒａｍ　ｅｔ　ａｌ．Ｒ８５４－Ｒ８６１；Ｂｕｉｓｔ　ｅｔ　ａｌ．２３０３－０６）
。二次元考察及び操作者の決定は、このアプローチの広汎な採用を制限する。閾値化に基
づく自動密度測定は開発中であるが、未だ臨床使用には至っていない（Ｋａｒｓｓｅｍｅ
ｉｊｅｒ　３６５－７８；Ｓｉｖａｒａｍａｋｒｉｓｈｎａ　ｅｔ　ａｌ．２５０－５６
；Ｚｈｏｕ　ｅｔ　ａｌ．１０５６－６９；Ｃｈａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．８９９－９０５；
Ｇｌｉｄｅ－Ｈｕｒｓｔ，Ｄｕｒｉｃ，ａｎｄ　Ｌｉｔｔｒｕｐ　４４９１－９８）。
【００７７】
　マンモグラム上のテクスチャ測定値は、乳癌を発生するリスクを予測するために有用な
可能性があり、多数の研究者によって使用されてきた。Ｃａｌｄｗｅｌｌは、Ｗｏｌｆｅ
の実質パターンをデジタルマンモグラムのフラクタル次元と相関付けたが（Ｃａｌｄｗｅ
ｌｌ　ｅｔ　ａｌ．２３５－４７）、他の研究者らはリスクを予測するために多数のコン
ピュータ計算画像テクスチャ測定値を使用してきた（Ｍａｇｎｉｎ　ｅｔ　ａｌ．７８０
－８４；Ｌｉ　ｅｔ　ａｌ．５４９－５５；Ｈｕｏ　ｅｔ　ａｌ．４－１２）。しかしこ
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れらの技術はいずれも単純又は標準マンモグラフィ密度測定値より大きな精度を示さない
。
【００７８】
　二次元フィルムもしくは画像は三次元密度情報を生じさせることができないので、三次
元情報を使用すると密度率をより正確に推定できると推奨されてきた（Ｋｏｐａｎｓ　３
４８－５３）。二次元フィルムは所定の乳房における高密度乳房組織の容積についての正
確な情報を提供できないという認識、及び乳癌を発生するリスクは標的細胞（上皮又は線
維腺組織）の容積と関連するという見込みに伴って、容積測定法による密度評価にますま
す焦点が当てられてきた。
【００７９】
　三次元法には、以下が含まれる。
【００８０】
　乳房ＣＴスキャン：容積測定Ｘ線密度は、一連の二次元平面画像として提示された一連
の画像のＸ線減衰係数の三次元再構成であるコンピュータ断層撮影（ＣＴ）イメージング
から計算することができる。有効原子数及び電子密度によるピクセル画像は連続的に表示
することができる、又は脂肪様及び水様組織とそれらの各容積とを識別するために単純バ
イナリー閾値を確立することができる。全乳房容積及び各組織タイプの分画は、次に容積
測定法による乳腺密度の推定値として使用される。乳房専用ＣＴシステムは、現在開発中
である（Ｂｏｏｎｅ　ｅｔ　ａｌ．２１８５；Ｃｈｅｎ　ａｎｄ　Ｎｉｎｇ　７５５－７
０）。これらのシステムは、若い女性における乳癌のリスク評価は特に重要であるにもか
かわらず、Ｘ線曝露に関する懸念のために若い女性には定期的に使用できそうもない。乳
房の垂れ下がった位置もまた不正確さを導入する可能性がある。
【００８１】
　乳房断層合成法：おそらく乳房ＣＴより精度が低いのは、限定された範囲の角投影を用
いた、乳房組織のＸ線減衰係数を入手するために使用された準三次元画像のために、断層
合成法である。本技術は、線維腺組織から脂肪を識別できる可能性がある（Ｎｉｋｌａｓ
ｏｎ　ｅｔ　ａｌ．３９９－４０６；Ｗｕ　ｅｔ　ａｌ．３６５－８０）。
【００８２】
　二重エネルギーＸ線吸光光度法（ＤＸＡ）：ＤＸＡは、乳腺密度の測定を実施するため
の骨密度測定法から採用された（Ｓｈｅｐｈｅｒｄ　ｅｔ　ａｌ．５５４－５７）。骨及
び軟組織の代わりに、乳房を通しての透過が、線維腺組織及び脂肪の有効厚さによって測
定される。２つのＸ線エネルギーは、乳房に対して較正するための公知の減衰係数の乳房
ファントム上で使用され、次に高及び低Ｘ線エネルギーで乳房を通した測定が実施される
。このシステムは乳腺密度の極めて正確な推定値を生じさせるが、ファントムもしくは「
段階くさび」に対して構成するステップ及びマンモグラムと結合した別個の方法を必要と
することを含む幾つかの欠点を有している。しかし、１つの利点は、この技術を用いた場
合にはＸ線曝露が低い点にある。
【００８３】
　デジタルマンモグラフィは、上記で考察した定期的マンモグラフィの代替法であると見
なすことができる。理論上では、デジタルマンモグラムはマンモグラフィ密度の推定を向
上させるはずであるが、それは改善された信号の品質のため、及び標準マンモグラフィフ
ィルム画像を最初に入手し、次に該フィルム画像をスキャン又はデジタル化することが不
要なためである。一般にはデジタルマンモグラフィ装置から、２枚の画像が入手される。
組成及び密度情報の大半を含有する「生画像」、及び密度情報の大半を除去する、ディス
プレイのための画像を最適化する「加工処理画像」である。密度分析のためには、生画像
を使用しなければならない。しかし、これは加工処理ソフトウエアの多くはデジタルマン
モグラフィ装置製造業者の専売特許製品であるので困難な場合がある。コンピュータ援用
検出技術及びソフトウエアを結合したマンモグラフィ（Ｈｏｌｏｇｉｃ／Ｒ２、Ｈｏｌｏ
ｇｉｃ社）は、デジタルマンモグラムから容積測定乳腺密度を推定するソフトウエアプロ
グラム（Ｑｕａｎｔｒａ（商標））を使用する。この装置はスクリーニングマンモグラム
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上の容積測定密度情報を入手するためにＦＤＡにより承認されている（Ｈａｒｔｍａｎ　
ｅｔ　ａｌ．３３－３９）。これは、「生画像」のピクセル値の加工処理を逆転し、画像
内の各ピクセル値がＸ線曝露よりむしろ、ピクセル上方の高密度組織の高さに関連してい
る乳房内の高密度組織のマップを作成する。乳腺密度は、次に線維腺組織の容積対前乳房
容積として表示される。この新規な技術は、依然として、乳癌のリスク評価のための乳腺
密度が特に重要な場合に、年齢４０歳未満の女性へのＸ線曝露を回避しない。
【００８４】
　乳腺密度を評価するための放射線に基づかないイメージング様式を用いる１つの利点は
、乳房が電離放射線の潜在的発癌性の影響に曝露させられないことである。これは、乳癌
のリスクを評価する際に使用するための正確な密度決定が最も潜在的利点を有する可能性
がある若い女性においては特に重要である。そのような代替様式には以下が含まれる。
【００８５】
　超音波：超音波を用いると、画像は組織境界での組織組成及び音響反射に起因して音波
の速度に依存する。超音波画像は高度にオペレータ依存性であり、このアプローチの精度
に影響を及ぼす可能性が高い。しかし予備試験報告書は、このアプローチが放射線に基づ
くマンモグラフィから入手した密度情報と同等の密度情報を提供できると提案している（
Ｇｒａｈａｍ　ｅｔ　ａｌ．１６２－６８；Ｂｌｅｎｄ　ｅｔ　ａｌ．２９３－９８；Ｇ
ｌｉｄｅ，Ｄｕｒｉｃ，ａｎｄ　Ｌｉｔｔｒｕｐ　７４４－５３；Ｄｕｒｉｃ　ｅｔ　ａ
ｌ．７７３－８５）。
【００８６】
　磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）：ＭＲＩもまた、電離放射線の使用を回避するが、乳
腺密度を測定するためのその使用は造影剤（ガンドリニウム）を投与する費用及び必要に
よって限定される可能性がある。ＭＲＩは、線維腺組織の量を指示する含水量と相関する
信号、及び脂肪含量と相関するまた別の信号を提供する（Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ．５０１－
０６；Ｋｌｉｆａ　ｅｔ　ａｌ．１６６７－７０）。
【００８７】
　乳腺密度測定法を比較する試験は、限られた試験しか実施されていない。６５例の女性
における定性的、定量的、及び半自動方法から引き出された二次元密度測定値を比較する
試験は、他の試験＊の観察所見と一致する定性的及び定量的方法に基づいて大きな差を見
いだした（Ｍａｒｔｉｎ　ｅｔ　ａｌ．６５６－６５；Ｗａｒｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ．６７
－７２）。再現性は定性的評価において少なく、それらは密度値を過大評価する傾向を示
した。面積に基づく及び容積に基づく方法間では限られた比較が実施され、容積法に基づ
くアプローチの理論的利点にもかかわらず、この方法は閾値に基づく二次元評価（Ｔｈｅ
　ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｍａｍｍｏｇｒａｐｈｉｃ　ｄ
ｅｎｓｉｔｉｅｓ．Ｂｙｎｇ，Ｊ．Ｗ．ｅｔ　ａｌ．Ｐｈｙｓ　Ｍｅｄ　Ｂｉｏｌ　（１
９９４）　３９：１６２９－１６３８．）より信頼性が低かったが、これはおそらく乳房
の厚さを推定することに関係する困難さのためであった（ＭｃＣｏｒｍａｃｋ　ｅｔ　ａ
ｌ．１１４８－５４）。容積測定アプローチは、さらにまた乳癌のリスクのより正確な予
測因子を提供することができなかった（Ｄｉｎｇ　ｅｔ　ａｌ．１０７４－８１）。
【００８８】
　本出願に記載した電気インピーダンスアプローチは、調査された文献に記載された（Ｘ
線に依存するＤＸＡとは別に）唯一の非イメージング技術である。さらに、本明細書に記
載した技術は、マンモグラフィ密度の標準臨床評価と高度に相関し、乳房組織の導電特性
に基づく密度の容積測定値を提供する乳腺密度の客観的尺度を提供する。
【００８９】
　癌の顕著な特徴の１つは、細隙結合によって媒介されると考えられる細胞間情報伝達の
消失である；この過程は、細隙結合細胞間情報伝達（ＧＪＩＣ）とも呼ばれている。コネ
キシンは、隣接細胞間のイオン及び低分子の通過を許容し、癌発生中にはダウンレギュレ
ートされるタンパク質チャネルである。さらに、細隙結合機能及び細胞間情報伝達は、電
気生理学的及び生体電気インピーダンス法を用いて調査することができる。本発明による
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と、生体電気インピーダンス分析技術の変法を用いて、乳房実質内の変化した細胞間情報
伝達を調査することができる。
【００９０】
　生物学的インピーダンス分析（ＢＩＡ）は、身体組成を臨床的に測定するために使用さ
れてきた（例えば、Ｕ．Ｇ．Ｋｙｌｅ　ｅｔ　ａｌ．，２００４，Ｂｉｏｅｌｅｃｔｒｉ
ｃａｌ　ｉｍｐｅｄａｎｃｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ，Ｐａｒｔｓ　Ｉ　ａｎｄ　ＩＩ，Ｃｌ
ｉｎ．Ｎｕｔｒ．２３：１２２６－４３　ａｎｄ　１４３０－５３による概説を参照され
たい）。癌患者においては癌悪液質（タンパク質消失）、脱水、無脂肪塊などが推定され
てきたが、本発明の方法、詳細には特にセグメント生体電気インピーダンス法は、マンモ
グラフィ乳腺密度率を測定するため、及び／又は患者が乳房内の増殖性もしくは前癌性変
化を有することが見いだされる、もしくは乳癌を発生するリスクを評価するためには使用
されてこなかった。セグメント－ＢＩＡは、例えば典型的には身体組成を推定するために
手と足との間で測定が実施される、ならびに各々の低及び高断面積のために、一部の身体
部分（例えば、腕）の寄与を過大評価し、その他の部分（例えば、体幹）の寄与を過小評
価する傾向がある全身ＢＩＡとは相違して、当該の身体部分例えば乳房の上方もしくは上
へのセンサ電極の配置を意味している。
【００９１】
　非侵襲性電気アプローチは、乳房上皮を特徴付けるために使用することができ、これは
次にレジスタ及びキャパシタを直列及び並列で備える電気回路としてモデリングできる。
インテロゲーティング電気信号の周波数に依存して、皮膚の高インピーダンスは基礎にあ
る乳管上皮の誘電及び抵抗特性を覆い隠す可能性がある。乳房組織を特徴付けるために電
気もしくはインピーダンス技術を使用するその他のアプローチは、乳癌の起源となる乳管
上皮を調査しない、又は基礎にある組織を覆い隠す皮膚の高インピーダンスを取り扱う。
このため、本発明者は、乳管上皮インピーダンス分光法（ＤＥＩＳ）と呼ばれる、新規な
技術を開発し、以前に開示した。ＤＥＩＳは、覆っている皮膚の高インピーダンスの問題
を回避し、月経周期中ならびに乳癌に至る可能性がある乳房内の増殖性もしくは前癌性変
化の経過において乳管上皮の電気シグニチャを特徴付けるために乳管上皮を非侵襲性で調
査するために使用できる。さらに、十分に高い周波数で乳管系を通してＤＥＩＳ測定を適
用することによって、乳管系及び覆っている皮膚の曖昧なインピーダンスを排除できるの
で、乳房実質及び／又は間質の上皮下インピーダンス特性を測定することができる。
【００９２】
　本発明のためには、そして当業者であれば理解できるように、間質組織及び実質組織と
の言及は、同一であり、互換的に使用される。乳房の状況においては、これらの用語は任
意の非上皮組織を意味することが意図され、実質細胞、脂肪細胞、線維芽細胞、結合組織
などを意味することが意図されている。間質もしくは実質組織は成長因子が富裕であり＊

、マンモグラム上で所見される乳腺密度と関連付けることができる。パラクリン機構及び
細隙結合を通る成長因子は、上皮細胞と情報伝達し、増殖を刺激する乳管を形成する。高
周波数電流／電圧を印加すると、乳房の皮膚及び乳管上皮のインピーダンス（容量性リア
クタンス）は、残留もしくは観察されたインピーダンスが間質／実質組織のインピーダン
スに起因するので、崩壊する。高周波数では、電流は細胞内及び細胞間の両方を通過し、
インピーダンスは乳房の全細胞塊、つまり間質／実質細胞塊によって支配される。これと
は対照的に、低周波数では、インピーダンスの大半は、覆っている皮膚及び乳管を内張り
している上皮細胞、ならびにそれらの密着帯に起因する。典型的には、電流は高周波数で
上皮細胞内及び上皮細胞間の両方を通過するが、上皮は厚さが１つ又は２つだけの細胞層
であるので、その寄与（高周波数では破壊する、上皮細胞膜の誘電特性を伴わない）はご
くわずかである。大多数の乳房組織塊を含む実質／間質細胞塊は、高周波数で細胞間及び
細胞内を通過するので、全インピーダンスは、細胞内及び細胞外液の関数であると見なさ
れるが、細隙結合機能にも関連する可能性がある。細隙結合は細胞間の小さな物質、イオ
ン及び電気の通過を許容する、そのような結合部は発癌過程中に崩壊することが見いださ
れてきた。
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【００９３】
　本発明のためには、生体組織を通る電流の流れに対する電気抵抗の１つの側面は、生体
インピーダンスと呼ばれる。単純レジスタのインピーダンスは、直流（Ｉ）を用いて測定
することができ、Ｖ＝ＩＲ（オームの法則）によって電圧に関連付けられる。生体組織中
では、細胞膜は絶縁体として機能し、電流が低インピーダンス経路だけに沿って通過する
ことを許容する。乳房の症例では、本発明の好ましい方法を使用すると（例えば、図６を
参照されたい）、低インピーダンス経路は乳頭センサ電極間を通り、乳管口を越え、より
大きな集合管に沿って、乳管上皮細胞（密着帯／傍細胞経路）間を通り、乳房実質及び皮
膚を越えて表面電極へ至る。典型的には約４０ＫＨｚ～約８０ＫＨｚ、好ましくは約５０
ＫＨｚ～約６０ＫＨｚである本発明の好ましいより高い周波数では、主として調査される
のは、乳管上皮ではなく、乳房実質である。又は、交流電流が、例えば一連の相違する周
波数正弦波として乳管系に適用される場合は、より多くの電流がより低周波数で終末乳管
まで通過する。これとは逆に、より高周波数では、より多くの電流が細胞を通過し、終末
乳管には到達しない。本発明は、乳房内の増殖性もしくは前癌性変化の増加したリスク又
は乳癌の増加したリスクと結び付いている乳房実質内の密度及び密度変化を推定するため
に、より高周波数で交流電流を使用して乳房組織を調査又は「インテロゲート」する。
【００９４】
　上述したように、本発明のためには例えば約５０ＫＨｚ～約６０ＫＨｚである高周波数
では、電流が乳管系を通過する場合は、大部分の電流は乳房の実質もしくは間質組織を通
過するが、これは皮膚及び乳管上皮の誘電特性が崩壊するからである。高周波数インピー
ダンスもしくは抵抗測定値は、細胞内及び細胞外液ならびに細胞間情報伝達もしくは細隙
結合機能の尺度である。
【００９５】
　本発明のためには、乳管系を通る電気測定を、すなわち本発明者が以前に記載したよう
な乳頭センサを利用して実施することが好ましいが、これは測定値が皮膚単独を通して実
施される場合には乳管網を取り囲んでいる実質を調査することはできないからである。そ
のような測定値は、次に上皮下インピーダンス（Ｚｓｕｂ）もしくは上皮下抵抗（Ｒｓｕ
ｂ）の堅実な測定値を入手するために使用される、そのような測定値は、乳頭センサが使
用されない場合は、典型的には信頼できない。その開示は参照として本明細書に組み入れ
られる、米国特許第２００４／０２５３６５２号明細書として公表された本発明者の同時
係属出願には、ヒト乳房における上皮及び間質組織の選択された領域の状態を決定するた
めの方法及びシステムが開示されている。その中に概して記載した乳頭センサもまた有用
である。その方法は、乳房組織の組織及び経上皮電位を測定するために複数の測定電極を
使用する。表面電位及びインピーダンスもまた、１つ以上の場所で測定される。組織の領
域内には、電気生理学的特性を増強するための作用物質を導入することができる。組織の
状態は、変化したイオン輸送及び組織の電気生理学的特性に起因する上皮内の機能的変化
の推定値と一緒に、上皮、間質、組織、又は器官の様々な深さでの電位及びインピーダン
スプロファイルに基づいて決定される。乳頭カップセンサは、内部、ならびに第１及び第
２開口部を有するカップ、該内部内に配置された電極、及び該第１開口部に結合できる吸
引源を含み、このとき該第２開口部は組織の１領域の上方に配置され、該第１開口部に吸
引が適用され、ならびに試験対象の該組織領域と該電極との間で電気接続させられる、組
織の１領域の状態を決定するための装置であると説明される。同時係属出願の発明は、上
皮乳房組織の領域の状態及び１つの器官内、例えば乳房内の主要の場所を決定するための
方法であって、第１電極と乳房の上皮組織との接続を確立するステップと、第２電極を該
乳房の表面と接触させて配置するステップと、該第１及び第２電極間で信号を確立するス
テップと、該第１及び第２電極間の少なくとも１つの電気特性を測定するステップと、及
び該第１及び第２電極間の該信号に基づいて上皮組織の領域の状態又は腫瘍の場所を決定
するステップとを含む方法を提供する。例えば、少なくとも２つの相違する周波数で測定
したインピーダンスを含む複数の電気特性を測定することができる。上述した本発明の特
定要件を説明するために調整されたそのような方法及び器具もまた有用な可能性がある。
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例えば、上述したように、本発明においてはより高い交流電流電気信号周波数が好ましく
、シリンジ、又は自動真空ポンプは、吸引源を提供するために、ならびに改善された電気
接触を促進するために導電性媒体（ＥＣＭ）を送達するために乳頭カップセンサに操作可
能に接続することができる（図６）。
【００９６】
　以下の説明では、「器官」を参照されたい。本発明のためには、「器官」は、１つ以上
の特殊機能を実行する身体の比較的に独立もしくは分化した部分又は組織の集合体を意味
する。器官は、一般には、それらの１つが通常は該器官の主要機能を支配して決定する幾
つかの組織タイプから作り上げられる。特別にはヒト身体の主要器官系は、肺、心臓、血
液及び血管を含む循環器系と、唾液腺、食道、胃、肝臓、胆嚢、膵臓、腸、直腸及び肛門
を含む消化器系と、視床下部、下垂体前葉及び下垂体後葉を含む下垂体、松果体、甲状腺
、副甲状腺、及び副腎を含む内分泌系と、皮膚、毛髪及び爪を含む外皮系と、リンパ節及
びリンパ液を輸送するリンパ管を含むリンパ系と、扁桃腺、アデノイド、胸腺及び脾臓を
含む免疫系と、様々な筋肉を含む筋系；脳、脊髄、末梢神経、及び神経を含む神経系と、
例えば卵巣、卵管、子宮、膣、乳房、乳腺、精巣、輸精管、精嚢、前立腺、及び陰茎など
の生殖器官を含む生殖器系と、例えば、咽頭、喉頭、気管、気管支、肺、及び横隔膜など
の呼吸のために使用される器官を含む呼吸器系と、骨、軟骨、靱帯、及び腱を含む骨格系
と、ならびに腎臓、尿管、膀胱及び尿道を含む泌尿器系とを含んでいる。本発明は、好ま
しくは、乳房に関連する電気生理学的測定値及び特性に向けられる。
【００９７】
　本発明は、異常又は癌性上皮組織を特徴付けるために使用される先行方法に関連する問
題及び欠点を克服する。要約すると、本発明の様々な実施形態は、インピーダンス、主と
して上皮下インピーダンス、Ｚｓｕｂを測定するが、所望であれば、周辺及び／又は可変
性吸引下で、特別に構築された電極を使用して乳房上皮を越えて電流又は信号を通過させ
ることによって、ＤＣ測定を行うこともできる。例えば、乳頭電極は、好ましくは乳管上
皮、周辺乳腺組織、皮膚及び表面もしくはその他の電極間の電圧及び／又はインピーダン
スを測定するために使用される。乳頭電極は、さらにまた乳管系に沿って電流を通過させ
るためにも使用できる。また別のタイプの電極を使用すると、電圧及び／又はインピーダ
ンス信号を測定する、及び／又は電流を通過させて乳頭表面の個別乳管開口部で信号を測
定することができる。また別のタイプの電極を使用すると、電圧及び／又はインピーダン
ス信号を測定する、及び／又は電流を通過させて、それに付着させた１つ以上の電極を有
することができる修飾乳管プローブもしくは乳管鏡を用いて個別乳管内の信号を測定する
ことができる。これらの全電極は、個別に、相互に組み合わせて、及び／又は表面プロー
ブもしくは電極と組み合わせて使用できる。ＤＣ測定値は、上皮の機能状態に関する情報
を提供することができ、初期前癌性変化及び隣接悪性腫瘍を検出することができる。詳細
には、様々な間隔をあけて配置した電極を使用して特別に規定した範囲内の数種の周波数
でのインピーダンス測定値は、深さ及びトポグラフィ情報を提供して、調査対象の組織に
関する構造的（高周波数範囲）及び機能的（低周波数範囲）情報を生じさせることができ
る；上述したように、より高周波数測定値は、特に好ましい。
【００９８】
　本発明者は以前に、異常な前癌性もしくは癌性細胞の存在を決定するためにイオン置換
及び／又は薬理学的及びホルモン処置を用いて、上皮組織内の輸送変化を検出及び測定す
るステップによって異常もしくは癌性組織を検出して特徴付けることができることを開示
した。上皮内の輸送における変化に感受性である経上皮ＤＣ電位、インピーダンス又はそ
の他の電気生理学的特性のベースライン時レベルを評価対象の組織内で測定する。輸送を
増強する、又は輸送変化を検出することを可能にする作用物質を導入することができる。
組織の経上皮ＤＣ電位及び／又はインピーダンス（又は輸送における変化を検出すること
に影響を及ぼす、又は可能にする他の電気生理学的特性）を次に測定する。導入される作
用物質及び測定された電気生理学的パラメータに基づいて、組織の状態が決定される。対
照的に、本発明の方法は、高周波数での上皮下インピーダンスを測定し、無症候の場合が
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ある患者を含む患者が乳房における増殖性もしくは前癌性変化を発生する（又は有する可
能性がある）リスクを評価するために使用できる乳腺密度値を入手するために、本発明者
が開発したアルゴリズムにしたがって測定値を使用する。
【００９９】
　推定マンモグラフィ乳腺密度を計算する乳房組織の上皮下インピーダンス、Ｚｓｕｂを
測定するための、及び患者、特別には実質的に無症候の女性である患者が乳房における増
殖性もしくは前癌性変化を有することが見いだされるリスクを評価するための改良された
方法のための方法及びシステムが提供される。例えば、１つ又は２つの通電電極を組織の
選択した領域の第１表面と接触させて配置することができる。又は通電電極は組織又は上
皮を横断して、例えば乳頭管、乳管内腔、上皮、乳房実質及び乳房の表面の間に電流を通
過させることができる。又は、乳管は中央乳管カテーテル又は乳管鏡によってアクセスす
ることができる。複数の測定電極は、同様に乳房の第１表面と接触させて配置する。１つ
以上の測定電極を使用すると、他の電極もしくは基準点に関連付けられたＤＣ電位を測定
することができる。通電電極間では信号が確立される。確立された信号と関連するインピ
ーダンスは、１つ以上の測定電極によって測定される。又は、それによって１つの電極が
電流注入及び電圧報告の両方のために使用される測定のためには、三電極系を使用するこ
とができる。所望であれば、組織の領域内に作用物質を導入し、測定ＤＣ経上皮電位、イ
ンピーダンス又は他の電気生理学的特性を含む、該作用物質の作用に反応した該組織の状
態をさらに決定することができる。上述した方法及び装置における電極は、試験対象の組
織と接触させて、組織に近接させて、組織の上方に、又は組織内に挿入して使用すること
ができる。本方法はこれらの配列の１つを含むものとして実施形態において記載してきた
が、１つの配列は他の実施形態と互換的にも使用できることが企図されていることを理解
されたい。例えば、本方法は組織と接触している電極を有すると記載されている場合、本
方法は、電極を組織内に挿入して、又は近接させて使用することもできる。同様に、本方
法は組織に近接している電極を有すると記載されている場合、本方法は、電極を組織と接
触させて、又は組織内に挿入して使用することもできることが企図されている。
【０１００】
　そこで、本発明と一致するシステム及び方法は、乳腺密度を推定するため、及び／又は
上述したリスクを評価するために、インピーダンス測定値を、任意で例えば経上皮電位な
どの他の電気特性と組み合わせて使用する。さらに、本発明と一致するシステム及び方法
は、好ましい周波数を使用して、以下で詳述するように、推定マンモグラフィ密度を入手
するため、及び／又はリスクを評価するために、使用したアルゴリズムのために必要とさ
れる所望の上皮下インピーダンス値を得る。詳細には乳頭からの距離と関連して、間隔を
あけて配置した電極を使用することによって、本発明の方法は、マンモグラフィ密度を計
算もしくは推定するため、及び／又は乳癌のリスクを評価するためのインピーダンスデー
タを提供する。
【０１０１】
　上記で考察したように、乳腺密度を測定するために一般に許容された方法には、例えば
、患者を組織損傷及びもしかすると癌のリスクに曝露させるＸ線などの電離放射線の使用
、定期的もしくは周期的ベースで使用することを不可能にするほど高価である例えばＭＲ
Ｉなどの方法、ならびにオペレータによる感受性又は例えばＸ線マンモグラム及び超音波
スキャンの解釈などの結果の解釈を一般に必要とする方法を含む、幾つかの欠点に悩まさ
れる。対照的に、本発明の方法は高価ではなく、非侵襲性であり、さらに例えばＺｓｕｂ
などの電気測定値は客観的である。結果として、本発明の方法は、連続的及び頻回に適用
できるので、疑わしい状態が見いだされると、患者を監視することができる。さらに、異
常な組織のリスク増加を信号できる、したがって例えばＭＲＩもしくは生検を含む特異的
局所的結果を得るための、１つ以上の費用がかかる、リスキーもしくは侵襲性の方法の使
用を必要とする、乳房組織の状態における変化を同定するための試験方法を使用すること
ができる。
【０１０２】



(27) JP 2011-505966 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

　経上皮もしくは上皮下の乳房インピーダンスもしくはＤＣ電位を測定するためには、乳
頭カップ内の凹んだ場所に置かれたＡｇ／ＡｇＣｌ（又は類似の低オフセット白金／水素
、チタン、スズ鉛合金、ニッケル、アルミニウム、亜鉛、炭素、又は他の導電性金属もし
くは導電性ポリマー電極）ペレット間を電気接続させるために構築された乳頭電極によっ
て乳管の内腔を電気的にアクセスすることが必要である。カップにはＥＣＭ（導電媒質）
が充填され、これは乳管系との電気接触を受動的に、又はシリンジもしくはポンプを用い
た吸引後に確立する。乳房の表面に配置された少なくとも１つの表面電極、好ましくは以
下に記載するような２つ以上の表面電極は電気回路を完成するので、経上皮インピーダン
ス又は電位の測定は、乳管上皮と皮膚表面との間で実施することができる。経上皮又は上
皮下ＡＣインピーダンスを測定する際には、測定電極は、乳頭電極、好ましくは上述した
乳頭カップ電極を皮膚表面電極と組み合わせて利用することによって、乳管上皮を越える
電圧低下及び位相シフトを測定する。このアプローチの他の構成はより侵襲性であるので
、それにより乳管鏡を通して挿入した電極又は皮膚もしくはＩＶ（静脈内）、皮内、もし
くは皮下電極に関連付けた乳頭管プローブ電極間の測定を行うことができる。また別の実
施形態では、乳管は、皮膚を通して挿入された針電極によってアクセスすることもできる
。
【０１０３】
　ＤＣ経上皮測定値をインピーダンス測定値と結び付けるためには、低接触インピーダン
スを備える表面電極、又はＩＶによる血流、又は針電極によって表面電極に関連付けた電
圧感知電極、又は覆っている上皮もしくは他の上皮を透過する電極を用いて、ＤＣ電位の
ベースライン時測定値を入手することが必要である。電極は、それらのＥＣＭ中に相違す
るイオン濃度、薬理学的物質又はホルモン剤を含有することができる。本説明において使
用するように、ＥＣＭは、測定される表面と電極との間の電気信号の伝播を許容する媒質
である。作用物質は、所望であれば組織の状態についての詳細な情報を提供するために選
択される、ＥＣＭに加えられる、さもなければ調査対象の組織に導入される任意のイオン
濃度、薬理学的物質、ホルモン剤又はその他の化合物を含んでいる。また別の実施形態で
は、作用物質の濃度は、システム内を通る流れを用いて変化させることができる。
【０１０４】
　導電性媒質もしくはＥＣＭは、電極表面と皮膚もしくは上皮表面との接触のインピーダ
ンス（交流電流に対する抵抗）を減少させるために外部もしくは内部電極とともに使用す
る導電性流体、クリームもしくはゲルを含むことができる。ＤＣ電極の場合には、ＥＣＭ
が電極表面で最低ＤＣオフセット、又は測定可能なオフセットを生じさせることも望まし
い。ＥＣＭは、表面電極との電気接触を確立するために皮膚のより深部層から流体及び電
解質を汲み上げる親水ゲルを含有することが多い。電流を通過させるために使用する電極
は、高導電性を備えるＥＣＭを必要とする。通常、これは高電解質含量を備えるＥＣＭを
使用することによって遂行される。頻回に使用される電解質はＫＣｌ（塩化カリウム）で
あるが、これは自由溶液中のこれら２種のイオンのイオン移動度が類似するためであるの
で、電極の分極は、様々な移動度のイオンが使用される場合より問題が少ない。ＥＣＭ調
製物中では例えばナトリウムなどの他のイオンを使用することができ、電解質濃度が高い
ほどより迅速な電極平衡を生じさせる。
【０１０５】
　特定イオンへの上皮の透過性についての推定を行う状況では、上皮からカリウムへの導
電性は電気生理学的に測定できるように、ＥＣＭ中のＫ（カリウム）の濃度が変動させら
れる。下にある皮膚からＥＣＭ中の電解質への導電性を増加させるために、増強剤もしく
は透過剤をＥＣＭに加えることができる。電気接触を改善する、及び／又は表面皮膚イン
ピーダンスを減少させるための他のアプローチには、表面皮膚抵抗を減少させるために軽
石及びアルコールを用いた軽度の表面剥削、例えばＫｅｎｄａｌｌ　Ｅｘｃｅｌ電極剥離
ライナー（Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｒｅ社、マサチューセッツ州マンスフィールド
）、３Ｍ　Ｒｅｄ　Ｄｏｔ　Ｔｒａｃｅ　Ｐｒｅｐ（３Ｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社、
ミネソタ州セントポール）、アルコールを用いた皮膚の清浄化、皮膚を剥削するためにデ
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ィスポーザブル電極を回転させる自動皮膚剥削調製器具（ＱｕｉｃｋＰｒｅｐ　ｓｙｓｔ
ｅｍ、Ｑｕｉｎｔｏｎ社、ワシントン州ボセル）、超音波皮膚透過技術（ＳｏｎｏＰｒｅ
ｐ、Ｓｏｎｔｒａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社、マサチューセッツ州フ
ランクリン；米国特許第６，８８７，２３９号明細書、Ｅｌｓｔｒｏｍ　ｅｔ　ａｌ．）
、又は皮膚表面抵抗を減少させるためにまさに角質層に浸透するシリコン製超微針アレイ
電極（例えば、Ｐ．Ｇｒｉｓｓ　ｅｔ　ａｌ．，ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．ｏｎ　Ｂｉｏｍ
ｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇ．，２００２，４９　（６），５９７－６０４を参照されたい）が
含まれる（数種の方法の比較及び考察のためには、さらに、Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２００６；３９：７２－７７
を参照されたい。特許及び雑誌文献の内容は、これにより参照して組み入れられる）。
【０１０６】
　経上皮電気測定は、典型的には正確な測定を実施するためには上皮のいずれかの側への
電極のポジショニングを必要とする。これは、上皮が内張りした器官（胃、結腸、前立腺
、気管支又は乳房）の内腔内に配置された電極及び試験対象の器官の内腔の外側に配置さ
れた基準電極を用いて実施することができる。又は、内腔内及び内腔外電極は、電解質液
、ゲル、親水ゲル又は他の導電性媒質を使用して上皮の内側及び外側表面と間接的に接触
させることができる。
【０１０７】
　上皮の両側へアクセスせずに上皮の経上皮電気特性を測定する試みは、重大な測定誤差
源を導入する可能性がある。例えば、胃、結腸、前立腺又は乳房などの上皮が内張りした
器官の上方に皮膚電極を配置すると、下にある上皮の経上皮電気特性を正確には反映しな
い表面測定値を生じさせる場合がある。
【０１０８】
　例えば表面への電圧の印加は、例えば電荷担体が移動しない、すなわち電流が流れない
場合でさえ、静電場を生じさせる。特定距離で分離されている２つの地点間で電圧が増加
するにつれて、静電場はより強度になる。相互に対して所定の電圧を有する２つの地点間
の分離が増大するにつれて、それらの間の領域内の静電流束密度は減少する。この関係は
、小さな寸法の１つの静止帯電物体（理想的には、点光源）が他方に発揮する静電力の大
きさ及び方向を示す逆二乗関係であるクーロン（Ｃｏｕｌｏｍｂ）の法則によって説明さ
れる。クーロンの法則は、以下のように記載することができる。
　「２つの点電荷間の静電力の大きさは各電荷の大きさと正比例し、電荷間の距離の二乗
と反比例している。」
【０１０９】
　上皮を越える電圧の場合には、数値は、通常は上皮の内腔外側に比較して内腔側上の負
電荷に起因する上皮を越える電荷に依存することになる。電荷源からの測定電極の距離が
大きいほど、測定静電力は小さくなる。数学的には、クーロンの法則は、以下のように記
載することができる。
　Ｆ＝ｋ・［Ｑ１・Ｑ２］／ｄ２

（式中、Ｑ１は物体１上の電荷量（単位：クーロン）を表し、Ｑ２は物体２上の電荷量（
単位：同様にクーロン）を表し、ｄは２つの物体間の分離距離（単位：ｍ）を表す。さら
に、ｋは、電荷間の媒質に左右されるクーロンの法則定数として公知である比例定数であ
り、空気に対しては約９．０×１０９Ｎｍ２／Ｃ２であり、水又は食塩液に対してより２
桁小さい）。
【０１１０】
　これは、単一点電荷ｑによって作り出される電場Ｅの大きさが、
【数１】
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であるローレンツ力（Ｌｏｒｅｎｔｚ　Ｆｏｒｃｅ）法則から得られる。
【０１１１】
　正電荷ｑに対しては、Ｅの方向は点電荷の場所から離れて半径方向に向かう線に沿って
指し示すが、負電荷に対してはこの方向は反対である。Ｅは、Ｖ（ボルト）／ｍ又はＮ（
ニュートン）／クーロンの単位で表示される。
【０１１２】
　単純に述べると、これは、点電荷から遠く離れるほど、測定電圧は点光源から測定電極
への距離の二乗の逆関数として低下することを意味する。皮膚表面のインピーダンスが減
少した場合でさえ、表面電極を用いて測定した電圧は上皮からの距離が増加するにつれて
重大に低下する。作用電極が上皮の内腔表面と直接又は間接接触すると、皮膚表面で測定
された電圧は上皮及び間質腔の外側（内腔外側）表面間の電圧低下を伴って連続して上皮
を越える電圧を表し、電圧は皮膚を越えると低下する。
【０１１３】
　上皮の内腔表面と、測定電極との直接的又は間接的接触が確立され、皮膚表面インピー
ダンスが低下させられると、内腔電極と皮膚表面との間の測定は、真の経上皮電位をより
正確に表す。これは、皮膚を越える電圧低下及び電位が部分的に排除されるためである。
間質又は皮膚表面の下方の間質組織及び上皮の内腔外側表面に起因する電圧低下は、一般
に無視できると考えられる。これを言い換えると、いったん高スキンインピーダンスが実
質的に排除されると、基礎にある組織は特に関心のある測定値である、測定経上皮ＤＣ電
位及び上皮インピーダンスにほとんど影響を及ぼさない。
【０１１４】
　米国特許第６，８８７，２３９号明細書（Ｅｌｓｔｒｏｍ，ｅｔ　ａｌ．）は、電気信
号の伝送及び受信のために細胞、組織、及び器官を非侵襲性で準備するために皮膚のイン
ピーダンスを減少させるためにソノフォレシスの使用を提案している。用語「ソノフォレ
シス」は、典型的には超音波的に増強された経皮的薬物送達を意味する。本発明のために
は、ソノフォレシスは、１つ以上の化合物（例えば、一般的には、薬物、ホルモン剤、規
定イオン組成の溶液など含む任意の薬理学的物質）の経皮的送達だけではなく、より広汎
には詳細には、好ましくは個人、特別にはそのような個人の組織もしくは器官の物理的特
性を測定するステップと結び付けた、電気生理学的特性の改善された測定を含む有益な作
用を入手するための、皮膚表面への超音波エネルギーの適用を意味する。上述したように
、皮膚表面インピーダンス自体の減少又は排除さえクーロンの逆二乗法則又はローレンツ
力の法則を補正しない。腔内測定電極を用いない、又は試験対象の器官の内腔と間接的に
接続した場合は、表面電気測定は、真の経上皮電気生理学的測定値を正確には反映しない
。
【０１１５】
　経上皮電気測定値については結腸、胃、子宮頸部及びその他の中空器官において記載し
てきたが、乳管上皮（及びその他のより「アクセス」しにくい器官）における経上皮電気
特性の測定値は、より課題が多い。乳管内腔へのアクセスは乳管プローブ、カテーテル又
は乳管鏡を用いて得ることができるが、これらのアプローチは侵襲性であり、それらの有
用性を制限する可能性がある。対照的に、本発明は、本明細書に記載した改良Ｓａｒｔｏ
ｒｉｕｓ乳頭吸引カップを使用する非侵襲性アプローチを提供する（さらに、例えば米国
特許第３，７８６，８０１号明細書、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ、及びその中の図４を参照され
たい）。好ましい方法では、乳頭は、乳管口を閉鎖する可能性がある、存在する場合があ
る角栓を除去するために脱角化剤を用いて準備される。カップには、例えば生理食塩液な
どの電導性媒質を充填し、乳頭の上方に配置する。カップは、空気及び／又は気泡を除去
し、生理食塩液導電性媒質によって乳頭カップ及び乳管上皮内の２つのＡｇ－ＡｇＣｌ電
極間の電気接触を確立するために数回（例、約４～５回）吸引される。２つの電極の一方
は乳管内腔と皮膚表面電極との間の電圧を測定するために使用され、他方の乳頭電極は乳
管内腔と相違する皮膚表面電極との間に電流を通すために使用される。このアプローチを
用いると、乳管上皮及び乳房実質のインピーダンス及び／又はインピーダンススペクトル
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を（例、周波数の関数として）測定することができる。
【０１１６】
　経上皮測定値ならびに上皮が内張りした中空器官の内腔に沿った直列抵抗の組み合わせ
は、いずれかのアプローチを単独で用いた場合より器官の経上皮電気特性のより正確及び
より有効な測定を許容する。例えば、電気生理学的特性に小さな差が存在する場合は、本
明細書に記載した結合技術の適用は、組織の状態を診断するために所望の反応を観察する
ための唯一の機会を提供することができる。様々な実施形態で、これは以下の要素又は特
徴の１つ以上を組み合わせて使用することによって実施できる。
　（Ａ）乳頭カップセンサ内の高導電性電解質（乳管上皮との電気接触を確立するために
特に重要である）。
　（Ｂ）乳頭を越えるインピーダンスを減少させるための脱角化剤。
　（Ｃ）乳管内腔内の高導電性電解質。
　（Ｄ）乳管上皮との接触を直接的に確立するために乳管カテーテルもしくはプローブ。
　（Ｅ）覆っている皮膚インピーダンスを減少させるためのソノフォレシス。
　（Ｆ）皮膚インピーダンスを減少するための皮膚透過剤もしくは「湿潤剤」。
　（Ｇ）角質層を剥ぎ取るための接着テープ。
　（Ｈ）皮膚インピーダンスを減少させるための皮膚剥削（例、Ｋｅｎｄａｌｌ　Ｅｘｃ
ｅｌ　電極剥離ライナー、Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｒｅ社、マサチューセッツ州マ
ンスフィールド；３Ｍ　Ｒｅｄ　Ｄｏｔ　Ｔｒａｃｅ　Ｐｒｅｐ、３Ｍ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎ社、ミネソタ州セントポール又はＱｕｉｋＰｒｅｐ　Ｓｙｓｔｅｍ、Ｑｕｉｎｔ
ｏｎ社、マサチューセッツ州ボセル）。
　（Ｉ）皮膚を水和させて皮膚インピーダンスを減少させるための親水ゲルもしくは高張
性ゲル電極。
　（Ｊ）Ｐ．Ｇｒｉｓｓ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　
ｍｉｃｒｏｍａｃｈｉｎｅｄ　ｓｐｉｋｅｄ　ｂｉｏｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｅｌｅｃｔｒ
ｏｄｅｓ」ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ　Ｂｉｏｍｅｄ　Ｅｎｇ．２００２　Ｊｕｎ；４９（６
）：５９７－６０４（極微針又は微小電気機械的システム、ＭＥＭＳとも呼ばれる）によ
って記載されたように皮膚インピーダンスを減少させるための微小侵襲性表面電極、及び
／又は、
　（Ｋ）皮膚に貫通させるための針電極。
【０１１７】
　ソノフォレシスが本発明と結合して使用される範囲で、ソノフォレシスは、好ましくは
皮膚の電気インピーダンスを減少させ、本発明の診断方法を改良するために、皮膚の特性
を修正するために結合媒質による超音波エネルギーの適用に関する。例えば本発明者によ
る上皮下インピーダンスの測定に関連するソノフォレシスの使用についての詳細な開示に
ついては、その開示が参照として本明細書に組み入れられる２００７年７月１８日に出願
された、本発明者の同時係属出願である米国特許出願第１１／８７９，８０５号明細書を
参照されたい。特に有用なソノフォレシス装置は、Ｓｏｎｔｒａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎ社、マサチューセッツ州フランクリンから商標名ＳｏｎｏＰｒｅｐ（
登録商標）システムの下で、市販で入手することができ、このときソノフォレシス電圧は
５５，０００Ｈｚで１２Ｖ　ＡＣであり、センサ信号は１００Ｈｚで１００ｍＶ　ＡＣで
ある。
【０１１８】
　しかし本発明のためには、ソノフォレシスは、電気測定が好ましくは例えば約５ＫＨｚ
～約１０ＫＨｚ、好ましくは約４０ＫＨｚ～約８０ＫＨｚ、より好ましくは約５０ＫＨｚ
～約６０ＫＨｚ超の周波数を含む、より高周波数で行われる場合には典型的には必要とさ
れないが、これは皮膚の誘電特性が高周波数では崩壊するからである。測定が、ゼロに近
い周波数を含む低周波数、言い換えるとＤＣ測定値で行われる場合は、皮膚表面からの電
気的干渉を減少させるためにソノフォレシス及び／又は例えば微針電極などの上述した他
の方法を使用するのが望ましい。
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【０１１９】
　上述した１つ以上の技術と結合して皮膚表面電極と関連付けた内腔上皮と直接又は間接
接触する作用電極を使用する特に好ましい実施形態は、内腔上皮と直接又は間接接触して
いる電極へ関連付けられて異な表面電極より正確な経上皮測定値を生じさせる。特別には
器官を内張りした上皮の経上皮及び上皮下電気特性を利用する本発明の改良された測定方
法は、例えば癌、例えばポリープ、乳頭腫、過形成、異形成、異所性結腸陰窩、上皮内新
生物、白板症、紅色肥厚症などを含む前癌性状態、ならびに上皮起源の良性新生物、炎症
、感染、潰瘍などの上皮疾患状態についてのリスクを測定する、特徴付ける、評価するた
め、又は診断を支援するために使用することができる。
【０１２０】
　好ましくは、本明細書の開示は、マンモグラフィ乳腺密度率を推定する、及び／又は患
者が乳房内の増殖性もしくは前癌性変化を有することが見いだされるリスク、特別には実
質的に無症候の女性患者を評価するための改良された方法を提供する。本明細書に記載し
た方法は、増殖性乳房疾患を示す患者ならびに示さない患者についてのマンモグラフィ密
度を推定する、及び／又は乳癌のリスクを評価するために適切である。増殖性疾患は、良
性又は悪性のいずれかである可能性がある。しかし、例えば過形成、異型乳管過形成、異
型小葉過形成、乳頭腫症、小葉新生物などを含む良性増殖性疾患さえ、長期又は継続フォ
ローアップ後には乳癌の増加したリスクを示す場合がある。一部の患者は、後にフォロー
アップ生検において例えば嚢胞性疾患（ＦＣＤ）、線維腺腫などの非増殖性良性状態を有
することが見いだされることがある。
【０１２１】
　そこで、本発明の方法を使用すると、増殖性、異常な前癌性又は癌性組織を、そのよう
な組織の発生が初期段階にある間に検出することが可能である。一般に、本発明の方法及
びシステムは、本方法が乳房に関して詳細に記載されても、例えば、前立腺、結腸、乳房
、食道、及び鼻咽頭癌などであるがそれらに限定されない任意の上皮由来癌、ならびに例
えば肺、胃、子宮頸部、子宮内膜、皮膚及び膀胱などの他の上皮悪性腫瘍に適用できる。
【０１２２】
　詳細には、本発明の方法を使用すると、以下に記載するアルゴリズムの基準を満たす上
皮下インピーダンスの測定値への変化は、それらが極めて多数の細胞に影響を及ぼす初期
突然変異の結果であることを示唆する可能性がある（すなわち、フィールド欠損）。そこ
で、それらはどの患者をより頻回に監視すべきか、又は反対に、生検を必要とする上皮の
特定領域を同定すべきかを決定するためのバイオマーカーとして活用できる。後者は特に
、例えばＸ線に基づくマンモグラムの使用を行うなどのマンモグラフィによって、又は侵
襲性生検の手段を使用しない臨床的乳房検査によって検出することがより困難である異型
乳管過形成又は非浸潤性乳管癌（ＤＣＩＳ）の症例においては有用である。
【０１２３】
　本発明の方法は、乳管を内張りしている細胞及び乳管胞単位、すなわち乳房上皮、なら
びに乳房を覆っている皮膚の誘電特性が崩壊し、上皮下インピーダンスもしくはＺｓｕｂ
の測定値に有意な影響を及ぼさないほど十分に高い周波数で行われる場合は、特に有用で
ある。測定が約５ＫＨｚ未満の周波数で行われるまでは、本発明の方法を用いて観察又は
測定される容量性リアクタンスにはほんのわずかな上昇しか生じない。好ましくは、イン
ピーダンスは、約５ＫＨｚ～約１００ＫＨｚ、例えば、約８，０００Ｈｚ～約９０，００
０Ｈｚ、又は約１０，０００Ｈｚ～約８０，０００Ｈｚ、もしくは約７０，０００Ｈｚ、
もしくは約６０，０００Ｈｚを含む１つ以上の周波数で測定される。Ｚｓｕｂを測定して
、本発明の１つ以上のアルゴリズムにしたがって乳腺密度の対応する数値を得るためには
、Ｚｓｕｂの適切な測定は、例えば、１０ＫＨｚ、約２０ＫＨｚ、約３０ＫＨｚ、約４０
ＫＨｚ、約５０ＫＨｚ、約６０ＫＨｚ、約７０ＫＨｚ、約８０ＫＨｚ、約９０ＫＨｚ、及
び約１００ＫＨｚからなる群より選択される少なくとも１つの周波数での測定値を含む約
１０ＫＨｚ～約１００ＫＨｚの周波数で行うことができる。これに関連して特に有用な観
察は、例えば、約５０ＫＨｚ又は約６０ＫＨｚで行うことができる。又は、有用な情報は
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、約１０ＫＨｚ～約１００ＫＨｚ、例えば約２０ＫＨｚ～約９０ＫＨｚ、又は約３０ＫＨ
ｚ～約８０ＫＨｚ、例えば約４０ＫＨｚ～約６０ＫＨｚの範囲内の周波数で入手できる。
さらに、そのような高い周波数で測定値を入手する場合は、ソノフォレシスの使用は任意
であり、電気生理学的特性を入手するための準備行為としてのソノフォレシスを使用して
も、使用しなくても測定を行うことができる。
【０１２４】
　本発明とともに有用な器具については、多数の変形が可能である。さらに、器具設計内
では、変化させることのできる多数の態様がある。以下では、これらの変形やその他の変
形について記載する。
【０１２５】
　１つのプローブ又はその他の器具は、凹んだくぼみ内に複数の小型電極を含んでいる。
例えばフィルタリングなどの機能を処理する、ディスポーザブルの市販で入手できるシリ
コンチップは、表面記録及び初期電子的処理を実施できる。各ＥＣＭ液もしくは作用物質
は、チップ上の個別電極及びリザーバに特定であることができる。そこで、１回の測定の
ためには、特定電極セットが使用される。また別の測定のためには、例えば相違するイオ
ン濃度で、相違する電極セットが使用される。１回の測定のための電極は別の測定と同一
地点には配置されないのでこれはある程度の変動を生じさせるが、このシステムは概して
信頼できる結果を提供する。
【０１２６】
　また別のアプローチは、より小数の電極を使用し、さらに溶液及び作用物質を変化させ
るためにフロースルーもしくはマイクロ流体システムを使用することである。詳細には、
溶液又は作用物質は溶液又は少量の電流を通して作用物質をチャネルに通して移動させ、
プローブの表面にある孔を通して流出させることによって変化させられる。この実施形態
では、電極は皮膚又は乳管上皮の同一領域と接触したままであるので、測定における領域
毎の変動が排除される。このアプローチは、相違する溶液間を平衡させるための時間を必
要とする。
【０１２７】
　異常な前癌性又は癌性乳房組織の存在を検出する際には、皮膚での表面測定値を得るた
めにハンドヘルド型プローブが用意されている。このプローブは、電流を通すため、なら
びに測定するために電極を含むことができる。インピーダンス測定値は、乳頭カップ電極
とハンドヘルド型プローブとの間で得ることができる、又はハンドヘルド型プローブ上の
電極間で得ることもできる。又は、乳管鏡プローブ又は非光学式乳管プローブに１つ以上
の小型電極とインターフェースすることができる。初期ＤＣ測定値を得た後、皮膚インピ
ーダンスを減少させるために湿潤剤／透過剤を導入することができる、又は上述した方法
の１つを使用することができる。作用物質は、流体を電極表面へ移動させるために、上述
したように、マイクロ流体アプローチを用いて導入されることができる。又は、まさに角
質層に浸透する表面電極を使用するとインピーダンスを減少させることができる。
【０１２８】
　器具の構成にかかわらず、図１は、本発明に一致する、癌診断に使用されるＤＣ及びＡ
Ｃインピーダンス測定システムの略図である。システム１００は複数の電極を含むプロー
ブ器具１０５とインターフェースしているが、このときプローブ器具１０５の実施は試験
対象の器官及び状態に依存する。プローブ器具１０５は、針、体腔、乳管鏡、非光学式乳
管もしくは表面プローブに取り付けられた電極を組み込むことができる。参照プローブ１
１０は、試験状況及び調査対象の乳房の領域に依存して、静脈内プローブ、皮膚表面プロ
ーブ、乳頭カップもしくは乳管上皮表面参照プローブの形態を取ることができる。
【０１２９】
　浮遊キャパシタンスを回避するために、電極はシールド線によって、デジタル信号プロ
セッサ（ＤＳＰ）１３０からの指令にしたがって特定プローブ１０５を選択できる選択ス
イッチ１２０に接続することができる。選択スイッチ１２０はさらにまた、ＤＣ測定中に
低域フィルタを使用する、及び／又はＡＣインピーダンス測定中に中もしくは高域フィル



(33) JP 2011-505966 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

タを使用するように、プローブ１０５にインターフェースされる適切なフィルタを選択す
る。選択スイッチ１２０は、複数の増幅器から構成されることができる増幅器アレイ１４
０へ電流を印加する、又は複数の電極が使用される場合は同一増幅器を通して相違する電
極からの信号を切り換える。好ましい実施形態では、雑音に埋もれた微小信号を検出する
ために、デジタル又はアナログ式ロックイン増幅器が使用される。これは参照周波数上の
振幅変調としての当該の信号の測定を可能にする。スイッチ素子は、測定の状況に依存し
て、当該の信号を平均化する、サンプリングする、又は選択することができる。この信号
の処理は、ＣＰＵからの指令にしたがってＤＳＰによって制御される。信号は次にマルチ
プレクサ１５０へ通過し、直列化され、その後にＡＤＣによってアナログ信号からデジタ
ル信号へ変換される。プログラム可能利得増幅器１６０は、入力信号をＡＤＣ１７０の範
囲へ適応させる。ＡＤＣ１７０の出力は、ＤＳＰ１３０へ移動する。ＤＳＰ１３０は情報
を処理し、乳管上皮もしくは皮膚表面上ならびに疑わしい領域の上方でのＤＣ電位及びそ
のパターンを計算する。さらに、様々な深さでのインピーダンスならびに様々なＥＣＭの
イオン濃度、薬物、ホルモン剤、又はその他の作用物質に対するＤＣ電位及びインピーダ
ンスの反応を使用して癌の確率が推定される。次に、結果はＣＰＵ１８０へ送られ、試験
結果１８５が得られる。
【０１３０】
　又は、信号の解釈は、ＣＰＵ１８０において部分的又は完全に行うことができる。任意
波形発生器１９０もしくは正弦波周波数発生器は、プローブ電極及び試験対象の組織へ複
合波形信号を送信するために使用される。正弦波形が好ましいが、本発明では、例えば方
形波を含む他の波形を使用できる。測定された信号反応（複合波形刺激の場合）は、それ
から様々な試験条件下でインピーダンスプロファイルが測定されるＤＳＰ１３０又はＣＰ
Ｕ１８０においてＦＦＴ（高速フーリエ変換）を用いて解析することができる。インピー
ダンス測定値についての本システムの内部較正のためには、内部較正標準１９５が使用さ
れる。ＤＣ較正は、外部標準電解質溶液に対して利用されるプローブを較正して、外部的
に実施できる。
【０１３１】
　図２は、乳房の表面に適用できる、本発明に一致するハンドヘルド型プローブ４００を
含んでいる。このプローブは、ハンドル４１０を含むことができる。プローブ４００は、
例えば、ワイヤレス技術を用いて、測定器具４２０へ直接的又は間接的のいずれかで取り
付けることができる。プローブ４００は、静脈内電極、皮膚表面電極、他の接地、乳頭電
極、又は乳管内もしくは乳頭開口部で乳管プローブ電極に関連付けることができる。図２
に例示した１つの実施形態では、拡大図４４０により詳細に図示した、乳頭電極又は乳管
プローブ４３０に関連付けられている。この構成の１つの利点は、ＤＣ電位及びインピー
ダンスを乳頭電極４３０とプローブ４００との間で測定できる点である。そこで測定は、
乳管上皮、非乳管乳房実質、及び皮膚のＤＣ電位及び／又はインピーダンスの組み合わせ
である。
【０１３２】
　拡大図４４０を参照すると、乳管プローブは、乳頭の表面へ開いている幾つかの乳管開
口部の１つの中に挿入されている。乳管プローブ４４３は、大きな集合乳管４４５へ流れ
る乳管洞４４４内に示されている。
【０１３３】
　乳頭電極を使用するまた別の利点は、乳管系に潅流させるための溶液をプローブに通し
て交換することができ、薬理学的物質及び／又はホルモン剤の導入を許容する点にある。
拡大した乳管プローブ４４３に図示したように、４４３’流体は、サイドポートを通して
交換することができる。流体は乳管内に注入し、乳頭プローブの（乳頭から離れた）近位
端で吸引することができる。特定イオンの乳管上皮への変化した透過性を測定するために
様々な電解質溶液を注入することができる、又は異常領域を同定するために上皮を様々な
薬物で検査することができる。上皮内の前癌性もしくは悪性変化に関連する異常な電気反
応を測定するためには、エストラジオール、又はその他のホルモン剤を乳管内に注入する
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ことができる。
【０１３４】
　例えば、乳頭に吸引を適用する改良Ｓａｒｔｏｒｉｕｓカップなどの様々な構成も使用
できることも理解されたい。この構成を用いると、乳頭の上方に配置されたカップに穏や
かな吸引が適用される。大きな乳管及び乳管洞内の少量の流体は、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓカ
ップ内の電解質液と接触し、乳管を満たしている流体との電気接触が確立される。次に、
カップと表面乳房プローブとの間でＤＣ又はＡＣ測定を行うことができる。
【０１３５】
　図３は、図２のプローブ４００をより詳細に図示している。表面４５０の皮膚接点は、
乳房と接触させて配置される。表面電極４５１は、ＤＣ又はＡＣ電圧を測定する。インピ
ーダンス測定のためには、通電電極４５２が使用される。プローブ４００はさらにまた、
１つ以上のＥＣＭを含有する１つ以上の凹んだくぼみを含有することができる。複数のセ
ンサ電極アレイは、通電電極と一緒に表面プローブに取り付けることができる。個別電極
は凹んでいてよく、相違する組成を備えるＥＣＭを使用すると、試験対象のより深部の組
織もしくは上皮を薬理学的、電気生理学的、又はホルモン的に調査することができる。電
極の間隔は、他の器官系より乳房構成のためにはより大きくあることができるので、より
深部の組織を電気的に調査し、より深部の組織のインピーダンスを評価することができる
。このプローブは、乳房の表面と接触させて受動的に配置されることもでき、又は当該の
領域の上方に空気圧吸引によって適所に保持されることもできる。溶液を交換するため、
又は流体交換及び吸引のためにポートが配置されてよい（図示していない）。電極間のク
ロストークを防止するため、そして電流を接触面から乳房へ推進するためには、ガードリ
ング（図示していない）を組み入れることができる。この構成では、各々が半径方向に９
０°離して配置された４つの通電電極［４５３］が存在する。これは、電流が流れ、直交
フィールド内で電圧反応を測定することを可能にする。電極は、上記の図１に記載した器
具を用いて、電線、又はワイヤレス技術によってインターフェースされる。
【０１３６】
　この技術のまた別の実施形態は、乳房の様々な深度を調査するために間隔をあけて配置
した電極の使用、及び皮膚表面で測定された良性及び悪性乳房組織からのインピーダンス
及び経上皮電位を示差的に変化させるためのホルモン剤、薬物、及びその他の作用物質の
使用を含むことができる。これは、診断精度のさらなる改善を可能にする。
【０１３７】
　図４は、参照、通電、電圧測定又は組み合わせ電極［５０２］として使用できる乳頭カ
ップ電極［５００］を図示している。この構成では、吸引及び流体交換は、柔軟性ホース
［５１５］によって吸引器具、アスピレータもしくはシリンジ（図示していない）へ接続
されたサイドポート［５１０］を通して電極ハウジング［５０１］へ適用される。カップ
の基部にあるフランジ［５０３］は、乳輪［５２０］に適用される。空気圧吸引は、乳房
［５２０］と乳頭電極［５０１］の間の密閉を得られるように通路［５１２］によってハ
ウジングに連絡されたサイドポートを通して適用される。カップを充填し、下にある乳管
系と電気接触させるために、電解質溶液が使用される。サイドポートを通して交互吸引を
適用し、カップ内へ流体又は薬物を注入することによって、流体を交換できる、又は薬理
学的物質及びホルモン剤を導入できる。空気圧吸引は、自然に、又は乳頭表面の乳管開口
部での角栓を除去するためにアルコールもしくは脱角化剤を用いた準備後に乳管開口部［
５０５］を開放させる。乳頭カップ電極［５０２］は、ＤＣ電位、ＡＣインピーダンス又
は組み合わせ測定値を入手するために、図１～３に図示した器具を用いて、電気接続［５
３０］によって、又はワイヤレス接続（図示していない）によってインターフェースする
ことができる。
【０１３８】
　図５は、乳癌の発生中に発生する組織学的及び電気生理学的変化を示している。正常乳
管上皮から、過形成、異型過形成、非浸潤性乳管癌（ＤＣＩＳ）を経由して浸潤性乳癌ま
での連続は、１０～１５年を要すると考えられている。一部の段階は飛び越される場合が
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あるが、通常は乳癌は無秩序の乳管増殖を背景にして発生する。正常乳管は経上皮電位（
負荷電した乳管の内側）及びインピーダンスを維持するが、これらは癌の発生中には脱分
極する、及び上昇する。浸潤性乳癌が発生すると、インピーダンスは密着帯完全性の消失
に伴って減少し、腫瘍を通る導電性は増強される。無秩序の乳管は、変化した電気生理学
的特性及びイオン輸送特性を有する。これらの特性は、図５の下方に示されている。これ
らの電気生理学的及び輸送の変化は、乳房における乳癌、増殖性及び前癌性変化を診断す
るために、例えば電位もしくはインピーダンスの経上皮測定値、又は経上皮表面電位測定
値、ＡＣインピーダンス測定値及び薬理学的処置の組み合わせを使用して活用される。例
えば約５ＫＨｚ～約１００ＫＨｚなどのより高周波数でＤＥＩＳを使用して、乳房実質の
上皮下インピーダンスが、マンモグラフィ密度（非上皮乳房実質の特性）、及び乳癌のリ
スクを推定するために測定される。
【０１３９】
　図６は、乳管上皮インピーダンススペクトル、言い換えると乳癌についてのリスク因子
を備えていない３７歳の女性から得られた高周波数でのＮｙｑｕｉｓｔプロットに基づい
た、上皮下インピーダンス、Ｚｓｕｂの決定を示している。上記に規定したように、Ｚｓ
ｕｂは、曲線が試験した最高周波数でｘ軸に近似する、交わる、又は交差するＮｙｑｕｉ
ｓｔプロット上の地点に対応するインピーダンス値である。例えば、図６では、Ｚｓｕｂ
は、６０ＫＨｚの周波数では９７Ωである。さらに上記で考察したように、この周波数で
は、細胞膜及び乳房を覆っている表面皮膚の誘電特性が崩壊するので、Ｚｓｕｂは乳房実
質のインピーダンスによって支配されると考えられる。図６において得られた曲線は、数
種の周波数での測定値から得られたが、本発明は、Ｚｓｕｂのために有用な数値を得るた
めに実質的数の周波数（例えば、約５種より多い周波数）での試験を必要としない。好ま
しくは、及び実際的理由から、Ｚｓｕｂのための数値を得るためには約２種の十分に高い
周波数でインピーダンス測定値を得ることが適切である。
【０１４０】
　本発明の方法は以下のように適用されてきた。ＩＲＢ及び患者の同意を得て、乳管上皮
との電気接触は、乳房生検が計画された２３２例の女性において、図７の略図で示したよ
うな乳頭カップセンサを用いて非侵襲的に確立された。試験は、以下のように実施された
。
　１．乳頭カップ／センサを乳頭の上方に配置し、乳頭カップに生理食塩液を充填する。
　２．食塩液を吸引して約１００ｍｍＨｇの負圧にする（５ｍＬの食塩液を引き出す）。
　３．３ｍＬの食塩液を再び添加する（すなわち、負圧は約２０ｍｍＨｇへ減少する）。
　４．気泡を除去し、乳頭をわずかに引き上げるために、ステップ２及び３を２、３回繰
り返す。
　５．乳頭カップセンサを周波数応答アナライザのリード線に接続する。
　６．皮膚電極（親水ゲル）を乳頭からおよそ４ｃｍ（内側）及び７ｃｍ（外側）の乳頭
の各四分円内に配置する。
　７．追加の通電電極を最外通電電極（乳頭から７ｃｍの電極）の外側に配置する。これ
らの電極は乳房のサイズに依存して乳頭から約８～１０ｃｍ離れた乳房の辺縁上にある。
【０１４１】
　典型的には、乳頭センサと乳房の４つの四分円各々内に配置した皮膚表面電極との間で
２組の測定が実施された。Ｚｓｕｂは、周波数応答アナライザ、及び正弦波相関技術を用
いて６０ＫＨｚで測定した。Ｚｓｕｂは、４つの乳房四分円の各々について平均化された
。データは、ｔ検定、マン　ホイットニー検定、ＡＮＯＶＡ、ピアソン　モーメント相関
法、及びロジスティック回帰を適切に用いて解析された。
【０１４２】
　上記の検定で得られたデータに基づくと、以下の因子がＺｓｕｂと相関することが見い
だされている：
正相関
　１．年齢
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　２．体重又はボディマス指数（ＢＭＩ）
　３．電極が配置される乳頭からの距離
　４．年齢、ＢＭＩ又はリスクに影響を及ぼすその他の因子に関連する可能性がある、そ
の後の生検での増殖性病変又は癌の存在
　５．乳癌の強度の家族歴又は遺伝的リスク
負相関
　１．月経周期日（閉経後女性については数値０）
　２．マンモグラフィ乳腺密度
初期試験結果及び解析は、小さなサンプルサイズに基づいていた。この後に、増加したサ
ンプルサイズを生じさせる追加の被験者に基づく詳細な解析が実施された。どちらも下記
に報告する。それらは相互に一致しているが、後者のより大きな集団はより信頼性が高く
有用なアルゴリズムを生成した。
【０１４３】
　最初に、Ｚｓｕｂは良性（ＢＮ、ｎ＝１１４）、（相関係数（ＣＣ）：０．６１、ｐ＜
０．０００１）、ならびに悪性疾患及び良性増殖性疾患（ＣＣ：０．４６、ｐ＝０．００
０１）の両方を含む増殖性疾患（ＰＲＯＬ、ｎ＝１１８）である患者の年齢と相関するこ
とが見いだされた。同様に、Ｚｓｕｂは、患者の体重及び電極が配置された乳頭からの距
離の両方と有意に相関し、ＢＮについては月経周期内の位置と逆相関していたが、ＰＲＯ
Ｌ患者については逆相関していなかった（図８、９、１１及び１２を参照されたい）。Ｚ
ｓｕｂは、ＢＮ患者（ｎ＝９７）では１７０±７Ω、良性増殖性患者（ＰＲＯＬ－ＢＮ）
（ｎ＝３２）では２２９±１０Ω及びＰＲＯＬ癌（ＣＡ）患者（ｎ＝６１）では２５８±
１０Ωであった（ｐ＜０．００１）。ＢＭＩ及び乳房サイズは年齢に伴って増大し、ＢＮ
及びＰＲＯＬ患者の両方におけるＺｓｕｂと有意に相関していた（データは示していない
）。限定された初期試験データを用いた場合でさえ、マンモグラフィ乳腺密度はＺｓｕｂ
と反比例することが見いだされた（－０．６２２ＣＣ（相関係数）、ｐ＜０．０００００
１）。Ｚｓｕｂは、年齢、ＢＭＩ及びマンモグラフィ乳腺密度（ＭＤ）の組み合わせと相
関している（それらによって予測できる）。同様に、ＭＤは、年齢、ＢＭＩ及びＺｓｕｂ
の線形組み合わせによって予測することができ、上述したようにこれらの因子と逆相関し
ている。
【０１４４】
　データの数値を個別に参照する。
　図８：良性（初期はｎ＝１１４、現在は＝１４２）及び増殖性乳房（初期はｎ＝１１８
、現在は＝１４８）における年齢とＺｓｕｂとの相関。円は、その後の生検が良性変化を
示す患者を示し、正方形は増殖性変化又は癌を示す。Ｚｓｕｂは、増殖性乳房に比して良
性乳房における方が低かった；
　図９：良性（ｎ＝７８）及び増殖性乳房（ｎ＝６０）における月経周期日とＺｓｕｂと
の相関。Ｚｓｕｂは、良性乳房については月経周期内の位置と相関するが、増殖性乳房に
ついては相関しない。
　図１０：経産歴による、すなわち経産及び未産女性による月経周期中の経皮下インピー
ダンスの変化の図示。明らかなように、Ｚｓｕｂは、経産女性における方が高く、Ｚｓｕ
ｂは、卵胞期と黄体期（第３週及び第４週）の間での未産女性においては有意に減少し、
同一期間では経産女性におけるより有意に高かった。本明細書で考察したように、マンモ
グラフィ密度は年齢とともに減少することが見いだされている。マンモグラフィ密度にお
ける低下は、「退縮」と呼ばれる。退縮は、女性の生涯を通して発生する。２０代前半の
女性は、７０％を超えるマンモグラフィ密度及び約１００Ω～約１３０Ωの対応するＺｓ
ｕｂ値を有することが多い。２つの事象が重大な退縮を生じさせる。（１）第１満期妊娠
。及び（２）経閉。その後の妊娠はさらなる退縮を生じさせることが多いが、通常は第１
満期妊娠ほど大きくはない。加齢、肥満、閉経又は満期妊娠に伴う退縮発生の不全は、乳
癌にとっての増加したリスクの指標である。これは、障害の任意の段階にある女性におい
て、本明細書の本発明者が開発した方法である乳管上皮インピーダンス分光光度法（ＤＥ
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ＩＳ）、及び詳細には本発明の方法を用いて測定できるが、それは放射線リスクのために
一般には４０歳を超える女性についてのみ使用される例えばＸ線マンモグラフィと比較し
て、本方法の非浸潤性の性質のためである。本発明の方法を使用すると、２０歳代の女性
はベースライン時Ｚｓｕｂ試験を受けることができ、その後に年齢及びＢＭＩ関連マンモ
グラフィ密度変化を監視するために年１回又は年２回の検査によって追跡調査することが
できる。年齢、増加したＢＭＩ、乳房サイズの変化ならびに特別には満期妊娠、及び閉経
に伴う退縮不全は、例えばＸ線マンモグラフィ、乳房ＭＲＩ、核イメージング、断層合成
法、生検、遺伝子検査などを用いる乳房検査などのその後の詳細な評価を用いて乳癌にと
っての増加したリスクを備える女性を同定することができる。
　図１１及び１２：患者の体重及び電極が配置される乳頭からの距離と良性（明色の丸）
又は増殖性病変（暗色の丸）におけるＺｓｕｂとの相関。
　図１５：これは、患者の２つの乳房間の乳腺密度の差を示しているＸ線マンモグラムで
ある。Ｚｓｕｂの測定は乳房各々において個別に行うことができるので、非対称性の乳腺
密度及びそのような非対称性が乳癌の指標である付随リスクを同定することができる。個
人の乳房間の乳腺密度の差は、典型的には約５～約１０％であることが観察されている。
乳房間のＺｓｕｂ測定値もまた通常は高度に相関し、典型的には約５～約１０％以内であ
る。Ｚｓｕｂ測定は、本明細書に記載の方法にしたがって、より高い乳腺密度及び乳癌に
とっての増加したリスクを示すより低いＺｓｕｂを備える乳房間で発生する非対称性を推
定するために行うことができる。このため、乳房間のＺｓｕｂ測定値を使用すると、乳癌
にとっての増加したリスクを監視することができる。
【０１４５】
　図１５に示したＸ線マンモグラムは、３９歳の女性の右乳房における増加した乳腺密度
を示している。マンモグラフィ乳腺密度は、左乳房における５０％と比較して右乳房にお
ける７０％（密度率）であるとＸ線フィルムから視覚的に推定された。電極は、皮膚表面
上で乳頭から５ｃｍの場所に配置された。平均Ｚｓｕｂ（４つの乳房四分円の平均値）は
、左乳房における１５１Ωの平均Ｚｓｕｂと比較して右乳房では１１０Ωであったが、こ
れは乳房間の重大な乳房密度及びＺｓｕｂの非対称性を示している。Ｘ線マンモグラムは
質量を示さないが（放射線不透過性マーカー、もしくは白色ドットは、患者が「肥厚」で
あると説明した右乳房の１つの領域上方に配置されたことに留意されたい）、造影剤を用
いたその後の乳房ＭＲＩは右乳房において発生中の多病巣性乳癌を同定し、その後の生検
において確証された。このため、Ｘ線マンモグラム及びＺｓｕｂ測定値の両方が、右乳房
において発生している非対称性乳腺密度状態を同定した。
【０１４６】
　女性患者が乳房における増殖性もしくは前癌性変化を有すると見いだされるリスクは、
本発明の方法に基づいて推定することができる。詳細には、患者の一方又は両方の乳房の
Ｚｓｕｂ、Ｚｓｕｂ（測定値）もしくはＺｓｕｂｍが測定される。さらに、Ｚｓｕｂにつ
いての数値、Ｚｓｕｂ（推定値）もしくはＺｓｕｂｅは、データの前向き段階的回帰から
得られる以下のアルゴリズムを使用して推定できる。
　Ｚｓｕｂｅ＝１０７．７５３＋（１．０８３＊年齢）＋（－１．０７４＊乳腺密度）＋
（３．１９６＊ＢＭＩ）
（式中、年齢は歳で測定される；乳腺密度は％で表示され、マンモグラム上の乳腺の外観
から推定される。及びＢＭＩは、
　体重（ポンド）＊７０３）／身長２（インチ２）、又は
　体重（ポンド）＊４．８８／身長２（フィート２）と規定される）
【０１４７】
　Ｚｓｕｂｍ及びＺｓｕｂｅの数値から、Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率（「リスク比と
呼ばれる）が計算される。リスク比は、増殖性乳房疾患又は癌の明白な症状を示していな
い患者が、例えば生検などのその後の直接検査上でそのような状態を有することが見いだ
されるリスクを意味する。フォローアップ生検から得られた情報を含むデータの解析に基
づいて、リスク比は、以下のように指標として使用できると結論付けられた。
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【０１４８】
　Ｚｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率は、Ｚｓｕｂｅが、例えば加齢、より高いＢＭＩ及び／
又はこれら２つの相互作用に影響を及ぼす公知の因子から正確に予測される場合は、約１
．０であると期待される。リスク比が約１．２である場合は、測定Ｚｓｕｂ（Ｚｓｕｂｍ
）は年齢及びＢＭＩ（及び追加して、本明細書のいずれかで説明したように、この変量が
アルゴリズムに含められる場合は電極が配置される乳頭からの距離、ＤＦＮ）などに基づ
いた推定値より約２０％高い。高齢であり、より高いＢＭＩを有するためにより高リスク
状態にあると考えられる患者においては、より高リスクは主として、むしろ組織インピー
ダンスのリスクに及ぼす作用に起因して予測されるＺｓｕｂより高いＺｓｕｂを有するこ
れらの因子に起因すると予測される。統計学的には、これは相互作用又は交絡作用である
と言われる。これを言い換えると、年齢はＺｓｕｂに影響を及ぼし、さらに乳腺密度はＺ
ｓｕｂに影響を及ぼし、年齢もまた乳腺密度に影響を及ぼす。次に、単に年齢作用だけで
はないＺｓｕｂへの乳腺密度の寄与を分類することが必要である。さらに、年齢及びＢＭ
Ｉはどちらも、個人において観察もしくは測定されるＺｓｕｂに影響を及ぼす独立変量で
ある；そうでなければ、それらはロジスティック回帰モデリングには保持されない。そこ
で、正常（もしくは典型的）より高いＢＭＩを備え、約１．２より大きい（例えば、約１
．１、１．１５、１．２、１．２５、１．３、１．３５などより大きい）Ｚｓｕｂｍ／Ｚ
ｓｕｂｅもしくはリスク比を示す高齢患者は、増殖性疾患又は乳癌の増加したリスク状態
にある。
【０１４９】
　他方では、高マンモグラフィ密度が低Ｚｓｕｂと相関することが観察されている。そこ
で、約０．８未満（例えば約０．９、０．８５、０．８、０．７５、０．７、０．６５な
ど）のＺｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅの比率は、その後の生検上で増殖性病変もしくは癌を見い
だすより高リスクを示す可能性があるが、それは特に年齢及びＢＭＩの公知の影響につい
て調整した場合に、乳癌にとっての公知のリスク因子である増加したマンモグラフィ密度
のためである。そのような低い数値のＺｓｕｂｍ／Ｚｓｕｂｅは、より若年の、身体的適
任者、すなわち正常、典型的又は一層低いＢＭＩを備えるヒトにおいては特に重要である
可能性がある。
【０１５０】
　概して、ヒトが約１．０±０．２より大きい、又は小さいリスク比を示す場合は、例え
ば、生検、ＭＲＩ、Ｘ線（若年患者に対して）などを含むより侵襲性の、リスクがある、
及び／又はより費用のかかる試験方法を用いる厳密な試験が必要とされる。
【０１５１】
　初期の試験結果以降、初期データに追加され、より大きなデータセットが生じた。以下
では、モデル及びそれに由来するアルゴリズムを含むデータ全部の解析について報告する
。便宜性のために、マンモグラフィ密度ＭＤは、時には「密度」と呼ぶ。
【０１５２】
　１．全サンプル集団（閉経前及び閉経後女性の両方を含む）についてのＺｓｕｂの予測
値、Ｚｓｕｂｅは、以下のモデル（記号＊は乗算を示す）から予測できる。
　Ｚｓｕｂｅ＝１０７．７５３＋（１．０８３＊年齢（歳））＋（－１．０７４＊乳腺密
度（マンモグラムからの密度（％）））＋（３．１９６＊ＢＭＩ）
（式中、ＢＭＩは、体重（ポンド）＊７０３）／身長２（インチ２）、又は体重（ポンド
）＊４．８８／身長２（フィート２）であると規定される）
【０１５３】
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【表４】

　ＭＤは、Ｚｓｕｂの数値を予測するための最強因子である（ｐ＜０．００１）。
【０１５４】
　２．又は、乳癌にとっての公知のリスク因子であるマンモグラフィ密度（全集団に対す
る）は、以下のモデルから予測できる。
　マンモグラフィ密度（％）（ＭＤ）＝１４１．７８８＋（－０．７１６＊年齢）＋（－
１．１１３＊ＢＭＩ）＋（－０．１９９＊Ｚｓｕｂ（Ω））
【０１５５】
　負係数は、年齢及びＢＭＩが増加する、したがってＺｓｕｂが増加する（増加したイン
ピーダンス）につれて乳腺密度が減少するので予測できるように、マンモグラフィ密度が
年齢、ＢＭＩ及びＺｓｕｂと逆相関することを示していることに留意されたい。年齢及び
Ｚｓｕｂはどちらも、年齢及びＺｓｕｂが密度と強度に関連し、どちらも乳癌にとっての
有意なリスク因子であることから予測されるように、マンモグラフィ密度の最強の予測因
子である（ｐ＜０．００１）。
【０１５６】

【表５】

【０１５７】
　３．ロジスティック回帰が女性の閉経前集団に適用された場合は、マンモグラフィ密度
（ＭＤ）は、以下のモデルから予測することができる。
　ＭＤ＝１２７．７７０＋（－１．３３９＊ＢＭＩ）＋（－０．２５９＊Ｚｓｕｂ）
　年齢は、閉経前女性における集団についてはモデル内にもはや含まれないが、これは閉
経前女性においてはＭＤを予測する際に肥満症（ＢＭＩ）が年齢よりはるかに重要である
ことを意味することに留意されたい。ＢＭＩは、ｐ値が有意性に近似するにつれて、モデ
ル内に推進されてきた（ｐ＝０．０５１）。その後のモデリングでは、電極が配置される
乳頭からの距離について調整が行われる（したがって、電気的に「インテロゲート」され
る乳房組織の容積が考慮に入れられる）場合は、ＢＭＩは閉経前女性については有意にな
ることに留意されたい。たとえ変動性が電極配置に起因して存在していても、個人のこの
特定集団のＢＭＩによって圧倒される可能性がある。
【０１５８】
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【表６】

【０１５９】
　４．ロジスティック回帰を閉経後の女性集団に適用した場合は、マンモグラフィ密度は
、以下のモデルから予測することができる。
　ＭＤ＝１２７．１７８＋（－０．８７４＊年齢）＋（－０．２１９＊Ｚｓｕｂ）
　ＢＭＩは閉経後モデルからは除外されるが、これはおそらく閉経期退縮が、ＢＭＩ状態
とは無関係に、高インピーダンス脂肪による高密度乳房組織の重大な置換を生じさせるた
めであることに留意されたい。
【０１６０】
【表７】

【０１６１】
　５．初期データ集団の回帰分析では、電極が配置される乳頭からの距離は、Ｚｓｕｂの
予測因子としてモデル内に維持される。患者２００例を対照とする現在のより大規模試験
では、おそらく電極の配置が標準化されているために、余り明白な関連は見られない。し
かし、個々の患者においては、電極はＺｓｕｂについての数値が大きいほど乳頭から離し
て配置されるが、これはより大量の組織が電気的分析を受けるためである。マンモグラフ
ィ密度のモデリングでは、より簡潔なモデルは、各電極が配置される乳頭からの距離につ
いてＺｓｕｂ測定値を調整することである。これは順に、予測モデルを以下に示すように
変化させる。
　ＺｓｕｂＤＦＮ（電極が配置される乳頭からの距離について調整されたＺｓｕｂ（単位
：ｃｍ）は、以下の式によって規定される。
　ＺｓｕｂＤＦＮ＝Ｚｓｕｂ対ＤＦＮの線形回帰から引き出された１６９．５１２＋（６
．６６８＊ＤＦＮ（ｃｍ））
　調整Ｚｓｕｂ（ＡＤＪＺｓｕｂ）は、次に、以下の式から引き出される。
　ＡＤＪＺｓｕｂ＝ＺｓｕｂＭ／ＺｓｕｂＤＦＮ（式中、下付きＭ＝測定値、すなわち測
定Ｚｓｕｂである）
【０１６２】
　６．ロジスティック回帰を閉経前の女性集団に適用した場合は、マンモグラフィ密度（
ＭＤ）は、以下のモデルから予測することができる。
　ＭＤ＝１３１．９３６＋（－１．４４４＊ＢＭＩ）＋（－５４．７５２＊ＡＤＪＺｓｕ
ｂ（上記の５と同様に引き出される任意単位で）
【０１６３】
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【表８】

【０１６４】
　７．ロジスティック回帰が女性の閉経後集団に適用された場合は、マンモグラフィ密度
は、以下のモデルから予測することができる。
　ＭＤ＝１２０．１７８＋（－０．８６９＊年齢）＋（－３９．１７９＊ＡＤＪＺｓｕｂ
（上記の５と同様に引き出される任意単位で）
【０１６５】
【表９】

【０１６６】
　６及び７はどちらも閉形前及び閉経後の女性の両方についてＺｓｕｂに影響を及ぼす変
量としてＤＦＮを組み入れ、たとええ測定を実施する場合に電極を乳頭からの標準距離に
配置するため努力が尽くされた場合でさえ、好ましい、より汎用のモデルであることに留
意されたい。
【０１６７】
　８．Ｚｓｕｂと密度との間の関係を前提として予測できるように、Ｚｓｕｂは、閉経前
患者（前Ｚ’ｓｕｂ）における１８３．３４３±５．７６９Ωと比較して２４１．９３８
±８．４０３（平均値±ＳＥＭ）の平均値を示す閉経後患者（後Ｚ’ｓｕｂ）における方
が有意に高い（ｐ＜０．００１）。
ｔ検定
　正規性検定：合格（Ｐ＝０．０９７）
　等分散性検定：合格（Ｐ＝０．５２３）
【０１６８】

【表１０】

【０１６９】
　平均値の差：５８．５９５
　ｔ＝５．９５２、自由度１１６を伴う（Ｐ＝＜０．００１）。
　平均値の差についての９５％信頼区間：３９．０９７～７８．０９２
　そこで２つの群の平均値における差は、偶然によって予測されるより大きい。入力群間
には統計的有意差がある（Ｐ＝＜０．００１）。
　αを用いて実施した検出力＝０．０５０：１．０００
【０１７０】
　類似のマンモグラフィ密度（密度率）は、閉経前患者の４７．５（２５．０～６０．０
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）％（「Ｐｒｅ　Ｄｅｎｓｉｔｙ」）に比較して閉経後患者では１７．５（７．５～３２
．５）％（メジアン（２５～７５％の信頼限界））（「Ｐｏｓｔ　Ｄｅｎｓｉｔｙ」）と
有意に低い（ｐ＜０．００１）。
マン　ホイットニー順位和検定
【０１７１】
【表１１】

【０１７２】
マン　ホイットニーＵ統計量＝７９８．０００
　Ｔ＝１９７４．０００ｎ（小）＝４８ｎ（大）＝７０（Ｐ＝０．００１）
　２つの群のメジアン値における差は、偶然によって予測されるより大きい；統計的有意
差がある（Ｐ＝＜０．００１）。
【０１７３】
　９．図１０は、Ｚｓｕｂと月経周期内の位置との相関を示す図である。円は経産（ｎ＝
１６）群を表し、正方形は未経産（ｎ＝１７）コントロール群を表す。未経産コントロー
ル群は低いＺｓｕｂを有し、これは特に黄体期中のより導電性の実質を示唆している。経
産女性におけるＺｓｕｂが高いだけではなく、卵胞期と黄体期との間のＺｓｕｂの変化も
また未経産女性における方が約５０％大きい。卵胞期と黄体期との間のＺｓｕｂにおける
減少は、おそらく乳房のより高い流体含量、又は未経産女性におけるＺｓｕｂに影響を及
ぼす乳房組織内の物理的変化に起因するインピーダンスの減少を示唆している。６０ＫＨ
ｚで測定されたインピーダンス対１０ＫＨｚ又は６ＫＨｚで測定されたインピーダンスの
比率は、リスクに関してより示差的情報を生じさせることができる。電気信号の周波数を
６０ＫＨｚから１０ＫＨｚへ減少させた場合にインピーダンスにおける変化が測定された
場合は、インピーダンスの有意な増加は経産及び未経産女性両方において同定される。イ
ンピーダンスの変化は、周波数が６０ＫＨｚから６ＫＨｚへ変化した場合はさらに大きい
。インピーダンスにおける変化が、６０から１０ＫＨｚへの変化に６０ＫＨｚから６ＫＨ
ｚへの変化が掛けると、変化における有意差を示す相互作用項が得られる、すなわち経産
女性（Ｐ－相互作用）は未経産女性（Ｎ－相互作用）に比較して各々７６６対８４４（ｐ
＝０．０１１）のメジアン結果を有する。これらのデータは、以下の通りに分析された：
ｔ検定
　正規性検定：不合格（Ｐ＜０．０５０）ｔ検定によるそれ以上の分析は実施しなかった
。
マン　ホイットニー順位和検定
【０１７４】

【表１２】

【０１７５】
マン　ホイットニーＵ統計量＝１３１９０９．０００
　Ｔ＝２５０７３７．０００　ｎ（小）＝４８７　ｎ（大）＝５９５（Ｐ＝０．０１１）
　２つの群のメジアン値における差は、偶然によって予測されるより大きい。統計的有意
差がある（Ｐ＝０．０１１）。
【０１７６】
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　約５，０００Ｈｚ（５ＫＨｚ）を越える周波数では、リアクタンスにおける変化は極め
てわずかしかないが、それは皮膚及び上皮の誘電特性が全インピーダンスにはほとんど影
響を及ぼさず、電気信号は乳房の上皮下組織をインテロゲートするからである；インピー
ダンスは、本明細書に開示した乳管内測定アプローチを用いて効果的に５ＫＨｚを越える
単純抵抗である。そこで、約５０ＫＨｚ又は約６０ＫＨｚでのＺｓｕｂ測定に加えて、約
５ＫＨｚ～２０ＫＨｚの間の１つ以上の周波数での追加のＺｓｕｂ測定値は、より高い、
及びより低い周波数ならびにそれらの比率の間の数値における変化の大きさの計算を含め
て、乳房の流体状態又は乳房組織の他の特性に関する追加の情報を提供することができる
。
【０１７７】
　さらに、上記の試験は、経産状態を除いて、乳癌にとっての公知のリスク因子を備えて
いない４０歳未満の年齢の女性のコントロール群において実施された。家族歴、乳腺密度
などのために増加したリスク状態にある女性は、「リスク状態」と「通常リスク」との間
のこれらの中周波数測定値においてはより大きな差を有すると予想される場合がある。月
経周期中の様々なポイントで試験された経産対未経産女性は、わずかに高いリスクについ
てのモデルとして機能する、すなわち未経産女性は経産女性より乳癌のより高いリスクを
有する。
【０１７８】
　１０．上記で考察した初期分析では、月経周期におけるポイントは、Ｚｓｕｂの推定値
を予測するアルゴリズムにおける１つの因子である。上記の図１０から明らかなように、
Ｚｓｕｂは、第１週及び第２週（卵胞期）と比較して月経周期の黄体期には低くなる傾向
を示すが、その関係はもはや明確な線形ではなく、第１週及び第２週のデータならびに第
３週及び第４週のデータを結合することによってデータを正規化することが必要になる場
合がある。そこで、月経周期内の位置は依然として、Ｚｓｕｂと周期中の位置との間の観
察された関係のために乳腺密度を推定するために有用な変量を表す。乳腺密度における変
化はマンモグラフィ試験において月経周期中に観察されてきたので、これは一般に放射線
学の文献では公知である。乳腺密度は、Ｚｓｕｂがより低いという本明細書での観察所見
に一致して、黄体期においてより高くなることが観察されている。
【０１７９】
　概して、ＢＭＩ、年齢、マンモグラフィ乳腺密度（ＭＤ）及びＺｓｕｂの変量間には有
意な相互作用が見られるので、Ｚｓｕｂはさらに乳癌を発生するリスクとも関連すると考
えられる。さらに、年齢及びＢＭＩはどちらもＺｓｕｂ及びＭＤと関連し、Ｚｓｕｂと密
度との間にはより強力な相関が見られるので、加齢に起因する乳癌を発生するより高い見
かけのリスクもまたより高いＺｓｕｂと相関し、より高いＢＭＩもまた加齢と相関する。
ロジスティック回帰モデルでは、概して年齢及びＢＭＩは、Ｚｓｕｂがモデル内の変量と
して保持されるように制御されるので、Ｚｓｕｂは、年齢及びＢＭＩの作用とは無関係に
ＭＤと関連する示唆されている。
【０１８０】
　マンモグラフィ密度を推定するための上述した方法、及び詳細にはＡＣＲ　ＢＩ－ＲＡ
ＤＳ法を使用して、推定マンモグラフィ密度は上皮下インピーダンス、Ｚｓｕｂと相関付
けられてきた：これらの結果は図１４に示されている。マンモグラフィ密度の推定は２人
の盲験観察者によって実施されたが、それらの推定値は相互に、及びＺｓｕｂと高度に相
関していた（図１３を参照されたい）。図１４に示した変動性の多くは、上記のアルゴリ
ズムに示したように、年齢及びＢＭＩによって説明される。
【０１８１】
　本発明のまた別の実施形態では、例えば約５０ＫＨｚ又は約６０ＫＨｚでＺｓｕｂを測
定するための単一周波数の使用に加えて、有意に低い周波数Ｚ０で第２インピーダンス測
定を行うことができる。この数値について、インピーダンスは０に近い、もしくは０の周
波数又はＤＣ（直流）で測定される。しかし、極めて低い周波数では、皮膚インピーダン
スは測定値を支配できるので、上述したように皮膚部位でソノフォレシスを使用すること
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によってそのような緩衝を回避する、又はスパイクもしくは微針電極などを使用すること
が必要になる。又は、その周波数では皮膚のインピーダンスが及ぼす影響がより少ない、
例えば約１，０００Ｈｚ～約５，０００Ｈｚなどの中継周波数を使用できる。Ｚ０の測定
値は、細胞外液の推定値として機能する。すなわちすべての電流は細胞外（間質液）区画
を通過し、この状態は高リスク状態の女性では変化する可能性が高い。このため、Ｚｓｕ
ｂ／Ｚ０の比率又は各数値は個別に、乳癌のリスクを評価することを含む、様々な目的の
ために使用できる追加の特徴解析基準を提供することができる。
【０１８２】
　組織の電気生理学的特性ならびに正常及び異常組織間の差を測定するための器具は、例
えば、電気計器、デジタル信号プロセッサ、電圧計、発振器、信号プロセッサ、電位差計
、又は電圧、導電性、抵抗もしくはインピーダンスを測定するために使用される任意の他
の器具などの当技術分野において公知の器具を含むことができる。
【０１８３】
　ＤＣ電位は、通常は大きな抵抗、及び２つの電極（１つの作用電極及び１つの基準電極
）と直列でつながれた検流計からなる電圧計を使用して測定される。電圧計は、アナログ
式であってもデジタル式であることもできる。理想的には、これらは電流引き込みを回避
するために極度に高い入力抵抗を有するべきである。ＤＣ電位は、さらにまたオシロスコ
ープを用いて測定することもできる。
【０１８４】
　インピーダンスは、多数のアプローチを用いて測定できる。限定なく、例には、デジタ
ル式もしくはアナログ式いずれかのロックイン増幅器であることができる位相固定増幅器
が含まれる。精度を改善するために接地への迷走電流を最小限に抑えるためにはロックイ
ン増幅器と結び付けて前置増幅器を使用できる。デジタル式ロックイン増幅器は、当該の
振幅変調情報を運ぶ信号であり、もう１つは特定周波数及び位相を備える参照信号である
２つの正弦波の乗算に基づいている。信号発生器は、組織を刺激するための正弦波もしく
は複合信号を生成するために使用できる。アナログ式ロックイン増幅器は、位相感受性検
出器（ＰＳＤ）及び低域フィルタを含む同期整流器を含有している。その他のアプローチ
には、ＡＣ正弦波を生成するために発振器を備えるインピーダンスブリッジの使用を含ん
でいる。これらの器具は自動化されると、ＬＣＲメータと呼ばれ、自動平衡ブリッジ技術
を使用する。定電流又は定電圧電流源を使用できる。１つの好ましい実施形態では、定電
流源が使用される。固定周波数信号を備える発振器ではなく、重畳正弦波を生成する信号
発生器が使用されることもできる。
【０１８５】
　組織反応は、高速フーリエ変換又はその他の技術を用いてデコンボリューションされる
。測定を行うためには、双極、三極又は四極電流及び電圧電極を使用できる。１つの好ま
しい実施形態では、電極分極及び電極－組織インピーダンス誤差に起因して導入される不
正確を回避するために、四極電極構成が使用される。インピーダンスではなく、上皮又は
皮膚表面で１アレイの電極を用いると電流密度を測定できる。インピーダンスは、さらに
また電極を皮膚もしくは上皮と接触させる必要を伴わずに電磁誘導を用いて測定すること
もできる。
【０１８６】
　大量のデータを処理するためには、Ｚｓｕｂを測定するステップを組み合わせて含む本
発明の方法は、コンピュータ可読媒体上のソフトウエアによって実施することができ、コ
ンピュータ装置又は中央処理装置によって実行することができる。
【０１８７】
測定システム及び方法の実施例
　本発明の１つの実施形態は、図７に示されている。この図は、上述した乳管上皮インピ
ーダンス及びＺｓｕｂ測定値を作成するために使用されるシステムを示している。乳管上
皮との電気接触は、この図及び図４に図示した特殊設計の、乳頭センサ電極と乳管開口部
を越える乳管上皮との間の電気接触を確立する生理食塩液が充填された乳頭乳管センサを
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用いて、（既に試験された患者４００例によって報告されたように）非侵襲性及び無痛で
確立した。皮膚インピーダンスは、上述したようにソノフォレシスを用いて＜３，０００
Ωｃｍ２へ減少させ、角栓は、乳管開口部を開放させるために脱角化剤を用いて乳頭から
除去した。測定は、乳頭センサと低オフセットＡｇ－ＡｇＣｌ皮膚表面電極との間で行っ
た。経上皮電位（ＴＥＰ）及びＤＥＩＳ測定値は、０．１Ｈｚ～６０ＫＨｚの周波数範囲
にわたって入手し、周波数応答分析器を用いて処理し、正弦波相関は四極電極技術を用い
て処理した。データはＺＰｌｏｔを用いて収集し、ＺＶｉｅｗ（Ｓｃｒｉｂｎｅｒ　Ａｓ
ｓｏｃｉａｔｅｓ社）を用いて分析した。４つの四分円各々を各患者において測定した。
患者への全電気接続は、ＩＥＣ－６０１０１電気安全基準を遵守して、生物学的インピー
ダンスアイソレータ（Ｓｏｌａｒｔｏｎ　１２９４、英国ファーンバラ）を通して行った
。ラップトップ型コンピュータ（ＤｕＣａｃ　Ｔｅｃｈ社）を使用して、ＦＲＡ、生物学
的インピーダンスアナライザを制御し、さらにデータを分析した。
【０１８８】
　代替実施形態では、マンモグラフィ乳腺密度の推定及び／又は乳癌のリスク評価のため
のインピーダンスデータは、単一周波数又は２種以上の複数の、しかし上記に報告した全
スペクトルデータを入手するために使用される多数の周波数よりは少ない周波数器具を用
いて入手することができる。例えば、１種又は２種の周波数で位相及びインピーダンス測
定値を得ることが適切な場合がある。さらに、本システム及び方法は、状況が指令するよ
うにソノフォレシスもしくはスパイク電極を用いて、又は用いずに使用できる。適切なソ
ノフォレシス装置は、上述したように市販で入手することができ、スパイクもしくは微針
電極もまた例えばＳｉｌｅｘ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ社（マサチューセッツ州ボスト
ン）から入手できる（例えば、Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｍ
ａｃｈｉｎｅｄ　Ｓｐｉｋｅｄ　Ｂｉｏｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ，Ｐ
．Ｇｒｉｓｓ　ｅｔ　ａｌ．，ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅｎｇ．，４９，
６，５９７－６０４（Ｊｕｎｅ　２００２）；米国特許第７，０５０，８４７号明細書；
及び米国特許出願第２００７／０２６５５１２号明細書も参照されたい）。好ましくは、
上記に記載及び図示した乳頭センサは、上皮下実質のインテロゲーションを促進するため
に使用される。
【０１８９】
　本発明のまた別の代替実施形態は、インピーダンス指数（ＩＱ）又は抵抗（ＲＱ）を入
手することができるように、乳房の各四分円もしくはセグメント内で２つのセンサ電極を
使用する。インピーダンスは、年齢、体重、月経周期内の位置などによって影響されるの
で、乳頭に関して皮膚感知電極間での同一間隔を維持しながら同一乳房における２つの場
所でＺｓｕｂ又はＺ０を測定するステップによって個別患者において指数を入手すること
ができる。そこで、乳頭センサ電極及び皮内センサ電極及び皮外センサ電極間のインピー
ダンスの測定は、乳頭から約３ｃｍ及び約７ｃｍの場所で、図７に示した構成に加えて外
部皮膚センサ電極を用いて行われる。同一患者において測定される指数は、例えば年齢、
体重、月経周期などの他の交絡因子について補正され、患者が乳房内の増殖性もしくは前
癌性変化又は乳癌を有すると見いだされるリスクに関連する乳房実質について抵抗率又は
誘電率を生じさせる。
【０１９０】
本発明とともに使用するための器具
　本発明とともに使用できる器具については、多数の変形が可能である。さらに上述した
ように、器具設計内では、変化させることのできる多数の態様がある。以下では、これら
の変形やその他の変形について記載する。
【０１９１】
　本発明において使用するためのプローブ又はその他の器具の１実施形態では、凹んだく
ぼみ内に複数の小型電極を含んでいる。表面記録、及び例えばフィルタリングなどの初期
電子的処理は、ディスポーザブルの市販で入手できるシリコンチップによって実施できる
。各ＥＣＭ液もしくは作用物質は、チップ上の個別電極及びリザーバに特定であることが
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できる。そこで、１回の測定のためには、特定電極セットが使用される。また別の測定の
ためには、例えば、相違するイオン濃度で、相違する電極セットが使用される。１回の測
定のための電極は別の測定と同一地点には配置されないのでこれはある程度の変動を生じ
させるが、このシステムは概して信頼できる結果を提供する。
【０１９２】
　また別のアプローチは、より小数の電極を使用し、さらに溶液及び薬物を変化させるた
めにフロースルーもしくはマイクロ流体システムを使用することである。詳細には、溶液
又は作用物質は、溶液又は作用物質をチャネルに通して移動させ、器具の表面にある孔を
通して流出させるため電流を通過させることによって変化させられる。この実施形態では
、電極は乳房の表面の同一領域と接触したままであるので、測定における領域毎の変動が
排除される。このアプローチは、相違する溶液間を平衡させるための時間を必要とする。
増殖性の異常な前癌性又は癌性乳房組織の存在を検出する際には、皮膚での表面測定値を
得るためにハンドヘルド型プローブが用意されている。このプローブは、電流を通すため
、ならびに測定するために電極を含むことができる。インピーダンス測定値は、乳頭カッ
プ電極とハンドヘルド型プローブとの間、乳頭カップ電極と接着性皮膚電極との間、小型
乳管鏡上の電極間、及び皮膚表面電極間で得ることができる、又はハンドヘルド型プロー
ブ上の電極間で得ることもできる。初期ＤＣ測定値を得た後、皮膚インピーダンスを減少
させるために湿潤剤／透過剤を導入することができる。作用物質は、流体を電極表面へ移
動させるために、上述したように、マイクロ流体アプローチを用いて導入されることがで
きる。又は、まさに角質層に貫通する表面電極を使用するとインピーダンスを減少させる
ことができる。
【０１９３】
　本発明とともに使用するための流体は、例えば薬理学的物質を含む、又は含まない生理
食塩液（例、リンガー（Ｒｉｎｇｅｒ）液）などの様々な電解質溶液を含むことができる
。乳管系内に注入するための１つの好ましい電解質溶液は、生理的リンガー液を表す。典
型的には、これはＮａＣｌ　６ｇ、ＫＣｌ　０．０７５ｇ、ＣａＣｌ２　０．１ｇ、Ｎａ
ＨＣＯ３　０．１ｇ、及び７．４の生理的ｐＨを備える低濃度の高及び低リン酸ナトリウ
ムからなる。その他の電解質溶液を使用することができ、電解質は溶質の約１％の容積を
含んでいる。１％より多い、又は少ない高張液もしくは低張液は、上皮及び／又は腫瘍の
誘発試験において使用することができる。Ｎａ、Ｋ及びＣｌの濃度は、上皮の導電性及び
透過性を評価するために様々な条件下で調整される。例えばアミロライド（起電性ナトリ
ウム吸収を遮断するため）、フォルスコリン（もしくは環状ＡＭＰを上昇させるための類
似薬）及び例えばプロラクチンもしくはエストラジオールなどのホルモン剤などの様々な
薬理学的物質もまた、これらの作用物質への上皮及び腫瘍の電気生理学的反応を試験する
ためにリンガー液を注入することができる。同様に、輸液のカルシウム濃度は、密着帯透
過性を変化させ、この処置への上皮の電気生理学的反応を測定するために変化させられる
。デキサメタゾンは密着帯の透過性を減少させるために注入することができ、電気生理学
的反応が測定される。
【０１９４】
　特定の実施例は上皮及び腫瘍の「挑戦的」試験において使用できる薬物及びホルモン剤
を生じさせてきたが、発癌現象中に影響を受けることが公知である特異的イオン輸送、又
は密着帯完全性の任意のアゴニスト又はアンタゴニストは、特に上皮又は腫瘍の電気生理
学的特性に影響を及ぼすことが公知である場合は使用できる。
【０１９５】
　器具の構成とは無関係に、信号を使用して乳管経上皮電位自体、又は経上皮インピーダ
ンスもしくは上皮下インピーダンスが測定される。測定値は、次に乳房の増殖性及び／又
は発生中の異常と関連する上皮の電気特性を特徴付けるために結合することができ、同一
又は反対側の乳房の関与していない領域と比較することができる。表面電位測定及びイン
ピーダンス測定は、乳房の非経上皮電気特性を特徴付けるために行うことができる。これ
らの測定は、ＤＣ電位測定を含んでいるが、このとき表面電位は、ＥＣＭを通して乳管内
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腔と直接的又は間接的に接触していない電極と関連付けられる。インピーダンス測定は、
表面電極間又は表面電極及び（ＥＣＭを通して）乳管内腔と直接的又は間接的に接触して
いない基準電極間で同様に行われる。これらの測定値は、乳房組織を詳細に特徴付けるた
めに経上皮電気測定値と比較し、結合することができる。
【０１９６】
　さらに、変化したインピーダンス又はＤＣ電位の電気生理学的根拠についての理解は、
より正確な診断を許容する。例えば、インピーダンス又はＤＣ電位は、幾つかの因子のた
めに上昇又は下降する可能性がある。乳房の増加した間質密度は、そのインピーダンスを
変化させる場合がある。さらに、発生中の悪性腫瘍の周囲での上皮のカリウム透過性の減
少はインピーダンスを増加させ、発生中の悪性腫瘍と関連する可能性が高い。追加の情報
は、間隔をあけて配置した電圧感知電極を用いて組織を様々な深さで調査することによっ
て本発明の方法から入手される。増殖性、癌傾向、前癌性もしくは悪性腫瘍組織に比較し
た正常組織においてＤＣ電位及び／又はＡＣ電位を示差的に変化させるための電気生理学
的、薬理学的及びホルモン的処置の使用は、本発明の診断精度を増強する、また別の有意
差である。
【０１９７】
　皮膚インピーダンスは、乳管上皮及び乳房実質の基礎にあるインピーダンスシグニチャ
を不明瞭にするほど高い場合は、特に有意であることに留意されたい。しかし、皮膚がソ
ノフォレシスを用いて処置された場合に有意な変化が生じるか否かを事前に知ることは不
可能であるので、このため試験結果を解釈するために「一様な」又は標準状態を確立する
ことは不可欠である。ソノフォレシスは、開回路電位雑音及び皮膚インピーダンス雑音の
両方の雑音を診断測定値から除去する。
【０１９８】
　高皮膚インピーダンスは、「真の」経上皮インピーダンスプロファイルを覆い隠す場合
がある。皮膚インピーダンスの減少は、上皮及び皮下の乳房実質の複数のインピーダンス
分散を解明する測定値を生じさせることができる。さらに、経上皮電圧は、皮膚インピー
ダンス単独を減少させることによっては正確に推定することはできず、経上皮電気信号（
インピーダンス又は電圧）の推定は、表面測定を行う場合には乳管上皮の内側を参照する
ことを必要とする。
【０１９９】
　本明細書に記載した実施形態は、ヒトを参照して記載されている。しかし、非ヒトにお
ける癌もまたこのアプローチを用いて診断することができ、本発明はさらにまた獣医学的
用途を有することが意図されている。
【０２００】
　さらに、本発明の様々な態様又は実施形態は、以下の特徴を含むことができる。
　器官の実質インピーダンス特性を測定するための方法であって、皮膚表面電気測定値を
基準もしくは作用電極と結び付けるステップ、及び／又は上皮の内腔表面と直接的又は間
接的電気接触させる伝導性媒質の使用による方法。
　試験対象の器官の特別には実質である上皮下特性を調査するための、正弦波、方形波又
はその他の電気信号形状の通過。
　詳細には実質である上皮下組織の電圧振幅、位相変化及びその他のインピーダンス特性
の測定であって、上皮及び皮膚表面電極の内腔表面と直接的又は間接的電気接触させる基
準もしくは作用電極の組み合わせを用いる測定。
　Ｚｓｕｂの単独又は他の電気的もしくは患者特性と結び付けた使用であって、個人の一
方の乳房の、又は個人の両方の乳房のマンモグラフィ乳腺密度率を推定し、数値を同定し
て乳房における異常な状態の指標となる可能性があるそれらの数値における変化を同定す
るために、ある期間に渡り任意の時点又は連続的にそのような数値を比較するための使用
。
　正常リスクもしくはコントロール集団と比較して癌発生のリスクを推定するために、年
齢、体重（もしくは、ＢＭＩ）、乳房のサイズ、１つ以上の表面電極が配置される乳頭か
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らの距離、電気特性測定の時点での月経周期日（もしくは閉経状態）、経産歴及びマンモ
グラフィ乳腺密度、乳房の特別には実質である上皮下組織のインピーダンスに影響を及ぼ
す可能性がある因子に関する情報と結合したインピーダンス測定値の使用。
【０２０１】
　上記の電極組み合わせは、皮膚が組織の上皮下電気特性を不明瞭化しないように皮膚の
表面インピーダンスを減少させない任意の方法と結び付けることができる。
【０２０２】
　又は、表面皮膚もしくは内部上皮の誘電特性が上皮下組織をマスキングしないほど十分
に高い周波数信号を使用できる。
【０２０３】
　上皮下（実質）インピーダンスに影響を及ぼすリスク（年齢、体重、月経周期微）以外
の因子の影響について調整することによって、基礎にある組織について上皮下（実質）イ
ンピーダンスもしくは抵抗指数を推定できるように、同一四分円もしくはセグメント内の
乳頭から相違する距離で配置された第２表面電極の追加（指数は、乳頭もしくは作用電極
から相違する距離にある乳房の同一四分円もしくはセグメント内の２つの相違する場所で
測定されたインピーダンスの差又は比率である）。抵抗の場合には、指数は、組織の相対
抵抗（ρ）に、又はアドミタンスの場合には、乳頭及び抵抗もしくはインピーダンスに影
響を及ぼすその他の因子からの距離について調整された相対誘電率（ε）に類似する。上
皮下組織の相対抵抗もしくは誘電率は、次にリスクを推定するために使用できる。
　組織の細胞内及び細胞外液区画を調査し、そこで細胞内情報伝達及び傍細胞導電性の両
方についての情報を入手するために十分に高い周波数（例えば、約５ＫＨｚ～約１０ＫＨ
ｚを超える、及び典型的には約５０ＫＨｚ～約６０ＫＨｚ）の使用。
　上皮及び皮膚表面電極の内腔表面と直接的又は間接的電気接触させる上記の１）におけ
る基準もしくは作用電極の組み合わせを用いた、細胞外液区画を単独で、又は組織の電圧
振幅、位相変化及びその他のインピーダンス特性の測定とともに調査するための第２低周
波数測定の追加。
　細胞内及び細胞外区画間の液体の分布、ならびに癌のリスクを推定するための組織の細
胞内情報伝達を推定するための高及び低周波数でのインピーダンス測定値の比率（Ｚ∞／
Ｚ０）の使用。
　癌のリスクを推定するために、比率値（すなわち、年齢、体重（ＢＭＩ）、乳房サイズ
、電極が配置される乳頭からの距離、月経周期日（（もしくは閉経状態）、経産歴及びマ
ンモグラフィ密度）に影響を及ぼすことが公知の因子について調整された比率Ｚ∞ａ／Ｚ

０ａの使用。
【０２０４】
　大多数の癌は上皮起源であるので、間質又は非上皮素子は頻回に変化し、細胞間情報伝
達が崩壊させられる。細胞間情報伝達は、間質細胞間もしくは上皮及び間質細胞との間で
特徴付けることができ、そのような情報伝達は上記に略述したアプローチを用いて評価す
ることができ、それによって例えば胃、腸、前立腺、卵巣、頸部、子宮、膀胱皮膚などの
上皮及び間質素子を含む器官内の癌のリスクを評価することに適用できる。
【０２０５】
　上述した様々な態様又は実施形態は、癌もしくは増殖性細胞リスクの変調ならびに例え
ばホルモン剤、薬物などの一般には化学的予防と呼ばれる作用物質、又は例えば放射線、
エレクトロポレーション、遺伝子療法などを含む他の治療様式を用いる予防的戦略に対す
る反応を評価するために個別に、又は組み合わせて使用できる。
【０２０６】
　本発明の様々な実施形態によって表される技術は、例えば、高密度の領域を発生する癌
を正確に局在化する必要があるので、マンモグラフィイメージングに対する必要とともに
完全に排除する可能性は低い。しかし、Ｚｓｕｂもしくは乳腺密度の推定値を使用すると
、例えばマンモグラム、ＭＲＩ、核イメージング、「挑戦試験」などのイメージングの必
要及び頻度の両方を誘導するために個別患者に対するリスクを推定することができる。さ
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らに、乳腺密度は修正可能なリスク因子である、すなわち例えば分娩、食事、運動及び化
学予防薬などのリスク因子及び／又はリスク減少戦略に反応して変化するので、乳腺密度
を使用すると、リスク因子の導入もしくは排除、又は薬物もしくはその他のインターベン
ションを用いた癌予防法に反応して上昇もしくは減少するリスクを評価することができる
。さらに、Ｚｓｕｂの測定は、特別には個人、詳細にはＸ線の使用が増加したリスクを提
示する可能性がある若い個人にとって有用な可能性があるが、他方電気的検査測定値はそ
のようなリスクを回避し、治療経過又は年齢及び／又はライフスタイルに伴う単なる変化
にしたがって定期的、複数回又は連続的ベースで反復することができる。
【０２０７】
　上記の明細書で言及した、及び例えば特定セットの特性、尺度単位、条件、物理的状態
もしくはパーセンテージを表す態様などの本発明の様々な態様に関連する以下の段落及び
特許請求項で言及した任意の数の範囲、さもなければ任意の数のサブセットもしくはその
ように言及した任意の範囲内に含まれた範囲を含むそのような範囲内に含まれる任意の数
は、参照して本明細書に明示的に文字通り組み入れることが意図されている。さらに、用
語「約」は、変量、特徴もしくは状態についての、又はそれと結合した修飾因子として使
用される場合は、本明細書に開示した数、範囲、特徴及び状態が柔軟性であること、そし
て当業者による範囲外もしくは単一値とは相違する温度、周波数、時間、濃度、量、含有
量、例えばサイズ、表面積などの特性を用いた本発明の実践は本出願に記載した所望の結
果、つまりマンモグラフィ乳腺密度率を推定する、及び／又は乳癌をもしくは乳房の増殖
性疾患を発生する患者のリスクを評価するために、正常、前癌性及び癌性の実質組織、好
ましくは乳房組織を含む組織及び上皮内の電気生理学的特性を測定する、ならびに電気生
理学的変化を検出することを達成する。
【０２０８】
　本発明のためには、以下の用語は指示した意味を有するものとする。
　「含む」又は「含んでいる」：請求項を含む本明細書全体を通して、用語「含む」なら
びに「含んでいる」及び「有する」、「有している」、「包含する」、「包含している」
などのこの用語の変形及びそれらの変形を含めて、それが関連する指名されたステップ、
素子もしくは材料は必須であるが、その他のステップ、素子もしくは材料を加えることが
でき、それでもなお特許請求項又は開示の範囲を備える構築物を形成することを意味して
いる。本発明を記載する際、及び特許請求項に言及される場合は、本発明及び請求される
対象は、それに続く、及び潜在的にはそれ以上と考えられることを意味している。これら
の用語は、特に請求項に適用される場合は、包含的もしくは無制限であり、追加の言及さ
れていない素子もしくは方法ステップを排除しない。
【０２０９】
　「本質的に～からなる」：本発明の状況では、「本質的に～からなる」は、任意の素子
もしくは素子の組み合わせならびに本発明の基本的及び新規な特徴を変化させる任意の量
の任意の素子もしくは素子の組み合わせを排除することを意味する。そこで、例として、
及び限定することなく、マンモグラフィ乳腺密度の推定値及び／又は上皮下インピーダン
スを考慮に入れない乳癌のリスク評価は除外されることになる。
【０２１０】
　「実質的に」：特異的な特性、特徴もしくは変量に関して他に特別に規定されない限り
、例えば特性、特徴もしくは変量などの任意の基準に適用される用語「実質的に」は当業
者であれば利益が達成される、又は所望の状態もしくは特性値が満たされることを理解す
る手段において上記の基準を満たすことを意味する。
【０２１１】
　任意の特許出願及び／又は試験方法を含む本明細書に記載した全文書は、参照して本明
細書に組み入れられる。本発明の原理、好ましい実施形態、及び操作様式は、上記の明細
書に記載されている。
【０２１２】
　本発明は、特定の実施形態を参照しながら記載してきたが、これらの実施形態は本発明
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の原理及び用途の単なる例証であることを理解されたい。このため、本出願及び添付の特
許請求項に記載した本発明の様々な態様又は実施形態に規定したように、例示的実施形態
には多数の修飾を加えられること、ならびに本発明の精神及び範囲から逸脱せずに他の配
列から考案できることを理解されたい。
【０２１３】
　上記に言及した参考文献には、以下が含まれる：
Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ．Ｂｒｅａｓｔ　Ｉｍａ
ｇｉｎｇ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄａｔａ　Ｓｙｓｔｅｍ　（ＢＩＲＡＤＳ）（
１９９３）．
Ｂｌｅｎｄ，Ｒ．，ｅｔ　ａｌ．Ｅｕｒ　Ｊ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｐｒｅｖ　４（１９９５）
：２９３－９８．
Ｂｏｏｎｅ，Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄ　Ｐｈｙｓ　３３　（２００６）：２１８５．
Ｂｏｙｄ，Ｎ．Ｆ．，ｅｔ　ａｌ．Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ　Ｍｅｄ　３５６．３（２００７）
：２２７－３６．
Ｂｕｉｓｔ，Ｄ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ　Ｂｉｏｍａｒ
ｋｅｒｓ　Ｐｒｅｖ　１５（２００６）：２３０３－０６．
Ｂｕｉｓｔ，Ｄ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．Ｊ　Ｎａｔｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｎｓｔ　９６（２
００４）：１４３２－４０．
Ｂｙｎｇ，Ｊ．Ｗ．，ｅｔ　ａｌ．Ｐｈｙｓ　Ｍｅｄ　Ｂｉｏｌ　３９（１９９４）：１
６２９－３８
Ｃａｌｄｗｅｌｌ，Ｃ．Ｂ．，ｅｔ　ａｌ．Ｐｈｙｓ　Ｍｅｄ　Ｂｉｏｌ　３５（１９９
０）：２３５－４７．
Ｃａｒｎｅｙ，Ｐ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ．Ａｎｎ　Ｉｎｔｅｒｎ　Ｍｅｄ　１３８（２００
３）：１６８－７５．
Ｃｈａｎｇ，Ｙ．Ｈ．，ｅｔ　ａｌ．Ａｃａｄ　Ｒａｄｉｏｌ　９　（２００２）：８９
９－９０５．
Ｃｈｅｎ，Ｂ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄ　Ｐｈｙｓ　２９（２００２）：７５５－７０．
Ｄｉｎｇ，Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ　Ｂｉｏｍａｒｋｅｒ
ｓ　Ｐｒｅｖ　１７（２００８）：１０７４－８１．
Ｄｕｒｉｃ，Ｎ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄ　Ｐｈｙｓ　３４．２（２００７）：７７３－８
５．
Ｇｌｉｄｅ，Ｃ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄ　Ｐｈｙｓ　３４　（２００７）：７４４－５３
．
Ｇｌｉｄｅ－Ｈｕｒｓｔ，Ｃ．Ｋ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　３
４（２００７）：４４９１－９８．
Ｇｏｏｄｗｉｎ，Ｐ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．Ａｍ　Ｊ　Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ　１２７（１９
８８）：１０９７－１０８．
Ｇｒａｈａｍ，Ｓ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．Ｂｒ　Ｊ　Ｃａｎｃｅｒ　７３（１９９６）：１
６２－６８．
Ｇｒａｍ，Ｉ．Ｔ．，ｅｔ　ａｌ．Ｂｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　７　（２００
５）：Ｒ８５４－Ｒ８６１．
Ｈａｒｔｍａｎ，Ｋｅｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ．ＩＷＤＭ　２００８．Ｅｄ．Ｅ．Ａ．Ｋｒｕ
ｐｉｎｓｋｉ（Ｅｄ．）．Ｂｅｒｌｉｎ　Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ：Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖ
ｅｒｌａｇ，２００８．３３－３９．
Ｈｉｇｈｎａｍ，Ｒ．Ｐ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍａｍｍｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｍａｇｅ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ（１９９９）．
Ｈｕｏ，Ｚ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄ　Ｐｈｙｓ　２７（２０００）：４－１２．
Ｋａｒｓｓｅｍｅｉｊｅｒ，Ｎ．Ｐｈｙｓ　Ｍｅｄ　Ｂｉｏｌ　４３（１９９８）：３６
５－７８．
Ｋａｕｆｈｏｌｄ，Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄ　Ｐｈｙｓ　２９（２００２）：１８６７
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－８０．
Ｋｈａｎ，Ｑ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｏｎｃｏｌ　２４（２００６）：１０
１１．
Ｋｌｉｆａ，Ｃ．，ｅｔ　ａｌ．ＩＥＭＢＳ　‘０４：２６ｔｈ　Ａｎｎｕａｌ　Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＩＥＥＥ：Ｓａｎ　Ｆｒ
ａｎｃｉｓｃｏ，ＣＡ；１－４　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　２００４　１（２００４）：１６
６７－７０．
Ｋｏｐａｎｓ，Ｄ．Ｂ．Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　２４６．２（２００８）：３４８－５３．
Ｌｅｅ，Ｎ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ．ＡＪＲ　Ａｍ　Ｊ　Ｒｏｅｎｔｇｅｎｏｌ　１６８（１
９９７）：５０１－０６．
Ｌｉ，Ｈ．，ｅｔ　ａｌ．Ａｃａｄ　Ｒａｄｉｏｌ　１２（２００５）：８６３－７３．
Ｌｉ，Ｈ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄ　Ｐｈｙｓ　３１（２００４）：５４９－５５．
Ｍａｇｎｉｎ，Ｉ．Ｅ．，ｅｔ　ａｌ．Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｎｇ　２５（１９８６）：７
８０－８４．
Ｍａｒｔｉｎ，Ｋ．Ｅ．，ｅｔ　ａｌ．Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　２４０（２００６）：６５
６－６５．
ＭｃＣｏｒｍａｃｋ，Ｖ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ　Ｂｉ
ｏｍａｒｋｅｒｓ　Ｐｒｅｖ　１６（２００７）：１１４８－５４．
Ｍｅｇａｌｏｏｉｋｏｎｏｍｏｕ，Ｖ．，ｅｔ　ａｌ．Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　
ＳＰＩＥ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　２００７：Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ
　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ：２０　Ｆｅｂｒｕａｒｙ　２００７；Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ
，ＵＳＡ　６５１４（２００７）：６５１４２１．
Ｍｉｌｌｅｒ，Ｐ．，ｅｔ　ａｌ．Ｉｍａｇｅ　ａｎｄ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｃｏｍｐｕｔｉ
ｎｇ　１０（１９９２）：２７７－８２．
Ｍｉｔｃｈｅｌｌ，Ｇ．，ｅｔ　ａｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　６６（２００６）：１８
６６－７２．
Ｎｉｋｌａｓｏｎ，Ｌ．Ｔ．，ｅｔ　ａｌ．Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　２０５（１９９７）：
３９９－４０６．
Ｐａｌｏｍａｒｅｓ，Ｍ．Ｒ．，ｅｔ　ａｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ　Ｂｉ
ｏｍａｒｋｅｒｓ　Ｐｒｅｖ　１５（２００６）：１３２４－３０．
Ｐａｗｌｕｃｚｙｋ，Ｏ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄ　Ｐｈｙｓ　３０（２００３）：３５２
－６４．
Ｓａｆｔｌａｓ，Ａ．Ｆ．，ｅｔ　ａｌ．Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ　Ｒｅｖ　９（１９８７）
：１４６－７４．
Ｓｈｅｐｈｅｒｄ，Ｊ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ．Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　２２３（２００２）：
５５４－５７．
Ｓｉｖａｒａｍａｋｒｉｓｈｎａ，Ｒ．，ｅｔ　ａｌ．Ａｃａｄ　Ｒａｄｉｏｌ　８（２
００１）：２５０－５６．
Ｖａｃｈｏｎ，Ｃ．Ｍ．，ｅｔ　ａｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ　Ｂｉｏｍａ
ｒｋｅｒｓ　Ｐｒｅｖ　１１（２００２）：１３８２－８８．
Ｗａｒｎｅｒ，Ｅ．，ｅｔ　ａｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｄｅｔｅｃｔ　Ｐｒｅｖ　１６（１９
９２）：６７－７２．
Ｗｏｌｆｅ，Ｊ．Ｎ．ＡＪＲ　Ａｍ　Ｊ　Ｒｏｅｎｔｇｅｎｏｌ　１２６．６（１９７６
）：１１３０－３７．
Ｗｏｌｆ，Ｊ．Ｎ．Ｃａｎｃｅｒ　３７（１９７６）：２４８６－９２．
Ｗｏｌｆｅ，Ｊ．Ｎ．，ｅｔ　ａｌ．ＡＪＲ　Ａｍ　Ｊ　Ｒｏｅｎｔｇｅｎｏｌ　１４８
（１９８７）：１０８７－９２．
Ｗｕ，Ｔ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｄ　Ｐｈｙｓ　３０（２００３）：３６５－８０．
Ｙａｆｆｅ，Ｍａｒｔｉｎ　Ｂｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　１０．３
（２００８）：２０９．
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