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(57)【要約】
本発明は、細胞集団における変化の決定のための方法お
よびシステムに関するとともに、胚の品質尺度を推定し
、体外受精のための胚を選択するための前記方法および
システムを用いる方法に関し、前記方法は、細胞集団の
少なくとも２つの画像を連続的に取得するステップと、
少なくとも１つの差画像を得るために少なくとも２つの
画像の少なくとも一部を比較するステップと、少なくと
も１つの差画像から変数を計算するステップと、前記計
算された変数に基づいて、変化が生じたかどうかを決定
するためのステップと、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの細胞を含む細胞集団における変化を決定するための方法であって、前
記方法は、
　ａ）細胞集団の少なくとも２つの画像を連続的に取得するステップと、
　ｂ）少なくとも１つの差画像を得るために少なくとも２つの画像の少なくとも一部を比
較するステップと、
　ｃ）前記少なくとも１つの差画像から変数を計算するステップと、
　ｄ）前記計算された変数に基づいて、変化が生じたかどうかを決定するステップと、を
含む方法。
【請求項２】
　前記変数は、全体の差画像に基づく前記少なくとも１つの差画像から計算される請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記変数は、同一の計算および同一の細胞集団から得られる他の差画像から導出される
別の変数に対して正規化されていない状態で維持される請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記変数は、０と１との間の正規化された値に調整されてもいない値として計算されて
いない請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記変数は、比較された画像間の差の表示である請求項１～４のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項６】
　前記変数は、自己相似行列における値の計算と相関されていない請求項１～５のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記変数は、系列におけるすべての個別のフレームに関して関心領域および非関心領域
における画像の適応区分化なしで計算される請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　細胞集団は胚である請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　細胞集団における変化は、細胞運動などの細胞再配列である請求項１～８のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１０】
　細胞集団における変化は、２つより多い細胞が移動する場合、細胞の大部分が移動する
場合、すべての細胞が移動する場合などの細胞再配列である請求項１～９のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１１】
　細胞集団における変化は細胞分裂である請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　細胞集団における変化は少なくとも１つの細胞の死である請求項１～１１のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１３】
　差画像は、前記少なくとも２つの画像における対応する画素の値を減算することによっ
て得られる請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　差画像は、前記少なくとも２つの画像における対応する画素の値に対する対数を減算す
るなどの、前記少なくとも２つの画像における対応する画素の変換値を減算することによ
って得られる請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
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　差画像は、前記少なくとも２つの画像における対応する画素の値の比を計算することに
よって得られる請求項１～１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　差画像から計算される変数は、差画像における画素の絶対値の和、差画像における画素
の平均絶対値、差画像における画素の中央絶対値、画素の平方値の和、差画像における画
素の平均平方値、差画像における画素の平方値の中央値、差画像における画素の値の分散
、差画像における画素の値の標準偏差、差画像のヒストグラムにおける異なるパーセンタ
イル値の値、差画像の最小値および最大値、および差画像ヒストグラムの値域または分散
またはこれらの変数の１つ以上の組み合わせから導出された別の変数からなる群から選択
される請求項１～１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　差画像から計算される変数は、差画像における画素の絶対値の和、差画像における画素
の値の標準偏差、および差画像における画素の値の分散、からなる群から選択される請求
項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　差画像は強度差画像である請求項１～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　差画像における画素に対応する値は、強度における差である請求項１～１８のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２０】
　差画像における画素に対応する値は、位相コントラストの差などの位相における差であ
る請求項１～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　差画像における画素に対応する値は、スペクトル特性における差である請求項１～１７
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　少なくとも１つの差画像を得るために、前記比較の前に、少なくとも２つの画像が整列
される請求項１～２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　少なくとも１つの差画像を得るために、前記比較の前に、画像アーティファクトが、前
記少なくとも２つの画像から除去される請求項１～２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　少なくとも１つの差画像を得るために、前記比較の前に、前記少なくとも２つの画像に
は、同一のスケーリングが施される請求項１～２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記スケーリングは解像度の減少である請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　解像度の前記減少は、再標本化、平均化、平滑化、移動平均、双３次内挿、ｂスプライ
ン内挿、および画像行列の単純な削減より成る群に属する方法によって行われる請求項２
４又は２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記少なくとも２つの画像は少なくとも３つの画像であり、これらの画像は規則的な時
間間隔で得られる請求項１～２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記少なくとも２つの画像は少なくとも３つの画像であり、これらの画像は不規則的な
時間間隔で得られる請求項１～２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　複数の差画像は一連の連続画像から得られ、前記計算された変数における変化は、細胞
集団における変化を表す請求項１～２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
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　前記複数の差画像の各々は２つの次の画像から得られ、前記差画像から計算される変数
の集合は時系列を形成する請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記計算される変数における極値は、細胞運動性などの細胞再配列を表す請求項２９ま
たは３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記計算される変数における極値は、細胞分裂を表す請求項２９～３１のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項３３】
　前記極値はピーク値である請求項２９～３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記ピークの形状は、細胞集団で生じる変化の性質を表す請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　高い急峻なピークは、最小の断片化を有する速い細胞分裂を表す請求項３３又は３４に
記載の方法。
【請求項３６】
　前記高い急峻なピークは、細胞集団における実質的に同期した細胞分裂を表す請求項３
５に記載の方法。
【請求項３７】
　広いピークおよび／または二峰性のピークは、より多くの断片化を有する更に遅い細胞
分裂を表す請求項３３または３４に記載の方法。
【請求項３８】
　前記広いピークおよび／または二峰性のピークは、非同期細胞分裂を表す請求項３７に
記載の方法。
【請求項３９】
　前記計算される変数の基準レベルにおける急激な変化は、少なくとも１つの細胞の死を
表す請求項２９～３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記変化は、基準レベルの平均値の急激な減少に続く著しい増大である請求項３９に記
載の方法。
【請求項４１】
　群化細胞集団における変化の決定は、群化細胞集団の他の測定値に比較される請求項１
～４０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４２】
　他の測定値は、呼吸量、アミノ酸吸収量、運動性解析、モルフォロジ、割球のサイズ、
割球の顆粒、断片化、割球の色、の群から選択される請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　群化細胞集団は、少なくとも２つの画像の取得中に、培地に位置決めされる請求項１～
４２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４４】
　少なくとも１つの細胞を含む細胞集団の品質を決定するための方法であって、前記方法
は、
　ａ）細胞集団の少なくとも２つの画像を連続的に取得するステップと、
　ｂ）少なくとも２つの画像の少なくとも一部を比較して、少なくとも１つの差画像を得
るステップと、
　ｃ）前記少なくとも１つの差画像から変数を計算するステップと、
　ｄ）前記計算された変数に基づいて、細胞集団の品質を決定するステップと、を含む方
法。
【請求項４５】
　前記変数は、同一の計算および同一の細胞集団から得られる他の差画像から導出される
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別の変数に対して正規化されていない状態で維持される請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記変数は、０と１との間の正規化された値に調整されていない値として計算されてい
ない請求項４４または４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記変数は、比較された画像間の差の表示である請求項４４または４６に記載の方法。
【請求項４８】
　請求項１～４３の特徴のいずれかをさらに含む請求項４４～４７のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項４９】
　ある時間期間の間、胚を監視するステップであって、前記時間期間は、少なくとも１つ
の細胞分裂期間および少なくとも分裂間期間の一部を含むほど十分な長さを有するステッ
プと、少なくとも１つの細胞分裂期間の長さを決定し、および／または分裂間期間中の細
胞運動を決定し、および／または分裂間期間中の細胞運動の時間期間の長さを決定して、
それによって胚の品質尺度を得るステップと、を含む、胚の品質を決定するための請求項
４４～４８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５０】
　胚は、少なくとも２つの細胞分裂期間を含む時間期間の間、監視される請求項４９に記
載の方法。
【請求項５１】
　胚は、少なくとも３つの細胞分裂期間を含む時間期間の間、監視される請求項４９に記
載の方法。
【請求項５２】
　時間期間の間、胚を監視するステップにおいて、前記時間期間は、細胞再配列の少なく
とも１つの期間および次の細胞再配列を含まない期間を含むほど十分な長さを有するステ
ップと、細胞再配列の時間的な分布を決定するために、請求項１～４３に記載の方法を用
いて、それによって胚の品質尺度を得るステップと、を含む胚の品質を決定するための請
求項４４～４８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５３】
　胚は、少なくとも２つの細胞分裂期間を含む時間期間の間、監視される請求項５２に記
載の方法。
【請求項５４】
　胚は、少なくとも３つの細胞分裂期間を含む時間期間の間、監視される請求項５２に記
載の方法。
【請求項５５】
　各再配列期間および／または細胞分裂期間の時間の長さが決定される請求項４４～５４
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５６】
　各再配列期間の間および／または細胞分裂期間の間の時間の長さが決定される請求項４
４～５５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５７】
　少なくとも２分裂間期間における細胞運動の期間が決定される請求項４４～５６のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項５８】
　少なくとも２分裂間期間における細胞運動の範囲が決定される請求項４４～５７のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項５９】
　少なくとも２分裂間期間が、次の分裂間期間である請求項４４～５８のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項６０】
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　少なくとも１つの細胞分裂期間の長さの決定および分裂間期間中の細胞運動の決定が行
われる請求項４４～５９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６１】
　少なくとも１つの細胞分裂期間の長さの決定および分裂間期間中の細胞運動の期間の決
定が行われる請求項４４～６０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６２】
　少なくとも１つの細胞分裂期間の長さの決定と、分裂間期間中の細胞運動の決定と、分
裂間期間中の細胞運動の期間の決定が行われる請求項４４～６１のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項６３】
　急激な細胞分裂が高品質の胚を表す請求項４４～６２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６４】
　細胞分裂を伴う細胞再配列の短い持続時間が高品質の胚を表す請求項４４～６３のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項６５】
　細胞再配列の持続時間が、請求項１～４３に記載の方法のいずれかによって決定される
請求項６４に記載の方法。
【請求項６６】
　請求項１～４３に記載の方法のいずれかによって決定される高い急峻な変数のピークが
高品質の胚を表す請求項４４～６５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６７】
　前記急激な細胞分裂が、割球活性度における急峻なピークによって表される請求項６３
に記載の方法。
【請求項６８】
　前記急激な細胞分裂が、請求項１～４３に記載の方法のいずれかによって決定される高
い急峻な変数のピークによって表される請求項６３に記載の方法。
【請求項６９】
　長期の細胞質分裂およびその後の他の割球の広範囲および／または長期の再配列が、貧
弱な品質の胚を示す請求項４４～６８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７０】
　他の割球の前記広範囲および／または長期の再配列が、割球活性度における広いピーク
によって表される請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　前記長期の細胞質分裂およびその後の他の割球の広範囲および／または長期の再配列が
、請求項１～４３に記載の方法のいずれかによって決定される広い変数のピークによって
表される請求項６９に記載の方法。
【請求項７２】
　細胞分裂間の割球位置の再配列のごくわずかおよび／または短い持続時間は、高品質の
胚を表すのに対して、細胞分裂間の広範囲および／または長期の運動は、貧弱な品質の胚
を表す請求項４４～７１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７３】
　前記運動は、請求項１～４３に記載の方法のいずれかによって表される請求項７２に記
載の方法。
【請求項７４】
　細胞分裂間の細胞位置の長期の再配列が、貧弱な胚の品質、非同期細胞分裂および広範
囲の断片化に関連付けられることが多い請求項４４～７３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７５】
　前記長期の再配列が、割球活性度における広いピークによって表される請求項７４に記
載の方法。
【請求項７６】
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　細胞位置の前記長期の再配列が、請求項１～４３に記載の方法のいずれかによって決定
される広い変数のピークによって表される請求項７４に記載の方法。
【請求項７７】
　胚における広範囲で持続性のある不動の領域は、貧弱な品質の胚を表す請求項４４～７
６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７８】
　広範囲とは、目視される断面の総面積の少なくとも３０％を指す請求項７７に記載の方
法。
【請求項７９】
　広範囲とは、目視される断面の総面積の少なくとも１５％を指す請求項７７に記載の方
法。
【請求項８０】
　桑実期における緊密化の前の運動がない不動の領域の不在が、高品質の胚を示す請求項
４４～８０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８１】
　適切な時間区分における平均運動の比および／または異なる時間区分における差画像の
標準偏差の比が品質変数である請求項４４～８０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８２】
　ウシの胚の場合には、前記時間区分が、実質的に受精後３２～６０時間および／または
受精後６０～７５時間および／または受精後７５～９０時間である請求項８１に記載の方
法。
【請求項８３】
　前記適切な時間区分が、種に特有である請求項８１又は８２に記載の方法。
【請求項８４】
　第１の細胞分裂の早い始まりは、高い胚の品質の少なくとも共通の指標である請求項４
４～８３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８５】
　後期における同期細胞分裂は、高品質の胚の指標であるのに対して、非同期細胞分裂は
、低品質の胚の指標である請求項４４～８４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８６】
　実質的に１時間未満の細胞分裂期間は、胚の品質尺度を上げる請求項４４～８５のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項８７】
　分裂間期間におけるわずかな細胞運動は、胚の品質尺度を上げる請求項４４～８６のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項８８】
　第１の細胞分裂期間の早い始まり、すなわち、ヒトの胚の場合には受精後２５時間以内
が、胚の品質尺度を上げる請求項４４～８７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８９】
　超過時間の胚の中の細胞運動などの一様な分布の細胞再配列が、胚の品質尺度を上げる
請求項４４～８８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９０】
　移植、凍結保存または除去のために適した受精された卵母細胞または胚を選択するため
の方法であって、前記方法は、
　ａ）請求項１～８９のいずれか一項に記載の方法によって、卵母細胞または胚における
変化を決定するステップと、
　ｂ）移植、凍結保存または除去に適した卵母細胞または胚を選択するステップと、を含
む方法。
【請求項９１】
　前記選択された卵母細胞または胚は、最高の胚の品質尺度を有する卵母細胞または胚で
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ある請求項９０に記載の方法。
【請求項９２】
　前記選択された卵母細胞または胚は、最低の胚の品質尺度を有する卵母細胞または胚で
ある請求項９０に記載の方法。
【請求項９３】
　前記選択された卵母細胞または胚は、請求項１～４４に記載の方法によって決定される
変数の１つにおける特定の時間パターンなどの特定の属性を有する卵母細胞または胚であ
る請求項９０に記載の方法。
【請求項９４】
　少なくとも１つの細胞を含む細胞集団における変化を決定するためのシステムであって
、前記システムは、
　ａ）細胞集団の少なくとも２つの画像を連続的に取得するための手段と、
　ｂ）少なくとも１つの差画像を得るために少なくとも２つの画像の少なくとも一部を比
較するための手段と、
　ｃ）少なくとも１つの差画像から変数を計算するためのコンピュータと、
　ｄ）前記計算された変数に基づき、変化が生じたかどうかを決定するための手段と、を
備えるシステム。
【請求項９５】
　前記コンピュータは、同一の計算導出され、同一の細胞集団から得られる他の差画像か
ら導出される別の変数に対して正規化されていない状態で前記変数を維持する請求項９４
に記載のシステム。
【請求項９６】
　前記コンピュータは、０と１との間の正規化された値に調整されていない値として前記
変数を計算しない請求項９４または９５に記載の方法。
【請求項９７】
　前記コンピュータによって計算された前記変数は、比較された画像間の差の表示である
請求項９４～９６に記載の方法。
【請求項９８】
　請求項１～４３のいずれかの１つ以上の特徴を有する請求項９４～９７に記載のシステ
ム。
【請求項９９】
　時間期間の間、胚を監視する手段を含む胚の品質を決定するためのシステムであって、
前記時間期間は、少なくとも１つの細胞分裂期間および少なくとも分裂間期間の一部を含
むほど十分な長さを有し、前記システムはさらに、少なくとも１つの細胞分裂期間の長さ
の決定および／または分裂間期間中の細胞運動の決定および／または分裂間期間中の細胞
運動の時間期間の長さの決定のための手段を有し、細胞分裂期間および分裂間期間におけ
る決定に基づいて、胚の品質尺度を決定するための手段を有するシステム。
【請求項１００】
　請求項４４～８９のいずれかの一項に記載の１つ以上の特徴を決定するための手段を有
する請求項９９に記載のシステム。
【請求項１０１】
　請求項１～４３のいずれかの１つ以上の特徴を有する請求項９９または１００に記載の
システム。
【請求項１０２】
　少なくとも１つの細胞を含む細胞集団の品質を決定するためのシステムであって、前記
システムは、
　ａ．細胞集団の少なくとも２つの画像を連続的に取得するための手段と、
　ｂ．少なくとも１つの差画像を得るために少なくとも２つの画像の少なくとも一部を比
較するための手段と、
　ｃ．少なくとも１つの差画像から変数を計算するためのコンピュータと、
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　ｄ．前記計算された変数に基づき、変化が生じたかどうかを決定するための手段と、を
有するシステム。
【請求項１０３】
　請求項４４～８９のいずれかの一項に記載の１つ以上の特徴を決定するための手段を有
する請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１０４】
　請求項１～４３のいずれかの１つ以上の特徴を有する請求項１０２または１０３に記載
のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、細胞集団における変化の決定のための方法およびシステムに関し、更に、前
記方法を用いるための方法と、胚の品質測定値を推定し、体外受精のための胚を選択する
ためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　不妊症は、世界中で８００万人以上に悪影響を及ぼしている。全カップルの１０％が原
発性不妊症または続発性不妊症にかかっていると推定されている（Ｖａｙｅｎａ　ｅｔ　
ａｌ．　２００１）。体外受精（ＩＶＦ）は、他の方法では妊娠を確立する機会を考える
ことができなかったカップルに提供されうる選択的な医療処置である。体外受精（ＩＶＦ
）は、卵子（卵母細胞）が女性の卵巣から取り出され、次に、実験室で精子と受精させる
プロセスである。このプロセスで生成された胚は次に、着床が見込まれる子宮に配置され
る。多胎妊娠および多子出産を避けるために、少数の胚のみが移送される（通常は４個未
満であり、理想的には１つのみ（Ｂｈａｔｔａｃｈａｒｙａ　ｅｔ　ａｌ．　２００４）
）。移送に適した胚を選択することは、いずれのＩＶＦ処置においても重要なステップで
ある。最新の選択手順は、成長中の異なる時点における胚の形態学的評価、特に標準的な
立体顕微鏡を用いた移送時間における評価に略全体的に基づいている。しかし、評価手順
は、定性的改善のほか、定量的改善も必要とすることが広く認識されている。
【０００３】
　早期細胞分裂。前途有望な新たな手法は、品質指標として２細胞期（すなわち、受精／
注入後、２５～２７時間前）に「早期分裂」を用いることである。この手法において、胚
は、第１の細胞分裂が完了したかどうかを決定するために、受精後２５～２７時間、目視
によって検査される。複数の研究が、早期分割と個別の胚の次の成長可能性との間の強い
相関を実証している（Ｓｈｏｕｋｉｒ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９７；　Ｓａｋｋａｓ　ｅ
ｔ　ａｌ．，　１９９８，　２００１　；　Ｂｏｓ－Ｍｉｋｉｃｈ　ｅｔ　ａｌ．，　２
００１　；　Ｌｕｎｄｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，　２００１　；　Ｐｅｔｅｒｓｅｎ　ｅｔ　
ａｌ．，　２００１　；　Ｆｅｎｗｉｃｋ　ｅｔ　ａｌ．，　２００２；　Ｎｅｕｂｅｒ
　ｅｔ　ａｌ．　２００３；　Ｓａｌｕｍｅｔｓ　ｅｔ　ａｌ．，　２００３；　Ｗｉｎ
ｄｔ　ｅｔ　ａｌ．，　２００４）。さらに頻繁な観察の必要性が、複数の観察者によっ
て指摘されているが、インキュベータから倒立顕微鏡までの関連する移送を伴う頻繁な目
視観察は、胚の成長を遅らせ、場合によっては行き詰まらせる可能性がある物理的なスト
レスを誘発する。これはまた、時間がかかり、ＩＶＦクリニックの日常の業務に組み込む
ことが困難である。
【０００４】
　複数の研究者は、胚の成長中、経時画像取得を行っている。これは、インキュベータ内
部に観察顕微鏡を配置することによって、または自動画像取得を備えた顕微鏡ステージの
上に「インキュベータステージ」を構築することによって主に行われる。「インキュベー
タ」は、許容可能な温度（３７℃）、湿度（＞９０％）および気体組成（５％のＣＯ２お
よび場合によっては削減した酸素濃度）に維持される。経時画像の手動判定は、細胞分裂
のタイミングおよび持続時間に関する重要な情報をもたらした（Ｇｒｉｓａｒｔ　ｅｔ　
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ａｌ．　１９９４，　Ｈｏｌｍ　ｅｔ　ａｌ．　１９９８，　Ｍａｊｅ－　ｒｕｓ　ｅｔ
　ａｌ．　２０００，　Ｈｏｌｍ　ｅｔ　ａｌ．　２００２，　Ｈｏｌｍ　ｅｔ　ａｌ．
　２００３，　Ｌｅｑｕａｒｒｅ　ｅｔ　ａｌ．　２００３，　Ｍｏｔｏｓｕｇｉ　ｅｔ
　ａｌ．　２００５）。
【０００５】
　別の実験装置は、インキュベータの内部に画像取得システムを配置して、成長中の胚を
インキュベータの内部の最適化された状態以外の場所に移動することによって、ストレス
を与えることなく観察することを伴う。市販のシステムであるＥｍｂｒｙｏＧｕａｒｄは
、ＩＭＴ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌによって製作および販売されている（文献リスト
参照）。この装置において、インキュベータの内部でオンラインで胚を観察することが可
能である。
【０００６】
　従来の画像解析。胚画像の形態学的スコアリングおよび胚の成長の経時映像は、視聴者
が画像に等級を与え、コンピュータのみが、この等級付けを把握し、主な変化が生じたと
きを示す注釈付き時間記録を生成する手動解析に頼っていた。そのようなソフトウェアの
一例は、ＥｍｂｒｙｏＧｕａｒｄの経時画像取得システムを備えた注釈ソフトウェアであ
る。経時映像の手動解析の例は、Ｇｒｉｓａｒｔ　ｅｔ　ａｌ．　１９９４，　Ｈｏｌｍ
　ｅｔ　ａｌ．　１９９８，　Ｍａｊｅｒｕｓ　ｅｔ　ａｌ．　２０００，　Ｈｏｌｍ　
ｅｔ　ａｌ．　２００２，　Ｈｏｌｍ　ｅｔ　ａｌ．　２００３，　Ｌｅｑｕａｒｒｅ　
ｅｔ　ａｌ．　２００３，　Ｍｏｔｏｓｕｇｉ　ｅｔ　ａｌ．　２００５において見つけ
ることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　胚の画像の定量的な画像解析のための最新のソフトウェアは、半自動またはコンピュー
タ補助型アルゴリズムを用いる。これは、ユーザが、胚の構造を描写するために、描画ツ
ールを用い、続いて、これらの胚のユーザの導出した輪郭に基づいて定量化されるコンピ
ュータ支援画像スコアリングである。胚の画像の半自動解析を行うための複数のプログラ
ムが、市販されている（たとえば、ＦｅｒｔｉＭｏｒｐｈ　ｆｒｏｍ　ｌｍａｇｅＨｏｕ
ｓｅ，　Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ，　Ｄｅｎｍａｒｋ）。胚の画像のために完全に自動化し
た解析システムを構成するために、複数の試みがなされている（たとえば、Ｃｈｒｉｓｔ
ｉｎａ　Ｈｎｉｄａの博士論文）。しかし、胎生学およびＩＶＦ実験室におけるホフマン
モジュレーションコントラスト（ＨＭＣ）画像の一般的な使用は、自動的な細胞検出を困
難にしている。
【０００８】
　自動化画像解析は、細胞培養における有糸分裂細胞の検出など他の用途のために開発さ
れている（Ｅｃｃｌｅｓ　ｅｔ　ａｌ．　１９８６，　Ｋｌｅｖｅｃｚ　ｅｔ　ａｌ．　
１９８８　米国特許ＵＳ４７２４５４３，　Ｂｅｌｉｅｎ　ｅｔ　ａｌ．　１９９７，　
ａｎｄ　Ｃｕｒｌ　ｅｔ　ａｌ．　２００４）。報告された自動化アルゴリズムはすべて
、定量的な画像解析のための古典的なスキームを用いる。
　１．画像の取得
　２．画像の強調
　３．閾値によって関心領域（ＲＯＩ）に画像を分割
　４．ＲＯＩの計数及び特徴付け（サイズ、密度など）
【０００９】
　これらのステップの一般的な記述およびそれぞれに関する多数の変形は、画像解析に関
する総論および教科書において見つけることができる（たとえば、Ｏｂｅｒｈｏｌｚｅｒ
　ｅｔ　ａｌ．　１９９６による組織学的な画像解析の概説またはＪｏｈｎ　Ｒｕｓｓに
よるＴｈｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，第４版，　２００
２）。関心構造の提示を強化するための最適な方法は、手元にある画像（たとえば、顕微
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鏡検査法の画像）および関心構造（たとえば、原子核）の表示に左右され、多くの異なる
変形が用いられている。しかし、強調手順は常に、関心領域を識別して描写するために、
画像の区分化を容易にするために用いられている。一旦、これらの領域が見つけられて識
別されると、面積、サイズ、強度、位置などに関してさらに特徴付けられることができる
。
【００１０】
　区分化自体は、画素強度（または画素強度から導出された関数）を所与の閾値と比較す
ることによって実現される。閾値を上回る面積は、通常は測定されなければならない対象
（たとえば、原子核）である関心領域（ＲＯＩ）に属する。この区分化のためのさまざま
な異なるアルゴリズムが用いられるが、それらは、常に同じ目的、すなわち画像の区分化
のために機能する。
【００１１】
　細胞分裂を検出するために、経時顕微鏡検査法画像の自動解析は、Ｅｃｃｌｅｓ　ｅｔ
　ａｌ．　１９８６によって論文において示されている。この論文は、経時系列の画像の
解析によって合成される、哺乳類の細胞における細胞分裂の自動検出のための方法につい
て記載している。この論文に記載されて用いられた画像解析アルゴリズムは、連続フレー
ムにおける強度差を用いていない。代わりに、このアルゴリズムは、高周波数画像成分を
最初に抽出し、次に、閾値処理を行い、推定上の有糸分裂細胞を表す環状物体に関して探
索を行うことによって、各画像を解析する。この作業は、細胞の輪郭およびそれらの相対
的な位置を検出するために、画像の区分化から構成される。連続フレームにおける環の間
の空間的な関係および時間的な関係が、有糸分裂の発生を見分けるために調べられた。
【００１２】
　別の手法は、自己相似行列法を用いることによって、画像シーケンスを解析するために
、ＵＳ２３１８５４５０において提示されている。この行列は、正規化された対を成す相
似値からなる。この方法は、フレーム間の長期間および短期間の相似性を解析するために
用いられる。
【００１３】
　明細書または本願明細書に記載されたすべての特許文献および非特許文献はまた、全体
を参照によって本願に援用されるものとする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、胚などの群化細胞集団などの細胞集団における変化の自動決定のための方法
およびシステムに関する。変化は、細胞運動または細胞運動性などの細胞再配列であって
もよい。関連する変化はまた、細胞分裂および細胞死を含む。変化の時間パターンおよび
大きさは、細胞集団の品質を示す。それによって、本発明は、体外受精（ＩＶＦ）後に着
床されることになる最適な胚の選択を促進する。または、本発明はまた、単位時間当たり
の融合性の細胞培養において発生する細胞分裂の数を決定するために用いられてもよい。
【００１５】
　胚の品質は、透明帯の中の細胞再配列の観察された空間的時間的パターンから導出され
ることができる。所与の時点における細胞再配列の量は、連続的に取得された画像の間の
差から計算されることができる。多くの異なる正規化されていない変数が、変化量を定量
化するために用いられることができる。以下に述べるように、最も好ましい方法は、結果
として生じる差画像における標準偏差（または分散）である。従来技術とは対照的に、変
数は正規化されない、すなわち、相似性のない「差」の測定値であることが好ましい。本
発明の１つの新規な態様は、胚の中の細胞再配列の時間的なパターンが胚の品質を表すこ
とができることである。細胞再配列は、胚の内部の少なくとも１つの細胞、好ましくは２
つ以上の細胞、最も好ましくはすべての細胞の運動に対応する。
【００１６】
　細胞再配列は、細胞分裂に関連してもよいが、分裂した特定の細胞は直接的に観察され
るのではなく、隣接する細胞の関連する再配列によって間接的に測定されることができる
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ため、はるかに容易であり、容易く検出可能であるという利点を有する。間接的な影響の
ために、画像における「関心領域」（実際には、分裂細胞が画像からなくなっている場合
もある）として分裂対象を識別する必要はない。胚細胞は、透明帯によって閉じ込められ
ているため、細胞が互いに衝突し、大部分（すべてである場合もある）の細胞が、各細胞
分裂後に位置を変えるときに、細胞再配列は、細胞分裂の結果として生じる。しかし、他
の仕組みが、細胞分裂に関係なく細胞運動（および細胞再配列）の原因となる可能性があ
り、または細胞質の細胞分裂が完了した後に、運動（および細胞再配列）を持続する原因
となる可能性がある。
【００１７】
　特に、本発明は、群化細胞集団の少なくとも２つの画像を比較することによって得られ
た差画像から直接的に導出される変数は、群化細胞集団における変化と相関があるという
発見に関する。したがって、本発明は、従来技術の方法に比べて改善した方法を提示する
。経時画像などの連続画像を解析するために用いられる強調を含む従来技術の方法におい
て、画像における各画素に関する連続フレーム間の強度の差の計算は、胚または細胞に関
する任意の情報が得られる前に、強調および区分化からなる従来の画像解析の次の使用の
ための開始点として用いられる。
【００１８】
　したがって、第１の態様では、本発明は、少なくとも１つの細胞を含む細胞集団におけ
る変化を決定するための方法であって、
　ａ）細胞集団の少なくとも２つの画像を連続的に取得するステップと、
　ｂ）少なくとも２つの画像の少なくとも一部を比較して少なくとも１つの差画像を得る
ステップと、
　ｃ）少なくとも１つの差画像から変数を計算するステップと、
　ｄ）前記計算された変数に基づいて、変化が生じたかどうかを決定するステップと、を
有する方法に関する。
【００１９】
　さらに、第２の態様では、本発明は、少なくとも１つの細胞を含む細胞集団における変
化を決定するためのシステムであって、
　ａ）細胞集団の少なくとも２つの画像を連続的に取得するための手段と、
　ｂ）少なくとも２つの画像の少なくとも一部を比較して少なくとも１つの差画像を得る
ための手段と、
　ｃ）少なくとも１つの差画像から変数を計算するためのコンピュータと、
　ｄ）前記計算された変数に基づき、変化が生じたかどうかを決定するための手段と、を
備えるシステムに関する。
【００２０】
　第３の態様では、本発明は、移植、凍結保存または除去に適した受精された卵母細胞ま
たは胚を選択するための方法であって、
　ａ）請求項１～８９のいずれか一項に記載の方法によって、卵母細胞または胚における
変化を決定するステップと、
　ｂ）移植、凍結保存または除去に適した卵母細胞または胚を選択するステップと、を有
する方法に関する。
【００２１】
　第４の態様では、本発明は、少なくとも１つの細胞を含む細胞集団の品質を決定するた
めのシステムであって、
　ａ）細胞集団の少なくとも２つの画像を連続的に取得するための手段と、
　ｂ）少なくとも２つの画像の少なくとも一部を比較して少なくとも１つの差画像を得る
ための手段と、
　ｃ）少なくとも１つの差画像から変数を計算するためのコンピュータと、
　ｄ）前記計算された変数に基づき、変化が生じたかどうかを決定するための手段と、を
有するシステムに関する。
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【００２２】
　第５の態様では、本発明は、少なくとも１つの細胞を含む細胞集団の品質を決定するた
めの方法であって、
　ａ）細胞集団の少なくとも２つの画像を連続的に取得するステップと、
　ｂ）少なくとも２つの画像の少なくとも一部を比較して少なくとも１つの差画像を得る
ステップと、
　ｃ）少なくとも１つの差画像から変数を計算するステップと、
　ｄ）前記計算された変数に基づいて、細胞集団の品質を決定するステップと、を有する
方法に関する。
【００２３】
　さらに、好ましい実施形態において、前記細胞集団は、胚または卵母細胞である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　定義
　細胞分裂期間：細胞膜における陥凹の最初の観察（細胞質分裂の始まりを示す）から次
の娘細胞の細胞質が２つの分割された細胞に分離されるように細胞質の細胞分裂が完了す
るまでの時間の期間。
【００２５】
　分裂間期間：１つの細胞分裂期間の終了から次の細胞分裂期間の始まりまでの時間の期
間。
【００２６】
　分裂周期：連続的な細胞分裂の始まりの間、すなわち、１つの細胞分裂期間の開始から
次の細胞分裂期間の開始までの時間間隔。
【００２７】
　細胞運動：細胞の中心および外側の細胞膜の運動。細胞内の小器官の内部運動は、細胞
運動ではない。外側の細胞膜は、動的構造であるため、細胞の境界は引き続き位置をわず
かに変化させる。しかし、これらのわずかな変動は、細胞運動と見なされない。細胞運動
とは、細胞に関する重力の中心および他の細胞に対するその位置が、変化する場合のほか
、細胞が分裂する場合である。細胞運動は、移動中の細胞の２つの連続的なデジタル画像
の間の差を計算することによって、定量化されることができる。
【００２８】
　小器官の運動：顕微鏡検査法によって見られうる、胚内の内部小器官および小器官膜の
運動。小器官運動は、本願の文脈では、細胞運動ではない。
【００２９】
　細胞再配列：集団における２つ以上の細胞の位置の移動。細胞再配列は、胚における２
つの割球、または好ましくはそれ以上の割球、最も好ましくはすべての割球の細胞運動を
伴う。
【００３０】
　画像：細胞集団から記録された空間画素（２Ｄ）または体素（３Ｄ）に分割される空間
分布に対応する変換データ集合または未変換データ集合。本発明の画素の記述における画
素は、本発明の範囲から逸脱することなく、体素に置き換えられてもよいことは理解され
よう。
【００３１】
　差画像：画素計算による画素によって２つの画像のデータ集合から空間画素（２Ｄ）ま
たは体素（３Ｄ）に分割される空間分布に対応する変換データ集合または未変換データ集
合。
【００３２】
　細胞再配列を決定するための方法およびシステム
　本発明は、細胞の変化が発生した場合のほか、細胞集団の一般的な活性度レベルを決定
するために、群化細胞集団の経時画像を解析することによって、成長中の胚などの群化細
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胞集団などの細胞集団における変化を決定するための方法およびシステムである。
【００３３】
　本内容において、「群化細胞集団」なる語は、１つ以上の細胞の集団、特に、細胞集団
における細胞分裂が細胞集団における１つ以上の細胞の相対的な位置において３次元の変
化をもたらす１つ以上の細胞の集団を意味する。したがって、群化細胞集団は好ましくは
、１次元または２次元においてのみ成長する細胞集団とは対照的に、集合体で増殖する細
胞集団である。群化細胞集団の例は、個別の細胞の境界が識別することが困難であるフィ
ーダ層または融合性細胞層で増殖する成長中の胚または幹細胞の集合体である。
【００３４】
　胚：胚は、略球形であり、ゼラチン状の細胞、透明帯として知られている細胞基質によ
って包囲されている１つ以上の細胞（割球）から構成される。透明帯は、胚が孵化するま
で種々の機能を果たし、胚の評価に関する良好な標識である。透明帯は、球形で、半透明
であり、細胞デブリから明確に識別可能でなければならない。
【００３５】
　胚は、卵母細胞が精子細胞（精子）の融合または注入によって受精させるときに形成さ
れる。この用語が、孵化後（すなわち、透明帯の破裂）および続く着床にも従来的に用い
られる。ヒトの場合には、受精させる卵母細胞は、従来的に最初の８週にわたる胚につい
て呼ぶ。それ以降（すなわち８週後、およびすべての主要器官が形成されたとき）は、胎
児と呼ばれる。しかし、胚と胎児との間の区別は、一般には十分に定義されていない。
【００３６】
　胚の成長中、割球数は、幾何的に（１－２－４－８－１６など）増大する。同時細胞分
裂は一般に、胚における１６細胞期まで維持される。その後、細胞分裂は、不同時性とな
り、最後に、個別の細胞がそれ自身の細胞周期を有する。ウシの細胞の場合には、胚から
構成される細胞は、球形細胞として１６細胞期によって容易に識別される必要がある。３
２細胞期（桑実期）後、胚は、緊密化を受ける。その結果、胚における個別の細胞は、こ
の桑実期を経て評価することが困難である。ヒトの胚の場合には、緊密化は、多少早くに
起こり、個別の割球は、１６細胞期で容易に計数することができない。
【００３７】
　不妊症処置中に生成されるヒトの胚は通常、桑実期の前に被移植者に移送されるのに対
して、他の哺乳類の胚は、被移植者への移送または廃棄の前に、さらなる成長期（拡張胞
胚）まで実験的に培養されることがよくある。場合によっては、ヒトの胚もまた、移送前
に胞胚期まで培養される。これは、多くの良好な品質の胚が入手可能である場合、または
着床前遺伝子診断（ＰＧＤ）の結果を待つために長期孵化が必要である場合には行われる
ことが好ましい。したがって、胚なる語は、受精される卵母細胞期、受精卵期、２細胞期
、４細胞期、８細胞期、１６細胞期、桑実期、胚盤胞期、拡張胞胚期、孵化胞胚期のそれ
ぞれを示すために、従来の態様で用いられている。
【００３８】
　融合性細胞層および本発明の適用の他の実施例
　本発明はまた、成長中の胚以外の他の細胞培養において、細胞分裂を検出するために用
いられてもよい。特に関心があるのは、個別の細胞の境界を決定することが困難である事
例、および区分化を伴い、細胞の対象を識別する古典的な画像解析を実行することが難し
い事例である。これらの事例は、培養集合体における細胞分裂、二層または組織標本など
の融合性細胞層の中または上における細胞分裂の検査を含む。事例には、また、幹細胞な
どのフィーダ細胞層の一番上で成長した細胞の細胞分裂または従来的な区分化が困難であ
る他の構造の一番上で成長した細胞の細胞分裂などが含まれてもよい。
【００３９】
　画像の取得
　「画像」なる語は、検査されることになっている領域の描写を記述するために用いられ
る。すなわち、「画像」なる語は、１次元描写、２次元描写、３次元描写のほか、ｎ次元
描写を含む。したがって、「画像」なる語は、領域の体積、領域のマトリックスのほか、
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領域の情報のアレイを含む。
【００４０】
　群化細胞集団の画像は、ＣＣＤチップ、ＣＭＯＳチップ、ビデオカメラ、スチールカメ
ラ、平床式スキャナ、ドラムスキャナ、レーザスキャナ、光電子増倍管、ディジタイザア
レイまたは任意の他の画像取得デバイスなどで提示されることによって生成される画像に
関して、写真、画像用フィルムおよびディジタル画像などの任意のタイプの画像から構成
されてもよいが、次の画像比較を容易にするために、画像はディジタル化されることが好
ましい。
【００４１】
　特に、画像は、位相コントラスト画像、暗視野画像、ケーラ光学素子を用いた明視野画
像、ホフマンモジュレーションコントラスト画像、干渉モジュレーションコントラスト画
像、偏光画像、蛍光画像、赤外線画像または近赤外線画像、紫外線画像またはその組み合
わせまたは個別の細胞の境界または核などの細胞の小器官を可視化する任意の他のタイプ
の光学素子であってもよい。通常、８ビット画像（すなわち、２５６の異なるグレーレベ
ル）が適切であるが、高解像度（１２ビットまたは１６ビット）画像もまた、用いてもよ
い。カラー画像は、解析前にグレースケール画像に変換されてもよいが、異なる色空間で
解析されることもでき、複合蛍光画像の場合には有用であると考えられているように、色
を分離することもできる。さらに、画素は、正値のほか、負値をとってもよい。
【００４２】
　しかし、問題になっている画像は、生体細胞の画像であるため、画像生成手段は好まし
くは、細胞自体を傷つけないものであるべきである。したがって、「画像を取得する」な
る語は、画像がカメラから取得されてもよいが、ディジタル格納媒体、コンピュータＣＰ
Ｕ，ハードディスク、ＣＤＲＯＭ、書籍、印刷物、従来的な写真および走査画像のほか、
他の源から取得されるものを含む。しかし、大部分の場合には、画像は、ディジタルカメ
ラによって取得されるであろう。
【００４３】
　通例、画像は、顕微鏡または等価なレンズ系に取り付けられたディジタルカメラなどの
顕微鏡を用いて取得される。胚が画像において少なくとも１００個の画素などの画像にお
いて２５個の画素を含むことが好ましい限りは、倍率のレベルおよび画像解像度は一般に
重要ではない。一般的な適用において、胚は、数千個の画素を占める。一般に、可能な限
り最高のコントラストおよび倍率が用いられる必要があるが、画像は続いて、解析中に縮
小される場合がある（以下参照）。しかし、きわめて高解像度の画像（＞＞１００万画素
）の場合には、画像をそのサイズまで縮小するために、倍率を調整することが必要である
場合もある（以下参照）。
【００４４】
　好ましくは、前記少なくとも２つの画像の有効解像度は、前記細胞集団の最大寸法が１
画素～１０００万画素、好ましくは、１０画素～１００万画素、好ましくは、５０～１０
００画素、好ましくは１００～１０００画素、好ましくは、２００～１０００画素、好ま
しくは、５００～１０００画素、好ましくは２００～５００画素を占めるように選択され
る。
【００４５】
　一実施形態において、前記少なくとも２つの画像の有効解像度は、前記細胞集団の最大
寸法が実質的に１～１０画素または１０～５０画素または５０～１００画素または１００
～２００画素または２００～５００画素または５００～１０００画素または１０００画素
～１００万画素または１～１０００万画素または１０００万画素を超えるように選択され
る。
【００４６】
　好ましくは、一連の連続画像は、少なくとも２画像など、少なくとも３画素など、少な
くとも４画素など、少なくとも５画素など、少なくとも６画素など、少なくとも７画素な
ど、少なくとも８画素など、少なくとも９画素など、少なくとも１０画素など、少なくと
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も２５画素など、少なくとも５０画素など、少なくとも１００画素など、少なくとも２０
０画素など、少なくとも１０００画素など、少なくとも１００００画素など、少なくとも
１０００００画素など、少なくとも１００万画素など、少なくとも５０００万画像などの
複数の画素を有する細胞集団から取得される。
【００４７】
　２つの連続取得の間の時間は好ましくは、せいぜい１つの細胞分裂の時間期間に対応し
、他方では、処理を容易にするために、最小の画像が取得されることが好ましい。また、
好ましくは、２つの連続取得の間の時間は、少なくとも１／１００秒、好ましくは少なく
とも１／５０秒、好ましくは少なくとも１／１０秒、好ましくは少なくとも１秒、好まし
くは少なくとも１０秒、好ましくは少なくとも１分、好ましくは少なくとも２分、好まし
くは少なくとも１０分、好ましくは少なくとも３０分、約３０分、１時間などである。
【００４８】
　また、２つの連続取得の間の時間は、好ましくはせいぜい２時間、せいぜい１．５時間
など、せいぜい１時間など、せいぜい３０分など、せいぜい２０分など、せいぜい１０分
など、せいぜい５分など、せいぜい２分など、せいぜい１分などである。
【００４９】
　差画像
　胚における細胞分裂を検出するためのこれまでの存在する試みは、存在する割球（＝細
胞）の数を計数し、その数が増大するときを決定するために、画像を区分しようとしてき
た。この方法は、Ｅｃｃｌｅｓによって記載されたように、哺乳類の細胞系における細胞
分裂を検出するために、本質的に平面的な細胞培養にはうまく作用する（Ｅｃｃｌｅｓ　
ｅｔ　ａｌ．　１９８６）。しかし、異なる焦点面からの多数の画像が解析され、どの区
画が同一の割球の部分であるかを認識するために比較されなければならない場合には、３
次元の胚に関してこの方法を行うことはさらに困難になる。画像区分化は、ほとんどの場
合、人間視覚システムによって容易に解釈されるが、コンピュータに基づく画像解析には
あまり適していないホフマンモジュレーションコントラスト（ＨＭＣ）画像で行われるた
め、実際には不可能になる。
【００５０】
　本発明は、個別の割球の輪郭などの関心領域を識別するために、画像の区分化に依存し
ない。代わりに、本発明は、画像系列における細胞再配列を推定する。これは、群化細胞
集団の少なくとも２つの画像からの少なくとも１つの差画像、好ましくは一連の差画像に
よって得られる。いくらかの実施形態においては、差画像は、最新の画像を、前画像の一
次結合または他の機能的関係と比較することによって、得られうる。前記差画像の少なく
とも１つの変数は、群化細胞集団における変化を決定するために評価される。好ましい実
施形態において、差画像は、細胞集団の連続／次の画像から得られる。
【００５１】
　この方法は、取得した画像フレームに基づいて、差画像を計算することを含む。本発明
によれば、任意の適切な差画像、２つの画像を減算することによって得られた差画像また
は２つの画像の比を確立することによって得られた差画像などが、適用されてもよい。差
画像は、それ自体元の画像から得られてもよく、または２つの画像の任意の変換画像から
得られてもよい。後者の実施例は、２つの元の画像における画素強度の比の対数変換であ
る差画像である。（これは、対数変換された画像の間の強度差画像と等価である）。好ま
しい実施形態において、差画像は、強度差画像であってもよい。
【００５２】
　一般に、画像における対応する画素の値は、画像が取得された時間における対応する位
置で直面した光強度に相関される。しかし、他の値のタイプは、位相コントラストなどの
位相値、または２つのスペクトルバンドにおけるエネルギの比などのスペクトル特性、ス
ペクトル分布における重力の中心などを含む。したがって、異なる好ましい実施形態にお
いて、差画像は、位相差画像またはスペクトル差画像である。位相差画像は、位相コント
ラスト顕微鏡によって得られる画像に本発明の方法を適用するのに適していると考えられ
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るのに対し、スペクトル差画像は、色画像および／またはさらに高度な空間分布分光法に
本発明の方法を適用するのに適していると考えられる。
【００５３】
　したがって、一実施形態において、差画像は、式（１）に示すように、２つの連続画像
において対応する画素の強度値を減算することによって得られる。

式中、Ｄｎ（ｉ，ｊ）は、時間ｎでの位置ｉ、ｊにおける強度差であり、
　Ｉｎ（ｉ，ｊ）は、時間ｎでの位置ｉ、ｊにおける強度であり、
　Ｉｎ－１（ｉ，ｊ）は、時間ｎ－１での位置ｉ、ｊにおける強度である。
【００５４】
　差画像が、画像として表示されることが多い。計算された差が正または負のいずれであ
ってもよいため、これは、適切なスケーリングを必要とする。しかし、本発明は、差画像
の区分化に依存するのではなく、差画像Ｄｎ（ｘ，ｙ）において画素のすべての値の数値
解析に依存しているに過ぎないため、本発明の目的のために、差のグラフ表示を確立する
ことは必要ではない。差画像を示すグラフ表示は、必要ではない。グラフ表示が確立され
ている場合には、アルゴリズムに対して望ましくないまたはさらに有害である可能性があ
る丸めまたはスケーリングを避けるために好都合である。
【００５５】
　別の実施形態において、差画像は、連続画像における画素に関する画像強度間の強度比
として得られる。一実施形態において、雑音を削減するため、元の画像および／または上
記強度比を変換することは、好都合である場合がある。一実施形態において、差画像は、
例えば式（２）に示すように、強度比の対数（自然対数または底１０の対数）として確立
される。

【００５６】
　このように計算された対数の比画像は、上述した差画像にきわめて類似的な様相を呈し
、以下に記載した一般変数のいずれかを計算することによって、細胞分裂などに関する類
似の情報を生成するために解析されてもよい。
【００５７】
　好ましい実施形態において、前記差画像は、一連の連続画像において２つの次の画像か
ら得られ、前記差画像から計算された変数の集合は、時系列を形成する。さらに好ましく
は、この時系列は、細胞再配列の時間パターンを含み、細胞集団の品質、状況及び／状態
を得るために、ピーク（山）、谷および基準レベルの大きさに関連して、この時間パター
ンが解釈されてもよい。
【００５８】
　好ましい実施形態において、前記時系列は、ＰＣＡ解析、ＳＶＤ、ＧＰＣＡ、サポート
ベクターマシン、ｎ個組分類モデル、ニューラルネットワーク、フィードフォワード型ニ
ューラルネットワークなどの機械学習ツールによって導出されるモデルを用いて解析され
る。
【００５９】
　規則的な時間間隔で得られた画像の利点は明白である。しかし、不規則なフィルム画像
の解析もまた、可能であることを留意すべきである。この場合には、フレーム間の時間間
隔における差を補償するために、重み付けが適用されてもよい。短い時間間隔で得られた
画像間の差が拡大されるのに対して、長い時間間隔で得られた画像間の差は縮小される。
一定の差を有する画像を取得し、したがって、細胞分裂の指標として取得された画像間の
時間間隔を用いることが可能である場合もある。
【００６０】
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　一旦、差画像が得られると、１つの画像から次の画像への変化が、変数、好ましくは、
差画像における実質的にすべての画素からの変数を計算することによって、記述されても
よい。これらの変数は、差画像で直面した差の値の列挙に基づき、好ましくは直面したす
べての差の値から計算される。
【００６１】
　変数
　任意の適切な計算された変数は、差画像またはこの部分から計算された変数などの変化
の指標として用いられることができる。前記部分は、非適応に決定され、差画像における
画素の絶対値の和、差画像における画素の平均絶対値、差画像における画素の中央絶対値
、差画像における画素の平方値の和、差画像における画素の平均平方値、差画像における
画素の平方値の中央値、差画像における画素の値の分散、差画像における画素の値の標準
偏差、差画像のヒストグラムにおける異なるパーセンタイル値の値、差画像の最小値およ
び最大値および差画像ヒストグラムの値域または分散またはこれらの変数の１つ以上の組
み合わせから導出された別の変数からなる群から選択される。
【００６２】
　好ましい実施形態において、変数は、系列におけるすべての個別のフレームに関して関
心領域および非関心領域における画像の適応区分化なしで計算される。しかし、元の画像
の部分区画は、非適応によって（たとえば、胚を含む部分の中心に元の画像を刈り込むこ
とによって）選択されてもよい。部分区画は、好ましくは、細胞集団の同一経時系列の画
像の間で固定される。解析される部分区画（たとえば、胚を含む）は、導出された変数を
較正するために、画像の他の基準領域と比較されてもよい。実施例は、胚を含む領域に関
する差画像の標準偏差を、差画像から空白の領域における同様に計算された標準偏差と比
較することであってもよい。
【００６３】
　いくつかの実施形態においては、変数は、差画像の部分集合から計算される。
【００６４】
　一実施形態において、差画像から計算された変数は、差画像における画素の絶対値の和
、差画像における画素の値の分散からなる群から選択される。ある実施形態においては、
差画像に適用された他の関数が、変数を計算するために用いられることもあり得る。
【００６５】
　これらの変数のそれぞれは、検査される画像系列における細胞の境界位置における変化
を反映するために、細胞分裂などの群化細胞集団における変化に応じて変化する数である
。
【００６６】
好ましい実施形態において、前記変数は、全体的な差画像に基づく少なくとも１つの差画
像から計算される。
【００６７】
　上述したように、変数は、
‐差画像におけるすべての画素に関する平均絶対値
‐差画像におけるすべての画素に関する中央絶対値
‐差画像におけるすべての画素に関する値の分散
‐差画像におけるすべての画素に関する最大値
など、差画像におけるすべての画素から計算されてもよい。
【００６８】
　変数の計算の実施例は、式（３）に示すように、差の平方の平均値である。

式中、ｋは、画像の長さであり、ｍは、画像の幅である。
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【００６９】
　本発明は、２つの細胞への１つの細胞の分裂が、分裂する細胞のほか、周囲の細胞の対
応する再配列の原因となる各細胞分裂前後の短い時間間隔を除き、細胞の位置が通常、細
胞分裂間では比較的静止しているという観察に基づいている。この再配列は、差画像に反
映される。細胞の境界（すなわち、細胞膜）の位置の変化は、平均絶対値または分散にお
ける上昇など、差画像に関して上記で導出された変数のすべてを一時的に上昇させる。し
たがって、細胞分裂は、時間的な変化、差画像におけるすべての画素に関する平均絶対値
または任意の他の上記で列挙された導出された変数における増大または減少によって、検
出されることができる。
【００７０】
　本発明は、導出された変数における時間的な変化の解析に依存している。特に関心があ
るのは、変数値における明確な極値、ピークまたは谷の始まり、その大きさおよび持続時
間である。これらの極値、ピークまたは谷は、細胞分裂事象をしばしば示し、これらの事
象のタイミングおよび持続時間は、胚などの所与の細胞集団を特徴付けて、その成長可能
性を評価するために用いられてもよい。各ピークの形状はまた、一般にピークのサイズで
あると考えられるようなさらなる情報を提供してもよい。ピークはまた、割球の突然の破
裂および同時発生的な細胞死を示している場合もある。しかし、ピークの形状および事象
の前後の基準値における変化によって、細胞分裂事象および細胞死事象を分離することが
可能である場合がある。
【００７１】
　図１は、各細胞分裂が導出された変数のそれぞれにおける顕著なピークによって特徴付
けられることを示している。したがって、細胞分裂は、数々の出された変数のそれぞれ、
たとえば、図１に示されているような強度分散または標準偏差における著しい増大によっ
て検出されることができる。
【００７２】
　好ましい実施形態において、前記変数は、比較される画像間の差の表示である。第１の
好ましい実施形態において、変数は、同一の計算および同一の細胞集団から得られる他の
差画像から導出される別の変数に対して非正規化された状態で維持される。これは、２つ
１つの細胞集団から得られる変数値と異なる細胞集団から得られる値との間の定量的な比
較を可能にする。第２の好ましい実施形態において、前記変数は、０と１との間の正規化
された値に調整されていない値として計算されていない。第３の好ましい実施形態におい
て、計算された変数は、自己相似行列における値の計算と相関されていない。
【００７３】
　したがって、本発明は、細胞分裂を直接的に決定し、第１の細胞分裂の正確なタイミン
グを決定することを可能にする方法を提供する。
【００７４】
　差画像における変化の形状
　上述したように、本発明は、細胞集団における変化の始まりを決定するための方法を提
供する。しかし、一実施形態において、本発明はさらに、ピークの形状もまた重要である
と考慮される点で、品質および／または変化に関する定量情報を決定するための方法を提
供する。高い急峻なピークは、最小の断片化を伴う速い細胞分裂を反映するものとする。
ところが、より広くそれほど目立たないピークは、場合によってはより多くの断片化を伴
うより遅い分裂を反映する可能性がある。これは、急峻な第２のピークが２細胞から４細
胞への同期細胞分裂を示す可能性があり、より広く、またはさらに二峰性のピークは、分
裂が非同期（すなわち２細胞から３細胞に、次に３細胞から４細胞に）であることを示す
可能性もあるため、次の細胞分裂に対応するピークに関して、さらに一層重要となる。全
般的に見て、ピークの位置、高さ、幅および急峻さに関する詳細な解析は、特定の分裂事
象について重要な情報を提供する。これに関連して、同期化は、すべての細胞分裂が５時
間以内、さらに好ましくは３時間以内、最も好ましくは１時間以内の時間帯で生じるもの
として理解されよう。
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【００７５】
　上記において、高いとは、計算された変数の標準偏差の２倍を超えるもの、好ましくは
計算された変数の標準偏差の３倍を超えるもの、最も好ましくは計算された変数の標準偏
差の５倍を超えるもの、と見なされる。さらに、急峻とは、持続時間が３時間未満、さら
に好ましくは持続時間が２時間未満、最も好ましくは持続時間が１時間以下のピークであ
ると見なされる。代わりに、広いピークは、３時間を超える持続時間、さらに好ましくは
５時間を超える持続時間、最も好ましくは１０時間を超える持続時間を有すると理解され
る。
【００７６】
　基準レベル
　ピークが識別された後、ピーク間の活性度の基準レベルを評価することが可能である。
基準レベルは、擬似安定または緩慢に変化する値として理解される。この値は、１時間当
たり１０％未満、好ましくは１時間当たり５％未満、最も好ましくは１時間当たり３％未
満だけ変化する値として定義されることが多い。分裂間の各変数に関する基準レベルは、
また、有用な情報を含む。細胞の代謝は、小器官の運動（たとえば、細胞質におけるミト
コンドリアの循環）に関連付けられる。この運動は、前記変数のうち複数の基準レベルに
反映される。この背景レベルは、細胞死のために止まる運動など、細胞集団における小器
官の運動の範囲に関する本質的な情報を与える。したがって、基準レベルにおける変化に
対応する観察された小器官の運動における部分的減少は、１つ以上の細胞の腐敗などの問
題を暗示する可能性がある。
【００７７】
　この変化は、少なくとも１つの細胞の死を表す前記計算された変数の基準線における急
激な変化として見られることが多い。さらに、前記変化は、基準線の平均値の急激な減少
を伴う著しい増大であるように生じることが多い。これに関連して、急激とは５時間未満
以内、好ましくは２時間未満以内、最も好ましくは１時間未満以内の変化として理解され
、著しい増大とは、好ましくは１時間未満以内で５％を上回り、さらに好ましくは１時間
未満以内で１０％を上回り、最も好ましくは１時間未満で３０％を上回る顕著な増大とし
て理解される。最後に、減少はほとんどの場合、元の値のｍ／Ｎまで実質的に減少するこ
とを伴うわずかな増大である。ここで、Ｎは、ｎ細胞集団の細胞の数であり、ｍは０～（
Ｎ－１）の整数である。
【００７８】
　一実施形態において、平均絶対値強度は、全体的な活性度の測定値として用いられ、ピ
ーク間のこの変数の基準レベルは、胚の成長の指標および場合によっては成長可能性とし
てとらえることができる。
【００７９】
　基準レベルを十分に活用するために、細胞集団の全体的な輪郭に評価領域を制限し、こ
の領域に関して導出された値を胚の外側の制御領域と比較することが必要である場合もあ
る。したがって、基準レベルを確立するために、文献に記載した標準的な画像解析手順を
用いて胚の輪郭を選択することが必要である場合もある。この実施例としては、ブラウン
運動整列化問題などに起因する胚の外側の「運動」に対する胚の内側の細胞運動の比較が
挙げられる。これは、大部分は、胚の輪郭を描き、胚の内側の差画像を胚の外側の類似の
領域において計算された差と比較することによって達成される。胚の輪郭を描くことは、
全体的な経時系列におけるすべての絶対値の差の和を含む画像を閾値処理することによっ
て、手動または自動的に行われてもよい。外側の領域は、残りの画素として選定されるだ
けでもよく、または（好ましくは）逆転領域を選択する前に、胚領域を膨張させることに
よって、胚の周囲の境界の画素を排除することによって選定されてもよい。
【００８０】
　整列
　時系列における画像取得間の不正確な段階の運動に起因して、時系列における連続画像
が、正確に同じスポットで獲得されていないような位置決めシステムにおけるわずかな不
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正確さは、次善の差画像をもたらす可能性がある。急峻に画定された構造はすべて、真の
運動が生じていない場合であっても、差画像にハローアンドシャドウ効果を生成するため
、位置におけるこれらのわずかなずれは、差画像に影響を及ぼす。したがって、一実施形
態において、時系列における連続画像は、たとえば、導出された変数を改善するための本
発明と組み合わせて、これを実現するための既存のアルゴリズムを用いて整列される。画
像を整列するために複数の確立されたアルゴリズムが、記載されている（Ｊｏｈｎ　Ｒｕ
ｓｓ，　２００２）。
【００８１】
　画像を整列するためのきわめて簡単な方法は、元の差画像を、元の画像の１つをずらし
た後に、所与の方向において１つの画素を計算した差画像と比較することである。転位後
に計算された差画像の分散が元の差画像の分散より小さい場合には、転位は、改善した整
列を形成したことになる。すべての可能な転位方向およびすべての関連する転位の大きさ
を体系的に試すことによって、整列された時系列を得ることが可能である。特に胚に関し
て、整列は、透明ゾーンに対して、すなわち、透明帯に対応する領域の分散を低減するた
めに行われてもよい。
【００８２】
　画質の改善およびアーティファクトの除去
　さらなる実施形態において、画質を改善し、アーティファクトを除去することが好まし
い。アーティファクトは、画像を取得する光学経路および／または電子経路に関連してい
る可能性があり、たとえば、カメラレンズに位置する汚れ／染み、カメラアーティファク
トに起因する染み、カメラまたはＣＣＤのエラーに起因する画素エラー、細胞集団から生
じ、明るい領域をもたらしうる反射などである。
【００８３】
　したがって、アーティファクトは、画像上の任意の位置に現れ、画像のシーンの部分で
はない。したがって、アーティファクトは、たとえば、１つ以上の以下のもの、すなわち
、光学系の画像、分散、回折および／または反射に投影される望ましくない物体である可
能性がある。
【００８４】
　不正確な運動を補償するための転位は、通例、上述の固定位置のアーティファクトを含
む画像全体の位置をずらす。したがって、次の差は、固定位置のアーティファクトからの
誤った寄与を含むことになる。したがって、転位前に固定位置のアーティファクトを除去
することが重要である。固定されたアーティファクトを除去するための異なる標準的な技
術が利用可能である（Ｊｏｈｎ　Ｒｕｓｓ，２００２参照）。簡素なバージョンは、焦点
がぼやけた参照画像を得て、系列におけるすべての画像からアーチファストを含むこの画
像を減算することである。類似の効果は、異なる胚の複数の関連のないフレームの平均画
像を減算することによって得られることができる。複数の焦点がぼやけた画像の平均が最
適である。
【００８５】
　さらに、１画素未満の段階の運動におけるわずかな不正確さは、転位による連続フレー
ムの一般的な整列によって除去または補償することは困難である。しかし、たとえばわず
か（１画素未満）な平行移動であっても、差画像に著しい寄与を与える場合がある。高品
質の画像に関して別の一般的に直面する問題は、部分的に認識され、細胞に粒状の外観を
与える可能性がある小胞およびミトコンドリアなどの細胞小器官である。小器官の運動は
、細胞分裂が不鮮明になり、小器官の運動雑音で認識されにくい程度まで差画像に寄与す
る可能性がある。上述の問題はいずれも、画像サイズを減少させる（画像を縮小する）こ
とまたは画像をわずかにぼやかす／滑らかにすることによって、軽減またはさらに削減さ
れる可能性がある。
【００８６】
　整列に関する問題を低減し、小器官の運動とは対照的に、細胞分裂に適切な焦点を当て
る傾向があることから、たとえば、各胚が１００～２００画素の直径を有するような時系
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列におけるすべての画像の画像サイズの削減が、好ましい。最適のスケーリングは、取得
された時系列の一般的な品質に左右される可能性がある。このスケーリングは、固定位置
のアーティファクトの除去および転位の補償などの後に行われることが重要である。好ま
しい実施形態において、前記スケーリングまたは解像度の減少は、再標本化、平均化、平
滑化、移動平均、双３次内挿、ｂスプライン内挿および画像行列の簡単な削減または当業
者には明白な他の方法からなる群に属する方法によって行われる。
【００８７】
　多くのカメラシステムは、フレーム間で動的に画像強度をスケーリングする自動ゲイン
機能を用いる。これは避けられることが好ましい。時系列における連続画像を減算するこ
とによって差画像を計算し、次に、これらの差画像を個別にスケーリングして、差画像が
人間の目によってさらに容易に評価されるよう強度範囲全体を用いることが避けられるこ
とが好ましく、ここで、計算には、通例、画像解析プログラムを用いている。このスケー
リングは、画像解析プログラムの優先設定をオフにする必要がある。これが可能でない場
合には、定量的な解析は、このアーティファクトによってあまり影響されない分散および
標準偏差を用いる必要がある。同一の因子を有する時系列から計算されたすべての差画像
の一般化されたスケーリングは、問題ではなく、差画像をよりよく可視化するために推奨
される場合もある。時系列における連続画像間で一様でない照射を有するまれな事例にお
いて、強度の計算前に個別のフレームの画像強度をスケーリングすることが必要である場
合もある。これらの事例において、定量的な解析は、アーティファクトをスケーリングし
た強度によって、あまり影響されない分散および標準偏差を用いる必要がある。
【００８８】
　培地
　好ましい実施形態において、画像の取得は、細胞集団が培地に位置しているような細胞
集団の培養中に行われる。細胞集団を培養するための手段は、当業界では周知である。胚
の培養の実施例は、ＰＣＴ出願ＷＯ　２００４／０５６２６５に記載されている。
【００８９】
　胚の選択または識別
　本発明はさらに、移植、凍結保存または除去用の胚を選択するための方法を提供する。
この方法は、細胞分裂が発生したときおよび任意に細胞死が発生したかどうかを決定する
ためのほか、細胞分裂の品質および胚の全体的な品質を決定するために、上述したように
、胚における変化を決定するための方法を用いて、胚が監視されていることを示唆してい
る。差画像において極端な極値を引き起こす実質的に同時の細胞分裂を有する胚を選択す
ることが好ましく、細胞死のない胚を選択することがさらに好ましい。
【００９０】
　選択または識別の方法は、以下に述べるように、胚の品質を評価するために、他の評価
尺度と組み合わせてもよい。胚の形態学的評価における重要な判断基準は、（１）割球の
数を含む胚の形状および断片化の程度、（２）透明帯の存在および品質、（３）サイズ、
（４）色および質感、（５）その成長期に関する胚の齢の知識、（６）割球の膜の完全性
、である。
【００９１】
　次に、高品質の胚の場合には移植、凍結保存が、または、低品質の胚の場合には除去が
、当業者には周知の任意の適切な方法によって行われてもよい。
【００９２】
　品質の決定
　細胞境界（すなわち細胞膜）の変化する位置は、平均絶対値強度または分散における上
昇など、差画像のために上記で導出された変数のすべてを一時的に上昇させる。したがっ
て、細胞分裂およびその持続時間および関連する細胞再配列、細胞運動性などは、一時的
な変化、差画像におけるすべての画素に関する標準偏差または差画像から計算された任意
の他の導出された変数における増大または減少によって、検出されることができる。胚の
評価への本発明の適用において、そのような変数は主に、「割球活性度」を反映すると考
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えられる。これは、２つの細胞への１つの細胞の分裂が、簡単に引き起こされるが、分裂
する細胞のほか、周囲の細胞の著しい再配列を引き起こす各細胞分裂前後の短い時間間隔
を除き、細胞の位置が通常、細胞分裂間では比較的静止しているという観察に基づいてい
る。
【００９３】
　したがって、本発明は、少なくとも１つの細胞分裂期間の長さの決定、および／または
分裂間期間中の細胞運動の決定、および／または分裂間期間中の細胞運動の時間期間の長
さの決定、などの胚に関する１つ以上の決定に基づいている胚の品質の尺度を提供しうる
。この尺度は、胚が移植または凍結保存に十分な品質を有するかどうか、または劣った品
質であり、胚が廃棄されることになるかどうかを決定するために用いられてもよい。好ま
しい実施形態において、移植または凍結保存のために選択された卵母細胞または胚は、最
高の胚品質尺度を有する卵母細胞または胚であり、および／または除去のために選択され
た前記選択卵母細胞または胚は、最低の胚品質尺度を有する卵母細胞または胚である。
【００９４】
　特に関心があるのは、変数値においてピークまたは谷として定量化されうる細胞分裂の
始まり、大きさおよび持続時間である。これらの極値、ピークまたは谷は、細胞分裂事象
をしばしば示し、これらの事象のタイミングおよび持続時間は、胚などの所与の細胞集団
を特徴付けて、その成長可能性を評価するために用いられる。各ピークの形状はまた、一
般にピークのサイズであると考えられるようなさらなる情報も提供する。ピークはまた、
割球の突然の破裂および同時発生的な細胞死を示している場合もある。しかし、ピークの
形状および事象の前後の基準値における変化によって、細胞分裂事象および細胞死事象を
分離することが可能である場合がある。
【００９５】
　したがって、胚の品質尺度は、少なくとも１つの細胞分裂に関する細胞分裂時間期間、
分裂間期間の時間期間、分裂間期間における細胞運動の時間期間および／または分裂間期
間における細胞運動の範囲に関する情報を含む。好ましい実施形態において、胚の品質尺
度は、本願明細書に記載される２つ以上の決定に関する情報を含む。さらに好ましい実施
形態において、胚の品質尺度は、本願明細書に記載されるすべての決定に関する情報を含
む。
【００９６】
　胚の品質尺度は、以下の観察（ａ）～（ｈ）に基づいている。
　ａ）細胞質の実際の分裂が急速に進行し、他の割球の位置の次の再配列が急激に生じる
急激な細胞分裂（たとえば、急峻な割球活性度のピーク）は、高品質の胚を表す。長期の
細胞質分裂およびその後の他の割球の広範囲な再配列は、貧弱な品質の胚を表す（たとえ
ば、広い割球活性度のピーク）。（実施例３ａ）
　ｂ）細胞分裂間の割球位置のごくわずかな再配列は、高品質の胚を表すのに対して、目
視可能な細胞分裂間の運動は、貧弱な品質の胚を表すことが多い。（実施例３ａ）
　ｃ）細胞分裂間の細胞位置の長期の再配列（たとえば、広い割球活性度のピーク）は、
貧弱な胚品質、非同期的な細胞分裂および広範囲の断片化に関連付けられることが多い。
（実施例３ａ）
　ｄ）胚のゲノムが活性化され、蛋白質合成が母親から胚の転写物に切り替わるとき、大
部分の哺乳類では、ごくわずかな細胞運動の静止期間が観察される。この期間が、ｉ）早
発性、ｉｉ）きわめて低い活性度（＝細胞運動がほとんどない＝静止している）およびｉ
ｉｉ）早期終了である場合には、高品質の胚の確たる表示である。貧弱な品質の胚におい
て、静止期間は、遅発性であることが多く、細胞運動によって時々妨げられる。（実施例
３ｂ）。これに関連して、早いとは、好ましくは受精後３０時間以内、さらに好ましくは
受精後２７時間以内、最も好ましくは受精後２５時間以内であると理解される。
　ｅ）続いて成長を止める貧弱な品質の胚において、特定の持続的に不動の領域が観察さ
れることが多く、これは持続し、最終的に成長阻止につながる。そのような不動の領域は
、広範囲の断片化または割球の死および溶解に関連付けられる可能性がある。これらの領
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域が所与の成長期における所与の割合より大きい場合には、胚が生き残っている確率はき
わめて低い。この割合は、ある場合には少なくとも１５％であったり、別の場合には少な
くとも３５％であったりする可能性があり、これらの割合は種に特有であることが予想さ
れる。高品質の胚の場合には、各細胞質分裂事象後にすぐに続く細胞の運動性は、最初は
、全体的な胚の面にわたって分散され（すなわち、すべての割球がわずかに運動する）、
桑実期における緊密化を経て初めて、局所的な運動が見られる（実施例３ｃ）。
　ｆ）適切な時間間隔が種に特有であると予想される場合には、異なる時間間隔における
細胞運動の量は、胚の品質のよい指標である。品質関連変数は、異なる時間区分における
平均運動の比および／または異なる時間区分における標準偏差の比から計算されることが
でき、胚の選択手順は、これらの変数の値に基づいて確立されることができる。（実施例
３ｄ）。
　ｇ）第１の細胞分裂のきわめて早い始まりは、高い胚の品質の表示である。第１の細胞
分裂（および次の細胞分裂）のきわめて遅い始まりは、低品質の胚を表す。しかし、大多
数の胚の場合には、第１の細胞分裂の正確な始まりのみが胚の品質の明確な表示を提供す
るわけではない。（実施例３ｄ）
　ｈ）後期における同期細胞分裂（たとえば、２→４、４→８）は、高品質の胚の場合に
は大部分が見つけられるのに対して、非同期細胞分裂は、低品質の胚の場合に観察される
ことが多い（たとえば、２→３→４→５→６→７→８）。（実施例３ａ）
【００９７】
　以下の決定は、最高の胚の品質尺度につながる。
　・短い細胞分裂期間、短いとは１時間未満と定義される。
　・分裂間期間におけるわずかな細胞運動、わずかとは、通常の変動を超える細胞位置に
おける変化および差画像に常に寄与する小器官の運動が本質的にないことと定義される。
わずかな細胞運動は、細胞の重力の中心が静止しており（運動＜３μｍ）、細胞質の膜が
大部分は動けない（＜３μｍ）ことを示唆する。
　・第１の細胞分裂期間の早い始まり、すなわち、ヒトの胚の場合には受精後２５時間以
内（ウシの胚の場合には受精後３０時間以内）。
　・分裂間期間における細胞運動の短い期間、短いとは３時間未満と定義される。
　・時間に関して胚内の細胞運動の均一な分布、すなわち、細胞運動がより長い時間期間
（すなわち＞２４時間）にわたって観測されない場合の、胚の不活性領域／ゾーン／体積
の不在。そのような不動ゾーンは、死んだ割球または死にかけている割球または断片化に
起因する可能性があり、さらなる成長を遅らせる恐れがある。
【００９８】
　ニューラルネットワークまたは他の定量的なパターン認識アルゴリズムは、上述した複
雑な細胞運動性パターンを評価するために用いられることができる。そのようなネットワ
ークは、ＩＶＦ治療において移送するための最良の品質の胚を見つけるために用いられて
もよい。
【００９９】
　他の測定値
　胚の品質を決定するときの最終的な解析ステップは、異なる品質および成長能力を有す
る胚の類似の観察によって行われた観察との比較のほか、同一の胚において行った他の定
量的な測定値と所与の胚に関する変数値の比較を含む。これは、割球の運動性、呼吸量、
アミノ酸吸収量などのオンライン測定値との比較を含んでもよい。割球の運動性解析、呼
吸量および他の定量的な変数の組み合わせたデータ集合は、胚の選択を改善し、胎生学者
が高い信頼性で移送用の最良の胚を選定することを可能にする。
【０１００】
　したがって、一実施形態において、本発明による方法は、問題の胚を評価するために、
他の測定値と組み合わせてもよく、被移植者に移送するための要求に適った胚の選択のた
めに用いられてもよい。
【０１０１】
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　そのような他の測定値は、呼吸量、アミノ酸吸収量、運動性解析、割球運動性、モルフ
ォロジ、割球のサイズ、割球の顆粒、断片化、割球の色、極体の配向、核形成、紡錘体の
形成および完全性、および数々の他の定量的な測定値の群から選択されてもよい。呼吸測
定値は、ＰＣＴ特許ＷＯ　２００４／０５６２６５に記載したように行われてもよい。
【０１０２】
　データ媒体
　本発明はさらに、ディジタル処理デバイスのメモリに直接的にロード可能なコンピュー
タプログラムと、上述したように、本発明の方法を実行するための手段を構成するコンピ
ュータコード部分を含むデータ媒体に関する。
【０１０３】
　データ媒体は、ＥＥＰＲＯＭまたはフラッシュ型の電子カードの形状であってもよく、
磁気ディスクまたは光ディスクまたは既存のディジタル処理手段にロードされるように設
計されてもよい。
【０１０４】
　実施例１
　ＩｍａｇｅＪにおいて実装される基本プログラム
　上記で概要を述べた基本的なアルゴリズムは、このプログラムのマクロ言語を用いて画
像プログラムＩｍａｇｅＪに実装された。ＩｍａｇｅＪは、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔ
ｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ，　ＭＤ，　ＵＳＡのＷａｙｎｅ　Ｒａｓｂａｎｄによ
って開発されたパブリックドメインのフリーウェアプログラムである。このプログラムは
、ウェブサイトｈｔｔｐ：／／ｒｓｂ．ｉｎｆｏ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／ｉｊ／から自由に得
られることができる。
【０１０５】
　図２は、計算中のプログラムのグラフ出力、すなわち、反転アルゴリズムに基づいてこ
れらの画像を解析するために用いられるＩｍａｇｅＪマクロソースコードのリストの実施
例である。
【０１０６】
　材料および方法。ウシの未成熟な卵丘‐卵母細胞複合体（ＣＯＣｓ）は、食肉処理場で
取り出された卵巣から吸引され、選択され、４ウェルシャーレで２４時間成熟させた（Ｎ
ｕｎｃ、Ｒｏｓｋｉｌｄｅ、Ｄｅｎｍａｒｋ）。各ウェルには、１５％ウシの血清（ＣＳ
；　Ｄａｎｉｓｈ　Ｖｅｔｅｒｉｎａｒｙ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ、Ｆｒｅｄｅｒｉｋｓｂ
ｅｒｇ、Ｄｅｎｍａｒｋ）を補ったＴＣＭ－１９９培養液（Ｇｉｂｃｏ　ＢＲＬ、Ｐａｉ
ｓｌｅｙ、ＵＫ）で緩衝された４００μＬの重炭酸塩、１０ＩＵ／ｍＬのｅＣＧおよび５
ＩＵ／ｍＬのｈＣＧ（Ｓｕｉｇｏｎａｎ　Ｖｅｔ；　Ｉｎｔｅｒｖｅｔ　Ｓｃａｎｄｉｎ
ａｖｉａ、Ｓｋｏｖｌｕｎｄｅ、Ｄｅｎｍａｒｋ）が入れられた。胚は、加湿空気中に５
％のＣＯ２で、３８．５℃で鉱物油の下で成熟された。受精は、凍結解凍済みのパーコー
ルと選択された精子を用いて、改良した体ロード培養液内で行われた。２２時間後、卵丘
細胞は、攪拌によって除去され、発生予定の受精卵が、抗生物質（硫酸ゲンタマイシン、
１０ｍｇ／ｍｌ）および５％のＣＳを補ったアミノ酸、クエン酸およびイノシトールを有
する合成卵管流体培養液（ＳＯＦａａｃｉ）から構成される４００μＬの培地に移送され
、最大湿度で５％のＣＯ２、５％のＯ２、９０％のＮ２の大気の中で３８．５℃でインキ
ュベートされた。
【０１０７】
　インキュベータシステムは、前述の部分で詳細に記載し、試験管内の胚の培養に関して
適切であることが分かっている（Ｈｏｌｍ　ｅｔ　ａｌ．　１９９８）。簡単に言えば、
４ウェル培養シャーレが、反転型Ｎｉｋｏｎ　ＴＭＤ顕微鏡（Ｄｉａｐｈｏｔ、ＤＦＡ　
Ａ／Ｓ、Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ、Ｄｅｎｍａｒｋ）の顕微鏡ステージ（ＭｕｌｔｉＣｏｎ
ｔｒｏｌ　２０００　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｓｔａｇｅ，　Ｍａｒｚｈａｕｓｅｒ，　Ｇｅ
ｒｍａｎｙ）に配置された。空気温度制御装置（Ａｉｒ－Ｔｈｅｒｍ（ＴＭ），　Ｗｏｒ
ｌｄ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，　Ａｓｔｏｎ，　ＵＫ）によって
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調整された黒いプレキシグラスインキュベータボックスが、ステージの周囲に準備された
。底の開いたプラスチックカバーが、培養シャーレの上に配置され、加湿気体混合物が、
インキュベータボックスの内側に配置された気体洗浄瓶を通過した後、この半閉鎖培養室
に導かれた。
【０１０８】
　この培養箱は、安定した温度状態および湿度状態を提供する試験管内の胚の培養には有
用であることが既に分かっている（Ｈｏｌｍ　ｅｔ　ａｌ．　１９９８，　２００３）。
実験中、週ごとのルーチンの試験管内の胚の生成が、基本的な培養システムの完全性のた
めに制御装置として供給された。
【０１０９】
　カメラシステム。経時記録は、画像解析ソフトウェア（ＩｍａｇｅＰｒｏ（ＴＭ），　
Ｕｎｉｔ　Ｏｎｅ，　Ｂｉｒｋｅｒφｄ，　Ｄｅｎｍａｒｋ）によって管理された。画像
解析ソフトウェアは、ｘ軸、ｙ軸およびｚ軸における走査ステージの移動、接続された高
い光感度ビデオカメラ（ＷＡＴ－９０２Ｈ、Ｗａｔｅｃ、ＤＦＡ　Ａ／Ｓ、Ｃｏｐｅｎｈ
ａｇｅｎ、Ｄｅｎｍａｒｋ）の動作のほか、コンピュータハードディスクにおける経時系
列の記録および格納を制御する。
【０１１０】
　各胚の画像（合計倍率：×２６５）が、培養期間を通じて、２０分の間隔で最小の光で
連続的に記録された。記録時の間には、胚は光照射野外に移動された。
【０１１１】
　識別可能な割球に焦点を当てた受精卵に関して、以下の卵割期／胚期の第１の出現の時
間が記録された。すなわち、目視可能な凝集性の細胞集団に関する２細胞期および３～４
細胞期および桑実胚期および胞胚期、最大のコンパクトな桑実胚、胞胚の第１の拡大およ
び胞胚の崩壊である。
【０１１２】
　図３～図５は、活性度プロファイルとして画像および解析結果のデータ系列を示してい
る。
【０１１３】
　実施例２
　フィーダ細胞の単層で成長中の幹細胞における細胞分裂を定量化するための理論的な実
施例
　本発明はまた、融合性細胞層（またはフィーダ細胞の融合性層の上で成長する幹細胞の
中の細胞分裂）における時間単位当たりの面積当たりの分裂の数を検出して定量化するた
めに用いられてもよい。本発明は、細胞の境界の貧弱な描写のために、個別の細胞を検出
し、境界を定めて、計数することを実行不能にしている場合に、特に、有用である。しか
し、細胞分裂が、運動に関連付けられるため、本発明の運動解析は、他の細胞が静止した
ままであるならば、細胞分裂が誘発する運動性を反映する確率が高い。したがって、個別
の細胞が弁別されることができない場合には、細胞分裂の解析は、本発明において概要を
述べた方法によってこのように達成されることができる。
【０１１４】
　細胞分裂がまれな事象であり、画像の異なる部分にめったに同時発生しないのであれば
、方法はうまく作用する。この場合には、全体的な画像に関して導出された変数において
分離されたピークが、細胞分裂に関連付けられることになる。しかし、多くの場合には、
細胞分裂はさらに頻繁に起こり、一部の運動は、画像の異なる部分で常に生じる。それゆ
え、簡単な解決策は、細胞分裂が各部分において生じるのが比較的少ないように、画像を
より小さな部分（たとえば、２×２、３×３または４×４など）に部分分割することであ
る。各部分に関して時系列を解析するために本発明を用い、次に、画像全体に関して結果
の和を求める。
【０１１５】
　原理を示す仮想データを用いた理論的な実施例が、図６に示されている。この想像上の
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実施例において、融合性細胞培養の画像は、６０時間の間、２０分ごとに取得される。経
時画像系列は、差画像を計算し、各差画像の分散を計算することによって解析される。し
かし、検査される面積に比較的大きな数の細胞分裂の場合（すなわち、９）には、画像全
体の分散（白抜きの企業の上のグラフ）は、簡単に解釈可能ではない。しかし、画像が４
つの四分位に部分分割され、次に、各四分位が個別に解析されたとしても、各四分位が解
析された時間帯において、１～３の細胞分裂を有し、それぞれの分散グラフ（下図、黒塗
りの記号）において明確に輪郭が描かれる。各四分位において明確に画定されたピークを
計数することは、領域全体に関する細胞分裂の総数、すなわち６０時間で９分裂を与える
。
【０１１６】
　本仮想実施例は、細胞分裂が２つの区画の境界に沿って生じず、１つの分裂事象を２回
計数することがない理想的な状況を示している。しかし、隣接する四分位の両方において
結果として生じるピークが閾値未満である場合には、境界における細胞分裂はまた、省略
されてもよい。したがって、エッジ効果が、実際の値の過大評価または過小評価をもたら
し、有用な近似を明確に表す場合は、不明確である。
【０１１７】
　実施例３
　細胞集団の品質の決定：胚の品質の判定
　体外受精（ＩＶＦ）後に移植されることになっている最適な胚を決定することは、観察
された細胞分裂および関連する細胞運動のタイミング、持続時間および範囲に基づいて可
能であることが分かってきた。
【０１１８】
　したがって、第１の目的は、細胞集団における変化を決定するための上述の方法を用い
て、時間期間の間、胚を監視することを含む方法を実現することであり、前記時間期間は
、少なくとも１つの細胞分裂期間および少なくとも分裂間期間の一部を含むほど十分な長
さを有し、少なくとも１つの細胞分裂期間の長さを決定し、および／または分裂間期間中
の細胞運動を決定し、および／または分裂間期間中の細胞運動の時間期間の長さを決定し
て、それによって胚の品質尺度を得ることによって、胚の品質を決定することを目的とす
る。
【０１１９】
　得られた胚の品質尺度は、次に、妊娠および生産児を提供するために、女性の子宮への
移植に適した胚を識別して選択するために用いられてもよい。したがって、第２の目的は
、上記で定義されたように、胚の品質尺度を得て胚を監視し、最高の胚の品質尺度を有す
る胚を選択することを含む方法を実行することによって、移植に適した胚の知識に基づく
選択を可能にすることである。
【０１２０】
　実施例３ａ
　実験、観察、解析および検討
　材料および方法。ウシの未成熟な卵丘‐卵母細胞複合体（ＣＯＣｓ）は、食肉処理場で
取り出された卵巣から吸引され、選択され、４ウェルシャーレで２４時間成熟させた（Ｎ
ｕｎｃ、Ｒｏｓｋｉｌｄｅ、Ｄｅｎｍａｒｋ）。各ウェルには、１５％ウシの血清（ＣＳ
；　Ｄａｎｉｓｈ　Ｖｅｔｅｒｉｎａｒｙ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ、Ｆｒｅｄｅｒｉｋｓｂ
ｅｒｇ、Ｄｅｎｍａｒｋ）を補ったＴＣＭ－１９９培養液（Ｇｉｂｃｏ　ＢＲＬ、Ｐａｉ
ｓｌｅｙ、ＵＫ）で緩衝された４００μＬの重炭酸塩、１０ＩＵ／ｍＬのｅＣＧおよび５
ＩＵ／ｍＬのｈＣＧ（Ｓｕｉｇｏｎａｎ　Ｖｅｔ；　Ｉｎｔｅｒｖｅｔ　Ｓｃａｎｄｉｎ
ａｖｉａ、Ｓｋｏｖｌｕｎｄｅ、Ｄｅｎｍａｒｋ）が入れられた。胚は、加湿空気中に５
％のＣＯ２で、３８．５℃で鉱物油の下で成熟された。受精は、凍結解凍済みのパーコー
ルと選択された精子を用いて、改良した体ロード培養液内で行われた。２２時間後、卵丘
細胞は、攪拌によって除去され、発生予定の受精卵が、抗生物質（硫酸ゲンタマイシン、
１０ｍｇ／ｍｌ）および５％のＣＳを補ったアミノ酸、クエン酸およびイノシトールを有
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する合成卵管流体培養液（ＳＯＦａａｃｉ）から構成される４００μＬの培地に移送され
、最大湿度で５％のＣＯ２、５％のＯ２、９０％のＮ２の大気中で３８．５℃でインキュ
ベートされた。
【０１２１】
　インキュベータシステムは、前述の部分で詳細に記載し、試験管内の胚の培養に関して
適切であることが分かっている（Ｈｏｌｍ　ｅｔ　ａｌ．　１９９８）。簡単に言えば、
４ウェル培養シャーレが、反転型Ｎｉｋｏｎ　ＴＭＤ顕微鏡（Ｄｉａｐｈｏｔ、ＤＦＡ　
Ａ／Ｓ、Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ、Ｄｅｎｍａｒｋ）の顕微鏡ステージ（ＭｕｌｔｉＣｏｎ
ｔｒｏｌ　２０００　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｓｔａｇｅ，　Ｍａｒｚｈａｕｓｅｒ，　Ｇｅ
ｒｍａｎｙ）に配置された。空気温度制御装置（Ａｉｒ－Ｔｈｅｒｍ（ＴＭ），　Ｗｏｒ
ｌｄ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，　Ａｓｔｏｎ，　ＵＫ）によって
調整された黒いプレキシグラスインキュベータボックスが、ステージの周囲に準備された
。底の開いたプラスチックカバーが、培養シャーレの上に配置され、加湿気体混合物が、
インキュベータボックスの内側に配置された気体洗浄瓶を通過した後、この半閉鎖培養室
に導かれた。
【０１２２】
　この培養箱は、安定した温度状態および湿度状態を提供する試験管内の胚の培養には有
用であることが既に分かっている（Ｈｏｌｍ　ｅｔ　ａｌ．　１９９８，　２００３）。
実験中、週ごとのルーチンの試験管内の胚の生成が、基本的な培養システムの完全性のた
めの制御として実験的に行われた。
【０１２３】
　カメラシステム。経時記録は、画像解析ソフトウェア（ＩｍａｇｅＰｒｏ（ＴＭ），　
Ｕｎｉｔ　Ｏｎｅ，　Ｂｉｒｋｅｒφｄ，　Ｄｅｎｍａｒｋ）によって管理された。画像
解析ソフトウェアは、ｘ軸、ｙ軸およびｚ軸における走査ステージの移動、接続された高
い光感度ビデオカメラ（ＷＡＴ－９０２Ｈ、Ｗａｔｅｃ、ＤＦＡ　Ａ／Ｓ、Ｃｏｐｅｎｈ
ａｇｅｎ、Ｄｅｎｍａｒｋ）の動作のほか、コンピュータハードディスクにおける経時系
列の記録および格納を制御する。各胚の画像（合計倍率：×２６５）が、７日の培養期間
を通じて、３０分の間隔で最小の光で連続的に記録された。記録時の間には、胚は光照射
野から外に移動された。
【０１２４】
　経時画像系列の手動解析は、以下の卵割期／胚期の第１の出現の時間を記録することか
らなる。すなわち、目視可能な凝集性の細胞集団に関する２細胞期、４細胞期、８細胞期
、１６細胞期および桑実胚期および胞胚期、最大のコンパクトな桑実胚、胞胚の第１の拡
大、胞胚の崩壊および胞胚の孵化である
【０１２５】
　自動コンピュータ式解析は、２つの連続フレーム間の差として計算された差画像の標準
偏差を計算することからなる。整列のアーティファクトおよび他の問題を避けるために、
以下の複雑な手順が、用いられた。
　１）画像取得。（前記説明参照）。
　２）系列におけるすべての画像からアーティファクトのぼやけた参照画像を減算するこ
とによって、固定位置のアーティファクト（カメラの埃）を除去する。
　３）不正確な段階の運動を補償するための転位。整列するためのきわめて簡単な方法は
、元の差画像を元の画像の１つをずらした後に、所与の方向において１つの画素を計算し
た差画像と比較することである。転位後に計算された差画像の分散が元の差画像の分散よ
り小さい場合には、転位は、改善した整列を形成したことになる。すべての可能な転位方
向およびすべての関連する転位の大きさを体系的に試すことによって、整列された時系列
を得ることが可能である。しかし、本事例の場合には、Ｔｈｅｖｅｎａｚ　ｅｔ　ａｌ．
　１９９８によって開発された画像整列のための高度なＩｍａｇｅＪマクロを用いた。
　４）関心領域（ＲＯＩ）および外側の参照領域を識別する。ブラウン運動整列化問題な
どに起因する胚の外側の「運動」と胚の内側の細胞運動を比較することが好都合である。
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これは、大部分は、胚の輪郭を描き、胚の内側の差画像を胚の外側の類似の領域において
計算された差と比較することによって達成される。胚の輪郭を描くことは、手動で行われ
た。選定した参照領域は、胚のない画像の領域である。
　５）強度差を計算する。
　６）各差画像に関して導出された変数を計算する。複数の差変数が計算されたが、最も
参考になった変数は、差画像におけるすべての画素に関する強度の標準偏差であった。こ
の変数は、以下のほか、以下の実施例において「割球活性度」と呼ばれる。
　７）割球活性度におけるピーク形状を識別して決定する。
　８）診断的に関連する時間間隔に関する割球活性度の標準偏差および平均値を計算する
。実施例３ｄ参照。
【０１２６】
　実験設計。約２０個のウシの胚が、Ｎｕｎｃ－４ウェルシャーレの１つのウェルで７日
間、共にインキュベートされ、３０分ごとに画像取得が行われた。この実験は、合計５時
間繰り返され、９９個のウシの胚の経時画像系列が得られた。
【０１２７】
　結果：
　成長中の胚の経時画像系列の定性的な評価に基づいて（動画としてそれらを多大な時間
にわたって素早く動く様子を見て、変化に留意することによって）、それを観察した。高
品質の胚の指標は、細胞質の実際の分裂が急速に進行し、他の割球の位置の次の再配列が
、次の細胞質分裂の急激な始まりまで細胞位置の再配列がほとんどない「静止」期間に続
いて、急激に生じる急激な細胞分裂である。貧弱な品質の胚は、細胞質分裂後および細胞
質の細胞分裂間の割球位置の長期の再配列を示すことが多い。これらの観察を定量化して
、文書化するために、経時画像系列から割球活性度を計算する。
【０１２８】
　代表的な割球活性度が、「良好」胚および「不良」胚に関してそれぞれ、図７に示され
ている。「良好」と見なされた胚は、孵化胞胚まで成長されたのに対して、「不良」と見
なされた胚は、胞胚まで成長しなかった。
【０１２９】
　観察された活性度の一部は、高品質の胚の場合に観察される同期細胞分裂（たとえば、
２→４、４→８）とは対照的に、非同期細胞分裂（たとえば、２→３→４→５→６→７→
８）および断片化に起因している。図８において、４１個の胚の割球活性度が擬似ゲル画
像として表示され、運動性のピークは暗帯によって示され、不活性度は、白であり、各レ
ーンは、１つの胚に対応する。暗帯パターンまたは染みは、胚内の細胞の運動性の期間を
反映する。胞胚まで成長している「良好」胚は、胞胚期まで成長しなかった「不良」胚の
上部に示されている。さらに急峻な初期の帯（通常は３）は、良好な胚の場合に見られる
。
【０１３０】
　実施例３ｂ
　実験、観察、解析および検討
　材料および方法。実施例３ａと同様。
　結果
　哺乳類の胚における初期の蛋白質合成は、卵母細胞からの母親のｍＲＮＡを用いるが、
数回の細胞分裂後、胚のゲノムが活性化され、転写され、移植される。母親のゲノムから
胚のゲノムへの切り替えは、胚の成長における決定的なステップである。この期間は、ウ
シの場合には８細胞期で生じ、比較的長い持続時間を有するのに対し、ヒトの胚の場合に
は、切り替えは、４～８細胞期でより早くに生じ、より短い持続時間を有する。
【０１３１】
　胚のゲノムが活性化され、蛋白質合成が母親から胚の遺伝子に切り替わるとき、大部分
の哺乳類では、ごくわずかな細胞運動の静止期間が観察される。この期間が、ｉ）早発性
、ｉｉ）きわめて低い活性度（＝細胞運動がほとんどない＝静止している）およびｉｉｉ
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）早期終了である場合には、高品質の胚の確たる表示である。貧弱な品質の胚において、
静止期間は、遅発性であることが多く、細胞運動によって時々妨げられる。１３個の異な
る胚に関して実施例３ａにおいて定義された割球活性度を示すこの実施例は、図９に示さ
れている。暗帯パターンまたは染みは、胚内の細胞の運動性の期間を反映する。胞胚まで
成長している「良好」胚は、胞胚期まで成長しなかった「不良」胚の上部に示されている
。さらに急峻な初期の帯（通常は３）は、良好な胚の場合に見られる。
【０１３２】
　実施例３ｃ
　実験、観察、解析および検討
　材料および方法。実施例３ａと同様。
　結果
　続いて成長を止める貧弱な品質の胚において、特定の持続的に不動の領域が観察される
ことが多く、これは持続して、最終的に成長阻止につながる。そのような不動の領域は、
広範囲の断片化または割球の死および溶解に関連付けられるてもよい。これらの領域が所
与の成長期における所与の割合より大きい場合には、胚が生き残っている確率はきわめて
低い。高品質の胚の場合には、各細胞質分裂事象後にすぐに続く細胞の運動性は、最初は
、全体的な胚の面にわたって分散され（すなわち、すべての割球がわずかに運動する）、
桑実期における緊密化を経て、局所的な運動が初めて見られる。
【０１３３】
　図１０における左パネルなどの胞胚まで成長する胚は、一様に分散された割球活性度を
有する（実施例３ａにおいて定義される）。図１０における右パネルなどの一様に分散さ
れない割球活性度を有する胚は、胞胚まで決して成長しない。
【０１３４】
　実施例３ｄ
　実験、観察、解析および検討
　材料および方法。実施例３ａと同様。
　結果
　異なる時間間隔における細胞運動の量は、胚の品質のよい指標である。品質関連変数は
、異なる時間区分における平均運動の比および／または異なる時間区分における標準偏差
の比から計算されることができ、胚の選択手順は、これらの変数の値に基づいて確立され
ることができる。異なる区分（＝部分）の実施例が、図１１および図１２に示されている
。この事例では、部分１は、受精後３２～６０時間の時間区分であり、部分２は、受精後
６０～７５時間であり、部分３は、受精後７５～９６時間である。異なる部分における平
均割球活性度および／または割球活性度標準偏差（実施例３ａで定義される）に基づき、
胚を分類することが可能である。
【０１３５】
　本事例の場合には、下記Ｒ１及びＲ２に基づく以下に述べる選択判断基準を用いた。
・Ｒ１＝所与の胚に関する胞胚活性度パターンにおける部分１の平均胞胚活性度と部分３
の平均胞胚活性度との間の比
・Ｒ２＝所与の胚に関する胞胚活性度パターンにおける部分２の胞胚活性度の標準偏差と
部分３の胞胚活性度の標準偏差との間の比
【０１３６】
　計算は、図１３に示されている。
　Ｒ１＜１．１５およびＲ２＜０．５０の場合には、「良好」胚であり、そうでなければ
「不良」胚である。これらの判断基準を用いると、３９個の胚のうち、３６個の胚のすべ
てが続いてどのように成長したかに基づいて正確に分類された。
【０１３７】
　実施例３ｅ
　実験、観察、解析および検討
　材料および方法。実施例３ａと同様。
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　結果
　図１４は、細胞分裂の始まりの自動決定と手動決定との間の良好な対応を示している。
【０１３８】
　第１の細胞分裂のきわめて早い始まりは、高い胚の品質の表示である。第１の細胞分裂
（および次の細胞分裂）のきわめて遅い始まりは、低品質の胚を表す。しかし、大多数の
胚の場合には、図１５に示されているように、第１の細胞分裂の正確な始まりのみが胚の
品質の明確な表示を提供するわけではない。
【０１３９】
　細胞分裂の平均の始まりは、不良な胚の場合には遅れるのに対して、大きな固有標準偏
差は、極端な場合を除き、絶対値を貧弱な選択判断基準にする。たとえば、３０時間以内
の第１の分裂は、良好な胚を意味する。３５時間後の第１の分裂は、不良な胚を意味する
が、検査されたウシの胚の大部分は、容易に解釈されない中間の分裂時間を有する。
【０１４０】
　ウェブサイトｈｔｔｐ：／／ｒｓｂ．ｉｎｆｏ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／ｉｊ／から得られる
ＩｍａｇｅＪのプログラム
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ｔ　ｇｌｉｏｍａｓ：　Ａ　ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｔｗｏ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ．　ＡＪＮ
Ｒ　Ａｎ　Ｊ　Ｎｅｕｒｏｒａｄｉｏｌ　２２：７３－８２
　Ｃｈｒｉｓｔｉｎａ　Ｈｎｉｄａ　（２００４）　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－ａｓｓｉｓｔｅ
ｄ，　ｍｕｌｔｉｌｅｖｅｌ，　ｍｏｒｐｈｏｍｅｔｒｉｃ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　
ｂｉｏｍａｒｋｅｒｓ　ｏｆ　ｅｍｂｒｙｏｎｉｃ　ｑｕａｌｉｔｙ．　博士論文、　Ｕ
ｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ
　Ｈｏｌｍ　Ｐ，　Ｂｏｏｔｈ　ＰＪ　ａｎｄ　Ｃａｌｌｅｓｅｎ　Ｈ　（２００２）　
Ｋｉｎｅｔｉｃｓ　ｏｆ　ｅａｒｌｙ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏ
ｆ　ｂｏｖｉｎｅ　ｉｎ　ｖｉｖｏ－ａｎｄ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ－ｄｅｒｉｖｅｄ　ｚｙ
ｇｏｔｅｓ　ｐｒｏｄｕｃｅｄ　ａｎｄ／ｏｒ　ｃｕｌｔｕｒｅｄ　ｉｎ　ｃｈｅｍｉｃ
ａｌｌｙ　ｄｅｆｉｎｅｄ　ｏｒ　ｓｅｒｕｍ－ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　ｍｅｄｉａ．　
Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　１２３：　５５３－５６５
　Ｈｏｌｍ　Ｐ，　Ｂｏｏｔｈ　ＰＪ　ａｎｄ　Ｃａｌｌｅｓｅｎ　Ｈ　（２００３）　
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｌ　ｋｉｎｅｔｉｃｓ　ｏｆ　ｂｏｖｉｎｅ　ｎｕｃｌｅａｒ
　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ａｎｄ　ｐａｒｔｈｅｎｏｇｅｎｅｔｉｃ　ｅｍｂｒｙｏｓ．　Ｃ
ｌｏｎｉｎｇ　ａｎｄ　ｓｔｅｍ　ｃｅｌｌ　ＶｏＩ　５　ｎｕｍｂｅｒ　２
　Ｈｏｌｍ　Ｐ，　Ｓｈｕｋｒｉ　ＮＮ，　Ｖａｊｔａ　Ｇ，　Ｂｏｏｔｈ　Ｐ，　Ｂｅ
ｎｄｉｘｅｎ　Ｃ　ａｎｄ　Ｃａｌｌｅｓｅｎ　Ｈ　（１９９８）　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ
ｎｔａｌ　ｋｉｎｅｔｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ　ｃｅｌｌ　ｃｙｃｌｅｓ　ｏ
ｆ　ｂｏｖｉｎｅ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｐｒｏｄｕｃｅｄ　ｅｍｂｒｙｏｓ　ｉｎ　ｒｅ
ｌａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅｉｒ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｖｉａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｓ
ｅｘ．　Ｔｈｅｒｉｏｇｅｎｏｌｏｇｙ　５０：　１２８５－１２９９
　Ｌｕｎｄｉｎ　Ｋ，　Ｂｅｒｇｈ　Ｃ　ａｎｄ　Ｈａｒｄｅｒｓｏｎ　Ｔ　（２００１
）　Ｅａｒｌｙ　ｅｍｂｒｙｏ　ｃｌｅａｖａｇｅ　ｉｓ　ａ　ｓｔｒｏｎｇ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ　ｏｆ　ｅｍｂｒｙｏ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎ　ｈｕｍａｎ　ＩＶＦ．　Ｈｕ
ｍ　Ｒｅｐｒｏｄ　１６，２６５２－２６５７
　Ｍａｊｅｒｕｓ　Ｖ，　Ｌｅｑｕａｒｒｅ　ＡＳ，　Ｆｅｒｇｕｓｏｎ　ＥＭ，　Ｋａ
ｉｄｉ　Ｓ，　Ｍａｓｓｉｐ　Ａ，　Ｄｅｓｓｙ　Ｆ　ａｎｄ　Ｄｏｎｎａｙ　Ｉ　（２
０００）　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｍｂｒｙｏｓ　ｄｅｒｉｖｅｄ
　ｆｒｏｍ　ｃａｌｆ　ｏｏｃｙｔｅｓ：　Ｋｉｎｅｔｉｃｓ　ｏｆ　ｃｌｅａｖａｇｅ
，　ｃｅｌｌ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｉｎｎｅｒ　ｃｅｌｌ　ｍａｓｓ，　ａｎ
ｄ　ｔｒｏｐｈｅｃｔｏｄｅｒｍ　ａｎｄ　ｌｉｐｉｄ　ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ．　Ｍｏ
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ｌｅｃｕｌａｒ　ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　５７：
　３４６－３５２
　Ｍｏｔｏｓｕｇｉ　Ｎ，　Ｂａｕｅｒ　Ｔ，　Ｐｏｌａｎｓｋｉ　Ｚｂｉｇｎｉｅｗ，
　Ｓｏｌｔｅｒ　Ｄ　ａｎｄ　Ｈｉｉｒａｇｉ　Ｔ　（２００５）　Ｐｏｌａｒｉｔｙ　
ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｏｕｓｅ　ｅｍｂｒｙｏ　ｉｓ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ　ａｔ　ｂｌ
ａｓｔｏｃｙｓｔ　ａｎｄ　ｉｓ　ｎｏｔ　ｐｒｅｐａｔｔｅｒｎｅｄ．　Ｇｅｎｅｓ　
＆　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　１９：　１０８１　－１０９２
　Ｏｂｅｒｈｏｌｚｅｒ　Ｍ，　Ｏｓｔｒｅｉｃｈｅｒ　Ｍ，　Ｃｈｒｉｓｔｅｎ　Ｈ　
ａｎｄ　Ｂｒｕｈｌｍａｎｎ　Ｍ　（１９９６）　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　ｑｕａｎｔｉ
ｔａｔｉｖｅ　ｉｍａｇｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ．　Ｐｕｂｍｅｄ，　ｈｉｓｔｏｃｈｅｍ
　ｃｅｌｌ　ｂｏｉｌ　１０５：　３３３－５５
　Ｐｅｔｅｒｓｅｎ　ＣＧ，　Ｍａｕｒｉ　ＡＬ，　Ｆｅｒｒｅｉｒａ　Ｒ，　Ｂａｒｕ
ｆｆｉ　ＲＬＲ　ａｎｄ　Ｆｒａｎｃｏ　Ｊｒ　ＪＧ　（２００１）．　Ｅｍｂｒｙｏ　
ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ　ｃｌｅａｖａｇｅ　ｐａｒａｍｅｔｅ
ｒ　ｂｅｔｗｅｅｎ　２５　ａｎｄ　２７　ｈｏｕｒｓ　ａｆｔｅｒ　ＩＣＳＩ．　Ｊ　
Ａｓｓｉｓｔ　Ｒｅｐｒｏｄ　Ｇｅｎｅｔ　１８，２０９－２１２
　Ｓａｋｋａｓ　Ｄ，　Ｐｅｒｃｉｖａｌ　Ｇ，　Ｄ’ａｒｃｙ　Ｙ，　Ｓｈａｒｉｆ　
Ｋ　ａｎｄ　Ａｆｎａｎ　Ｍ　（２００１）　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　ｅａｒｌｙ
　ｃｌｅａｖｉｎｇ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｆｅｒｔｉｌｉｚｅｄ　ｈｕｍａｎ　ｅｍｂｒ
ｙｏｓ　ａｔ　ｔｈｅ　２－ｃｅｌｌ　ｓｔａｇｅ　ｂｅｆｏｒｅ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　
ｉｍｐｒｏｖｅｓ　ｅｍｂｒｙｏ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ．　Ｆｅｒｔｉｌ　Ｓｔｅｒｉｌ
　７６，１１５０－１１５６
　Ｓａｋｋａｓ　Ｄ，　Ｓｈｏｕｋｉｒ　Ｙ，　Ｃｈａｒｄｏｎｎｅｎｓ　Ｄ，　Ｂｉａ
ｎｃｈｉ　ＰＧ　ａｎｄ　Ｃａｍｐａｎａ　Ａ　（１９９８）　Ｅａｒｌｙ　ｃｌｅａｖ
ａｇｅ　ｏｆ　ｈｕｍａｎ　ｅｍｂｒｙｏｓ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｔｗｏ－ｃｅｌｌ　ｓｔａ
ｇｅ　ａｆｔｅｒ　ｉｎｔｒａｃｙｔｏｐｌａｓｍｉｃ　ｓｐｅｒｍ　ｉｎｊｅｃｔｉｏ
ｎ　ａｓ　ａｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｏｆ　ｅｍｂｒｙｏ　ｖｉａｂｉｌｉｔｙ．　Ｈ
ｕｍ　Ｒｅｐｒｏｄ　１３，１８２－１８７
　Ｓａｌｕｍｅｔｓ　Ａ，　Ｈｙｄｅｎ－Ｇｒａｎｓｋｏｇ　Ｃ，　Ｓｕｉｋｋａｒｉ　
Ａ－Ｍ，　Ｔｉｉｔｉｎｅｎ　Ａ　ａｎｄ　Ｔｕｕｒｉ　Ｔ　（２００２）　Ｔｈｅ　ｐ
ｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　ｖａｌｕｅ　ｏｆ　ｐｒｏｎｕｃｌｅａｒ　ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ
　ｏｆ　ｚｙｇｏｔｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　ｈｕｍａｎ　ｅ
ｍｂｒｙｏ　ｑｕａｌｉｔｙ．　Ｈｕｍ　Ｒｅｐｒｏｄ　１６，２１７７－２１８１
　Ｓｈｏｕｋｉｒ　Ｙ，　Ｃａｍｐａｎａ　Ａ，　Ｆａｒｌｅｙ　Ｔ　ａｎｄ　Ｓａｋｋ
ａｓ　Ｄ　（１９９７）　Ｅａｒｌｙ　ｃｌｅａｖａｇｅ　ｏｆ　ｉｎ－ｖｉｔｒｏ　ｆ
ｅｒｔｉｌｉｚｅｄ　ｅｍｂｒｙｏｓ　ｔｏ　ｔｈｅ　２－ｃｅｌｌ　ｓｔａｇｅ：　ａ
　ｎｏｖｅｌ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｏｆ　ｅｍｂｒｙｏ　ｑｕａｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｖ
ｉａｂｉｌｉｔｙ．　Ｈｕｍ　Ｒｅｐｒｏｄ　１２，１５３１－１５３６
　Ｖａｙｅｎａ　Ｅ，　Ｒｏｗｅ　ＰＪ　ａｎｄ　Ｇｒｉｆｆｉｎ　ＰＤ　（２００１）
　Ｃｕｒｒｅｎｔ　ｐｒａｃｔｉｃｅｓ　ａｎｄ　ｃｏｎｔｒｏｖｅｒｓｉｅｓ　ｉｎ　
ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ：　Ｒｅｐｏｒｔ　ｏｆ　ａ　ｍｅｅｔｉ
ｎｇ　ｏｎ　”Ｍｅｄｉｃａｌ，　Ｅｔｈｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｓｏｃｉａｌ　ａｓｐｅｃ
ｔｓ　ｏｆ　ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ”　ｈｅｌｄ　ａｔ　ＷＨＯ
　ｈｅａｄｑｕａｒｔｅｒｓ　ｉｎ　Ｇｅｎｅｖａ，　Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ．
　Ｗｉｎｄｔ　Ｍ－Ｌ，　Ｋｒｕｅｇｅｒ　ＴＦ，　Ｃｏｅｔｚｅｅ　Ｋ　ａｎｄ　Ｌｏ
ｍｂａｒｄ　ＣＪ　（２００４）　Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　
ｐｒｅｇｎａｎｃｙ　ｒａｔｅｓ　ａｆｔｅｒ　ｔｈｅ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｏｆ　ｅａ
ｒｌｙ　ｄｉｖｉｄｉｎｇ　ｅｍｂｒｙｏｓ　ｖｅｒｓｕｓ　ｓｌｏｗｅｒ　ｄｉｖｉｄ
ｉｎｇ　ｅｍｂｒｙｏｓ．　Ｈｕｍ　Ｒｅｐｒｏｄ　Ｖｏ１　１９　Ｎｏ　５　ｐｐ　１
１５５－１１６２
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【０１４２】
　書籍
　Ｊｏｈｎ　Ｃ　Ｒｕｓｓ（２００２）Ｔｈｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｈ
ａｎｄｂｏｏｋ，　ＣＲＣ　ｐｒｅｓｓ，第４版，ＩＳＢＮ：　０８４９３１１４２Ｘ
【０１４３】
　特許
　Ｂｏｎｇｉｏｖａｎｎｉ　Ｋｅｖｉｎ　Ｐａｕｌ，　Ａｕｄｉ　Ｐａｕｌ　Ｐａｔｒｉ
ｃｋ，　Ｆｏｒｔｉｎ　Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒｓ，　ＭｃＰｈｉｌｌｉｐｓ　Ｋｅｎｎ
ｅｔｈ　（２４／０２／２００５）　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｔａｒｇｅｔ　ｄｅｔｅｃｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　ｍｏｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｆｏｒｍ　ｉｍａｇｅ　ｄａｔａ．
　ＵＳ２００５０４１１０２
　Ｃｅｃｃｈｉ　Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｄ，　Ｍｅｚｅｚｉ　Ｍｏｎｉｃａ　（２４／０７／
２００３）　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｓｐｅｃｉｍｅｎ－ｃｕｌｔｕｒｉｎｇ　ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｗｉｔｈ　ｏｎｂｏａｒｄ　ｓｐｅｃｉｍｅｎ　ｄｅｖｅ
ｌｏｐｍｅｎｔ　ｓｅｎｓｏｒｓ．　ＵＳ２００３１３８９４２
　Ｇａｒａｎｋａｎｉ　Ａｒｍａｎ　Ｍ．，　Ｈａｃｋ，　Ａｎｄｒｅｗ　Ａ．，　Ｒｏ
ｂｅｒｔｓ　Ｐｅｔｅｒ，　Ｗａｌｔｅｒ，　Ｓｅａｎ　（１３／０２／２００３）　Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ，　ｃｏｍ
ｐｒｅｓｓｉｏｎ，　ａｎｄ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｐａｔｉｏ
ｔｅｍｐｏｒａｌ　ｓｉｇｎａｌｓ．　ＵＳ２００３０１８５４５０
　Ｉｗａｓａｋｉ　Ｍａｓａｈｉｒｏ，　Ｉｍａｇａｗａ　Ｔａｒｏ　（２８／０４／２
００５）　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ．　ＷＯ２００５０３９１８１
　Ｍｙｅｒｓ　Ｊａｍｅｓ　Ｃａｒｒｏｌ　（２５／０６／２００４）　Ａ　ｍｅｔｈｏ
ｄ　ｏｆ　ｓｅａｒｃｈｉｎｇ　ｒｅｃｏｒｄｅｄ　ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｉｄｅｏ　ｆｏ
ｒ　ａｒｅａｓ　ｏｆ　ａｃｔｉｖｉｔｙ　ＭＸＡ０３００３２６８，　ＵＳ６４３４３
２０（Ｂ１）
　Ｋｌｅｖｅｃｚ　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｒ．，　Ｅｃｃｌｅｓ　Ｂｅｖｅｒｌｙ　Ａ．　（０
９／０２／１９８８）　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ａｕｔｏ
ｍａｔｉｃ　ｄｉｇｉｔａｌ　ｉｍａｇｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ．　ＵＳ４７２４５４３
　Ｔａｇｏ　Ａｋｉｒａ，　Ｔｓｕｊｉｉ　Ｏｓａｍｕ　（１８／０５／２００５）　Ｒ
ａｄｉｏｇｒａｐｈｉｃ　ｉｍａｇｅ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　
ａｐｐａｒａｔｕｓ．　ＥＰ１５３１４２２
【０１４４】
　製品
　ＥｍｂｒｙｏＧｕａｒｄ：Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｉｃ　Ｔｉｍｅ－Ｌａｐｓｅ　ａｎｄ　
ｑｕａｌｉｔｙ　ａｓｓｕｒａｎｃｅ．　Ａ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｓｏｌｄ　ｂｙ　ＩＭＴ
　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，　Ｃｈｅｓｔｅｒ，　Ｅｎｇｌａｎｄ，　（ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｃｒｙｏ－ｉｍｔ．ｃｏｍ／ｅｍｂｒｙｏｇｕａｒｄ．ｈｔｍ）
　ＦｅｒｔｉＭｏｒｐｈ．　Ｅｍｂｒｙｏ　ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ　ａｎａｌｙｓｉｓ　
ｓｏｆｔｗａｒｅ．　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｅｍｂｒｙｏ　ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ
　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ａｎｄ　ｓｃｏｒｉｎｇ　ｕｓｉｎｇ　３Ｄ　ｓｔａｃｋ
ｓ　ｏｆ　ｉｍａｇｅｓ　ｒｅｃｏｒｄｅｄ　ａｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｅｍｂｒｙｏ．　Ａ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｓｏｌｄ　ｂｙ　Ｉｍａ
ｇｅ　Ｈｏｕｓｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ，　Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ，　Ｄｅｎｍａｒｋ　（ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｈｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ．ａｓｐｘ？ｉｄ
＝ｆｍｏｒｐｈ－ｐｏ）
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】受精後、８～６０時間まで２０分間隔で得られたウシの胚の経時画像の解析。差
画像は、連続フレーム間の差として計算された。図では、差画像におけるすべての画素に
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関する平均絶対強度（白丸）、強度の標準偏差（黒四角）および最大観察強度（黒三角）
が、図示されている。最大観察強度の変数は、右目盛に示され、他の変数は左目盛に示さ
れている。細胞分裂は、２８時間後、３８時間後および４８時間後に観察された。
【図２】ウシの胚の成長に関する経時系列の画像解析。一連の１６７枚の画像の解析が、
胚の成長中に２０分の間隔で得られた。結果スタックは、下に示される移動曲線を生成す
るために解析される計算された差画像を示している。すべての解析変数は、タブで区切ら
れたテキストファイルとして事後処理のために、エクスポートされる。
【図３】ウシの胚の成長の画像。１６７枚の画像が、受精後８時間から２０分間隔で得ら
れた。
【図４】差画像は、図３に示された胚の画像から計算する。受精後の時間として各画像に
関する取得時が挿入される。
【図５】図４に示される画像Ｊマクロのグラフ出力。灰色の線は標準偏差であり、黒い線
は平均絶対差強度である。
【図６】細胞の融合性単層における細胞分裂（たとえば、フィーダ／支持細胞の層で成長
する幹細胞）の検出。一番上のグラフでは、白抜きの記号によって示された領域全体の直
接解析。４つの四分位のそれぞれの解析（画像上に示される）が、下に示されている。領
域全体のグラフの解釈は困難であるのに対して、個別の細胞分裂は下に示される各四分位
において明確に観察可能である。全データは、方法原理を示すために理論的に用いられる
。
【図６－Ａ】細胞の融合性単層における細胞分裂（たとえば、フィーダ／支持細胞の層で
成長する幹細胞）の検出。４つの四分位のそれぞれの解析（画像上に示される）が、下に
示されている。領域全体のグラフの解釈は困難であるのに対して、個別の細胞分裂は下に
示される各四分位において明確に観察可能である。全データは、方法原理を示すために理
論的に用いられる。
【図７】２つの代表的なウシの胚の割球活性度。「良好」は、孵化バストキストまで成長
したのに対して「不良」は、胞胚まで成長しなかった。
【図８】受精後２４～１７５時間の４１個のウシの胚の割球活性度。割球活性度は、擬似
ゲル画像として表示され、運動性のピークは暗帯によって示され、不活性度は、白である
。各レーンは、１つの胚に対応し、各画素は、３０分以内に得られた差に対応する。
【図９】１３個の代表的なウシの胚の割球活性度。孵化バストキストまで成長した「良好
」な胚は、緑色の曲線によって表される。胞胚まで成長しなかった「不良」の胚は、赤で
示されている。Ｘ軸は、フレーム数であり、ｙ軸は、割球活性度である。画像取得は、受
精後２４時間から始まり、１時間に２フレームで続けられた。緑色の曲線は、割球活性度
の値に３０を加えることによって、表示されている。
【図１０】取得された全フレームに関する平均割球活性度（明るい領域＝高い割球活性度
、暗い領域＝低い割球活性度）。
【図１１】高品質の胞胚まで成長しなかった２１個のウシの胚の割球活性度。割球活性度
パターンを分類するために用いられる曲線の３つの部分が、示されている。
【図１２】高品質の胞胚まで成長しなかった１８個のウシの胚の割球活性度。割球活性度
パターンを分類するために用いられる曲線の３つの部分が、示されている。
【図１３】Ａ）Ｒ１＝胞胚活性度パターンにおける部分１の平均胞胚活性度と部分３の平
均胞胚活性度との比、Ｂ）Ｒ２＝胞胚活性度パターンにおける部分２の胞胚活性度の標準
偏差と部分３の胞胚活性度の標準偏差との比に基づく選択基準の適用。
【図１４】１３個の代表的な胚に関して手動で検出される細胞分裂と自動的に検出される
細胞分裂との相関。細胞分裂の約１０％は、このアルゴリズムによっては検出されなかっ
たが、その他の点では、一致はすばらしい。
【図１５】良好な胚および不良の胚に関する手動で検出された細胞分裂。
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