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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）末梢循環腫瘍細胞に結合した上皮結合成分の蛍光又は発光信号量、及び末梢循環腫
瘍細胞に結合した間葉結合成分の蛍光又は発光信号量を細胞単位で受信する手段、
（ｂ）前記受信した上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び間葉結合成分の信号量（Ｍ）から、
個々の末梢循環腫瘍細胞の上皮間葉転換の進行度を細胞単位で決定する手段、
を含むことを特徴とする、末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出装置であって、
前記手段（ｂ）における進行度が、式（１）
Ｐ＝Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）　（１）、
式（２）
Ｐ＝Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）　（２）、
式（３）
Ｐ＝Ｌｏｇ［Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）］　（３）、及び
式（４）
Ｐ＝Ｌｏｇ［Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）］　（４）
（各式中、Ｐは進行度、Ｅは上皮結合成分の信号量、Ｍは間葉結合成分の信号量である）
からなる群から選択される式で表される、検出装置。
【請求項２】
　前記上皮結合成分がサイトケラチンＥｐＣＡＭ、又はＥ－カドヘリンに特異的に結合す
る抗体であり、そして間葉結合成分がビメンチン又はＮ－カドヘリンに特異的に結合する
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抗体である、請求項１に記載の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出装置。
【請求項３】
　（ｃ）前記上皮結合成分を標識している蛍光物質が結合した粒子及び前記間葉結合抗体
を標識している蛍光物質が結合した粒子の測定によって、上皮間葉転換が開始していない
状態（０）と上皮間葉転換が終了した状態（１）との基準を設定する手段、を更に含む、
請求項１又は２に記載の末梢循環腫瘍細胞単位の悪性度の検出装置。
【請求項４】
　（ｄ）前記末梢循環腫瘍細胞の上皮間葉転換の進行度を表示する手段を更に含む、請求
項１～３のいずれか一項に記載の末梢循環腫瘍細胞単位の悪性度の検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、がん患者の末梢血から末梢循環腫瘍細胞単位の悪性度の検出方法、末梢循環
腫瘍細胞の悪性度の検出キット、及び末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、がん患者からがん細胞を取得し、そのがん細胞の遺伝子変異などの分子生物学的
解析などの細胞診断を行うことで、個々のがん患者に効く抗癌剤を選択することが重要と
なってきている。一方、がん患者の血液中には癌細胞が極低濃度で検出されることが知ら
れている。この癌細胞は、末梢循環腫瘍細胞（ｃｉｒｃｕｌａｔｉｎｇ　ｔｕｍｏｒ　ｃ
ｅｌｌ；以下、ＣＴＣと称することがある）と呼ばれている。このＣＴＣ検査は、検出さ
れるＣＴＣの数とその患者の予後との相関があるということでがんの進行度を把握するた
めに行われるようになってきた。
　ＣＴＣをがん患者の末梢血から検出することを考えると、高濃度の血球細胞群の中から
それらの濃度に対して１０００，０００，０００分の１の割合程度の非常に低濃度の細胞
を検出することになる。このため、数え落としや患者の検体間のコンタミネーションが大
きな誤診断につながる。ＣＴＣ計測としては、Ｃｅｌｌ　Ｓｅａｒｃｈシステム（米国製
）を用いて行われている例がある。この技術は、特許文献１に開示されているように、核
染色とサイトケラチン染色を行い、ＣＤ３２６抗体磁気ビーズを反応させて磁場を利用し
て浮上させた細胞に、レーザービームを走査することで蛍光イメージを取得し、人間がそ
の画像をみてＣＴＣと判断する方法である。次にＣＴＣ－ｃｈｉｐと呼ばれる技術がある
。この技術は、特許文献２に開示されているように、名刺サイズのシリコンウエハーに８
万本の微小ポストを形成したチップに血液を通し、抗ＥｐＣＡＭ抗体をコーティングした
８万本の微小ポストの全数画像認識により吸着したＣＴＣを識別計数する方法である。特
許文献３は、特許文献１の方法で検出されたＣＴＣを回収し、蛍光　ｉｎ　ｓｉｔｕ　ハ
イブリダイゼーション（ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ｉｎ　ｓｉｔｕ　ｈｙｂｒｉｄｉｚ
ａｔｉｏｎ；以下、ＦＩＳＨ法と称することがある）法によりＣＴＣの遺伝子解析を行う
方法を開示している。特許文献４と特許文献９には、使い捨てチップを用いるフローサイ
トメーターの技術を記載している。この技術によってコンタミネーションフリーの測定が
可能となっている。特許文献５は、フローセルを含む送液系が固定である従来方式のフロ
ーサイトメーターの技術内容を記載している。特許文献６は、特許文献１の方法で検出さ
れたＣＴＣを回収し、ＦＩＳＨ法によりＣＴＣのＩＧＦ－１Ｒ遺伝子の異常を評価するた
めの方法を開示している。特許文献８には、マイクロフィルターを用いて細胞サイズによ
りＣＴＣを濃縮する方法を記載している。非特許文献１は、がん細胞のみに感染するウイ
ルスを用い、そのウイルスによってがん細胞に蛍光タンパクであるＧＦＰを発現させて、
蛍光顕微鏡で検出する方式を開示している。非特許文献３には、上皮細胞由来の腫瘍にお
いて上皮間葉転換（以下、ＥＭＴと称することがある）が起こることで、がん細胞が遊離
しやすくなり、他の場所に移動しやすくなるということが示されている。このＥＭＴは１
９８０年代初めにＥｌｉｚａｂｅｔｈ　Ｈａｙらが提唱した、上皮細胞が間葉系様細胞に
形態変化する現象である。このＥＭＴの進行が、がんの転移に関係しているということを
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記載している。非特許文献２は、上皮細胞由来のＣＴＣにおいてもＥＭＴが生じているこ
とが示されている。非特許文献７は、電気泳動によるタンパク質解析によって培養細胞の
ＥＭＴについて知見を記載している。これによると細胞周期によって、サイトケラチンと
ビメンチンの発現量の比率が変化せず一定であるということである。この発現の比率は、
電気泳動による結果なので多数の細胞の集団平均の結果として求められている。
　非特許文献４は、ベクトン・ディッキンソン社製のＣＰＴ　Ｖａｃｕｔａｉｎｅｒ　ｔ
ｕｂｅｓを利用して、前立腺癌由来ＣＴＣを白血球群から分離して濃縮する方法が記載さ
れている。非特許文献５は米国ＣＹＴＯＴＲＡＣＫ社のＣＹＴＯＴＲＡＣＫシステムを開
示しており、この方法は、検出の前に特別な濃縮工程がなく、蛍光抗体ラベル後にディス
ク上にＣＴＣを含む細胞群を分布させて固定したあとに、コンパクトディスク方式でレー
ザー走査して、ディスク上のＣＴＣを検出する方式をとっている。非特許文献６に記載の
方法は、ＥｐＣＡＭを利用してＣＴＣを磁気濃縮する方法と特許文献４の装置技術を利用
してＣＴＣを検出する技術である。
【０００３】
　また、関連する製品試薬としては、以下のものが知られている。末梢血からＣＴＣを磁
気濃縮する基礎研究用試薬キットとして、ＣＤ３２６（ＥｐＣＡＭ）Ｔｕｍｏｒ　Ｃｅｌ
ｌ　Ｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（メルテニーバイオテ
ク社、カタログ番号１３０－０９０－５００）が知られている。ステムセルテクノロジー
社の上皮性細胞を磁気濃縮する試薬キット（ＨＵＭＡＮ　ＥｐＣＡＭ　ＰＯＳＩＴＩＶＥ
　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　ＫＩＴ；ステムセルテクノロジー社、カタログ番号１８３５６）
も知られている。血液中のＣＴＣを、ＣＴＣ以外の夾雑細胞である赤血球と白血球と抗体
を利用してクロスリンクさせて密度勾配遠心によりネガティブセレクションするための試
薬キット（Ｔｕｍｏｒ　Ｃｅｌｌ　Ｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔ　Ｃｏｃｋｔａｉｌ；ステムセ
ルテクノロジー社、カタログ番号１５１６７）、抗体磁気ビーズと磁石によるネガティブ
セレクションによってＣＴＣを濃縮する試薬キット（Ｔｕｍｏｒ　Ｃｅｌｌ　Ｅｎｒｉｃ
ｈｍｅｎｔ　Ｃｏｃｋｔａｉｌ；ステムセルテクノロジー社、カタログ番号１４１５２）
も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開２００２／０１７２９８７号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開２００７／００２６４６９号明細書
【特許文献３】特開２００７－１７８１９３号公報
【特許文献４】特開２０１０－１８１３４９号公報
【特許文献５】特開２００６－２９９２１号公報
【特許文献６】特表２０１１－５１５１０９号公報
【特許文献７】国際公開第２０１１／０８６９９０号
【特許文献８】米国特許出願公開２００６／０２５４９７２号明細書
【特許文献９】特開２０１０－１４４１６号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】「ザ・ジャーナル・オブ・クリニカル・インベスティゲーション（Ｔｈ
ｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ）」２００
９年（米国）第１１９巻、ｐ．３１７２－３１８１
【非特許文献２】「ブレスト・キャンサー・リサーチ（Ｂｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒ
ｅｓｅａｒｃｈ）」２０１１年（英国）第１３巻、Ｒ５９
【非特許文献３】「ジャーナル・オブ・マンマリー・グランド・バイオロジー・アンド・
ネオプラジア（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｍｍａｒｙ　Ｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　
ａｎｄ　Ｎｅｏｐｌａｓｉａ）」２０１０年（独国）第１５巻、ｐ．１１７－１３４
【非特許文献４】「ジャーナル・オブ・クリニカル・オンコロジー（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏ
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ｆ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｏｎｃｏｌｏｇｙ」２０１１年（米国）第２９巻（ｓｕｐｐｌ　
７；ａｂｓｔｒ４１）
【非特許文献５】「サイトトラック・ポスター（ＣｙｔｏＴｒａｃｋ　Ｐｏｓｔｅｒ）」
２００９年、Ａ３．ｐｄｆ、インターネット（http://ing.dk/modules/fsArticle/downlo
ad.php?fileid=550）
【非特許文献６】「サイトメトリー・パートＡ（Ｃｙｔｏｍｅｔｒｙ　Ｐａｒｔ　Ａ）」
２０１１年（米国）第７９Ａ巻、ｐ．１０７－１１７
【非特許文献７】「ザ・ジャーナル・オブ・セル・バイオロジー（Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａ
ｌ　ｏｆ　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ）」１９８４年（米国）第９９巻、ｐ．１４２４－
１４３３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＣＴＣを検出及び計数する方法は、１０９個／ｍＬの高濃度の赤血球と白血球の夾雑細
胞群から１個／ｍＬ程度のＣＴＣを検出及び計数しなければならない。
　第１の課題は、以下の上皮間葉転換を起こしたＣＴＣのＥｐＣＡＭによる検出に関する
問題である。
　特許文献１に開示されている方法は、ＥｐＣＡＭを利用したＣＴＣ濃縮方法を採用して
いる。しかしながら、非特許文献２に報告されているように、上皮性がん細胞由来のＣＴ
Ｃは上皮間葉転換（ＥＭＴ）を起こすことが報告されている。上皮間葉転換を起こすと、
集団を形成している癌細胞が単細胞で遊走することが可能になり、がんが転移しやすくな
ると考えられている。そして、ＥＭＴによりＥｐＣＡＭ発現が低下するため、ＥｐＣＡＭ
を利用してＣＴＣを濃縮して検出する方法では、ＥＭＴが進行した悪性度の高く転移しや
すいＣＴＣほど検出が困難である。
【０００７】
　第２の課題は、以下のＣＴＣにおける上皮間葉転換の発生の割合による癌の進行度の評
価に関する問題である。
　現在、患者の末梢血に含まれるＣＴＣの検出される数（密度）と患者の予後との相関に
より、ＣＴＣの数（密度）が多いほどがんが進行していると判断されている。しかしなが
ら、非特許文献２で示されたように、がん転移が起こっている患者は初期のがん患者より
ＥＭＴが発生しているＣＴＣの比率が多いということが示されている。従って患者の予後
は、ＣＴＣの数（密度）以外に、ＥＭＴが生じているＣＴＣの割合が関係していることが
考えられる。すなわち、個々のＣＴＣのＥＭＴに関する評価が重要と考えられる。ＣＴＣ
のＥＭＴの有無の評価方法は、非特許文献２に記載されているように、サイトケラチン（
ＣＫ）とビメンチン（Ｖｉｍｅｎｔｉｎ）の２重の蛍光染色を行い、蛍光顕微鏡画像によ
り、ＣＴＣがＣＫの他にＶｉｍｅｎｔｉｎも蛍光染色されているかどうかで、ＥＭＴの有
無を判断している。この報告によれば、初期のがん患者の７０％以上のＣＴＣでＥＭＴが
生じており、そして転移がん患者のＣＴＣの１００％でＥＭＴが発生していることを報告
している。しかしながら、がん患者のＣＴＣは７０％以上でＥＭＴが生じているので、Ｅ
ＭＴが生じているＣＴＣの割合に基づいて、がん転移が起こっているか否かどうか判断す
ることは困難である。なぜならば、ＣＴＣの検出数はそもそも７ｍＬの末梢血中のＣＴＣ
数は１０個程度であるのが一般的で、ポアッソン分布による統計誤差を考えると、１０個
程度のＣＴＣ計数値にはそれ自体に±３０％程度の誤差を含んでいる。この±３０％の精
度で、ＥＭＴが生じているＣＴＣ数の割合が７０％（初期がん患者）から１００％（がん
転移患者）までの変動を議論することは不可能である。
　すなわち、初期のがん患者においても末梢循環腫瘍細胞の７０％でＥＭＴが生じている
ため、末梢循環腫瘍細胞におけるＥＭＴの発生の割合から、癌の進行度又は癌の悪性度を
評価することは非常に困難であった。また、非特許文献７に記載されているＥＭＴの評価
方法は、細胞数が少ないので末梢循環腫瘍細胞に適用することは不可能である。
　本発明の目的は、癌の転移、癌の進行度、又は癌の悪性度を正確に判断できる評価方法



(5) JP 6485759 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、末梢循環腫瘍細胞を用いた評価方法について、鋭意研究した結果、驚く
べきことに、個別の末梢循環腫瘍細胞における上皮系細胞に発現するマーカー（例えば、
サイトケラチン）の発現量及び間葉系細胞に発現するマーカー（例えば、ビメンチン）の
発現量を測定し、ＥＭＴインデックスで表すことにより、癌の転移、癌の進行度、又は癌
の悪性度を正確に診断できることを見出した。
　本発明は、こうした知見に基づくものである。
【０００９】
　従って、本発明は、
［１］（ａ）末梢循環腫瘍細胞を含む可能性のある被検試料と、上皮系細胞に発現するマ
ーカーと特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標識された上皮結合成分及び間葉系細胞
に発現するマーカーと特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標識された間葉結合成分と
を接触させる工程、（ｂ）末梢循環腫瘍細胞に結合した上皮結合成分の蛍光又は発光信号
及び間葉結合成分の蛍光又は発光信号を、個々の細胞について検出する工程、及び（ｃ）
上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び間葉結合成分の信号量（Ｍ）から、末梢循環腫瘍細胞の
上皮間葉転換の進行度を決定する工程、を含むことを特徴とする、末梢循環腫瘍細胞単位
の悪性度の検出方法、
［２］前記工程（ａ）の前又は後に、（ｄ）被検試料中の赤血球及び／又は白血球を除去
する工程を更に含む、［１］に記載の末梢循環腫瘍細胞単位の悪性度の検出方法、
［３］前記工程（ａ）において、末梢循環腫瘍細胞を含む可能性のある被検試料と、白血
球に発現するマーカーと特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標識された白血球結合成
分を接触させることを含む、［１］又は［２］に記載の末梢循環腫瘍細胞単位の悪性度の
検出方法、
［４］前記検出工程（ｂ）において、蛍光又は発光信号をフローサイトメーター又はイメ
ージアナライザーにより検出する、［１］～［３］のいずれかに記載の末梢循環腫瘍細胞
単位の悪性度の検出方法、
［５］前記工程（ｃ）における進行度が、式（１）
Ｐ＝Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）　（１）、
式（２）
Ｐ＝Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）　（２）、
式（３）
Ｐ＝Ｌｏｇ［Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）］　（３）、及び
式（４）
Ｐ＝Ｌｏｇ［Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）］　（４）
（各式中、Ｐは進行度、Ｅは上皮結合成分の信号量、Ｍは間葉結合成分の信号量である）
からなる群から選択される式で表される、［１］～［４］のいずれかに記載の末梢循環腫
瘍細胞単位の悪性度の検出方法、
［６］（ｅ）前記上皮結合成分を標識している蛍光物質が結合した粒子及び前記間葉結合
抗体を標識している蛍光物質が結合した粒子の測定によって、上皮間葉転換が開始してい
ない状態（０）と上皮間葉転換が終了した状態（１）との基準を設定する工程、を更に含
む、［１］～［５］のいずれかに記載の末梢循環腫瘍細胞単位の悪性度の検出方法、
［７］前記工程（ｅ）を工程（ｂ）及び（ｃ）と同時に行う、［６］に記載の末梢循環腫
瘍細胞単位の悪性度の検出方法、
［８］前記上皮結合成分がサイトケラチン、ＥｐＣＡＭ、又はＥ－カドヘリンに特異的に
結合する抗体又はアプタマーであり、そして間葉結合成分がビメンチン、又はＮ－カドヘ
リンに特異的に結合する抗体又はアプタマーである、［１］～［７］のいずれかに記載の
末梢循環腫瘍細胞単位の悪性度の検出方法、
［９］（ａ）上皮系細胞に発現するマーカーに特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標
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識された上皮結合抗体、及び（ｂ）間葉系細胞に発現するマーカーに特異的に結合する蛍
光標識又は発光酵素標識された間葉結合抗体、を含む末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出キ
ット、
［１０］（ｃ）白血球に発現するマーカーと特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標識
された白血球結合抗体；及び／又は（ｄ）前記上皮結合抗体を標識している蛍光物質又は
発光酵素が結合した粒子、及び（ｅ）前記間葉結合抗体を標識している蛍光物質又は発光
酵素が結合した粒子、を更に含む［９］に記載の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出キット
、
［１１］前記上皮結合抗体がサイトケラチン、ＥｐＣＡＭ、又はＥ－カドヘリンに特異的
に結合する抗体であり、そして間葉結合抗体がビメンチン、又はＮ－カドヘリンに特異的
に結合する抗体である、［９］又は［１０］に記載の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出キ
ット、
［１２］上皮系細胞に発現するマーカーに特異的に結合する上皮結合抗体及び／又は間葉
系細胞に発現するマーカーに特異的に結合する間葉結合抗体の、末梢循環腫瘍細胞の悪性
度の検出キットの製造のための使用、
［１３］前記上皮結合抗体がサイトケラチン、ＥｐＣＡＭ、又はＥ－カドヘリンに対する
抗体であり、そして前記間葉結合抗体が、ビメンチン、又はＮ－カドヘリンに対する抗体
である、［１２］に記載の使用、
［１４］（ａ）末梢循環腫瘍細胞に結合した上皮結合成分の蛍光又は発光信号量、及び末
梢循環腫瘍細胞に結合した間葉結合成分の蛍光又は発光信号量を細胞単位で受信する手段
、（ｂ）前記受信した上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び間葉結合成分の信号量（Ｍ）から
、末梢循環腫瘍細胞の上皮間葉転換の進行度を細胞単位で決定する手段、を含むことを特
徴とする、末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出装置、
［１５］　前記手段（ｂ）における進行度が、式（１）
Ｐ＝Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）　（１）、
式（２）
Ｐ＝Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）　（２）、
式（３）
Ｐ＝Ｌｏｇ［Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）］　（３）、及び
式（４）
Ｐ＝Ｌｏｇ［Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）］　（４）
（各式中、Ｐは進行度、Ｅは上皮結合成分の信号量、Ｍは間葉結合成分の信号量である）
からなる群から選択される式で表される、［１４］に記載の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の
検出装置、
［１６］前記上皮結合成分がサイトケラチンＥｐＣＡＭ、又はＥ－カドヘリンに特異的に
結合する抗体であり、そして間葉結合成分がビメンチン又はＮ－カドヘリンに特異的に結
合する抗体である、［１４］又は［１５］に記載の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出装置
、
［１７］細胞を計測する方法において、個々の細胞に発現している複数の分子の数量を細
胞単位で評価し、それらの複数の分子の数量を用いて個々の細胞が有する特性量を定量化
し表示することを特徴とする細胞評価方法、
［１８］個々の細胞で計測する複数の分子の量は、上皮系細胞に発現するマーカーの量（
Ｅ）と間葉系細胞に発現するマーカーの量（Ｍ）であって、細胞の特性量とは上皮間葉転
換の進行度であってＥとＭの式で指数化した量である［１７］に記載の細胞評価方法、
［１９］細胞を計測する細胞評価装置において、個々の細胞に発現している複数の分子の
数量を細胞単位で評価し、それらの複数の分子の数量を用いて個々の細胞が有する特性量
を定量化し表示することを特徴とする細胞評価装置、又は
［２０］個々の細胞で計測する複数の分子の量は、上皮系細胞に発現するマーカーの量（
Ｅ）と間葉系細胞に発現するマーカーの量（Ｍ）であって、細胞の特性量とは上皮間葉転
換の進行度であってＥとＭの式で指数化した量である［１９］に記載の細胞評価装置、
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に関する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法によれば、癌の転移、癌の進行度、又は
癌の悪性度を正確に判断することができる。具体的には、本発明の検出方法は、癌摘出後
のがん転移の発生の予測、又は癌の進行度のモニタリングに用いることができる。更に、
本発明によれば、抗癌剤投与後のＣＴＣ数の測定及びＣＴＣにおけるＥＭＴの進行度の評
価によって、抗癌剤の治療効果のモニタリングに用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】測定データからＣＴＣのＥＭＴインデックスを導出するまでの解析過程を示す図
である。前方散乱信号（ＦＳ）と側方散乱信号（ＳＳ）による散布図（ａ）、ＦＩＴＣに
対応するＦＬ１とＡＬＥＸＡ７００に対応するＦＬ４の散布図（ｂ）、７－ＡＡＤの核染
色のスペクトル（ＦＬ３）とＡＬＥＸＡ７００のスペクトル（ＦＬ４）とで展開した散布
図（ｃ）、ＦＬ１とＦＬ２を用いてＥＭＴインデックスを計算したグラフ（ｄ）を示す。
【図２】末梢血に混在したセルラインＡ５４９について評価したＥＭＴインデックスのヒ
ストグラムを示す図である。
【図３】（Ａ）ＥＭＴインデックスと蛍光信号強度との関係を示したものである。（Ｂ）
ＥＭＴインデックスにおけるＥＭＴ進行度ゼロの場合とＥＭＴ進行度１００％の場合のヒ
ストグラムである。
【図４】各種セルラインを健常人の末梢血に混入して、それぞれの検出効率を評価した結
果である。ＥｐＣＡＭの発現がゼロのセルラインでも検出可能あり、ＥＭＴが進行してい
るＣＴＣでも検出可能であることを示している。
【図５】ＥＭＴインデックスの評価結果を、がん転移の可能性の診断に適用する場合の例
を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［１］末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法
　本発明の末梢循環腫瘍細胞単位の悪性度の検出方法は（ａ）末梢循環腫瘍細胞を含む可
能性のある被検試料と、上皮系細胞に発現するマーカーと特異的に結合する蛍光標識又は
発光酵素標識された上皮結合成分及び間葉系細胞に発現するマーカーと特異的に結合する
蛍光標識又は発光酵素標識された間葉結合成分とを接触させる工程、（ｂ）末梢循環腫瘍
細胞に結合した上皮結合成分の蛍光又は発光信号及び間葉結合成分の蛍光又は発光信号を
個々の細胞について検出する工程、及び（ｃ）上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び間葉結合
成分の信号量（Ｍ）から、末梢循環腫瘍細胞の上皮間葉転換の進行度を決定する工程、を
含む。
　本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法は、更に前記工程（ａ）の前又は後に、
（ｄ）被検試料中の赤血球及び／又は白血球を除去する工程を含んでもよい。
【００１３】
　本発明の検出方法は、癌の転移の検出（診断）方法、癌の進行度の検出（診断）方法、
又は癌の治療効果のモニタリング方法（特には、抗癌剤の治療効果のモニタリング方法）
として用いることもできる。
【００１４】
《接触工程（ａ）》
　本発明の検出方法における接触工程（ａ）は、末梢循環腫瘍細胞を含む可能性のある被
検試料と、上皮系細胞に発現するマーカーと特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標識
された上皮結合成分及び間葉系細胞に発現するマーカーと特異的に結合する蛍光標識又は
発光酵素標識された間葉結合成分とを接触させるものである。
【００１５】
（上皮系細胞マーカー）
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　上皮系細胞に発現するマーカー（以下、上皮系細胞マーカーと称する）は、末梢循環腫
瘍細胞に発現される限り、特に限定されるものではなく、例えば上皮系細胞の表面タンパ
ク質又は糖を挙げることができる。より具体的には、サイトケラチン、ＥｐＣＡＭ、Ｅ－
カドヘリンを上皮系細胞マーカーとして用いることができるが、特にはサイトケラチンが
好ましい。サイトケラチンとしては、ＣＫ１、ＣＫ４、ＣＫ５、ＣＫ８、ＣＫ１０、ＣＫ
１４、ＣＫ１５、ＣＫ１６、ＣＫ１８、及びＣＫ１９からなる群から選択される少なくと
も１つのサイトケラチンを用いることができるが、好ましくはこれらの２つ以上の組み合
わせを用いることが好ましい。また、サイトケラチンとＥｐＣＡＭとＥ－カドヘリンを共
通の蛍光標識を行って、それら発現量の合計を上皮系細胞に発現するマーカーの発現量と
することも可能である。組合せは自由であるが、サイトケラチンを含むのが好ましい。
【００１６】
（上皮結合成分）
　前記上皮系細胞マーカーに、特異的に結合する上皮結合成分は、上皮系細胞マーカーに
結合することができる限り、特に限定されるものではなく、例えば抗体、抗体フラグメン
ト、抗原、ＤＮＡ、ＲＮＡ、受容体、受容体に対するリガンド、酵素、酵素に対するリガ
ンド、酵素アナログ、酵素アナログの元となる酵素の基質、レクチン、又は糖を挙げるこ
とができる。具体的には、前記上皮系細胞マーカーがタンパク質の場合、抗体、抗体フラ
グメント、受容体に対するリガンド、酵素に対するリガンド、ＤＮＡ（例えば、アプタマ
ー）、又はＲＮＡを用いることができる。また、前記上皮系細胞マーカーが糖の場合、抗
体、抗体フラグメント、又はレクチンを挙げることができる。
【００１７】
（間葉系細胞に発現するマーカー）
　間葉系細胞に発現するマーカー（以下、間葉系細胞マーカーと称する）は、末梢循環腫
瘍細胞に発現される限り、特に限定されるものではなく、例えば間葉系細胞の表面タンパ
ク質又は糖を挙げることができる。より具体的には、ビメンチン、ツイスト（Ｔｗｉｓｔ
）、又はＮ－カドヘリンを間葉系細胞マーカーとして用いることができる。また、ビメン
チンとツイストとＮ－カドヘリンを共通の蛍光色で標識を行って、それら発現量の合計を
間葉系細胞に発現するマーカーの発現量とすることも可能である。組合せは自由であるが
、ビメンチンを含むことがのぞましい。
【００１８】
（間葉結合成分）
　前記間葉系細胞マーカーに、特異的に結合する間葉結合成分は、間葉系細胞マーカーに
結合することができる限り、特に限定されるものではなく、例えば抗体、抗体フラグメン
ト、抗原、ＤＮＡ、ＲＮＡ、受容体、受容体に対するリガンド、酵素、酵素に対するリガ
ンド、酵素アナログ、酵素アナログの元となる酵素の基質、レクチン、又は糖を挙げるこ
とができる。具体的には、前記間葉系細胞マーカーがタンパク質の場合、抗体、抗体フラ
グメント、受容体に対するリガンド、酵素に対するリガンド、ＤＮＡ（例えば、アプタマ
ー）、又はＲＮＡを用いることができる。また、前記間葉系細胞マーカーが糖の場合、抗
体、抗体フラグメント、又はレクチンを挙げることができる。
【００１９】
（抗体又は抗体フラグメント）
　前記上皮結合成分又は間葉結合成分として用いる抗体は、特に限定されないが、例えば
、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、組換え抗体、又はそれらの抗体の抗原結合
部位を有する抗体フラグメントなどを挙げることができる。抗体フラグメントとしては、
例えば、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆａｂ’、Ｆａｂ、又はＦｖ等を挙げることができる。これら
の抗体フラグメントは、例えば、抗体を常法によりタンパク質分解酵素（例えば、ペプシ
ン又はパパイン等）によって消化し、続いて、常法のタンパク質の分離精製の方法により
精製することにより、得ることができる。
【００２０】
（蛍光標識又は発光酵素標識）
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　前記上皮結合成分及び間葉結合成分は、蛍光標識又は発光酵素標識されているものが好
ましい。蛍光標識に用いる蛍光物質は、特に限定されるものではないが、例えば、ＡＭＣ
Ａ、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｏｕｒ　３５０、Ｍｕｒｉｎａ　Ｂｌｕｅ、Ｃａｓｃａｄｅ　Ｂｌ
ｕｅ、Ｃａｓｃａｄｅ　Ｙｅｌｌｏｗ、Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｂｌｕｅ、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｏ
ｕｒ　４０５、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｏｕｒ　４８８、Ｑｄｏｔ（Ｒ）６０５、ＦＩＴＣ、Ｐ
Ｅ／ＲＤ１、ＥＣＤ／ＰＥ－ＴｅｘａｓＲｅｄ、ＰＣ５／ＳＰＲＤ／ＰＥ－Ｃｙ５、ＰＣ
５．５／ＰＥ－Ｃｙ５．５、ＰＥ　Ａｌｅｘａ　Ｆｌｏｕｒ　７５０、ＰＣ７／ＰＥ－Ｃ
ｙ７、ＴＲＩＴＣ、Ｃｙ３、Ｔｅｘａｓ　Ｒｅｄ、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｏｕｒ　６４７、Ａ
ｌｅｘａ　Ｆｌｏｕｒ　７００、Ｃｙ５、Ｃｙ５．５、ＡＰＣ、ＡＰＣ７／ＡＰＣ－Ｃｙ
７、ＡＰＣ　Ａｌｅｘａ　Ｆｌｏｕｒ　７５０、を挙げることができる。
　また、発光酵素も特に限定されるものではないが、ルシフェラーゼを挙げることができ
る。ルシフェラーゼの由来も特に限定されるものではなく、ホタル由来、細菌由来のルシ
フェラーゼを挙げることができる。発光酵素はその酵素に特異的な基質と反応することに
よって発光する。従って後述のイメージアナライザーによる解析で用いることが望ましい
。発光酵素の基質は、それぞれの発光酵素に特異的なものを用いればよく、適宜選択する
ことが可能であるが、ルシフェラーゼの場合、それぞれのルシフェラーゼに基質特異性を
有するルシフェリンを用いることができる。
【００２１】
（白血球の蛍光又は発光染色）
　本発明の接触工程（ａ）においては、末梢循環腫瘍細胞を含む可能性のある被検試料と
、白血球に発現するマーカーと特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標識された白血球
結合成分を接触させることを含んでもよい。
　白血球に発現するマーカーを蛍光染色することにより、末梢循環腫瘍細胞と白血球とを
、後述の検出工程において、フローサイトメーター又はイメージアナライザーで確実に分
別することが可能であり、末梢循環腫瘍細胞の検出の確度を挙げることができるからであ
る。
　白血球に発現するマーカーは、白血球に特異的に発現しているマーカーであれば、特に
限定されるものではないが、例えばＣＤ４５、ＣＤ２、ＣＤ３、ＣＤ４、ＣＤ５、ＣＤ８
、ＣＤ１０、ＣＤ１１ｂ、ＣＤ１４、ＣＤ１５、ＣＤ１６、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ２
４、ＣＤ２５、ＣＤ２７、ＣＤ２９、ＣＤ３３、ＣＤ３６、ＣＤ３８、ＣＤ４１、ＣＤ４
５、ＣＤ４５ＲＡ、ＣＤ４５ＲＯ、ＣＤ５６、ＣＤ６６ｂ、ＣＤ６６ｅ、ＣＤ６９、又は
ＣＤ１２４を挙げることができ、特にはＣＤ４５が好ましい。ＣＤ４５マーカーは、ほと
んどの白血球に存在しているからである。また、マーカーと特異的に結合する白血球結合
成分も、特に限定されるものではないが、例えば抗体、抗体フラグメント、抗原、ＤＮＡ
、ＲＮＡ、受容体、受容体に対するリガンド、酵素、酵素に対するリガンド、酵素アナロ
グ、酵素アナログの元となる酵素の基質、レクチン、又は糖を挙げることができるが、抗
体又は抗体フラグメントが好ましい。
　白血球結合成分として、抗体を用いる場合は、限定されるものではないが、前記「（抗
体又は抗体フラグメント）」に記載のものを用いることが可能である。また、白血球結合
成分を標識する蛍光標識又は発光酵素標識は、限定されるものはないが、前記「（蛍光標
識又は発光酵素標識）」の欄に記載のものを用いることができる。
【００２２】
（核染色）
　更に、本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法においては、被検試料中の細胞を
核染色してもよい。核染色を行うことによって、末梢循環腫瘍細を膜断片などと区別して
的確に区別することができるからである。
【００２３】
（被検試料）
　本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法において、用いる被検試料としては、癌
の疑いのある患者の被検試料であれば特に限定されるものではない。すなわち、末梢循環
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腫瘍細胞を含む可能性のある被検試料であれば限定されない。具体的には、末梢循環腫瘍
細胞を含む可能性のある生体由来の液体試料であり、例えば、血液、尿、リンパ液、組織
液、髄液、腹水、胸水を挙げることができる。採血で簡単に採取できるという点から末梢
血がのぞましい。
　また、被検試料を採取される対象の癌は、上皮性腫瘍であり、この種の癌としては、膀
胱癌、乳癌、大腸癌、直腸癌、腎臓癌、肝臓癌、肺癌、小細胞肺癌、食道癌、胆嚢癌、卵
巣癌、膵臓癌、胃癌、子宮頸部癌、甲状腺癌、前立腺癌、扁平上皮癌、皮膚癌、十二指腸
癌、腟癌、又は脳腫瘍を挙げることができる。
【００２４】
　本明細書において、末梢循環腫瘍細胞はがん患者の血液中に極低濃度で検出される癌細
胞を意味し、「血液循環腫瘍細胞」又は単に「循環腫瘍細胞」とも称される。
　本発明において検出される末梢循環腫瘍細胞は、特に限定されるものではないが、上皮
性癌由来のものが好ましく、上皮間葉転換（ＥＭＴ）を起こすものが好ましい。末梢循環
腫瘍細胞の癌細胞の半減期は１～２．４時間との報告もあり、多くはアポトーシスで死滅
する。従って、血液細胞１０９個／ｍＬに対して、数個～数十個程度しか存在しない。
【００２５】
《検出工程（ｂ）》
　検出工程（ｂ）において、末梢循環腫瘍細胞に結合した上皮結合成分の蛍光又は発光信
号及び間葉結合成分の蛍光又は発光信号を検出するものである。
　個別の末梢循環腫瘍細胞について、上皮系細胞マーカー及び間葉系細胞マーカーに結合
した蛍光又は発光信号を測定する。上皮系細胞マーカーの蛍光又は発光信号が一定の閾値
以上有することが、末梢循環腫瘍細胞として検出するための条件である。
【００２６】
　末梢循環腫瘍細胞における蛍光又は発光信号を検出する場合は、個別の細胞を識別でき
る装置が必要であり、例えばフローサイトメーター、又はイメージアナライザーを用いる
ことができる。
【００２７】
（フローサイトメーターを用いる場合の測定）
　特に、使い捨てマイクロ流路チップを用いたフローサイトメーターは、検体間のクロス
コンタミネーションを防止することができる点で好ましい。また、低密度のＣＴＣの蛍光
信号を個々に高速で行うことができる。従って、特許文献４や特許文献９に開示した様に
、使い捨てマイクロ流路チップによりコンタミネーションフリーを実現するフローサイト
メーターにより計測を行うことが好ましい。フローサイトメーターの場合は、蛍光染色し
た細胞が測定対象となる。さらにその測定データは細胞単位の蛍光強度であるために、細
胞単位の上皮間葉転換の進行度の定量化に、その信号強度を用いることができる点が、次
のイメージアナライザーの場合とは異なる点である。
【００２８】
（イメージアナライザーを用いる場合の測定）
　イマージアナライザーは、蛍光染色した細胞または自発光する様に染色した細胞が測定
対象であり、細胞の蛍光強度分布又は発光強度分布発光信を計測する。イメージアナライ
ザーはフローサイトメーターとは異なり、その測定データは一定範囲に複数個の細胞を含
む光強度分布イメージである。細胞単位の信号定量化には画像認識による細胞輪郭抽出機
能が必要である。具体的には、細胞輪郭の内側の上皮結合成分の蛍光強度分布の積分量と
間葉結合成分の蛍光強度分布の積分量とを求める。次の工程の上皮間葉転換の進行度の定
量化を行う場合は、上記の積分量が必要である。
【００２９】
《進行度決定工程（ｃ）》
　進行度決定工程（ｃ）は、上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び間葉結合成分の信号量（Ｍ
）によって、末梢循環腫瘍細胞の上皮間葉転換の進行度を定量化するものである。
　上皮結合成分の信号量（Ｅ）は、上皮系細胞マーカーの末梢循環腫瘍細胞における発現
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量を表し、そして間葉結合成分の信号量（Ｍ）は間葉系細胞マーカーの末梢循環腫瘍細胞
における発現量を表す。従って、上皮間葉転換の進行度を上皮系細胞マーカーの発現量と
、間葉系細胞マーカーの発現量とを用いて定量化することに対応する。
【００３０】
（ＥＭＴ進行度の定量化方法）
　ＥＭＴ進行度は、上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び間葉結合成分の信号量（Ｍ）を用い
て、信号量Ｅが信号量Ｍに割合が変化する指数で示すものであれば、特に限定されるもの
ではない。信号量Ｅが信号量Ｍに割合が多いほど数値が多くなる指数を、本明細書におい
てＥＭＴインデックス（Ｐ）と称する。例えば「Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）」がのぞましい。
　従って、ＥＭＴインデックス（Ｐ）としては、
式（１）
Ｐ＝Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）　（１）
を挙げることができる。
　Ｐは値の上限と下限が０から１の範囲で規格化されているメリットがある。これに対し
て例えば、Ｐとして「Ｍ／Ｅ」で定義した場合を考えると、この量はゼロから無限大まで
変化するが、Ｅの値がゼロに近いほどすなわち測定の検出限界に近い不正確な測定データ
ほど大きくなるという結果となるので、診断用の指数としては適さない。また、ＥＭＴの
進行度を示す指数としては、次の式で定義することもできる。
式（２）
Ｐ＝Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）　（２）
　この場合は、値１がＥＭＴが発生していないことを対応する。同様にこのＰの値も上限
と下限が決っているというメリットがある。また、このＰを対数スケールで示しても良い
。
【００３１】
　具体的に、後述の実施例に従って、ＥＭＴインデックス（Ｐ）を説明する。
　Ｐ＝［（ＣＴＣのＶｉｍｅｎｔｉｎ発現量）／（（ＣＴＣのＣＫ発現量）＋（ＣＴＣの
Ｖｉｍｅｎｔｉｎ発現量））］
　このＰは、ＥＭＴが発生していない場合はゼロであって、Ｖｉｍｅｎｔｉｎ発現量が増
大すると１に近づく量であり、ＥＭＴの進行度を示す量として下限値がゼロで上限値が１
に規格化した量である。そのため診断基準を異なる装置による結果に対して共通に設定す
る指数として都合が良い。
　このＥＭＴインデックスの計測は、実際の手順は以下の様に行う。すなわちＣＫを抗Ｃ
Ｋ抗体ＦＩＴＣラベルで染色し、その蛍光を波長範囲が５１０ｎｍから５５０ｎｍで検出
した信号強度をＦＬ１とし、Ｖｉｍｅｎｔｉｎを抗Ｖｉｍｅｎｔｉｎ抗体ＰＥラベルで染
色し、その蛍光を波長範囲が５５０ｎｍから６００ｎｍで検出した信号強度をＦＬ２とす
ると、ＥＭＴインデックス＝［Ａ（ＦＬ２／（ＦＬ１＋ＦＬ２））＋Ｂ］という式で表す
ことができる。但し、ＡとＢは装置定数である。ＡはＦＬ１とＦＬ２の蛍光検出感度の個
体差に依存する装置定数、Ｂは蛍光信号ゼロレベルで決まる装置定数である。これらの定
数の設定方法は、Ｖｉｍｅｎｔｉｎ発現量ゼロで値がゼロ、ＣＫ発現量ゼロでＶｉｍｅｎ
ｔｉｎのみが発現している細胞計測で値が１、となる様にＡとＢを設定する。以上におい
て、それぞれの蛍光ラベルの種類は上記の種類に限定するものではない。
【００３２】
　前記ＡとＢの装置定数の決定は以下のとおりに行うことができる。
　サイトケラチンのみが発現し、ビメンチンが発現していない「１００％ＣＫ（ＦＩＴＣ
）」の蛍光信号値の標準直線を求めるために、ＦＩＴＣによる単染色した細胞を測定する
ことが必要である。しかしながら、この様なサンプルを患者の検体の他に準備するのに時
間がかかるので、ＦＩＴＣを結合させた粒子をフローサイトメーターで測定して標準直線
を求めてもよい。また、同様にビメンチンのみが発現し、サイトケラチンが発現していな
い「１００％Ｖｉｍｅｎｔｉｎ（ＰＥ）」の標準直線を求める方法も同様に、ＰＥを結合
させた粒子をフローサイトメーターで測定してもよい。この様な単一の蛍光スペクトルの
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みを有する２種類の標準粒子を検体のＣＴＣと同時に測定すると、ＥＭＴインデックスの
下限と上限についての標準設定と測定対象のＣＴＣのＥＭＴインデックス値評価を同時に
実施することができる。これによってＥＭＴインデックスの評価における装置の個体差を
確実に補正することができる。この補正は、ＥＭＴインデックスに対する診断閾値を、異
なる複数の装置で得られた結果に対して共通に適用する場合に重要である。
　図３（Ａ）の散布図に記載した１００％ＣＫ（ＦＩＴＣ）のラインは、ＦＩＴＣの蛍光
スペクトルで決まるＦＬ１とＦＬ２の比率で決まるラインであり、ＦＩＴＣの蛍光のみを
有する粒子や細胞のデータはこのライン上に分布する。１００％Ｖｉｍｅｎｔｉｎ（ＰＥ
）のラインは、同様にＰＥの蛍光のみを有する粒子や細胞のデータがこのライン上に分布
する。この２種類のデータのＥＭＴインデックス値がそれぞれゼロと１になるようにＡと
Ｂを決定する。
【００３３】
（上皮間葉転換）
　上皮間葉転換は、上皮系細胞が間葉系細胞に転換することによって細胞間の接着性が薄
れる。このＥＭＴは癌細胞の場合はがん組織から遊離して転移する能力につながるため悪
性度が進行するものであると考えられる。ここで、前記上皮結合成分の信号量（Ｅ）が多
い場合は癌の進行度が低く、間葉結合成分の信号量（Ｍ）が多い場合は癌の進行度が高い
ものである。ここで、上皮結合成分の信号量（Ｅ）は、上皮系細胞マーカーの発現量を表
し、そして間葉結合成分の信号量（Ｍ）は間葉系細胞マーカーの発現量を表す。
　非特許文献２では、初期のがん患者の７０％以上のＣＴＣでＥＭＴが生じており、そし
て転移がん患者のＣＴＣの１００％でＥＭＴが発生していることは示しているが、１つの
細胞において、上皮系細胞マーカー（例えば、サイトケラチン）の発現量及び間葉系細胞
マーカー（ビメンチン）の発現量が変動することによって、癌の進行度が変化することは
示していない。
　本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法においては、前記ＥＭＴインデックスを
用いることによって、上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び間葉結合成分の信号量（Ｍ）の比
率によって、末梢循環腫瘍細胞の悪性度、癌の転移の予測、又は癌の進行度を判断するこ
とができる。更には、前記比率によって、癌摘出後のがん転移の発生の予測、又は癌の進
行度のモニタリング、抗癌剤の治療効果のモニタリングを行うことができる。
【００３４】
《除去工程（ｄ）》
　本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法においては、（ｄ）被検試料中の赤血球
及び／又は白血球を除去する工程を更に含むことができる。除去工程（ｄ）は、本発明の
検出方法おいて、必須の工程ではないが、末梢循環腫瘍細胞が、血液細胞１０９個／ｍＬ
に対して、数個～数十個程度しか存在しないため、接触工程（ａ）の前、又は後に赤血球
及び／又は白血球を除去することが好ましく、特には接触工程（ａ）の前に除去工程（ｄ
）を行うことが好ましい。接触工程（ａ）の前に、除去工程（ｄ）を行うことにより、効
率よく上皮系細胞マーカー、及び間葉系細胞マーカー等の蛍光染色等を行うことができる
からである。
　赤血球の除去方法としては、特に限定されるものではないが、赤血球除去用塩化アンモ
ニウム溶液、又は市販されている赤血球除去用の緩衝液（ｂｕｆｆｅｒ）を用いることが
できる。
　また、白血球の除去方法としては、限定されるものではないが、白血球の表面マーカー
に対する抗体磁気ビーズと磁場を利用した白血球のネガティブセレクションを挙げること
ができる。この方法は、ＥｐＣＡＭに依存しないＣＴＣ濃縮法である点で好ましい。
【００３５】
《基準設定工程（ｅ）》
　本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法においては、上皮結合成分を標識してい
る蛍光物質が結合した粒子及び前記間葉結合抗体を標識している蛍光物質が結合した粒子
の測定によって、上皮間葉転換が開始していない状態（０）と上皮間葉転換が終了した状
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態（１）との基準を設定する工程、を更に含むことができる。「上皮結合成分を標識して
いる蛍光物質が結合した粒子」は、前記のＦＩＴＣを結合させた粒子に相当し、「間葉結
合抗体を標識している蛍光物質が結合した粒子」は前記のＰＥを結合させた粒子に相当す
るが、蛍光物質はＦＩＴＣ又はＰＥに限定されるものはなく、例えば前記「（蛍光標識又
は発光酵素標識）」に記載の蛍光物質を用いることができる。また、粒子もフローサイト
メーター又はイメージアナライザーで用いることのできる限り、特に限定されるものでは
なく、細胞、又はサイズが均一なビーズを挙げることができる。
　本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法において、基準設定工程（ｅ）は、独立
して行ってもよく、検出工程（ｂ）において粒子の検出を同時に行い、そして進行度決定
工程（ｃ）において基準の設定を同時に行ってもよい。同時に行う場合は、末梢循環腫瘍
細胞と区別するために、粒径が均一で細胞より小さいビーズを用いるのがのぞましい。
【００３６】
（癌の悪性度の閾値の決定）
　図３は、ＣＴＣ計測において、従来のＣＴＣ計数の他にＣＴＣの悪性度の評価結果を診
断に利用するための閾値の設定方法を示した図である。
　前記接触工程（ａ）、及び検出工程（ｂ）によって、ＣＴＣの検出及びＣＴＣの計数を
行い、更に進行度決定工程（ｃ）によって、ＥＭＴインデックスを計算し、個々の末梢循
環腫瘍細胞において、上皮間葉転換の進行度を決定する。そして、「ＥＭＴインデックス
が一定以上の末梢循環腫瘍細胞の数が、予め設定した数値(閾値)より上である場合」、又
は「ＥＭＴインデックスの平均値が予め設定した数値(閾値)より上である場合」に、例え
ば「癌の転移の可能性が高い」と判断することができる。また、設定値（閾値）以下であ
る場合に、例えば「癌の転移の可能性が低い」と判断することができる。また同様に、設
定値（閾値：カットオフ値）を超えた場合、「悪性度が高い」、「癌が進行している」、
「抗癌剤の効果が少ない」などと判断することができ、逆に設定値（閾値：カットオフ値
）以下の場合、「悪性度が低い」、「癌が進行していない」、「抗癌剤の効果が高い」な
どと判断することができる。設定値（閾値：カットオフ値）は、それぞれの判断において
、適宜設定することが可能である。
【００３７】
　前記設定値（閾値：カットオフ値）は、癌の転移、癌の悪性度、癌の進行度等を診断で
きる限りにおいて、特に制限なく設定することが可能である。すなわち、それぞれの判断
において、異なる設定値（閾値：カットオフ値）を用いることができる。しかしながら、
設定値（閾値：カットオフ値）は、管理された臨床治験によって決定されることが好まし
い。
【００３８】
［２］末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出キット
　本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出キットは、（ａ）上皮系細胞に発現するマー
カーに特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標識された上皮結合抗体、及び（ｂ）間葉
系細胞に発現するマーカーに特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標識された間葉結合
抗体を含む。また、本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出キットは、（ｃ）白血球に
発現するマーカーと特異的に結合する蛍光標識又は発光酵素標識された白血球結合抗体；
及び／又は（ｄ）前記上皮結合抗体を標識している蛍光物質又は発光酵素が結合した粒子
、及び（ｅ）前記間葉結合抗体を標識している蛍光物質又は発光酵素が結合した粒子、を
更に含むことができる。
　本発明の検出キットは、前記末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法に用いることのでき
るものである。従って、本発明の悪性度の検出方法による癌の転移の検出（診断）方法、
癌の進行度の検出（診断）方法、又は癌の治療効果のモニタリング方法（特には、抗癌剤
の治療効果のモニタリング方法）にも使用することが可能であり、それらのキットとして
、用いることができる。
【００３９】
《上皮結合抗体（ａ）》
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　上皮結合抗体（ａ）は、本発明の検出方法における上皮系細胞マーカーに特異的に結合
することのできる抗体である。上皮系細胞マーカーとしては、前記の「（上皮系細胞マー
カー）」の欄に記載のものを挙げることができ、特にはサイトケラチン、ＥｐＣＡＭ、又
はＥ－カドヘリンである。
　抗体としては、前記の上皮系細胞マーカーに結合することのできる限り、特に限定され
ないが、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、組換え抗体、又はそれらの抗体の抗
原結合部位を有する抗体フラグメントなどを挙げることができる。抗体フラグメントとし
ては、例えば、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆａｂ’、Ｆａｂ、又はＦｖ等を挙げることができる。
これらの抗体フラグメントは、例えば、抗体を常法によりタンパク質分解酵素（例えば、
ペプシン又はパパイン等）によって消化し、続いて、常法のタンパク質の分離精製の方法
により精製することにより、得ることができる。
【００４０】
《間葉結合抗体（ｂ）》
　間葉結合抗体（ｂ）は、本発明の検出方法における間葉系細胞マーカーに特異的に結合
することのできる抗体である。間葉系細胞マーカーとしては、前記の「（間葉系細胞マー
カー）」の欄に記載のものを挙げることができ、特にはビメンチン又はＮ－カドヘリンで
ある。
　抗体としては、前記の間葉系細胞マーカーに結合することのできる限り、特に限定され
ないが、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、組換え抗体、又はそれらの抗体の抗
原結合部位を有する抗体フラグメントなどを挙げることができる。抗体フラグメントとし
ては、例えば、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆａｂ’、Ｆａｂ、又はＦｖ等を挙げることができる。
これらの抗体フラグメントは、例えば、抗体を常法によりタンパク質分解酵素（例えば、
ペプシン又はパパイン等）によって消化し、続いて、常法のタンパク質の分離精製の方法
により精製することにより、得ることができる。
【００４１】
《白血球結合抗体（ｃ）》
　白血球結合抗体（ｃ）は、本発明の検出方法における白血球マーカーに特異的に結合す
ることのできる抗体である。白血球マーカーとしては、前記の「（白血球の蛍光又は発光
染色）」の欄に記載のマーカーを挙げることができ、特にはＣＤ４５である。
　抗体としては、前記の白血球マーカーに結合することのできる限り、特に限定されない
が、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、組換え抗体、又はそれらの抗体の抗原結
合部位を有する抗体フラグメントなどを挙げることができる。抗体フラグメントとしては
、例えば、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆａｂ’、Ｆａｂ、又はＦｖ等を挙げることができる。これ
らの抗体フラグメントは、例えば、抗体を常法によりタンパク質分解酵素（例えば、ペプ
シン又はパパイン等）によって消化し、続いて、常法のタンパク質の分離精製の方法によ
り精製することにより、得ることができる。
【００４２】
（蛍光標識又は発光酵素標識）
　前記上皮結合抗体（ａ）、間葉結合抗体（ｂ）及び白血球結合抗体（ｃ）は、蛍光標識
又は発光酵素標識されたものであり、発光物質及び発光酵素は、通常当分野で用いられて
いるものを制限なく使用することができるが、例えば、前記「（蛍光標識又は発光酵素標
識）」の欄に記載された蛍光物質、及び発光酵素を用いることができる。
【００４３】
（上皮結合抗体を標識している蛍光物質又は発光酵素が結合した粒子）
　本発明のキットは、キットに含まれる上皮結合抗体（ａ）が標識されている蛍光物質又
は発光酵素で結合した粒子を含むことができる。この粒子は、図３に記載の上皮系細胞マ
ーカーのみが発現している末梢循環腫瘍細胞の標準直線（１００％ＣＫ（ＦＩＴＣ））を
決定するために使用するものである。従って、上皮結合抗体（ａ）がＦＩＴＣで標識され
ている場合、粒子もＦＩＴＣで標識する。
【００４４】
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（間葉結合抗体を標識している蛍光物質又は発光酵素が結合した粒子）
　本発明のキットは、キットに含まれる間葉結合抗体（ｂ）が標識されている蛍光物質又
は発光酵素で結合した粒子を含むことができる。この粒子は、図３に記載の間葉系細胞マ
ーカーのみが発現している末梢循環腫瘍細胞の標準直線（１００％ビメンチン（ＰＥ））
を決定するために使用するものである。従って、間葉結合抗体（ｂ）がＰＥで標識されて
いる場合、粒子もＰＥで標識する。
　本発明の検出キットは、前記の蛍光物質又は発光酵素で結合した粒子の使用方法、及び
／又はＥＭＴインデックスの計算方法を示した使用説明書を含むことができる。
【００４５】
　前記蛍光物質又は発光酵素で結合した粒子は、特に限定されるものではないが、例えば
細胞を用いてもよく、単独の蛍光物質を含むポリスチレンビーズを用いてもよい。粒子の
粒径も特に限定されるものではないが、細胞の大きさよりやや小さいものが好ましく、粒
径の範囲としては３～６μｍが好ましく、粒径は均一であることが望ましい。
【００４６】
（末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出キットの製造のための使用）
　前記上皮系細胞に発現するマーカーに特異的に結合する上皮結合抗体（ａ）は、末梢循
環腫瘍細胞の悪性度の検出キットの製造のために使用することができる。また、間葉系細
胞に発現するマーカーに特異的に結合する間葉結合抗体（ｂ）は、末梢循環腫瘍細胞の悪
性度の検出キットの製造のために使用することができる。上皮結合抗体（ａ）及び間葉結
合抗体（ｂ）は、前記のものを用いることができる。更に、白血球結合抗体（ｃ）は、末
梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出キットの製造のために使用することができる。
　前記上皮結合抗体を標識している蛍光物質又は発光酵素が結合した粒子、及び間葉結合
抗体を標識している蛍光物質又は発光酵素が結合した粒子も、末梢循環腫瘍細胞の悪性度
の検出キットの製造のために使用することができる。
【００４７】
［３］末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出装置
　本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出装置は、（ａ）末梢循環腫瘍細胞に結合した
上皮結合成分の蛍光又は発光信号量、及び末梢循環腫瘍細胞に結合した間葉結合成分の蛍
光又は発光信号量を受信する手段、（ｂ）前記受信した上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び
間葉結合成分の信号量（Ｍ）の比率を計算し、末梢循環腫瘍細胞の上皮間葉転換の進行度
を決定する手段、を含む。
（受信手段）
　本発明の検出装置は、前記本発明の末梢循環腫瘍細胞の悪性度の検出方法に用いること
のできるものであり、上皮結合成分の蛍光又は発光信号量、及び間葉結合成分の蛍光又は
発光信号量を受信する手段を有する。前記手段としては、具体的には、蛍光検出器又は発
光検出器を挙げることができる。
【００４８】
（進行度決定手段）
　進行度決定手段は、受信した上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び間葉結合成分の信号量（
Ｍ）からＥＭＴインデックスを計算することのできる工程を含む。例えばＥＭＴインデッ
クスの計算は、EとMの測定終了後に予めプログラムの組み込まれたコンピュータで行うこ
とができる。
　前記ＥＭＴインデックスの定義式は、上皮結合成分の信号量（Ｅ）及び間葉結合成分の
信号量（Ｍ）の割合を示すものであれば、特に限定されるものではないが、例えば「Ｍ／
（Ｅ＋Ｍ）」、「Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）」、「Ｌｏｇ［Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）］」、「Ｌｏｇ［Ｅ／（
Ｅ＋Ｍ）］」、などを挙げることができる。
　例えば、式（１）
Ｐ＝Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）　（１）、
式（２）
Ｐ＝Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）　（２）、
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式（３）
Ｐ＝Ｌｏｇ［Ｍ／（Ｅ＋Ｍ）］　（３）、又は
式（４）
Ｐ＝Ｌｏｇ［Ｅ／（Ｅ＋Ｍ）］　（４）
（各式中、Ｐは進行度、Ｅは上皮結合成分の信号量、Ｍは間葉結合成分の信号量である）
で表すこともできる。
【００４９】
　本発明の検出装置においては、前記受信手段及び進行度決定手段は、コンピュータに組
み込まれたプログラムに従って実行されることができる。
【実施例】
【００５０】
　以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定する
ものではない。
【００５１】
《実施例１》
　本実施例では、本発明の検出方法の確立のため、ボランティアの抹消血に肺がん由来の
細胞株であるＡ５４９をＣＴＣとして混入させ、Ａ５４９細胞のサイトケラチンと、ビメ
ンチンを検出し、ＥＭＴインデックスを計算した。
　Ａ５４９細胞１００個を混入した末梢血４ｍＬにＬｙｓｉｎｇ　ｂｕｆｆｅｒを４５ｍ
Ｌ加えて混合し、２０分氷上で放置し、赤血球を破壊した。ＩｍｍｕｎｏＴＯＫＵＩ（オ
ンチップバイオテクノロジーズ社製）を、０．５％ＢＳＡと２ｍＭ　ＥＤＴＡを含むＰＢ
Ｓバッファーで２０倍に希釈した溶液（以下、Ｔ－ｂｕｆｆｅｒと称する）０．１ｍＬを
加えて遠心し、上清を吸引し、細胞ペレットを得る。得られた細胞ペレットを２００μＬ
のＴ－ｂｕｆｆｅｒで再懸濁し、更に１００μＬのＦｃ　Ｂｌｏｃｋｉｎｇ　Ｒｅａｇｅ
ｎｔを加え、４℃で１５分インキュベートする。インキュベート後、Ｔ－ｂｕｆｆｅｒを
２００μＬ加え、細胞懸濁液とした。
【００５２】
　白血球を除去するＣＤ４５抗体が吸着したビーズは次のように準備した。４００μＬの
ＣＤ４５抗体を吸着させた磁気ビーズ（ダイナビーズ、Ｌｉｆｅ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉ
ｅｓ社製）をエッペンチューブに入れた。４００μＬのＴ－ｂｕｆｆｅｒをこのビーズに
加え、チューブを上下させてよく混合した。マグネットにチューブを近づけ、１分程度ビ
ーズがチューブの壁に完全にトラップされるのを待った。上澄みをゆっくり取り除き、Ｔ
－ｂｕｆｆｅｒ４００μＬをビーズに加え、タッピングでよく撹拌し、ダイナビーズの混
合液を得た。
【００５３】
　前記細胞懸濁液５００μＬに、ダイナビーズ４００μＬを加え、４℃、２０ｒｐｍでロ
ーテーションし、ビーズを３０分反応させた。
　チューブをマグネットに近づけ、１０秒程度ビーズがチューブの壁に完全にトラップさ
れるのを待ち、上澄みを回収した。５００μＬのＴ－ｂｕｆｆｅｒをビーズに加え、撹拌
した。６００×ｇ、５分遠心して上澄みを取り除き、純水で１ｘにしたＢＤ　Ｌｙｓｅ／
Ｆｉｘ　ｂｕｆｆｅｒを１０ｍＬ加えた。チューブを上下にさせて緩やかに攪拌させて２
０分常温で放置した。固定後、６００×ｇ、５分遠心し、再度２ｍＬのＴ－ｂｕｆｆｅｒ
で洗浄した。
　エッペンチューブを６００×ｇ、５分遠心後、Ａｌｅｘａ７００蛍光標識ＣＤ４５抗体
、ＰＥ蛍光標識ビメンチン抗体、及びＦＩＴＣ蛍光標識サイトケラチン抗体を、それぞれ
４μＬ及びＴ－ｂｕｆｆｅｒ２６μＬを加えた合計３０ｕＬの抗体反応液で再懸濁して４
℃で反応させた。１ｍＬのＴ－ｂｕｆｆｅｒを加え６００×ｇ、５分遠心した後、２００
μＬのＴ－ｂｕｆｆｅｒに細胞を再度懸濁し、Ａｌｅｘａ７００蛍光標識ＣＤ４５抗体、
ＰＥ蛍光標識ビメンチン抗体、及びＦＩＴＣ蛍光標識サイトケラチン抗体で染色されたサ
ンプルを得た。
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【００５４】
　次に、検体間クロスコンタミネーションフリーのフローサイトメトリー計測を実施する
ために、アクリル製の使い捨て交換型マイクロ流路チップをフローセルとするフローサイ
トメーター（ＦＩＳＨＭＡＮ－Ｒ、オンチップバイオテクノロジーズ社製）を用いて測定
を行った。この装置は、蛍光検出数は４色であり、各検出信号をＦＬ１、ＦＬ２、ＦＬ３
、及びＦＬ４で示すと、それぞれの波長領域はＦＬ１が５１０ｎｍ～５５０ｎｍ、ＦＬ２
が５６５ｎｍ～６０５ｎｍ、ＦＬ３が６５６ｎｍ～６９６ｎｍ、そしてＦＬ４が７００ｎ
ｍ～８５０ｎｍである。
　前記サンプルを、フローサイトメーターにアプライし、ＦＬ１でＦＩＴＣ蛍光標識サイ
トケラチン抗体、ＦＬ２でＰＥ蛍光標識ビメンチン抗体、ＦＬ３で核染色剤である７－Ａ
ＡＤ、ＦＬ４でＡｌｅｘａ７００蛍光標識ＣＤ４５抗体を検出し、以下の手順に従ってＥ
ＭＴインデックスを測定した。
【００５５】
　図１（ａ）に、前方散乱信号（ＦＳ）と側方散乱信号（ＳＳ）による散布図を示した。
この散布図の１点が一個の細胞に対応するが、この細胞群はほとんどが磁気ビーズにより
除去したはずの白血球である。夾雑物である白血球が非常に多い事がわかる。最初にこの
散布図を用いて小さい細胞断片などを除去した。図１（ｂ）は、ＦＩＴＣに対応するＦＬ
１とＡＬＥＸＡ７００に対応するＦＬ４の散布図を示す。この散布図を用いて、ＦＩＴＣ
標識のＣＫ（＋）を選択した。図１（ｃ）は、ＦＬ３とＦＬ４で展開した散布図であり、
７－ＡＡＤのスペクトルとＡＬＥＸＡ７００のスペクトルとを区別しており、ＣＤ４５（
－）を選択し、白血球の排除を完全に行った。白血球を含まないＣＫ（＋）のＣＴＣ細胞
について、ＦＬ１とＦＬ２を用いてＥＭＴインデックスを計算したグラフが図１（ｄ）で
あり、縦軸をＥＭＴインデックスとして横軸をＦＳとした散布図である。Ａ５４９はＥＭ
Ｔインデックスが１０％程度で分布していることがわかった。図２にＣＴＣのＥＭＴイン
デックス値のヒストグラムを示す。
【００５６】
《実施例２》
　本実施例では、実施例１で用いたＥＭＴインデックス＝［Ａ（ＦＬ２／（ＦＬ１＋ＦＬ
２））＋Ｂ］の式におけるフローサイトメーターの装置定数Ａ及びＢの決定の方法を説明
する。
　サイトケラチンのみが発現し、ビメンチンが発現していない「１００％ＣＫ（ＦＩＴＣ
）」の蛍光信号値の標準直線を求めるために、ＦＩＴＣを結合させた粒子をフローサイト
メーターで測定した。また、ビメンチンのみが発現し、サイトケラチンが発現していない
「１００％Ｖｉｍｅｎｔｉｎ（ＰＥ）」の標準直線を求めるために、ＰＥを結合させた粒
子をフローサイトメーターで測定した。
【００５７】
　装置定数Ａ及びＢは、具体的には以下のように計算した。
　サイトケラチンのみが発現し、ビメンチンが発現していない「１００％ＣＫ（ＦＩＴＣ
）」の蛍光信号値の標準直線を求めるために、ＦＩＴＣを結合させた粒径３μｍの粒子を
フローサイトメーターで測定して標準直線を求めた。また、「１００％Ｖｉｍｅｎｔｉｎ
（ＰＥ）」の標準直線を求めるために、ＰＥを結合させた粒径３μｍの粒子をフローサイ
トメーターで測定した。以上の２種類のデータのＥＭＴインデックスの値が、０と１にな
るように、ＡとＢを設定した。以下図２を用いて説明する。
　図２（Ａ）に、ＥＭＴインデックス値と蛍光信号値との関係を示した。図２の「１００
％ＣＫ（ＦＩＴＣ）」がＦＩＴＣを結合させた粒子の測定値から得られたＦＩＴＣ（サイ
トケラチン）が１００％の場合の標準直線であり、「１００％Ｖｉｍｅｎｔｉｎ（ＰＥ）
」が、ＰＥを結合させた粒子から得られたＰＥ（ビメンチン）が１００％の場合の標準直
線である。サイトケラチン及びビメンチンが単独で発現している場合は、いずれかの標準
直線に一致する。
　すなわち、サイトケラチンの蛍光ラベルがＦＩＴＣであるので、ＥＭＴが生じておらず
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サイトケラチンが１００％の場合は、ＣＴＣのデータはＦＩＴＣの蛍光スペクトルに対応
する標準直線（１００％ＣＫ（ＦＩＴＣ））上に分布する。この標準直線上の場合、ＥＭ
Ｔインデックス値は０（ゼロ）である。これに対し、ビメンチンが１００％の場合は、Ｃ
ＴＣのデータはＰＥの蛍光スペクトルに対応する標準直線（１００％Ｖｉｍｅｎｔｉｎ（
ＰＥ））上に分布する。この標準直線上が、ＥＭＴインデックス値が１となる。
　図３（Ｂ）はＰＥを結合させた粒子のデータ及びＦＩＴＣを結合させた粒子データのヒ
ストグラムであり、それぞれの最頻値が１と０（ゼロ）となるように装置定数Ａ及びＢを
初期設定した。このため異なる装置間でのＥＭＴインデックス分布の比較が可能である。
通常のフローサイトメーターの蛍光信号強度の生データの比較は、装置変動等により異な
る装置間では行わないのが普通である。しかしながら、医療診断用としては異なる装置間
で比較が可能な指数が必要である。上記のＥＭＴインデックスがこれを満足する。
【００５８】
《実施例３》
　本実施例では、Ａ５４９細胞又はＡ５４９細胞以外の癌細胞を用いて、本発明による検
出の回収率を検討した。
　Ａ５４９細胞を用いるか、又はＡ５４９細胞に代えて、ＫＡＴＯ－ＩＩＩ細胞、ＰＣ－
９細胞、ＰＣ－１４細胞を用いたことを除いて、実施例１の操作を繰り返して、ＥＭＴイ
ンデックス値を計算し、それぞれの細胞の検出率も同時に計算した。
　図４に示すように、それぞれの細胞の検出率は、ＫＡＴＯ－ＩＩＩは約１００％、Ａ５
４９は８９％、ＰＣ－９は７５％、ＰＣ－１４は１００％であった。ここで、ＥｐＣＡＭ
が発現していないＰＣ－１４の検出効率が１００％であることで、ＥＭＴが進行した転移
がんのＣＴＣの検出にも有効であることが示された。
【００５９】
　最後に、本発明の別の見方をした特徴を示す。
　個々の細胞の蛍光信号強度を計測する装置において、複数の信号強度と装置定数からな
る特定の細胞特性（本発明ではＣＴＣのＥＭＴの進行度）を示すアナログ量を求め、装置
定数を補正した量の評価を実現した。つまり異なる装置間の個々の細胞レベルの測定結果
の比較を可能としたのである。個々の細胞レベルのアナログ情報を、医療診断に使用する
ために使用する方法を実現したと表現することもできる。従来のフローサイトメーターは
、ある信号強度範囲で検出した細胞個数が診断用の情報となっている。この従来の情報は
、個々の細胞内のアナログ情報ではなく、検出した個数のみが情報である。つまり従来の
フローサイトメーターでは個々の細胞の特徴を示すアナログ量を表現することが不可能で
あったのである。本発明は、患者の検体中に含まれる個々の細胞単位のアナログ量を医療
診断に用いるための方法を実現したとも言える。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、（１）患者の採血のみでＣＴＣを検出し、がんを発見するというメリットを
有する。また（２）がん組織を手術で摘出した患者が術後は採血のみで再発の早期発見で
きるというメリットを有する。
　以上、本発明を特定の態様に沿って説明したが、当業者に自明の変形や改良は本発明の
範囲に含まれる。
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