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(57)【要約】
　標的の屈折率変動を識別するためのシステム及び方法
が、本出願において説明されている。一実施形態は、標
的から出てくる出射光の１つ又は複数の特性を識別する
ことと、出射光の１つ又は複数の特性に基づき標的の屈
折率変動を決定することを含む。屈折率変動を決定する
ことは、さらに、屈折率変動の分散及び屈折率変動の空
間相関長の１つ又は複数を決定することを含む。屈折率
変動を決定することは、さらに、屈折率変動の分散及び
屈折率変動の空間相関長の１つ又は複数を決定すること
を含む。



(2) JP 2010-500569 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標的の特性を識別する方法であって、
　入射光の光源で標的を照射するステップと、
　前記光が後方散乱及び透過の機序の少なくとも１つにより前記標的から発せられ、前記
標的から出る前記光の１つ又は複数の特性を識別するステップと、
　前記出射光のスペクトルの少なくとも１つの事前選択部分の１つ又は複数の特性に基づ
き前記標的の屈折率の変動を決定するステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記出射光の前記１つ又は複数の特性は、前記出射光の反射の尺度を含む請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記反射の前記尺度は、前記出射光の高周波スペクトル成分の尺度を含む請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記出射光の前記反射の前記尺度は、前記出射スペクトルと前記出射スペクトルの低周
波スペクトル成分の差を含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記出射光の前記１つ又は複数の特性は、前記出射光の反射の前記尺度の自己相関を含
む請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記屈折率変動を決定するステップは、さらに、前記屈折率変動の分散及び前記屈折率
変動の空間相関長の１つ又は複数を決定するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　標的の物理的特性を識別する方法であって、
　少なくとも１つのスペクトル成分を有する入射光の光源を備えるステップと、
　前記入射光で前記標的を照射するステップと、
　前記標的に前記入射光を照射した後、後方散乱及び透過の前記機序の少なくとも１つに
より前記標的から出る光の１つ又は複数の事前選択スペクトルの強度を記録し、前記１つ
又は複数の事前選択スペクトルのうちの１つのスペクトルが前記標的の事前選択部分から
の光に対応するステップと、
　前記標的について評価される前記特性は前記標的の１つ又は複数の部分に対するもので
あり、前記標的の前記照射部分の前記特性を評価することに関して出射光の前記１つ又は
複数のスペクトルの強度を分析するステップとを含む方法。
【請求項８】
　さらに、前記標的の前記照射部分から出る前記光の少なくとも１つの部分に基づき画像
を生成することを含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記物理的特性は、前記標的の、それぞれ、粒子のサイズ、粒子の濃度、屈折率、屈折
率の空間分布、粒子の濃度の空間分布、屈折率変動の標準偏差、屈折率変動の分散、屈折
率変動の長さスケール、屈折率変動の不規則性のうちの１つ又は複数を含む請求項７に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記入射光のビーム直径は、前記入射光が前記標的のところの平面波に対応するように
前記標的よりも実質的に大きい請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記入射光は、白色光を含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　さらに、前記標的の単一散乱粒子を識別することを含む請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
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　さらに、前記標的の粒子の周辺から出る出射光の第１の一組のスペクトルの強度を記録
することを含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　さらに、前記標的の前記粒子の中心から出る出射光の第２の一組のスペクトルの強度を
記録することを含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　さらに、前記粒子の前記中心から出る記録された出射光の前記第２の一組のスペクトル
の強度を分析することを介して前記粒子のサイズを決定することを含む請求項１２に記載
の方法。
【請求項１６】
　さらに、前記粒子の前記中心から出る記録された前記出射光の前記第２のスペクトルを
所定の直径の粒子に対する所定のスペクトルにカーブ・フィッティングすることを介して
前記粒子の前記直径を決定することを含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記所定のスペクトルは、一様な平板モデルに基づき決定される請求項１６に記載の方
法。
【請求項１８】
　さらに、前記標的の高密度充填粒子の集合体の局部的散乱粒子を識別することを含む請
求項７に記載の方法。
【請求項１９】
　さらに、前記出射光の前記１つ又は複数のスペクトルの強度に関係する１つ又は複数の
統計的属性を決定することを含む請求項７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの統計的属性は、反射率の確率密度分布、前記反射率の自己相関関
数、不規則性の強さ、前記不規則性の強さの前記標準偏差、及び前記不規則性の強さの前
記確率密度分布のうちの１つ又は複数を含む請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記反射率は、前記出射光の前記高周波スペクトル成分の一尺度である請求項２０に記
載の方法。
【請求項２２】
　さらに、前記出射光の前記１つ又は複数のスペクトルについて、前記出射光の強度と前
記入射光の前記強度により正規化された前記出射光の前記強度のゆっくりと変化する成分
との間の差を求めることで前記反射率を決定することを含む請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　さらに、前記出射光の前記１つ又は複数のスペクトルの前記反射率及び前記反射率の自
己相関関数から前記不規則性の強さを決定することを含む請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記不規則性の強さは、屈折率変動の分散と前記屈折率変動の空間相関長のうちの１つ
又は複数の一尺度である請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　さらに、前記不規則性の強さの統計的パラメータを決定することを含む請求項２３に記
載の方法。
【請求項２６】
　前記統計的パラメータは、所定の領域にわたって平均された不規則性の強さ及び前記不
規則性の強さの標準偏差のうちの１つ又は複数を含む請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記所定の領域は、細胞の一領域に実質的に対応する請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記統計的パラメータは、前記細胞の前記領域上の前記不規則性の強さの所定の百分位
数に対する平均及び標準偏差のうちの１つ又は複数を含む請求項２６に記載の方法。
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【請求項２９】
　前記統計的パラメータは、複数の細胞にわたって平均された、前記平均不規則性の強さ
及び前記不規則性の強さの前記標準偏差のうちの１つ又は複数を含む請求項２６に記載の
方法。
【請求項３０】
　前記統計的パラメータは、複数の細胞にわたる、不規則性の強さの標準偏差、不規則性
の強さの平均、及び前記不規則性の強さの前記標準偏差のうちの１つ又は複数を含む請求
項２６に記載の方法。
【請求項３１】
　前記複数の細胞は、細胞学的試料の少なくとも一部である請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記複数の細胞は、固定細胞、生体細胞、及び染色された細胞のうちの１つ又は複数で
ある請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記標的の前記事前選択部分の前記サイズは、ナノスケールのオーダーである請求項７
に記載の方法。
【請求項３４】
　前記標的の前記事前選択部分の前記サイズは、マイクロスケールのオーダーである請求
項７に記載の方法。
【請求項３５】
　前記標的の前記事前選択部分の前記サイズは、細胞の少なくとも一部の領域のサイズの
オーダーである請求項７に記載の方法。
【請求項３６】
　前記標的は、生体試料である請求項７に記載の方法。
【請求項３７】
　前記標的は、前記生体の少なくとも一部である請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記生体試料は、細胞学的試料の少なくとも一部である請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　前記生体試料は、悪性形質転換を受ける組織を含む請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　さらに、前記組織の局部的領域に対する前記特性を評価することを含む請求項３９に記
載の方法。
【請求項４１】
　前記組織について評価すべき前記特性は、１つ又は複数の細胞の面積のオーダーのスケ
ールの前記組織の１つ又は複数の部分に対する特性である請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　さらに、単一細胞の前記特性を評価するステップを含む請求項４０に記載の方法。
【請求項４３】
　単一細胞の前記特性を評価するステップは、さらに、前記単一細胞の細胞構造内の変化
を検出することを含む請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記変化は、癌性変化に対応する請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記癌性変化は、膵臓癌、結腸癌、肝臓癌、肺癌、食道癌、胃癌、子宮頸癌、口腔癌、
卵巣癌、乳癌、膀胱癌、胆管癌、前立腺癌、及び／又は頭頸部癌のうちの少なくとも１つ
に対応する請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記標的は、内視鏡的に正常な生体試料、組織学的に正常な生体試料、及び細胞学的に
正常な生体試料から得られる請求項３７に記載の方法。
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【請求項４７】
　前記標的は、非腫瘍性組織と異なる解剖学的部分内に配置された組織の腺腫及び癌腫の
うちの１つ又は複数を検出するための前記非腫瘍性組織を含む請求項３６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記標的は、腺腫及び癌腫の１つ又は複数が潜在的に潜んでいる前記解剖学的領域の組
織の近位及び遠位の少なくとも一方の解剖学的領域からの組織を含む請求項４７に記載の
方法。
【請求項４９】
　さらに、前記結腸内の任意の場所から得られた組織の特性の識別に基づき前記結腸の少
なくとも一部の中の腺腫及び癌腫のうちの１つ又は複数の存在を検出することを含む請求
項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記結腸内の任意の場所から得られる前記組織は、盲腸、上行結腸、肝弯曲部、横行結
腸、脾湾曲部、下行結腸、Ｓ状結腸、及び直腸のうちの少なくとも１つから採取できる請
求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　さらに、非腫瘍性組織から出る出射光の前記１つ又は複数のスペクトルの強度を分析す
ることで膵臓新生物を検出することを含む請求項４７に記載の方法。
【請求項５２】
　前記非腫瘍性組織は、十二指腸膨大部周囲粘膜である請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記非腫瘍性組織は、遺伝的及び環境的要因のうちの少なくとも１つの影響を受け、結
果として前記膵臓新生物を生じる組織である請求項５１に記載の方法。
【請求項５４】
　さらに、非腫瘍性組織から出る出射光の前記１つ又は複数のスペクトルの強度を分析す
ることで肺癌を検出することを含む請求項４７に記載の方法。
【請求項５５】
　前記非腫瘍性組織は、口腔粘膜である請求項５１に記載の方法。
【請求項５６】
　さらに、慢性閉塞性肺疾患の患者群のうちから肺癌の患者を区別することを含む請求項
５４に記載の方法。
【請求項５７】
　さらに、慢性閉塞性肺疾患の前記患者群のうちから肺癌の家系の患者を区別することを
含む請求項５４に記載の方法。
【請求項５８】
　前記患者群は、喫煙者である請求項５６に記載の方法。
【請求項５９】
　さらに、細胞のさまざまな遺伝的変異を識別することを含む請求項３６に記載の方法。
【請求項６０】
　前記細胞は、ＨＴ２９細胞である請求項６９に記載の方法。
【請求項６１】
　さらに、イメージング・システムを備えることを含み、
　少なくとも１つのスペクトル成分を有する入射光を前記標的上に供給するための光源を
備えるステップと、
　前記入射光をコリメートする動作が可能なように構成された１つ又は複数の光学コンポ
ーネントからなる第１の集合体を備えるステップと、
　前記入射光を前記標的上に集束させる動作が可能なように構成された１つ又は複数の光
学コンポーネントからなる第２の集合体を備えるステップと、
　出射光の１つ又は複数の事前選択スペクトルの前記強度を記録し、前記１つ又は複数の
事前選択スペクトルのうちの１つのスペクトルが前記標的の照射後に出射する前記光の少
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なくとも事前選択された一部に対応する受け側端部を備えるステップとを含む請求項１に
記載の方法。
【請求項６２】
　前記標的に照射される光のビームの直径は、前記標的に照射される光の前記ビームが平
面波に対応するように前記標的のサイズよりも実質的に大きい請求項６１に記載の方法。
【請求項６３】
　前記光源は、白色光源を含む請求項６１に記載の方法。
【請求項６４】
　前記光源は、複数の狭帯域光源から光の少なくとも１つのスペクトル成分を取り出す請
求項６１に記載の方法。
【請求項６５】
　前記光源は、アーク灯、白色発光ダイオード、レーザー光源、及びカラー発光ダイオー
ドのうちの１つ又は複数である請求項６１に記載の方法。
【請求項６６】
　前記レーザー光源は、１つ又は複数の放射波長を有する１つ又は複数のレーザーを備え
る請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
　前記カラー発光ダイオードは、さらに、１つ又は複数のスペクトル放射範囲を有する１
つ又は複数の発光ダイオードを備える請求項６５に記載の方法。
【請求項６８】
　１つ又は複数の光学コンポーネントからなる前記第１の集合体は、４－ｆシステムと絞
りを備える請求項６１に記載の方法。
【請求項６９】
　前記４－ｆシステムは、２レンズ４－ｆシステムである請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記レンズは、正レンズである請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　前記レンズは、フーリエ・レンズ、球面レンズ、屈折率分布型レンズ、非球面レンズ、
円柱レンズ、凸凸レンズ、及び平凸レンズのうちの少なくとも１つである請求項７０に記
載の方法。
【請求項７２】
　前記絞りは、前記２枚のレンズの共通焦点面内に実質的に配置される請求項６８に記載
の方法。
【請求項７３】
　さらに、前記光源と前記４－ｆシステムとの間に配置された集光器を備える請求項６１
に記載の方法。
【請求項７４】
　前記受け側端部は、イメージング分光器を備える請求項６１に記載の方法。
【請求項７５】
　前記受け側端部は、さらに、前記標的から出る前記出射光の画像を記録するための光検
出器を備える請求項７４に記載の方法。
【請求項７６】
　さらに、前記イメージング分光器と結合された光検出器と、前記イメージ分光器及び前
記光検出器と結合された、所定の位置の周りを移動する動作が可能なように構成された走
査ステージとを備える請求項７５に記載の方法。
【請求項７７】
　前記光検出器は、ＣＣＤカメラである請求項７６に記載の方法。
【請求項７８】
　前記光検出器は、複数の光検出器である請求項７６に記載の方法。
【請求項７９】
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　前記１つ又は複数の光学コンポーネントからなる前記第２の集合体は、対物レンズを備
える請求項６１に記載の方法。
【請求項８０】
　前記出射光は、前記対物レンズにより集光される請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　さらに、前記対物レンズにより集光された出射光を集束させて前記出射光の像を拡大す
るためのチューブ・レンズを備える請求項８０に記載の方法。
【請求項８２】
　さらに、前記対物レンズにより集光される前記出射光を偏向する動作が可能なように構
成されたフリッパー・ミラーを備える請求項８０に記載の方法。
【請求項８３】
　前記フリッパー・ミラーは、前記出射光をカメラに偏向して像を記録する前に視覚化す
るという動作が可能なように構成されている請求項８２に記載の方法。
【請求項８４】
　前記標的は、生体試料の１つ又は複数の生体細胞を含む請求項８１に記載の方法。
【請求項８５】
　前記受け側端部は、さらに、１つ又は複数の単一チャネル直線配列分光計を備える請求
項６１に記載の方法。
【請求項８６】
　前記受け側端部は、さらに、出射光の少なくとも１つのスペクトルのうちの１つ又は複
数のスペクトルの強度を記録するためのフィルタを備える請求項８５に記載の方法。
【請求項８７】
　前記フィルタは、チューナブル・フィルタ、フィルタ・ホイール、及びダイクロイック
・フィルタのうちの１つ又は複数である請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
　前記出射光が出てくる前記標的の前記事前選択部分の前記サイズは、イメージング・シ
ステムの分解能の回折限界のオーダーである請求項６１に記載の方法。
【請求項８９】
　出射光の前記１つ又は複数の事前選択スペクトルは、前記標的の前記事前選択された部
分内の一次元伝搬波の前記スペクトルを含む請求項１に記載の方法。
【請求項９０】
　前記標的は、微細針吸引を介して採取される請求項４６に記載の方法。
【請求項９１】
　統計的パラメータを決定するステップは、１つの単一細胞内の異なる場所に関して類似
の統計的パラメータ間の差異を決定するステップと、１つの身体内の複数の異なる単一細
胞に関して類似の統計的パラメータ間の差異を決定するステップと、複数の異なる身体内
の複数の異なる単一細胞に関して類似の統計的パラメータ間の差異を決定するステップと
、１つの身体内の細胞の異なる集団に関して類似の統計的パラメータ間の差異を決定する
ステップと、複数の異なる身体内の細胞の異なる集団に関して類似の統計的パラメータ間
の差異を決定するステップのうちの１つ又は複数を含む請求項２５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
連邦委託研究
　本開示は、米国国立衛生研究所により授与された認可番号Ｒ０１　ＥＢ００３６８２及
びＲ０１　ＣＡ１１２３１５、ならびに米国国立科学財団により授与された認可番号ＣＢ
ＥＴ－０２３８９０３及びＣＢＥ　Ｔ－０４１７６８９に基づき政府支援を受けてなされ
た。したがって、米国政府は、これらの認可に従って本開示にいくつかの権利を有してい
る場合がある。
【０００２】
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優先権主張
　本出願は、参照により本明細書に組み込まれる２００６年８月１１日に出願された「Ａ
ｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｐａｒｔｉａｌ　Ｗａｖｅ　Ｓｐｅ
ｃｔｒｏｓｃｏｐｙ」という表題の米国特許出願第６０／８３７，１０３号の優先権を主
張するものである。本出願は、さらに、参照により本明細書に組み込まれる２００６年８
月１１日に出願された「Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｌｔｒ
ａ－Ｅａｒｌｙ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃａｒｃｉｎｏｇｅｎｅｓｉｓ　ｉｎ　ａ
　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｅｌｌ　Ｖｉａ　Ｐａｒｔｉａｌ　Ｗａｖｅ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏ
ｐｙ」という表題の米国特許出願第６０／８３７，０５２号の優先権を主張するものであ
る。
【０００３】
関連特許出願の相互引用
　本出願は、本開示と同じ譲受人により２００５年１０月２７日に出願された「ＭＵＬＴ
Ｉ－ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＡＬ　ＥＬＡＳＴＩＣ　ＬＩＧＨＴ　ＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧ」と
いう表題の同時係属米国特許出願第１１／２６１，４５２号に関係する。上記の同時係属
出願の開示は、全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００４】
　本出願は、２００６年５月１９日に出願された「ＧＵＩＤＥ－ＴＯ－ＣＯＬＯＮＯＳＣ
ＯＰＹ　ＢＹ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＣＯＬＯＮＩＣ　ＭＩＣＲ
Ｏ－ＣＩＲＣＵＬＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＡ
ＭＥ」という表題の米国出願第６０／８０１，９４７号の優先権を主張する本開示と同じ
譲受人により２００５年１１月２７日に出願された「ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　ＲＥＣＯＧＮ
ＩＺＩＮＧ　ＡＢＮＯＲＭＡＬ　ＴＩＳＳＵＥ　ＵＳＩＮＧ　ＴＨＥ　ＤＥＴＥＣＴＩＯ
Ｎ　ＯＦ　ＥＡＲＬＹ　ＩＮＣＲＥＡＳＥ　ＩＮ　ＭＩＣＲＯＶＡＳＣＵＬＡＲ　ＢＬＯ
ＯＤ　ＣＯＮＴＥＮＴ」という表題の同時係属米国特許出願第１１／６０４，６５３号に
関係する。上記の同時係属出願の開示は、全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００５】
　本出願は、さらに、２００６年５月１９日に出願された「ＧＵＩＤＥ－ＴＯ－ＣＯＬＯ
ＮＯＳＣＯＰＹ　ＢＹ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＣＯＬＯＮＩＣ　
ＭＩＣＲＯ－ＣＩＲＣＵＬＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＯＦ　ＴＨ
Ｅ　ＳＡＭＥ」という表題の米国出願第６０／８０１，９４７号の優先権を主張する本開
示と同じ譲受人により２００５年１１月２７日に出願された「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯ
Ｒ　ＲＥＣＯＧＮＩＺＩＮＧ　ＡＢＮＯＲＭＡＬ　ＴＩＳＳＵＥ　ＵＳＩＮＧ　ＴＨＥ　
ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＥＡＲＬＹ　ＩＮＣＲＥＡＳＥ　ＩＮ　ＭＩＣＲＯＶＡＳＣ
ＵＬＡＲ　ＢＬＯＯＤ　ＣＯＮＴＥＮＴ」という表題の同時係属米国特許出願第１１／６
０４，６５９号に関係する。上記の同時係属出願の開示は、全体が参照により本明細書に
組み込まれる。
【０００６】
　本出願は、さらに、２００６年５月１９日に出願された「ＦＯＵＲ－ＤＩＭＥＮＳＩＯ
ＮＡＬ　ＥＬＡＳＴＩＣ　ＬＩＧＨＴ　ＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧ　ＳＰＥＣＴＲＯＳＣＯＰ
Ｙ，ＬＯＷ－ＣＯＨＥＲＥＮＣＥ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＢＡＣＫＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧ　
ＳＰＥＣＴＲＯＳＣＯＰＹ，ＲＥＬＡＴＥＤ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＭＡＲＫＥＲＳ，ＡＮＤ
　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＯＦ　ＳＡＭＥ」という表題の米国出願第６０／８０１，
９５４号の優先権を主張する本開示と同じ譲受人により２００７年５月１１日に出願され
た「ＳＹＳＴＥＭＳ，ＭＥＴＨＯＤＳ，ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳＥＳ　ＯＦ　ＥＬＡ
ＳＴＩＣ　ＬＩＧＨＴ　ＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧ　ＳＰＥＣＴＲＯＳＣＯＰＹ　ＡＮＤ　Ｌ
ＯＷ－ＣＯＨＥＲＥＮＣＥ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＢＡＣＫＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧ　ＳＰＥ
ＣＴＲＯＳＣＯＰＹ」という表題の同時係属米国特許出願に関係する。上記の同時係属出
願の開示は、全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００７】
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　本出願は、さらに、２００６年５月１２日に出願された「Ｌｏｗ－Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ
　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ａｎ
ｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｓａｍｅ」という表題の米国出願第６０／７９９
，９７０号の優先権を主張する本開示と同じ譲受人により２００７年５月１１日に出願さ
れた「ＳＹＳＴＥＭＳ，ＭＥＴＨＯＤＳ，ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳＥＳ　ＯＦ　ＬＯ
Ｗ－ＣＯＨＥＲＥＮＣＥ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＢＡＣＫＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧ　ＳＰＥＣ
ＴＲＯＳＣＯＰＹ」という表題の同時係属米国特許出願に関係する。上記の同時係属出願
の開示は、全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００８】
　特許、特許出願、及びさまざまな出版物を含みうる、いくつかの参考文献が、本開示の
説明において引用され、説明されている。そのような参考文献の引用及び／又は説明は、
単に本開示の説明を明確にするだけのために掲載されており、そのような参考文献が、本
明細書で説明されている開示に対する「先行技術」であることを認めるものではない。本
明細書において引用され、説明されているすべての参考文献は、それぞれの参考文献があ
たかも個別に参照により組み込まれているかのように参照によりそっくりそのまま本明細
書に組み込まれている。
【０００９】
　本開示は、一般的には、光散乱に関するものであり、具体的には、弾性光散乱及び／又
は医療診断治療目的を含む光散乱の応用に関するものである。
【背景技術】
【００１０】
　悪性形質転換時の構造異常（異形成癌連鎖）は、典型的には、比較的初期の段階が病理
学的観点からは一般的に静かな状態にある発癌の過程の比較的後期の段階において発生す
る。臨床的観点からは（例えば、細胞学的診断では）、発癌の初期段階を明確にすること
が望ましい。初期段階では、これらの細胞の基本的なナノスケール構造が初期悪性形質転
換のときに乱される可能性があるけれども、遺伝的／後成的変化は、まだ、顕微的結果に
変わっていないことがある。
【００１１】
　物理的及び技術的限界が、サブミクロン・スケール（例えば、ナノスケール）での細胞
組織化の変化の理解を妨げていた。例えば、既存の光学イメージング技術の能力は、回折
限界分解能により制約されうる。それに加えて、利用できるイメージング技術では、典型
的には、生体細胞及び組織のナノスケール組織化の定量的特徴付けを非破壊的な方法で実
行することができない。
【００１２】
　結腸直腸癌は、米国における癌死亡率の主要原因の１つとなっている。２００６年には
、結腸直腸癌（ＣＲＣ）に関係した死亡者数が約５５，１７０人と推定されている。早期
発見が行われていれば、初期段階の結腸直腸癌は治癒可能である。しかし、結腸新生物の
性質を考えると、大半の患者は、癌がかなり進行した段階に進んだときに診断されるので
、早期発見のため潜在的に危険な状態にある集団（例えば、５０歳以上の人々）の効果的
なスクリーニングを実施する必要のあることが強調される。例えば、既存結腸直腸癌スク
リーニング法は、糞便潜血検査（ＦＯＢＴ）、結腸の直接可視化を行う内視鏡検査（例え
ば、軟性Ｓ状結腸鏡検査又は大腸内視鏡検査）、及び／又は空気バリウム注腸検査を含む
。既存の方法は、結腸直腸癌死亡率及び発生率を下げる程度の効果を実証しているけれど
も、潜在的に患者及び／又は医師が進んで行う気がないため、集団の大部分が、内視鏡ス
クリーニングを受けていない。
【００１３】
　しかし、資源に制約があり、また合併症が予測されることから、潜在的に危険な状態に
ある集団（例えば、５０歳以上）に対し大腸内視鏡検査を実施することは、非実用的であ
ると思われる。それに加えて、一般集団については、進行性ＣＲＣの生涯リスクは約６％
である。大きな母集団に対し大腸内視鏡検査を実施して、結腸新生物を発生する可能性の
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ある潜在的に危険な状態にある集団の比較的小さな下位集団に至ろうとするのは、費用と
時間の面で不効率である。結腸直腸癌スクリーニングのために多数の技術が導入されてい
るが、集団検診に適したロバスト性を有していることについてはまだ実証されていない。
例えば、糞ＤＮＡ分析の立証実績のレポートは、多施設治験において統計的に有意でなか
った。さらに、糞ＤＮＡ分析の著しい費用は、利用を広げるうえでの障壁となる可能性が
ある。放射線学の観点からは、単一施設研究において、コンピュータ断層撮影コロノグラ
フィ（仮想大腸内視鏡検査）が有望であったが、残念なことに、多施設治験で立証された
感度は、信頼できないものであった。
【００１４】
　結腸新生物が潜んでいる可能性の高い患者を識別して、新生物が潜んでいる可能性の高
い適切に定めた患者群に対し大腸内視鏡検査を実施し、大腸内視鏡検査の費用、不都合、
及び予測される合併症から恩恵を受けることがありえない患者に対する検査を控えるよう
にする必要がある。
【００１５】
　それに加えて、膵臓癌は、米国内の癌死亡のもう１つの主要原因であり、ほとんどの癌
が後期の不治の段階で診断されるのである。高分解能イメージング（ＭＲＩ、ＣＴなど）
、分子診断法、及び／又は内視鏡的逆行性胆道膵管造影法（ＥＲＣＰ）を含む、既存のア
プローチは、効果的な治療が可能なように初期膵臓腫瘍を検出するロバスト性を立証して
いない。
【００１６】
　現行のイメージング・モダリティとともにＥＲＣＰは、腫瘤病変の存在の検出を利用し
ており、したがって、腫瘍は検出されたときには、典型的には、生物学的に進行しすぎて
いて治癒できない。長年の研究にもかかわらず、臨床的に十分な分子マーカーが開発され
ていない。前浸潤癌を診断するのに現在有望な唯一のルートは、膵管を通るもので、膵臓
の腺腫又は癌腫の９０％がそこから発生する。膵炎（３～５％の症例）を含む合併症が発
生する可能性があるため、現在実施されているように、ＥＲＣＰは、連続する複数の時点
にわたる定期検診には適さない場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、一部は、本明細書で説明されている、標的の屈折率変動を識別するためのシ
ステム及び方法を含む。本開示のいくつかの実施形態の概要について、この節で説明する
。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　一態様では、本開示のいくつかの実施形態は、後方散乱又は透過法を使用して、また出
射光の１つ又は複数の特性に基づき標的の屈折率変動を決定することにより、標的から出
る出射光の１つ又は複数の特性を識別する、システム上に実装されうる方法を含む。一実
施形態では、出射光の１つ又は複数の特性は、出射光の反射の尺度を含む。他の実施形態
では、反射の尺度は、出射光の高周波スペクトル成分の尺度を含む。出射光の反射の尺度
は、出射スペクトルと出射スペクトルの低周波スペクトル成分の差を含みうる。一実施形
態では、出射光の１つ又は複数の特性は、出射光の反射の尺度の自己相関を含む。屈折率
変動を決定するステップは、さらに、屈折率変動の分散及び屈折率変動の空間相関長の１
つ又は複数を決定するステップを含むことができる。
【００１９】
　一態様では、本開示のいくつかの実施形態は、少なくとも１つのスペクトル成分を含む
、標的上に照射される入射光を供給し、標的から後方散乱されたか、又は標的を透過した
光の１つ又は複数の事前選択されたスペクトルのうちの１つのスペクトルが標的の１つ又
は複数の事前選択された部分に対応する、１つ又は複数の事前選択されたスペクトルの強
度を記録し、標的の照射される部分の特性を評価することに関して、ただし標的について
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評価される特性は標的の１つ又は複数の部分に対する特性であるとして、出射光の１つ又
は複数の事前選択されたスペクトルの強度を分析する、システム上に実装されうる方法を
含む。
【００２０】
　一実施形態は、さらに、標的の照射される部分の出射光により形成される画像を記録す
ることを含む。これらの特性は、標的の、粒子のサイズ、粒子の個数濃度、屈折率、屈折
率の空間分布、及び粒子の個数濃度の空間分布のうちの１つ又は複数を含むことができる
。一実施形態では、入射光のビーム直径は、入射光が標的のところの平面波に対応するよ
うに標的よりも実質的に大きい。入射光は、白色光を含んでもよい。
【００２１】
　一実施形態は、さらに、標的の単一散乱粒子を識別するステップを含む。この実施形態
は、さらに、標的の１つの粒子の周辺から出る出射光の第１の一組のスペクトルの強度を
記録するステップと、標的の粒子の中心から出る出射光の第２の一組のスペクトルの強度
を記録するステップとを含むことができる。この実施形態は、さらに、粒子の中心からの
記録された出射光の第２の一組のスペクトルの強度を分析することで粒子のサイズを決定
するステップと、一様平板モデルに基づき計算されたスペクトルに対し粒子の中心からの
記録された出射光の第２のスペクトルのカーブ・フィッティングを実行することで粒子の
直径を決定するステップとを含むことができる。
【００２２】
　一実施形態は、さらに、標的の高密度充填粒子の集合体の局部的散乱粒子を識別するこ
とを含む。この実施形態は、さらに、出射光の１つ又は複数のスペクトルの強度に関係す
る１つ又は複数の統計的属性を決定するステップを含むことができる。少なくとも１つの
統計的属性は、反射率の確率密度分布、反射率の自己相関関数、不規則性の強さ、不規則
性の強さの標準偏差、及び不規則性の強さの確率密度のうちの１つ又は複数を含むことが
できる。一実施形態では、反射率は、出射光の高周波スペクトル成分の一尺度である。
【００２３】
　一実施形態は、さらに、出射光の１つ又は複数のスペクトルについて、出射光の強度と
入射光の強度により正規化された出射光の強度のゆっくりと変化する成分との間の差を求
めることで反射率を決定するステップを含む。この実施形態は、さらに、出射光の１つ又
は複数のスペクトルの反射率及び出射光の１つ又は複数のスペクトルの反射率の自己相関
関数から不規則性の強さを決定するステップを含むことができる。不規則性の強さは、屈
折率変動の分散と屈折率変動の空間相関長のうちの１つ又は複数の一尺度とすることが可
能である。一実施形態では、この方法は、不規則性の強さの統計的パラメータを決定する
ステップを含むことができる。統計的パラメータは、不規則性の強さ及び所定の領域にわ
たって平均された不規則性の強さの標準偏差のうちの１つ又は複数を含むことができ、所
定の領域は実質的に細胞の一領域に対応する。統計的パラメータは、細胞の領域上の不規
則性の強さの所定の百分位数に対する平均及び標準偏差のうちの１つ又は複数を含むこと
ができる。統計的パラメータは、さらに、複数の細胞にわたって平均された、不規則性の
強さの平均及び不規則性の強さの標準偏差のうちの１つ又は複数を含むことができる。統
計的パラメータは、さらに、複数の細胞にわたる、不規則性の強さの標準偏差、不規則性
の強さの平均、及び不規則性の強さの標準偏差のうちの１つ又は複数を含むことができる
。
【００２４】
　一実施形態で、複数の細胞が、細胞学的試料の少なくとも一部である。複数の細胞は、
固定細胞、生体細胞、及び／又は染色した細胞のうちの１つ又は複数とすることができる
。イメージング・システムの分解能の回折限界により制限されうる、出射光が出てくる標
的の事前選択された部分のサイズは、マイクロスケールのオーダーとしてよい。一実施形
態では、標的は、生体試料である。標的は、さらに、生体の少なくとも一部分とすること
ができる。それに加えて、生体試料は、細胞標品の少なくとも一部分である。生体組織は
、悪性形質転換を受ける組織を含むことがある。
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【００２５】
　一実施形態は、組織の局所領域に対する物理的特性を評価するステップを含むことがで
きる。その組織について評価すべき物理的特性は、１つ又は複数の細胞の面積のオーダー
のスケールの組織の１つ又は複数の部分に対するものとしてよい。この実施形態は、さら
に、単一細胞の細胞構造内の変化を検出するなど、組織の単一細胞の物理的特性を評価す
るステップを含むことができる。この変化は、癌性変化に対応しうる。癌性変化は、膵臓
癌、結腸癌、肝臓癌、肺癌、食道癌、胃癌、子宮頸癌、口腔癌、卵巣癌、乳癌、膀胱癌、
胆管癌、前立腺癌、及び／又は頭頸部癌に対応しうる。標的は、内視鏡的に正常な生体試
料、組織学的に正常な生体試料、及び細胞学的に正常な生体試料から得られる。
【００２６】
　一実施形態では、標的は、非腫瘍性組織と異なる解剖学的部分から得られる組織の腺腫
及び癌腫のうちの１つ又は複数を検出するための非腫瘍性組織を含む。例えば、標的は、
腺腫及び癌腫の１つ又は複数が潜在的に潜んでいる解剖学的領域の組織の近位及び遠位の
少なくとも一方の解剖学的領域の組織を含む。一実施形態では、この方法は、さらに、結
腸内のどこかから得られた組織の特性の識別に基づき結腸の少なくとも一部の中の腺腫及
び癌腫のうちの１つ又は複数の存在を検出することを含む。結腸内のどこかから得られる
組織は、盲腸、上行結腸、肝弯曲部、横行結腸、脾湾曲部、下行結腸、Ｓ状結腸、及び直
腸のうちの少なくとも１つを含む。
【００２７】
　一実施形態は、さらに、非腫瘍性組織から出る出射光の１つ又は複数のスペクトルの強
度を分析することで膵臓新生物を検出することを含む。非腫瘍性組織は、場合によっては
、十二指腸膨大部周囲粘膜である場合もある。非腫瘍性組織は、遺伝的及び環境的要因の
うちの少なくとも１つの影響を受け、結果として膵臓新生物を生じる組織である場合もあ
る。一実施形態は、さらに、非腫瘍性組織から出る出射光の１つ又は複数のスペクトルの
強度を分析することで肺癌を検出することを含む。非腫瘍性組織は、口腔粘膜であるもの
としてよい。この実施形態は、さらに、慢性閉塞性肺疾患の患者群のうちから肺癌の患者
を識別するステップ、及び／又は慢性閉塞性肺疾患の患者群のうちから肺癌の家系の患者
を識別するステップを含むことができる。患者群は、喫煙者群であってもよい。一実施形
態は、ＨＴ２９細胞のさまざまな遺伝的変異などの、細胞のさまざまな遺伝的変異を識別
することを含む。
【００２８】
　他の態様では、本開示のいくつかの実施形態は、少なくとも１つのスペクトル成分を有
する入射光を供給する光源、入射光をコリメートする動作が可能なように構成された１つ
又は複数の光学コンポーネントからなる第１の集合体、入射光を標的に集光する動作が可
能なように構成された１つ又は複数の光学コンポーネントからなる第２の集合体、及び標
的の照射される部分の入射光の照射から出る出射光の１つ又は複数の事前選択されたスペ
クトルの強度を記録する受け側端部を備えるシステムを備える。
【００２９】
　一実施形態では、標的に照射される光のビームの直径は、標的に照射される光のビーム
が平面波に対応するように標的のサイズよりも実質的に大きい。一実施形態では、光源は
、白色光源を含む。光源は、複数の狭帯域光源から光の少なくとも１つのスペクトル成分
を取り出すことができる。光源は、アーク灯、白色発光ダイオード、レーザー光源、及び
カラー発光ダイオードのうちの１つ又は複数としてよい。レーザー光源は、１つ又は複数
の放射波長を有する１つ又は複数のレーザーを備えることができる。一実施形態では、カ
ラー発光ダイオードは、さらに、１つ又は複数のスペクトル放射範囲を有する１つ又は複
数の発光ダイオードを含むことができる。
【００３０】
　一実施形態では、１つ又は複数の光学コンポーネントからなる第１の集合体は、４－ｆ
システムと絞りを備える。例えば、４－ｆシステムは、２レンズ４－ｆシステムとしてよ
い。一実施形態では、レンズは、正レンズである。それに加えて、レンズは、フーリエ・
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レンズ、球面レンズ、屈折率分布型レンズ、非球面レンズ、円柱レンズ、凸凸レンズ、及
び／又は平凸レンズであってよい。さらに、絞りは、一実施形態では、２枚のレンズの共
通焦点面内に実質的に配置されうる。一実施形態では、システムは、光源と４－ｆシステ
ムとの間に配置された集光器を備える。
【００３１】
　一実施形態では、受け側端部は、イメージング分光器を備える。受け側端部は、さらに
、標的から出る出射光の画像を記録するための光検出器を備えることができる。それに加
えて、光検出器は、イメージング分光器と結合され、所定の位置の周りを移動する動作が
可能なように構成された走査ステージは、イメージ分光器及び光検出器と結合されうる。
光検出器は、ＣＣＤカメラであってよい。一実施形態では、光検出器は、複数の光検出器
とすることができる。
【００３２】
　一実施形態では、１つ又は複数の光学コンポーネントからなる第２の集合体は、対物レ
ンズを備える。出射光は、対物レンズにより集光されうる。この実施形態は、さらに、対
物レンズにより集光された出射光の焦点を合わせて出射光の画像を拡大するチューブ・レ
ンズ及び対物レンズにより集光された出射光を偏向する動作が可能なように構成されたフ
リッパー・ミラーを備えることができる。フリッパー・ミラーは、出射光をカメラに偏向
して像を記録する前に視覚化するという動作が可能なように構成されうる。一実施形態で
は、標的は、生体試料の１つ又は複数の生体細胞を含みうる。
【００３３】
　一実施形態では、受け側端部は、さらに、１つ又は複数の単一チャネル直線配列分光計
及び／又はフィルタを備え、これにより、出射光の少なくとも１つのスペクトル成分のう
ちの１つ又は複数の成分の強度を記録することができる。フィルタは、チューナブル・フ
ィルタ、フィルタ・ホイール、及び／又はダイクロイック・フィルタとすることができる
。
【００３４】
　本開示は、方法及びこれらの方法を実行する処理システムを含む、これらの方法を実行
するシステム、及び処理システム上で実行されたときにシステムにこれらの方法を実行さ
せるコンピュータ可読媒体を含む。
【００３５】
　本開示の他の特徴は、付属の図面及び以下の詳細な説明から明白になるであろう。
【００３６】
図面の簡単な説明
　図１は、一実施形態による、アガロース・ゲルに埋め込まれた６μｍのポリスチレン微
小球の顕微鏡画像を示す図である。
【００３７】
　図２は、一実施形態による、ミー理論から計算で求められた、シミュレートされた後方
散乱スペクトルを重ねた、図１のポリスチレン微小球の周辺から記録された後方散乱スペ
クトルを例示する図である。
【００３８】
　図３は、一実施形態による、平板モデルに基づき計算で求められた、シミュレートされ
た後方散乱スペクトルを重ねた、図１のポリスチレン微小球の中心から散乱された光から
記録された後方散乱スペクトルを例示する図である。
【００３９】
　図４は、一実施形態による、ＦＤＴＤシミュレーションから計算で求められた、散乱ス
ペクトルを重ねた、図１のポリスチレン微小球の中心から記録された後方散乱スペクトル
を例示する図である。
【００４０】
　図５は、一実施形態による、直径のサイズが異なる２つの球に対するＦＤＴＤシミュレ
ーション結果に基づき計算で求められた後方散乱スペクトルを例示する図である。
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【００４１】
　図６は、一実施形態による、平均径が可変である空中の塊状ポリスチレン微小球の画像
、及び、４つの微小球のそれぞれが平板モデルから導き出された散乱スペクトルＩｓ（λ
）にフィッティングされた中心から記録された散乱スペクトルＩｃ（λ）を例示する図で
ある。
【００４２】
　図７は、一実施形態による、部分波分光法を実行するための分光システムの例示的な略
図である。
【００４３】
　図８は、一実施形態による、分光システムによる部分波分光法を介して得られた微小球
の例示的な画像及び例示的なスペクトルを示す図である。
【００４４】
　図９Ａは、一実施形態による、部分波分光法を介して得られた細胞の画像ならびに雑音
除去及び背景反射の後の反射率スペクトルＲ（λ）のプロットを示す図である。
【００４５】
　図９Ｂは、一実施形態による、ＥＧＦＴノックダウンＨＴ２９細胞、通常のＨＴ２９細
胞、及びＣＳＫノックダウンＨＴ２９細胞について得られた、一組の細胞学的細胞画像及
び一組の部分波分光細胞画像を例示する図である。
【００４６】
　図９Ｃは、一実施形態による、ＥＧＦＲ　ＨＴ２９細胞、対照ＨＴ２９細胞、及びＣＳ
Ｋ　ＨＴ２９細胞に対する反射率Ｒ（ｋ）及び不規則性の強さＬｄの統計的パラメータの
プロットを例示する図である。
【００４７】
　図９Ｄは、一実施形態による、ＥＧＦＲ　Ｈ２９細胞、対照ＨＴ２９細胞、及びＣＳＫ
　ＨＴ２９細胞に対する不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示す
棒グラフである。
【００４８】
　図１０は、一実施形態による、対照ラット及びＡＯＭ処置ラットの結腸上皮細胞から記
録された後方散乱光の強度から決定される、波長の関数としての反射率スペクトルＲ（λ
）のプロット及び反射率スペクトルの統計的パラメータのプロットを例示する図である。
【００４９】
　図１１は、一実施形態による、対照ラット及びＡＯＭ処置ラットから得られた結腸上皮
細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示す棒グラフである。
【００５０】
　図１２は、一実施形態による、対照及びＡＯＭ処置ラット（発癌の開始後２、５、及び
８週）から記録された組織学的に正常な結腸上皮細胞の、不規則性の強さＬｄ及び不規則
性の強さの標準偏差σＬｄの空間分布を示す画像である。
【００５１】
　図１３は、一実施形態による、１Ｄ平板モデルにより決定されるような、相関長ｌｃ及
び屈折率変動＜Δｎ２＞を有する不規則性の強さＬｄのバラツキを示すプロットである。
【００５２】
　図１４Ａは、一実施形態による、ＦＤＴＤシミュレーション及び合成後方散乱画像に使
用される要素の幾何学的形状の実施例を例示する図である。
【００５３】
　図１４Ｂは、一実施形態による、部分波分光法から得られた画像の一部の後方散乱スペ
クトルを分析するためＦＤＴＤシミュレーションから得られたスペクトルと１Ｄ平板モデ
ルとを比較するプロットである。
【００５４】
　図１５は、一実施形態による、不規則性の強さ及び不規則性の強さの標準偏差が細胞学
的に悪性の膵臓癌細胞についてプロットされたヒト生体試料の部分波分光法を介して得ら
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れたデータを示す棒グラフである。
【００５５】
　図１６は、一実施形態による、不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬ

ｄが細胞学的に正常な膵臓癌細胞についてプロットされたヒト生体試料の部分波分光法を
介して得られたデータを示す棒グラフである。
【００５６】
　図１７は、一実施形態による、結腸内のどこにも腺腫又は癌腫、非進行腺腫又は癌腫、
及び進行腺腫又は癌腫がない状態で、部分波分光法を介して患者の正常な外見の直腸粘膜
から得られた細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示す棒グ
ラフである。
【００５７】
　図１８は、一実施形態による、膵臓癌の患者及び異形成のない対照患者からの正常な外
見の十二指腸膨大部周囲粘膜から得られた細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さ
の標準偏差σＬｄを示す棒グラフである。
【００５８】
　図１９は、一実施形態による、肺癌の患者、ＣＯＰＤの患者、肺癌を患っていない患者
、及びの肺癌はないが、肺癌の家系である患者からの正常な外見の頬粘膜から得られた細
胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示す棒グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　以下の説明及び図面は、例示的なものであり、制限であると解釈されないものとする。
本開示を十分に理解できるように、多数の具体的な詳細事項を説明する。しかし、いくつ
かの場合において、よく知られているか、又は標準とみなされる詳細事項については、説
明をわかりにくくしないために取りあげない。本開示における一実施形態への参照は、同
じ実施形態の参照であってよいが、必ずしもそうではなく、そのような参照は、複数の実
施形態のうちの少なくとも１つの実施形態を意味する。
【００６０】
　本明細書において「一実施形態」又は「実施形態」と記述されている場合、これは、そ
の実施形態に関して説明されている特定の特徴、構造、特性が本開示の少なくとも１つの
実施形態に含まれることを意味する。「一実施形態では」という語句が本明細書のさまざ
まな箇所に記載されていても、必ずしもすべて同じ実施形態を指しているとは限らず、ま
た別の、もしくは代替えの実施形態が他の実施形態と相互排他的であるわけでもない。さ
らに、いくつかの実施形態では提示されうるが、他の実施形態では提示されえない、さま
ざまな特徴が説明される。同様に、いくつかの実施形態については要件となりうるが、他
の実施形態については要件とはなりえない、さまざまな要件が説明される。
【００６１】
　本明細書で使用される用語は、一般に、本開示の文脈内で、またそれぞれの用語が使用
される特定の文脈において、当業の通常の意味を有する。本開示を説明するために使用さ
れるいくつかの用語は、発明の実施者に対する本開示の説明に関する付加的な手引きとな
るように、以下で説明されるか、又は本明細書の他の場所で説明される。便宜上、いくつ
かの用語は、例えば、斜体及び／又は引用符を使って強調表示される場合がある。強調表
示の使用は、用語の範囲及び意味に影響を及ぼすことはなく、用語の範囲と意味は、強調
されようとされまいと、同じ文脈において同じである。同じことが複数の言い方で述べら
れることは理解されるであろう。
【００６２】
　したがって、本明細書で説明されている用語の１つ又は複数に対し代替えの専門用語及
び同義語を使用することができ、用語が本明細書で詳述又は説明されているかどうかにつ
いて特別な意義はない。特定の用語に対し同義語が用いられる。１つ又は複数の同義語を
用いていても、他の同義語の使用を排除するものではない。本明細書で説明されている用
語の実施例を含む本明細書のどこかの場所で実施例を使用していても、例示することのみ
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を目的としており、いかなる形でも本開示又は例示されている用語の範囲及び意味を制限
しない。同様に、本開示は、本明細書に示されているさまざまな実施形態を限定されるも
のではない。
【００６３】
　本開示の範囲を制限することを意図せずに、本開示の実施形態による例示的な計測器、
装置、方法、及びその関連する結果について以下で説明する。読者の便宜のために実施例
において表題又は副題が使用される場合があるが、決して本発明の範囲を制限するもので
はないことに留意されたい。さらに、いくつかの理論が本明細書において提案され説明さ
れているが、いかなる形でも、正しかろうが間違っていようが、本開示が特定の理論又は
動作方式にこだわらずに本開示により実施される限り本開示の範囲を制限すべきではない
。
【００６４】
　断りのない限り、本明細書で使用されるすべての技術及び科学用語は、本開示が関係し
ている技術分野の当業者に通常理解される意味と同じ意味を有する。食い違いがある場合
、本書が、定義も含めて、優先する。
【００６５】
　本明細書で使用されているように、「約、およそ（ａｒｏｕｎｄ、ａｂｏｕｔ、又はａ
ｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｌｙ）」は、一般に、所定の値又は範囲の２０パーセント以内、好
ましくは１０パーセント以内、より好ましくは５パーセント以内を意味するものとする。
本明細書で示されている数量は近似値であり、「約、およそ（ａｒｏｕｎｄ、ａｂｏｕｔ
、又はａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｌｙ）」は明示的に述べられていなければ推論できること
を意味している。
【００６６】
　本開示のいくつかの実施形態は、例えば、部分波分光法を介して、標的の屈折率変動を
識別するためのシステム及び方法を含む。
【００６７】
　一態様では、本開示は、対象物体を光学的に調査し、複合多粒子系内の孤立単一散乱要
素又は局部的散乱要素から局部的散乱シグネチャを識別することに関係する。
【００６８】
　この例示的な実施形態では、本開示により弾性後方散乱分光顕微鏡が備えられ、これに
より、表面散乱（例えば、波が球面上で伝搬することによる散乱）及び中心散乱（例えば
、波が粒子の中心を通って往復光路を進行することによる散乱）を含む、単一均質ミクロ
ン・スケール粒子の異なる部分から生じる局部的散乱特徴を識別する。注目する標的から
出た光は、分析のため、ほとんどの場合、後方散乱された光となることが意図されている
が、本発明の原理は、注目する標的を透過し、次いで感知された光を包含し、又はそれに
適用可能であると考えられる。
【００６９】
　一態様では、本開示は、さらに、対象物体を光学的に調査して、ナノスケールの細胞構
造の変化、例えば、生体の単一細胞の変化を検出することに関係する。それに加えて、生
体の単一細胞のスケールで対象物体を光学的に調査する機能は、例えば細胞学的試料を光
学的に調査することにより、発癌の検出にも応用できる。
【００７０】
　一態様では、本開示のいくつかの実施形態は、さらに、結腸癌が発症したＡＯＭ処置ラ
ット・モデルを光学的に調査し、例えば、ナノスケールで調査された試料の屈折率の変動
により示されるような、細胞構造内の不規則性の程度の増大を観察することを含む。一実
施形態では、不規則性の程度の増大を示す細胞は、組織学的及び／又は細胞学的に正常で
ある。そのようなものとして、部分波分光法を使用することで、発癌は組織学的に正常な
細胞において識別されうることに留意されたい。他の実施形態では、細胞は、組織学的及
び／又は細胞学的に異常であるものとしてよい。
【００７１】



(17) JP 2010-500569 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

　腫瘍性疾患は、腫瘍又は病変に至る過程の少なくとも一部であり、腫瘍又は病変は、膵
臓癌、結腸癌、結腸の腺腫性ポリープ、肝臓癌、肺癌、乳癌、及び／又は他の癌などの異
常細胞又は組織（例えば、前癌性又は癌性）であるものとしてよい。異常組織は、病変又
は腫瘍であるとしてよいが、異常組織は、さらに、それ自体は異形成表現型をまだ示して
いない異形成病変の発症に先立つ組織、及びそれらの病変又は前異形成組織の近辺にある
組織である場合もある。
【００７２】
　本明細書で説明されている特定の応用例は、早期結腸直腸癌検出における結腸、膵臓癌
細胞に対する膵臓、肺癌に対する口腔粘膜のそのような前癌性変化の検出に関するもので
あるが、他の応用例も説明される。他の生物学的に関係する応用例は、生体工学による組
織発生及び／又は細胞増殖の監視を含む。さらに他の応用例は、高分子機械及び分子量デ
ータ、固体高分子材料の形態構造の特徴付けなど、医療に関連する開示の使用を超えて考
えられる。
【００７３】
弾性後方散乱
　マイクロスケール構造からナノスケール構造への光散乱信号は、波長（例えば、スペク
トル）及び散乱角において特徴的な構造依存パターンを示す。逆方向のスペクトル及び散
乱角などのシグネチャは、典型的には、組織構造内の微妙な変化に敏感である。そこで、
いくつかの場合において、発癌の早期検診に弾性光散乱分光法が使用されうる。弾性光散
乱分光実験において、例えば、約数ミリメートルの面積の組織領域が典型的には照射され
、この領域内の散乱体の平均サイズに関する情報が得られる。
【００７４】
　いくつかの応用例では、ナノメートル領域などの、サブミクロン・スケールの試料の特
性を決定するために、複合多粒子系内の孤立単一散乱体又は局部的構造から散乱シグネチ
ャを得ることができる。例えば、細胞学的分析では、局部的散乱シグネチャを得ることで
、細胞母集団から数個の癌細胞を識別し、分析することができる。さらに、局部的構造か
らの散乱の特徴付けを用いることで、生体細胞からの散乱シグネチャの発生元により細胞
構造／細胞小器官を識別することが可能である。散乱特徴を持つ局所的微細構造の詳細を
取り込んだいくつかの技術としては、例えば、分光光干渉断層計、スペクトル・イメージ
ング、角度依存散乱、共焦点分光法、及び顕微分光法がある。
【００７５】
　したがって、本開示の一実施形態によれば、顕微鏡法及びスペクトル・シグネチャの部
分回折感度によりもたらされる両方の回折限界局部的構造情報を利用するために弾性後方
散乱分光顕微鏡法が運用される。そこで、一実施形態では、表面散乱及び中心散乱を含む
、単一均質ミクロン・スケール粒子の異なる部分から生じる異なる局所性の高い散乱特徴
が、はっきり識別されうる。
【００７６】
　図１は、一実施形態による、アガロース・ゲルに埋め込まれた６μｍのポリスチレン微
小球の顕微鏡画像を例示している。
【００７７】
　この実施例では、アガロース・ゲル濃度は、約１％であり、～８×１０５粒子／ｍｌの
微小球密度を有する。画像に示されているように、球の周辺と中心に２つの明るい可視領
域がある。２つの明るい可視領域を有する類似のパターンが、他のサイズ（Ｄ＝３．１、
４．７８、１０．１μｍ）を有する微小球について観察されうる。微小球の周辺［Ｉｐ（
λ）］及び中心［Ｉｃ（λ）］からの散乱スペクトルは、それぞれ図２及び図３に示され
ている。この実施例では、Ｉ（λ）は、入射光供給源のスペクトルプロファイルにより正
規化された後方散乱スペクトルである。スペクトルは、ミクロン・サイズの粒子による散
乱を特徴とするリップル構造として知られる高周波振動を示す。スペクトルの高周波成分
が分析されるべきなので、一実施形態では、低周波成分はハイパス・フィルタで除去する
ことができる。
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【００７８】
　図２は、一実施形態による、ミー理論から計算で求められた、シミュレートされた後方
散乱スペクトルを重ねた、図１のポリスチレン微小球の周辺から記録された後方散乱スペ
クトルを例示している。
【００７９】
　一実施形態では、周辺密度Ｉｐ（λ）のスペクトル特徴が、記録され、調べられる。図
に示されているようなリップル構造は、表面上を伝搬する波（例えば、表面波）の間の干
渉効果から生じ、遠距離場ミー理論によりモデル化されうる。ミー理論では、マクスウェ
ルの方程式の解析解を使って球形粒子による電磁放射線のミー散乱を記述する。ほとんど
の場合、ミー理論は、球形粒子の直径と電磁放射線の波長との比の範囲が広い球形粒子に
対し適用可能である。ミー理論の文脈で粒子という用語を使用した場合、これは、通常は
、周囲物質の屈折率と異なる屈折率を有する物質の集塊を指す。
【００８０】
　図に示されているように、Ｉｐ（λ）とミー理論により決定されるスペクトルとの間に
は良好な相関があり、遠距離場ミー散乱は、表面散乱により支配されることを示しており
、これは理論的説明と呼応する。
【００８１】
部分波分光法
　図３は、一実施形態による、平板モデルに基づき計算で求められた、シミュレートされ
た後方散乱スペクトルを重ねた、図１のポリスチレン微小球の中心から散乱された光から
記録された後方散乱スペクトルを例示している。
【００８２】
　一実施形態では、微小球の中心から散乱された光のスペクトルの強度を記録することが
できる。微小球の中心から散乱された光は、例えば、１Ｄ軌跡にそって、細胞内構造の間
で反射する光波に対応する。これからわかるように、中心から後方散乱された光の強度プ
ロットにおけるリップルは、図２に例示されているように周辺から散乱された光に比べて
遅く振動する。遅く振動しているリップルは、遠距離場ミー理論によるモデリングに基づ
いて予測されるものではない。さらに、異常リップル構造Ｉｃ（λ）は、周囲媒体（デー
タは図に示されていない）の屈折率と無関係であるものとして観察されるが、ミー理論で
は、リップル構造は散乱体と媒体との間の相対的屈折率に依存すると予測している。
【００８３】
　微小球の中心から散乱された光の遅い振動パターンは、球体－媒体間界面から反射され
た光と球体の中心を通る往復光路を進行する光との間の干渉によるものと考えられる。し
たがって、後方散乱スペクトルの周波数及びピーク位置は、球体直径に実質的に等しい厚
さを有する一様な平板モデルＩｓ（λ）から予測できる。１Ｄ平板モデルは、一方向（例
えば、ｎ（ｚ））で変化する屈折率を有する平板からの後方散乱のスペクトルを計算する
ための簡略化されたモデルである。１Ｄ平板モデルから計算された後方散乱スペクトルＩ
ｓ（λ）は、ほとんどの場合において、解析的に決定されうる。図に示されているように
、一様な平板モデルにより決定されるような後方散乱スペクトルのスペクトル・ピークＩ
ｓ（λ）は、Ｉｃ（λ）のスペクトル・ピークに対応する。したがって、一様な平板モデ
ルは、注目する試料の後方散乱光から記録された部分波分光信号をモデル化するために使
用されうる。
【００８４】
　さらに、異なる屈折率（ｎ＝１．５９、１．４６）及び１．５から６μｍまでのさまざ
まな直径Ｄ（データは図に示されていない）を有する多数の微小球（Ｎ＝３０）も撮像さ
れた。微小球からの後方散乱光のスペクトルが得られた後、平板モデルのシミュレーショ
ンにより得られたスペクトルと比較してよく合っていると決定された。
【００８５】
　図４は、一実施形態による、時間領域差分法（ＦＤＴＤ）シミュレーションから計算で
求められた、散乱スペクトルを重ねた、図１のポリスチレン微小球の中心から記録された
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後方散乱スペクトルを例示している。
【００８６】
　一実施形態では、後方散乱スペクトルＩｃ（λ）の記録及び平板モデルから、又は時間
領域差分法（ＦＤＴＤ）により計算で求められたスペクトルへのフィッティングＩｃ（λ
）は、部分回折精度で粒子のサイズを特徴付けるために使用できる。例えば、粒子サイズ
が散乱スペクトルから決定されうる精度は、記録されたスペクトルを時間領域差分法（Ｆ
ＤＴＤ）により生成される数値データと比較することにより決定されうる。
【００８７】
　時間領域差分法（ＦＤＴＤ）では、時空間メッシュが導入され、マクスウェルの方程式
が、メッシュ上の有限差分方程式系で置き換えられうる。したがって、ＦＤＴＤシミュレ
ーションを使って、マクスウェルの方程式を数値解法で解くことにより、所定の幾何学的
形状及び境界条件について任意の空間的位置で散乱強度を決定することができる。この実
験で実行されたシミュレーションでは、さまざまなサイズの誘電体微小球の幾何学的形状
が、１２．５ｎｍの空間分解能の階段近似法を使用してＦＤＴＤ格子内に組み込まれる。
【００８８】
　一実施形態では、可視光の完全な周波数範囲を含む時間領域パルス平面波の発生するた
めに、散乱場法が使用されうる。一実施形態では、中心散乱スペクトルＩｃ（λ）は、微
小球の中心を通る光路上に配置され、発生源スペクトルにより正規化された観測点で時間
領域場強度の離散フーリエ変換を実行することにより求めることができる。数値シミュレ
ーションは、シミュレーションとＤ＝６μｍの微小球に対する実験欠陥とを比較すること
により妥当性が検証されうる。図に示されているように、ＦＤＴＤシミュレーションによ
り計算されたスペクトルは、実験的に記録された後方散乱スペクトルＩｃ（λ）を正確に
予測する。
【００８９】
　図５は、一実施形態による、直径のサイズが異なる２つの球に対するＦＤＴＤシミュレ
ーション結果に基づき計算で求められた後方散乱スペクトルを例示している。
【００９０】
　球体からの記録されたスペクトルは、一実施形態では、直径のサイズを決定するために
使用されうる。例えば、ＦＤＴＤモデルにおける微小球のサイズを変化させて、粒子サイ
ズに対する後方散乱スペクトルＩｃ（λ）の依存性の感受性を試験することができる。図
５は、ＦＤＴＤ計算スペクトルＩｃ（λ）が、直径の差が５０ｎｍである微小球について
異なることが観察されうる。さらに、球体に対する後方散乱スペクトルＩｃ（λ）のピー
ク位置は、一実施形態では、同じ屈折率及び球体直径と同等の厚さを持つ平板モデルによ
りうまく合わせることができる。そこで、異なるサイズの粒子は、一実施形態により、異
なるサイズの粒子について、記録された後方散乱スペクトルを平板モデルにより決定され
たスペクトルにカーブ・フィッティングすることで部分回折ナノスケール精度で識別でき
る。いくつかの実施形態では、スペクトルは、ＦＤＴＤにより決定されうる。
【００９１】
　図６は、一実施形態による、平均径が可変である空中の塊状ポリスチレン微小球の画像
、及び、４つの微小球のそれぞれが平板モデルから導き出された散乱スペクトルＩｓ（λ
）にフィッティングされた中心から記録された散乱スペクトルＩｃ（λ）を例示している
。
【００９２】
　複合系内の局部的散乱シグネチャは、一実施形態により、後方散乱スペクトルＩｃ（λ
）を分析することにより識別されうる。例えば、異なるサイズを有する集塊状ポリスチレ
ン微小球は、図６に示されているように使用されうる。プロット６０２、６０４、６０６
、６０８において、粒子は高密度充填されているが、個々の単一散乱特徴Ｉｃ（λ）は、
粒子間の多重散乱の影響を受けることなく識別できる。
【００９３】
　一実施形態では、集塊状複合体を含む粒子のサイズは、記録された後方散乱スペクトル



(20) JP 2010-500569 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

を所定のスペクトルでフィッティングすることで識別されうる。一実施形態では、所定の
スペクトルは、平板モデルから計算される。例えば、粒子サイズは、最小二乗最小化アル
ゴリズムを使用して、平板モデルＩｓ（λ）により予測されるスペクトルを後方散乱スペ
クトルＩｃ（λ）にフィッティングすることにより、標準誤差～５０ｎｍで正確に求めら
れる。それに加えて、後方散乱スペクトルＩｃ（λ）は、周囲媒体（データは図に示され
ていない）の屈折率と無関係であり、このため、単一粒子から散乱シグネチャを容易に検
出できる。比較すると、プロット６１０の表面散乱は、媒体の屈折率及び隣接する粒子間
の多重散乱相互作用の影響を受ける。
【００９４】
　したがって、部分波分光法により、単一散乱粒子及び高密度充填散乱体内の局部的散乱
特徴を検出することができる。いくつかの実施形態では、部分波分光法は、生体細胞、固
定細胞、及び／又は染色された細胞の内部構造を（例えば、細胞標品の一部として）特徴
付けて、疾病特有の細胞変化に関連する分光マーカーの識別を行うために使用できる。部
分波分光法を使用すると、さらに、光学顕微鏡法及び分光光干渉断層法の複数のモダリテ
ィで光散乱信号及び結像の発生源を容易に決定できる。部分波分光法では、事実上、標的
をそれぞれ回折限界横断サイズを持つ並列チャネルの集合体に分割し、それらのチャネル
内で伝搬する後方散乱波を検出し、遠距離場内の後方散乱スペクトルの変動部分の分光分
析により標的内の屈折率変動の統計的特性を定量化する。
【００９５】
　さらに、一実施形態では、組織構造をプローブで調べるために部分波分光法が使用され
うる。例えば、組織屈折率の空間的変動は、部分波分光法により識別され、これにより、
細胞内固形物（例えば、タンパク質、ＤＮＡ、及びＲＮＡ）の濃度の空間的変動を示す指
標をさらに実現することができる。特に、光子が一次元で伝搬する場合、１Ｄの反射信号
は、弱い屈折率変動に対する長さスケールの非自己平均である。したがって、１Ｄ軌跡に
そって進行する光波の干渉のため、後方散乱光は屈折率変動を反射し、これにより、例え
ば、ナノスケールで細胞構造の特徴付けを可能にすることができる。
【００９６】
　例えば、組織又は細胞構造を評価するために、波長の関数としての後方散乱光強度が、
記録され、分析される。光学マーカー及び光学マーカーの統計的パラメータは、組織／細
胞構造を評価することに関して後方散乱光スペクトルから決定されうる。本明細書では、
例示的な一組の光学マーカー及び統計的パラメータが説明されているが、それでも、特に
は説明されていない他の光学的マーカー及び統計的にパラメータも考えられ、本開示の範
囲内にある。
【００９７】
反射率Ｒ（ｋ）
　反射率Ｒ（ｋ）の変動部のスペクトルは、得られた画像のそれぞれの部分に対する後方
散乱スペクトルＩ（ｋ）から決定されうる。
【００９８】
　Ｒ（ｋ）を決定するために、まず最初に、ローパス・フィルタを使用して、後方散乱ス
ペクトルＩ（ｋ）の高周波雑音を濾波することができる。一態様では、高周波雑音は、例
えば、不規則性のないポリスチレン微小球の試料から後方散乱された光の雑音レベルを解
析的に計算することで得られる、サブミクロン・スケールの試料の不規則性に関する情報
（例えば、屈折率の変動により示される）を欠いている信号特性から生じる。したがって
、例えば、雑音の振幅及びカットオフ周波数は、ポリスチレン試料の後方散乱光の計算か
ら決定されうる。ある場合には、約.０８のカットオフ周波数を有する６次のローパス・
バターワースフィルタが使用されうる。
【００９９】
　使用すべきローパス・フィルタのカットオフ周波数は、付加的に計測器のスペクトル分
解能に対応しうる。計測器の点広がり関数よりも高いスペクトル周波数を有するスペクト
ル変動は、計測器の雑音に起因するため、これらの変動を除去するようにフィルタを設計
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することができ、これにより雑音濾波Ｉ’（ｋ）を得ることができる。例えば、計測器の
点広がり関数限界スペクトル分解能が、３ｎｍの帯域幅を有している場合、ＣＣＤは、例
えば、．２５ｎｍの帯域幅を持つスペクトルをオーバーサンプリングすることができる。
【０１００】
　多項式関数＜Ｉ（ｋ）＞は、Ｉ’（ｋ）をフィッティングするように選択され、多項式
の次数は、Ｉ’（ｋ）の遅い可変部、例えば、４次多項式とマッチするのに適しているも
のとして決定されうる。一実施形態によれば、Ｒ’（ｋ）は、式Ｒ’（ｋ）＝［Ｉ’（ｋ
）－＜Ｉ（ｋ）＞］／Ｉｏ（ｋ）により決定されうるが、ただし、Ｉｏ（ｋ）は、入射光
の強度である。＜Ｉ（ｋ）＞は、低域通過濾波強度スペクトルであり、これは、不規則性
の強さＬｄを決定するために分析される高周波スペクトル成分を有していない。
【０１０１】
　Ｒ’（ｋ）の最小値をゼロにシフトして、正のスペクトルを得ることができる。こうし
て、反射率Ｒ（ｋ）の変動部分は、Ｒ（ｋ）＝Ｒ’（ｋ）＋｜Ｒ’（ｋ）｜ｍｉｎで表す
ことができる。一実施形態では、変動する反射率Ｒ（ｋ）を決定することで、細胞などの
、散乱媒体中の屈折率変動（例えば、ナノスケールでの変動）からの光子の多重干渉の後
の反射強度から生じる後方散乱スペクトルの変動成分が識別される。
【０１０２】
不規則性の強さＬｄ

　不規則性の強さＬｄは、Ｌｄ＝α＜Δｎ２＞ｌｃとして定義され、ただし、＜Δｎ２＞
は、単一１Ｄチャネルにおける屈折率変動の分散であり、ｌｃは、これらの屈折率変動の
空間相関長であり、αは、数因子である。そこで、不規則性の強さＬｄは、屈折率変動と
相関長の両方に比例する。
【０１０３】
　単一散乱体と複数散乱体との間の領域に対する光散乱を説明する、メゾスコピック光輸
送理論によれば、不規則性の強さＬｄは、一実施形態では、２つの実験的に得られた物理
量、つまり、波数依存反射率Ｒ（ｋ）と、ｋを波数として、反射率の自己相関関数Ｃ（Δ
ｋ）＝＜Ｒ（ｋ）Ｒ（ｋ＋Δｋ）＞／＜Ｒ（ｋ）Ｒ（ｋ）＞とにより決定されうる。
【０１０４】
　長さＬの不規則性の弱い媒体（例えば、Ｒ（ｋ）＜＜１）では、メゾスコピック光輸送
理論による、１Ｄチャネル上のＲ（ｋ）の分布は、ｎ０を平均屈折率として、反射率の平
均が

である対数正規分布に従う。細胞内で、ｌｃが典型的にはナノメートル・スケールのオー
ダーであり、屈折率変動の分散が１よりもかなり小さい（例えば、Ｌｄ＜＜１）ものとす
ると、反射率の平均に対する式は、さらに、

のように簡略化されうる。
【０１０５】
　したがって、生体細胞内では、式（１）により、Ｒ（ｋ）は、典型的には、一実施形態
により、不規則性の強さＬｄに比例することが予想される。さらに、Ｃ（Δｋ）は、
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のように表すことができる。
【０１０６】
　したがって、一実施形態では、不規則性の強さＬｄは、上記２つの式（１）及び（２）
から計算で求めることができる。
【０１０７】
　不規則性の強さＬｄのナノスケール屈折率変動への依存性は、数値実験を介して実証さ
れている。Ｌｄは、屈折率の空間変動を反映し、また屈折率は、細胞内分子の濃度に比例
しているため、不規則性の強さは、例えば、サブミクロン又はナノスケールのレベルで細
胞内物質の空間的変動を反映する。細胞内の特定の場所で、屈折率Δｎの標準偏差は、細
胞内固形物の局所的濃度に比例するとしてよい。
【０１０８】
　数値計算により、ナノメートル範囲（例えば、１から６５ｎｍまでの範囲、又は回折限
界よりもかなり低い長さスケール）のｌｃに対し、また０．０１から０．０５までの範囲
（生物学的関連性のある領域内）のΔｎに対し、Ｌｄ∝＜Δｎ２＞ｌｃと決定されている
。Ｌｄは、原理上、ｋｌｃ＜＜１についてｌｃに一次従属なので、１Ｄ伝搬光子のスペク
トル分析を使って評価されうる最小相関長に対し制限はない。
【０１０９】
屈折率の相関長ｌｃ

　屈折率の相関長ｌｃは、

で記述することができるが、ただし、相関長ｌｃは、典型的には、ナノメートル範囲内で
ある（例えば、１から６５ｎｍまで、またｋｌｃ＜＜１で、ｋは波数である）。不規則性
の強さＬｄは、式（１）～（２）から決定されうる。屈折率変動の空間相関長ｌｃは、細
胞の高分子「構成要素」のサイズに対応するものと解釈できる。図１３は、Ｌｄがｌｃと
＜Δｎ２＞の両方に一次従属であることを示している。図に示されているように、不規則
性の強さは、回折限界よりもかなり小さいスケールでナノスケール相関長に比例する。
【０１１０】
　図７は、一実施形態による、部分波分光法を実行するための分光システムの例示的な略
図を示している。
【０１１１】
　標的に光を照射するシステムは、一実施形態では、少なくとも１つのスペクトル成分を
有する入射光を供給する光源を備える。光源は、白色光源であってよい。それに加えて、
光源は、複数の狭帯域光源、及び／又はアーク灯、白色発光ダイオード、レーザー光源、
及びカラー発光ダイオードのうちの１つ又は複数から光の少なくとも１つのスペクトル成
分を得ることができる。レーザー光源は、１つ又は複数の放射波長を有する１つ又は複数
のレーザーを備えることができる。一実施形態では、カラー発光ダイオードは、１つ又は
複数のスペクトル放射範囲を有する１つ又は複数の発光ダイオードを備える。
【０１１２】
　一実施形態では、システムは、さらに、入射光をコリメートする動作が可能なように構
成された１つ又は複数の光学コンポーネントからなる第１の集合体及び／又は入射光を標
的に集束させる動作が可能なように構成された１つ又は複数の光学コンポーネントからな
る第２の集合体を備える。１つ又は複数の光学コンポーネントからなる第１の集合体は、
４ｆシステムと絞りを備えることができ、４ｆシステムは、例えば、２レンズ４ｆシステ
ムである。レンズは、正レンズ、及び／又はフーリエ・レンズ、球面レンズ、屈折率分布
型レンズ、非球面レンズ、円柱レンズ、凸凸レンズ、及び平凸レンズのうちの１つ又は複
数であってよい。さらに、絞りは、２枚のレンズの共通焦点面内に配置されうる。一実施
形態では、システムは、さらに、光源と４ｆシステムとの間に配置された集光器を備える
。１つ又は複数の光学コンポーネントからなる第２の集合体は、さらに、対物レンズを備
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え、後方散乱光は、この対物レンズにより集光される。システムは、さらに、対物レンズ
により集光された後方散乱光の焦点を合わせて後方散乱光の画像を拡大するチューブ・レ
ンズ及び対物レンズにより集光された後方散乱光を偏向する動作が可能なように構成され
たフリッパー・ミラーを備えることができる。一実施形態では、フリッパー・ミラーは、
後方散乱光をカメラに偏向して像を記録する前に視覚化するという動作が可能なように構
成されうる。
【０１１３】
　システムは、さらに、後方散乱（又は透過）光の１つ又は複数の事前選択されたスペク
トルの強度を記録する受け側端部を備えることもできる。スペクトルは、標的内の「チャ
ネル」内の進行する単一の次元にそって伝搬する後方散乱／透過光に対応しうる、標的の
事前選択された部分から出る後方散乱（又は透過）光の事前選択された部分に対応する。
後方散乱光は、標的の照射部分上の入射光の照射から後方散乱されうる。受け側端部は、
さらに、標的から出る後方散乱光の画像を記録するためイメージング分光器及び／又は光
検出器を備えることもできる。一実施形態では、受け側端部は、イメージング分光器と結
合された光検出器、及びイメージ分光器及び光検出器と結合された走査ステージを備える
。走査ステージは、所定の位置の周りを移動する動作が可能なように構成されうる。光検
出器は、ＣＣＤカメラ及び／又は複数の光検出器であってよい。さらに他の実施形態では
、受け側端部は、さらに、１つ又は複数の単一チャネル直線配列分光計及び／又はフィル
タを備え、これにより、後方散乱光の少なくとも１つのスペクトル成分のうちの１つ又は
複数の成分の強度を記録することができる。フィルタは、チューナブル・フィルタ、フィ
ルタ・ホイール、及び／又はダイクロイック・フィルタのうちの１つ又は複数としてよい
。
【０１１４】
　図７に示されている例示的な実施形態では、キセノン・ランプ（例えば、１００Ｗ）か
らの広帯域白色光は、完全発散角が約～０．８°である４ｆシステム（Ｌ１－Ａ１－Ｌ２
）によりコリメートされうる。コリメートされた光は、低開口数（ＮＡ）の対物レンズ（
例えば、ＮＡ＝０．４）により試料上に焦点を合わせることができる。一実施形態では、
標的に照射される光のビームの直径は、標的に照射される光のビームが平面波に対応する
ように標的のサイズよりも実質的に大きい。この実施例では、ビーム直径は、約１２０μ
ｍである。後方散乱光は、同じ対物レンズにより集光され、チューブ・レンズにより集束
されて、拡大像を形成することができる。一実施形態では、ＣＣＤカメラと結合されたイ
メージング分光器は、走査ステージ上に取り付けることができる。それに加えて、一実施
形態により、フリッパー・ミラーがデジタル・カメラ上に像を結び、像を視覚化し、対物
レンズと試料との間の距離を調節するようにできる。
【０１１５】
　図８は、一実施形態による、分光システムによる部分波分光法を介して得られた微小球
の例示的な画像及び例示的なスペクトルを示している。
【０１１６】
　画像とスペクトルを得るために、一実施形態では、例えば、イメージング分光器の入射
スリットが、所定のステップ・サイズ（例えば、１０μｍ）で像面のｘ軸にそって走査さ
れうる。走査ステップでは、ＣＣＤカメラが、像のｙ軸と光の波長に対応するｘ軸にそっ
た空間位置に対応するｙ軸でマトリクスを記録することができる。したがって、計測器は
、ＣＣＤからの異なる波長の強度を積分することにより回折限界空間分解能で画像を記録
することができる。最終画像のピクセルについて、一実施形態では、部分回折感度（例え
ば、ナノメートル・スケールの）を与えるように記録された対応するスペクトルがあり、
標的それ自体の事前選択された部分のサイズが回折限界で制限されるという事実があるに
もかかわらず散乱体の構造を特徴付ける。
【０１１７】
ヒト癌細胞株モデル
　一実施形態では、部分波分光法を使用して、ＨＴ２９ヒト結腸癌細胞株などの他の何ら



(24) JP 2010-500569 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

かの方法で組織学的に区別できない細胞内の構造変化（例えば、サブミクロン、ナノスケ
ールの）を識別することができる。ＨＴ２９細胞の悪性挙動は、遺伝的修飾により制御で
きるので、一実施形態では、ＨＴ２９細胞のさまざまな遺伝的変異を部分波分光法により
光学的に調べ、悪性挙動の差が光学的に識別されうるかどうかを判定することができる。
この実施例では、ＨＴ２９細胞の３つの変種、つまり、オリジナルのＨＴ２９対照細胞株
、悪性度の増大と悪性挙動をもたらす、腫瘍抑制遺伝子、Ｃ末端Ｓｒｃキナーゼ（ＣＳＫ
）のノックダウンの後のＨ２９細胞、及び細胞株の悪性度を抑制する、上皮増殖因子受容
体（ＥＧＦＲ）遺伝子のノックダウンの後のＨＴ２９細胞が使用される。
【０１１８】
　悪性挙動に差があるにもかかわらず、ＨＴ２９のこれらの変種は、生体細胞又は染色さ
れた細胞標品の顕微鏡検査により観察可能な組織学的な差異を示さない。この実施例では
、３種類のＨＴ２９細胞を、同じ時点にエタノールで固定し、遺伝操作処理した後に細胞
の増殖時間が同じになるようにし、また実験時間内ではそれ以上増殖が生じないようによ
うにする。専門細胞学者がＨＴ２９細胞のそれぞれの変種に対し細胞病理学的調査を実施
し、３種類の細胞株が細胞学的に区別できないことを確認した。３種類の細胞のそれぞれ
から～３０無作為選択細胞に対し部分波分光法測定を実施した（例えば、１細胞当たり～
５００　１Ｄチャネル）。
【０１１９】
　一実施形態では、部分波分光計測装置は、点（ｘ，ｙ）に対する後方散乱信号Ｉ（λ，
ｘ，ｙ）を測定することができる。次いで、一実施形態では、Ｉ（λ，ｘ，ｙ）中の雑音
を除去し、非変動成分Ｉ０（λ）を差し引き、残余を定数係数だけシフトすることにより
Ｉ（λ，ｘ，ｙ）から後方散乱信号Ｒ（λ，ｘ，ｙ）の変動成分を抽出することができ、
これにより、Ｒ（λ）はゼロから有限数まで変化する。信号解析のパラメータは、ケース
・バイ・ケースでシミュレート・データ及び実験データを使って数値実験で最適化されう
る。
【０１２０】
　図９Ａは、一実施形態による、部分波分光法を介して得られた細胞の画像ならびに雑音
除去及び背景反射の後の反射率スペクトルＲ（λ）のプロットを示している。
【０１２１】
　プロット９０２は、部分波分光法を介して得られたＨＴ２９細胞の顕微鏡画像である。
プロット９０４に示されているように、反射率スペクトルＲ（λ）は、結腸細胞内のナノ
構造の屈折率変動から反射された１Ｄ伝搬光子の干渉に由来する後方散乱スペクトルＩ（
λ）の微変動成分である。プロット９０４の差し込み図は、部分波分光法で記録されたＨ
Ｔ２９細胞の事前選択部分から得られる後方散乱スペクトルＩ（λ）のプロットである。
【０１２２】
　図９Ｂは、一実施形態による、ＥＧＦＴノックダウンＨＴ２９細胞、通常のＨＴ２９細
胞、及びＣＳＫノックダウンＨＴ２９細胞について得られた、一組の細胞学的細胞画像及
び一組の部分波分光細胞画像を例示している。
【０１２３】
　画像群９０６は、３種類の細胞のヘマトキシリン及びエオシン染色を用いて得られた細
胞学的細胞画像を示している。以上のように、細胞学画像は、実質的に類似しているよう
に見え、ＥＧＦＴノックダウンＨＴ２９細胞、正常ＨＴ２９細胞、及びＣＳＫノックダウ
ンＨＴ２９細胞については区別できないように見える。画像群９０８は、部分波分光法か
ら決定された画像処理された細胞内の不規則正の強さのバラツキをカラーで表している。
不規則性の強さ及び不規則性の強さの標準偏差の増大は、対照ＨＴ２９細胞に対しＣＫＳ
ノックダウンＨＴ２９細胞について観察され、不規則性の強さ及び不規則性の強さの標準
偏差の減少は、対照ＨＴ２９細胞に対しＥＧＦＲノックダウンＨＴ２９細胞について観察
されうる。したがって、悪性度の最も高い細胞株からの細胞（ＣＳＫノックダウン）は、
最高の細胞内不規則性の強さを有しているが、悪性度の最も低い細胞株（ＥＧＦＲノック
ダウン）は、最低の不規則性を示している。そこで、一実施形態では、より高い不規則性
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の強さを識別することが、細胞内の高まった悪性挙動を決定することにかかわる。
【０１２４】
　部分波分光法を実行する雑音レベルを決定するために、部分波分光法が実行される細胞
を覆うスライド・ガラスの不規則性の強さを調べる。画像９１０に示されているように、
スライド・ガラスの不規則性の強さは、ＥＧＦＲノックダウンＨＴ２９細胞に関するもの
と比べて一様にかなり小さく、したがって無視できる。
【０１２５】
　図９Ｃは、一実施形態による、ＥＧＦＲ　ＨＴ２９細胞、対照ＨＴ２９細胞、及びＣＳ
Ｋ　ＨＴ２９細胞に対する反射率Ｒ（ｋ）及び不規則性の強さＬｄの統計的パラメータの
プロットを例示している。
【０１２６】
　プロット９１２は、３種類のＨＴ２９細胞に対する反射率Ｒ（ｋ）の自己相関関数の減
衰を例示している。図に示されているように、自己相関関数Ｉｎ（Ｃ（Δｋ））対（Δｋ
）２の減衰速度は、対照細胞に対し、ＥＧＦＲノックダウンＨＴ２９細胞については速く
、ＣＳＫノックダウンＨＴ２９細胞については遅い。
【０１２７】
　Ｌｄ分布の多数の統計量が、不規則性の強さの画像から決定できる。例えば、細胞は、
一組の便利な２つの統計量、平均細胞内不規則の強さ、Ｌｄｃ、（例えば、ｘとｙに対す
る平均Ｌｄ（ｘ，ｙ））及び細胞内標準偏差σｃにより特徴付けることができる。細胞群
に対する細胞平均＜Ｌｄｃ＞及び＜σｃ＞の平均（例えば、特定の細胞株からのすべての
細胞）は、群平均（例えば、細胞株平均）である。
【０１２８】
　プロット９１４は、Ｌｄ－σＬｄパラメータ空間内でＥＧＦＲ　Ｈ２９細胞、対照ＨＴ
２９細胞、及びＣＳＫ　ＨＴ２９細胞について細胞上で平均をとった不規則性の強さＬｄ

及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄの値を示している。プロット９１４内のそれぞれの
点は、細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄに対応する（例え
ば、～４００個のチャネルについて平均をとる）。プロット９１４に示されているように
、Ｈ２９細胞種類のさまざまな遺伝的変異は、より悪性度の高いＣＳＫノックダウン細胞
が高いＬｄ及びσｃにより定量化されている不規則性の高いナノ構造を有するＬｄ－σＬ

ｄパラメータ空間内の別の領域を覆う。全体として、Ｌｄ及びσｃのうちの１つ又は複数
が増大すると、これは、細胞株の悪性度が増大することを意味する。
【０１２９】
　したがって、ＨＴ２９細胞の３つの遺伝的変異は、対応する細胞の不規則性の強さＬｄ

及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを決定することで識別されうる。プロット９１４の
差し込み図は、不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄが小さい領域に
対する主プロット９１４の拡大であり、異なる２つの種類のＨＴ２９細胞の間の分離を示
している。
【０１３０】
　図９Ｄは、一実施形態による、ＥＧＦＲ　ＨＴ２９細胞、対照ＨＴ２９細胞、及びＣＳ
Ｋ　ＨＴ２９細胞に対する不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示
す棒グラフである。
【０１３１】
　プロット９１６は、細胞種類の３つの遺伝的変異について無作為に選択された～３０個
の細胞について平均をとることにより得られた３種類のＨＴ２９細胞に対する平均不規則
性の強さＬｄの棒グラフである。このプロットから、ＥＧＦＲノックダウンＨＴ２９細胞
に対する不規則性の強さＬｄの減少及びＣＳＫノックダウン細胞に対する不規則性の強さ
Ｌｄの増大が観察されうる。プロット９１８は、それぞれの細胞種類について～３０個の
細胞にわたって平均をとった不規則性の強さの標準偏差σＬｄの棒グラフである。エラー
・バーは、平均の標準誤差を表す。不規則性の強さの標準偏差の棒グラフは、正常の、及
びノックダウンされたＨＴ２９細胞に対する不規則性の強さの標準偏差σＬｄの有意な変
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化を示している。例えば、ＥＧＦＲノックダウンＨＴ２９細胞については減少、ＣＳＫノ
ックダウンＨＴ２９細胞については著しい増大が、対照ＨＴ２９細胞のσＬｄ値に関して
、観察されうる。したがって、一実施形態では、部分波分光法により、他の方法では組織
学的に、及び／又は細胞学的に区別できないが、遺伝的には異なる細胞の構造変化を感知
することができる。
【０１３２】
発癌物質処置動物モデル
　動物モデルは、病態生理学的機序を理解するうえで価値があり、診断マーカー及び治療
戦略の開発に使用されうる。特に、動物モデルは、発癌の初期段階を研究するために使用
できる。したがって、発癌物質処置ラットで動物研究を行い、初期前癌性変化の診断のた
めに部分波分光法が有望かどうかを調べる。例えば、アゾキシメタン（ＡＯＭ）処置ラッ
ト・モデルは、結腸癌発症を研究し、診断マーカー及び化学抗癌剤を開発するために使用
されてきた。ＡＯＭ処置ラット・モデルは、結腸癌発症の好適な動物モデルであるが、そ
れは、形態的、遺伝的、及び後成的変化がヒトの結腸癌発症と類似しているからである。
【０１３３】
　アゾキシメタン（ＡＯＭ）処置ラットでは、結腸癌発症は、ヒトと似た段階を辿って進
行する。例えば、結腸癌発症の最初期の検出可能なマーカーである異常腺窩巣は、ＡＯＭ
処置ラット・モデルとヒトの両方における結腸粘膜表面上で観察される前駆病変である。
ＡＯＭ処置ラットでは、異常腺窩巣は、ＡＯＭ注入後８～１２週程度で発症し、腺腫又は
癌腫は、２０～３０週で観察されることがあり、癌腫は４０週後に発症する。ヒト結腸癌
発症では、末期病変（例えば、ＡＯＭ注入後４０週の腫瘍）は、症状を示しうる。初期病
変（例えば、ＡＯＭ処置後２０週を過ぎた頃の腺腫又は癌腫）は、症状を示すには至らな
いが、生検の顕微鏡検査を介して組織学的に検出されうる。そこで、分子生物学では、異
常腺窩巣がＡＯＭ処置後約８週と早い段階で検出されうるため、癌検出のフロンティアを
なおいっそう早い段階へと推し進めることができる。しかし、発癌の開始後４～１２週よ
りも前に診断を行えるような、組織学的、分子、又は遺伝的マーカーは、これまで、発見
されていない。
【０１３４】
　この実験では、１８匹のオスのＦｉｓｈｅｒ　３４４ラット（１５０～２００ｇ）を、
ＡＯＭ（１５ｍｇ／ｋｇ）又は生理食塩水の２回の週１腹腔内投与を受けた集団に等しく
無作為に分けた。ラットに標準食餌を与え、２回目の投与後のさまざまな時点（２、５、
及び８週）において殺処理した。ラットから結腸を取り出して、リン酸緩衝生理食塩水で
すすぎ洗いした。二価陽イオンのキレート化を穏やかな機械的解離と組み合わせた技術を
使用して結腸上皮細胞を採取した。簡単に言うと、結腸を取り外して、１．０ｍＭのジチ
オスレイトールを含む生理食塩水で洗ったということである。次いで、洗浄緩衝液で結腸
を膨らませ、３７℃の温度で約５分間、ＰＢＳ中でインキュベートすることができる。内
容物を排出した後、結腸嚢に、１．５ｍＭのＥＤＴＡ及び０．５ｍＭのジチオスレイトー
ルを含むｐＨ　７．２の１００ｍＭのＰＢＳを再充填し、３７℃で約１５分間、ＰＢＳ中
でインキュベートすることができる。嚢を空にし、５００ｇの遠心分離機で細胞を収集し
、次いで、適切な緩衝液中ですすいだ。細胞は、分離後約１時間の間、いつものように生
存能力を有する。結腸粘膜から無作為に得た採取結腸細胞に対し部分波分光法による測定
を実行できる。細胞の生存性を確認するために、細胞を採取してから１時間以内にすべて
の測定を実施した。すべての結腸上皮細胞は、組織学的に正常であった。
【０１３５】
　図１０は、一実施形態による、対照ラット及びＡＯＭ処置ラットの結腸上皮細胞から記
録された後方散乱光の強度から決定される、波長の関数としての反射率スペクトルＲ（λ
）のプロット及び反射率スペクトルの統計的パラメータのプロットを例示している。
【０１３６】
　プロット１００４は、対照ラット及びＡＯＭ処置ラット（ＡＯＭ処置後２、５、及び８
週）の結腸上皮細胞内の反射率Ｒ（λ）の確立密度関数（ｐ．ｄ．ｆ．）Ｐ（Ｒ）を示し
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ている。細胞からのＲ（λ）の確率密度関数は、細胞の異なる部分からのＲ（λ）のヒス
トグラム解析から計算できる。この実施例では、Ｒ（λ）は、約～５００ピクセル／細胞
の画像について約５４５から５５５ｎｍまでの範囲の波長（λ）上でＲ（λ）を平均する
ことにより計算される。他の帯域も、平均計算に使用できる。反射率は、１０－４～１０
－３のオーダーであると決定され、これは、これらの生体細胞が、不規則性の弱い媒体と
考えられることを示している。
【０１３７】
　プロット１００４の実線は、１Ｄメゾスコピック光輸送理論により予測される、おおよ
そ対数正規分布している（ｒ２＞０．９７）確率密度関数Ｐ（Ｒ）についてフィッティン
グされた曲線である。確率密度関数Ｒの対数正規分布は、生体細胞内部の屈折率変動によ
り生じる１Ｄ反射信号における位相変化及び干渉効果から形成されうる。プロット１００
６は、それぞれ２週目、５週目、及び８週目の対照及びＡＯＭ処置ラットから得た結腸上
皮細胞における自己相関関数Ｃ（Δｋ）を示している。対数スケールでは、Ｃ（Δｋ）は
（ｒ２>０．９９の場合に（Δｋ）２）への一次従属におおよそ従う。
【０１３８】
　図１１は、一実施形態による、対照ラット及びＡＯＭ処置ラットから得られた結腸上皮
細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示す棒グラフである。
【０１３９】
　グラフ１１０２は、一実施形態による、それぞれＡＯＭ処置後２、５、及び８週目の対
照ラット及びＡＯＭ処置ラットに対する結腸上皮細胞内の不規則性の強さＬｄの確立密度
関数Ｐ（Ｌｄ）のプロットである。したがって、一実施形態では、Ｌｄの分布は、発癌の
進行を監視し、発癌進行の異なる段階における細胞を識別するために決定されうる。
【０１４０】
　グラフ１１０４は、一実施形態による、それぞれＡＯＭ処置後２、５、及び８週目の対
照ラット及びＡＯＭ処置ラットに対する部分波分光法から得られる不規則性の強さＬｄの
変化を示す棒グラフである。この実施例では、Ｌｄは、それぞれの時点において約２０～
３０個の細胞に対し平均される。エラー・バーは、平均の標準誤差を表す。図に示されて
いるように、ＡＯＭ処置後２週目で、不規則性の強さの増大が観察されうる。不規則性の
強さは、ＡＯＭへの露出が増大すると時間の経過とともに増大し続ける。
【０１４１】
　グラフ１１０６は、それぞれＡＯＭ処置後２、５、及び８週目の対照ラット及びＡＯＭ
処置ラットに対する結腸上皮細胞内の標準偏差ＳＤＬｄの差を示す棒グラフである。この
実施例では、Ｌｄは、それぞれの時点において約２０～３０個の細胞に対し平均される。
エラー・バーは、平均の標準誤差を表す。ＡＯＭ処置後ほぼ２週目に、不規則性の強さの
標準偏差の増大が観察可能である。不規則性の強さは、ＡＯＭへの露出が増大すると時間
の経過とともに増大し続け、ＡＯＭに露出された細胞は、ＡＯＭへの時間露出が増大する
と、徐々に異成分を含むようになることを示す。不規則性の強さのこのような進行性及び
統計的に有意な変化は、Ｌｄ及びＳＤＬｄの変化がＡＯＭの急性作用によるものである可
能性がないことを示している。したがって、一実施形態では、注目している細胞から後方
散乱された光から決定される統計的パラメータ（例えば、Ｌｄ及びＳＤＬｄ）は、結腸上
皮細胞における初期前癌形質転換を検出するための潜在的マーカーとして使用されうる。
不規則性の強さ及び不規則性の強さの標準偏差の検出可能な変化に対する時点（例えば、
ＡＯＭ処置後２週）は、現在知られている組織学的及び分子マーカーの発生に先立つこと
に留意されたい。
【０１４２】
　図１２は、一実施形態による、対照及びＡＯＭ処置ラット（発癌の開始後２、５、及び
８週）から記録された組織学的に正常な結腸上皮細胞の、不規則性の強さＬｄ及び不規則
性の強さの標準偏差σＬｄの空間分布を示す画像を例示している。
【０１４３】
　画像群１２０２は、ＡＯＭ投与後２、５、及び８週目の対照及びＡＯＭ処置ラットから



(28) JP 2010-500569 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

の結腸上皮細胞の隣接するピクセルに関するそれぞれのピクセルにおける不規則性の強さ
Ｌｄの空間分布を示している。画像群１２０４は、ＡＯＭ投与後２、５、及び８週目の対
照及びＡＯＭ処置ラットから得られた結腸上皮細胞を含む多数のピクセルにおける不規則
性の強さの標準偏差の空間分布ＳＤＬｄを示している。以上から、結腸細胞の不規則性の
強さと不規則性の強さの標準偏差の進行上の差は、ＡＯＭに曝してから数週間以内に観察
されうる。不規則性の強さの増大は、典型的には、細胞構成が、次第に不均質になってき
ていることを示す。一実施形態では、不規則性の強さの増大を使用することにより、現在
従来の組織病理学的手段により検出可能な時期よりも早い段階の癌腫及び／又は腺腫であ
ることによる細胞構成における変化を識別することができる。
【０１４４】
　したがって、一実施形態では、部分波分光法を使用することで、例えば、固定すること
なく、単一の生体細胞からナノスケール構造に関する詳細を得ることができる。対照細胞
と前癌性細胞との間の不規則性の長さＬｄのシフトは、一実施形態では、細胞ナノ構造の
不規則性の強さを高め、不均一さを徐々に高めることで、発癌の発達が識別されうること
を示す。これらの変化は、ＡＯＭ投与後の結腸癌発生の初期段階（例えば、２週）におい
て検出されうる。不規則性の長さの変化は、場合によっては約４～６週に識別されうる、
他の細胞又は組織学的マーカーを使用して典型的に可能な時期よりも早い時間スケールで
観察されうる。不規則性の長さにより反映されるようなナノスケールの変化は、ヒトの疾
病及びＡＯＭ処置ラット・モデルのホールマークである「領域発癌」の後成的／遺伝的変
化を表す可能性が高い場合がある。
【０１４５】
　一実施形態では、不規則性の強さの増大は、確率密度関数Ｐ（Ｒ）の分布の広がりから
識別されうる。一実施形態では、不規則性の強さの増大は、さらに、メゾスコピック光輸
送理論の予測に呼応する形で、プロット１００４に例示されているよう、確率密度関数Ｐ
（Ｒ）の分布の平均のより高い値及び延ばされた対数正規分布の裾へのシフトで識別され
る。
【０１４６】
　より高い不規則性の強さは、屈折率変動＜Δｎ２＞及び／又は屈折率相関長ｌｃの増大
により引き起こされうる。そのため、一実施形態では、不規則性の強さを決定することに
より、前癌形質転換の過程の早い段階で細胞内に生じる変化が、識別されうる。特に、例
えば、より高い<Δｎ２>は、細胞内固形物（例えば、ＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質、及び
脂質）の密度増大に関連付けられうる。同様に、ｌｃの変化は、細胞核内のクロマチンの
塊化などの高分子凝集によるものである場合がある。生体組織には典型的な、Δｎ～０．
０２については、結腸細胞の相関長は、ほとんどの場合、１０ｎｍのオーダーであり、タ
ンパク質複合体、細胞骨格、及びヌクレオソームなどの細胞の基本的構成要素のサイズに
対応している。
【０１４７】
　一実施形態では、ナノスケールにおける部分波分光法による生体細胞の不均質性の統計
的特性の特徴付けは、例えば、癌の機序を明らかにするのに役立ちうる。さらに、一実施
形態では、部分波分光法は、生物学的研究及び癌検出を容易にするために細胞学的試料に
対し実行されうる。
【０１４８】
　図１３は、一実施形態による、１Ｄ平板モデルにより決定されるような、相関長ｌｃ及
び屈折率変動＜Δｎ２＞を有する不規則性の強さＬｄのバラツキを示すプロットを例示し
ている。
【０１４９】
　プロット１３０２は、一実施形態による、相関長ｌｃに対する不規則性の強さの感度を
例示している。平板は、一定の背景屈折率がｎ０～１．３８であり、屈折率変動が＜Δｎ
＞ｍａｘ＝０．０２である、約２００の層内に無作為に分布する屈折率を有する。屈折率
の相関長ｌｃは、



(29) JP 2010-500569 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

となる。この実施例では、相関長は、ｋを波数としてｋｌｃ＜＜１となるように、０から
６５ｎｍまで変わる。
【０１５０】
　プロット１３０４は、一実施形態による、屈折率変動＜Δｎ２＞に対する不規則性の強
さＬｄの感度を例示している。この実施例では、厚さがおおよそ５μｍの不均質誘電体平
板が、１Ｄ平板モデルとして使用される。この実施例では、平板は、一定の背景屈折率が
ｎ０～１．３８であり、屈折率変動が＜Δｎ＞ｍａｘ～０．０５である、約２００の層内
に無作為に分布する屈折率を有する。均質な平板の効果は取り除かれる。例示されている
ように、Ｌｄは、ｌｃと＜Δｎ２＞の両方に一次従属である。したがって、以上のように
、不規則性の強さＬｄは、回折限界よりもかなり小さいスケールで、例えば、ナノスケー
ルで相関長に比例しうる。
【０１５１】
　図１４Ａは、一実施形態による、ＦＤＴＤシミュレーション及び合成後方散乱画像に使
用される要素の幾何学的形状の実施例を示している。
【０１５２】
　要素１４０２及び１４０４は、直径８μｍ、高さ５μｍの不均質誘電体円筒である。こ
の実施例では、要素１４０２は、約２０ｎｍの分解能でＦＤＴＤにインポートされる。要
素１４０２は、６００ｎｍ×６００ｎｍ×１００ｎｍの矩形ブロック内にランダム屈折率
分布を有する。要素１４０４は、６０ｎｍ×６０ｎｍ×６０ｎｍのブロック内にランダム
屈折率分布を有する。両方の要素について、平均屈折率はｎ０～１．３８、最大屈折率変
動はΔｎｍａｘ～０．０２である。
【０１５３】
　合成後方散乱画像１４０６及び１４０８は、ＦＤＴＤにより計算された遠距離場散乱場
に回折理論を適用することにより得られる。
【０１５４】
　図１４Ｂは、一実施形態による、部分波分光法から得られた画像のピクセルの後方散乱
スペクトルを分析するためＦＤＴＤシミュレーションから得られたスペクトルと１Ｄ平板
モデルとを比較するプロットである。
【０１５５】
　この実施例で実行されたＦＤＴＤシミュレーションでは、ベレンジャーの完全整合層（
ＰＭＬ）吸収境界条件を使用して格子が終端される。全場／散乱場技術を使用して、ＦＤ
ＴＤ格子内を伝搬するｘ偏光平面波の発生源を形成することができる。逆方向の遠距離場
散乱波を決定するために、フェーザ領域内の修正版の３Ｄ近－遠距離場変換を実装するこ
とができる。
【０１５６】
　プロット群１４１０は、合成顕微鏡画像内の４つの位置におけるＦＤＴＤ計算後方散乱
スペクトルとＦＤＴＤ要素内の対応する配置に従う垂直屈折率分布を有する１Ｄ平板モデ
ルにより計算されたスペクトルとの比較を例示している。プロット群１４１２は、点広が
り関数平均ＦＤＴＤ計算後方散乱スペクトルと対応する１Ｄ平板モデル計算スペクトルと
の比較を例示している。点広がり関数平均ＦＤＴＤスペクトルは、

のように計算することができるが、ただし、ＩＦＤＴＤ（ｘ，ｙ，λ）は、（ｘ，ｙ）に
配置されているピクセルにおけるＦＤＴＤシミュレーションにより決定されたスペクトル
であり、ＰＳＦ（ｘ，ｙ）は、点広がり関数であり、（ｘ０，ｙ０）は、合成顕微鏡画像
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内の４つの異なる位置に配置されていた。
【０１５７】
　一実施形態では、１Ｄ平板モデルにおける屈折率分布は、

で計算することができるが、ただし、ｎ（ｘ，ｙ，ｚ）は、座標（ｘ，ｙ，ｚ）に配置さ
れたピクセルにおける屈折率であり、（ｘ０，ｙ０）は、合成顕微鏡画像内の４つの位置
に配置された。
【０１５８】
人体データ
　膵臓癌診断のため、細胞学的試料に対し部分波分光法を実行することにより人体研究が
実施された。部分波分光法を使って細胞内で測定することができ、また膵臓癌発症に対す
る診断に使用される２つのシグネチャ、細胞ナノ構造の不規則性の強さ及び不規則性の強
さの標準偏差が識別された。これらのシグネチャは、さらに、膵臓癌の診断にも使用され
うる。部分波分光法は、生体細胞、染色された細胞、及び／又は固定細胞に対し実行でき
ることに留意されたい。
【０１５９】
　膵臓癌の細胞学的診断の次善の感度率は、一部は細胞学により識別できる率直に言って
悪性のように見える細胞が比較的珍しいことによるものである。しかし、組織学的に正常
に見える細胞であっても、顕微鏡では見えない細部では、ナノスケールの変化があり得る
。膵臓癌の患者における従来の細胞学では非悪性であると考えられる上皮細胞がナノスケ
ールの異常を有するかどうかを判定するために、微細針吸引（ＦＮＡ）生検によりすでに
得られている、保存膵臓細胞診スライドが部分波分光法によるスクリーニングに使用され
た。これらの患者の病歴（膵臓細胞診を含む）が利用可能であった。そこで、実際に膵臓
癌を患っている患者から偽陰性細胞診へのアクセスが利用可能である。
【０１６０】
　この実験では、保存細胞診標本（例えば、アルコールで固定）の部分波分光法分析が、
９人の患者について実施された（３人の対照患者及び６人の腺癌患者）。膵臓癌の患者か
ら得られる標本は、細胞学的に悪性の癌細胞及び細胞学的に正常な癌細胞の両方を含む。
【０１６１】
　部分波分光法を実行した後、それぞれの細胞内の不規則性の強さＬｄの空間分布が決定
された（例えば、Ｌｄ（ｘ，ｙ，））。次いで、それぞれの与えられた細胞に対する平均
の不規則性の強さＬｄが、与えられた細胞の画像に対するすべてのピクセル（ｘ，ｙ）に
わたってＬｄ（ｘ，ｙ，）を平均することにより計算された。それぞれの細胞について、
この細胞内の不規則性の強さの標準偏差σＬｄも、決定することができる。そこで、それ
ぞれの細胞は、パラメータの対、不規則性の強さＬｄと不規則性の強さの標準偏差σＬｄ

により特徴付けられた。
【０１６２】
　図１５は、一実施形態により、不規則性の強さ及び不規則性の強さの標準偏差が膵臓癌
患者から得られた細胞学的に悪性の膵臓細胞と膵臓癌を患っていない患者から得られた細
胞学的に正常な膵臓細胞とについてプロットされた、ヒト生体試料の部分波分光法を介し
て得られたデータを示す棒グラフを含む。
【０１６３】
　グラフ１５０２は、７人の対照患者から得られた細胞診標本の不規則性の強さＬｄと膵
臓腺癌の９人の患者から得られた細胞診標本の不規則性の強さとを対比した棒グラフであ
る。グラフ１５０４は、７人の対照患者から得られた細胞診標本の不規則性の強さの標準
偏差σＬｄと膵臓腺癌の９人の患者から得られた細胞診標本の不規則性の強さの標準偏差
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とを対比した棒グラフである。
【０１６４】
　図１６は、一実施形態により、不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬ

ｄが膵臓癌患者から得られた細胞学的に正常の膵臓細胞と膵臓癌を患っていない患者から
得られた細胞学的に正常な膵臓細胞とについてプロットされた、ヒト生体試料の部分波分
光法を介して得られたデータを示す棒グラフを含む。
【０１６５】
　グラフ１６０２は、９人の対照患者から得られた細胞診標本の不規則性の強さＬｄと膵
臓腺癌の１０人の患者から得られた細胞診標本の不規則性の強さとを対比した棒グラフで
ある。グラフ１６０４は、９人の対照患者から得られた細胞診標本の不規則性の強さの標
準偏差σＬｄと膵臓腺癌の１０人の患者から得られた細胞診標本の不規則性の強さの標準
偏差とを対比した棒グラフである。図からわかるように、不規則性の強さＬｄと不規則性
の強さの標準偏差σＬｄは両方とも、膵臓癌の患者から得られた非細胞学的に悪性の細胞
内で著しく増大した。したがって、膵臓癌の有無は、一実施形態により、細胞学的に正常
であると検出された膵臓細胞の部分波分光分析を介して識別されうる。部分波分光法は、
細胞学的に非悪性のように見える膵臓細胞を悪性と正しく分類することにより膵臓細胞の
細胞学的診断を潜在的に革新する可能性がある。
【０１６６】
　本開示の他の実施形態では、部分波分光法は、細胞を採取できる多数の臓器の癌検出及
び疾病診断に適用可能である。細胞学的診断のため細胞試料を現在採取できるそのような
臓器の例としては、限定はしないが、頸部、乳房、前立腺、口腔、食道、肺、膀胱などが
ある。
【０１６７】
　例えば、膀胱癌の検出に関連する難題の１つは、そのことであるが、ただし膀胱粘膜か
ら隠されている細胞は患者の尿から容易に採取される。しかし、細胞診では、異形成（前
癌状態）膀胱細胞と非異形成膀胱細胞とを区別できない。したがって、膀胱内の異形成を
検出する信頼性の高い手段の１つは、生検を用いるもので、カテーテルを尿道に挿入する
必要があり、痛みを伴い、侵襲的である。したがって、細胞学的試料中の異形成膀胱細胞
と正常膀胱細胞とを区別できるようにする技術は、膀胱癌の管理に対し大きな影響を潜在
的に有する。さらに、分光細胞学を用いて、肺、乳房、及び食道を含む他のさまざまな臓
器内の癌を診断するために定期的に採取される細胞学的試料の分析を補助することができ
る。
【０１６８】
　膵臓癌検出に関連する困難は、膵臓から得られた細胞の分析のため後方散乱分光顕微鏡
の実装により潜在的に解消されうる。例えば、膵管からの細胞は、膵液の産生を誘発する
、セクレチンの静脈内注射に続いてファーター膨大部を通して導入されるブラシにより採
取されうる膵液中の剥離細胞の吸引を使って採取できる。現在実行されているように、膵
臓細胞診の感度は、容認できないほど低い（つまり、＜５０％）。細胞学的診断の改善は
、光学分光法、例えば、光散乱分光顕微鏡法により細胞診を高めることで達成されうる。
分光法で補助された細胞診の利点の１つは、従来の顕微鏡細胞診の分解能よりもかなり低
い－最大数ナノメートルまでの－長さスケールで細胞構造を評価することが可能になると
いう点である。
【０１６９】
フィールド効果
　いくつかの癌リスク層別化技術では、「フィールド効果」を利用するが、これは、結腸
の一領域内のバイオマーカーの評価で、結腸全体を通して現在／将来の腫瘍性病変の発症
可能性を判定できるという概念である。例えば、結腸の一領域内に腫瘍性病変を生じる遺
伝的／環境的要因は、結腸全体を通して関与しない（例えば、結腸鏡的、組織学的、及び
／又は内視鏡的に正常に見える）粘膜内で検出可能な場合がある。
【０１７０】
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　組織学的及び／又は内視鏡的に正常な「フィールド」で記録された微細構造変化の分子
基盤を支持する証拠が存在する。例えば、Ｃｈｅｎらは、近年、シクロオキシゲナーゼ２
及びオステオポンチンを含む、プロトオンコジーンのパネルが、結腸直腸癌が潜んでいる
患者の組織学的及び／又は内視鏡的に正常な粘膜内に著しい過剰発現を示すと報告した。
これは、新生物発生前ＭＩＮマウスにおいても顕著であり、また重要なことに、プロトオ
ンコジーン過剰発現の大きさは、対照腸管上皮（ＡＰＣのＣ５７ＢＬ／６マウス野生型）
と腺腫様組織又は癌腫様組織との中間であり、腫瘍形成に対するこれらの変化の関連性を
主張するものとなっていた。さらに、後成的事象（例えば、インスリン成長因子ＩＩ刷り
込みの喪失）は、腺腫又は癌腫が潜んでいる患者の関与のない粘膜中で増える可能性があ
る。
【０１７１】
　一般に使用される臨床例は、近位結腸内の新生物形成を予測する軟性Ｓ状結腸鏡検査に
よる遠位腺腫又は癌腫の識別である。他の試みとしては、結腸腺腫及び癌腫で色素内視鏡
を使用して直腸異常腺窩巣（ＡＣＦ）の相関関係を調べる技術がある。残念なことに、既
存のマーカーの性能特性は、次善最適である（例えば、軟性Ｓ状結腸鏡検査が進行近位病
変を検出する能力に対する感度及び陽性適中率は、それぞれ４０％及び６％である）。
【０１７２】
　したがって、フィールド効果に現在利用可能な形態学的マーカーは、リスク層別化には
不適である。フィールド効果が、結腸新生物を有する患者を識別することに対し敏感であ
る可能性があることをいくつかの証拠が示唆している。結腸新生物が潜んでいる被検者の
組織学的及び／又は内視鏡的に正常な粘膜内に、フィールド効果の深い遺伝的及び後成的
変化があると報告している研究もある。しかし、臨床診療で実現可能である方法論を用い
てこれらの分子事象を検出することは、厄介であった。
【０１７３】
　膵臓癌スクリーニングのため膵管を調べることで、急性膵炎の発生する危険性がもたら
される。隣接する膨大部周囲十二指腸粘膜は、既存の上部内視鏡検査手段を介してアクセ
スでき、それを調べることにより、膵炎又は他の重大な合併症を生じる潜在的危険性なし
で膵臓新生物の存在を診断することが可能になる。フィールド効果に基づき、膵臓などの
特定の組織部位内の腫瘍性病変を、膨大部に隣接する十二指腸粘膜内で検出可能にするこ
とができる。十二指腸粘膜は、生体内又は生体外で（例えば、内視鏡手段から得られる組
織生検から）調べることができる。
【０１７４】
　一実施形態では、部分波分光法を使用して、フィールド効果の検出を通じて結腸全体に
わたる結腸癌発症リスクを識別することができる。結腸癌発症のアゾキシメタン処置ラッ
ト・モデルから得られたデータは、ＡＣＦ又は腺腫又は癌腫形成に先立つ時点における部
分波分光法データの変化を示す。さらに、これらのマーカーは、発癌の進行と合わせて時
間の経過とともに進行する。
【０１７５】
　ヒトの研究では、細胞学的に正常な粘膜の部分波分光分析は、新生物形成のなかったも
のと比較したときに腺腫又は癌腫が潜んでいる患者の差異を検出することができることが
観察される。したがって、部分波分光法の技術的進歩は、結腸癌スクリーニングの実用的
手段につながる可能性がある。上述のように、フィールド効果の活用は、結腸直腸癌スク
リーニング（例えば、遠位腺腫又は癌腫又はＡＣＦの評価）の一戦略である。
【０１７６】
　一実施形態では、部分波分光法を使った粘膜ナノ構造及び微細構造マーカーの分析は、
進行の段階に関する検出について、古典的な形態学的及び／又は生化学的マーカーの分析
を超えていた。例えば、新生物形成の危険性は、形態的病変（ポリープ）の検出よりのか
なり早い段階で視覚的に正常な結腸粘膜において評価された。悪性形質転換は、部分波分
光スクリーニングを介して検出可能な、膵臓癌、結腸癌、肝臓癌、肺癌、食道癌、胃癌、
子宮頸癌、口腔癌、卵巣癌、乳癌、膀胱癌、胆管癌、前立腺癌、及び／又は頭頸部癌など
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、さまざまな種類の癌に至る可能性がある。
【０１７７】
　図１７は、一実施形態による、結腸内のどこにも腺腫又は癌腫、非進行腺腫又は癌腫、
及び進行腺腫又は癌腫がない状態で、部分波分光法を介して患者の正常な外見の直腸粘膜
から得られた細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示す棒グ
ラフである。
【０１７８】
　結腸癌発症の識別は、大腸内視鏡検査を受けている被検者から得られた生体外組織上で
、部分波分光法を用いて実行できる。この実験で、部分波分光法により撮像される細胞は
、正常な外見の直腸粘膜からブラシで採取された。それに加えて、部分波分光データは、
さらに、上行結腸、肝弯曲部、横行結腸、脾湾曲部、下行結腸、及び／又はＳ状結腸の組
織から得られ、これにより、結腸内の腺腫又は癌腫を検出することができる。１１人の患
者は、現在の大腸内視鏡検査で非進行性の腺腫又は癌腫を有すると記録されており、４人
の患者は、進行性の腺腫又は癌腫を患っており、２０人の患者は、大腸内視鏡検査により
判定されたように、癌腫を患っていなかった。
【０１７９】
　プロット１７０２及び１７０４に示されているように、癌患者の不規則性の強さＬｄ及
び不規則性の強さの標準偏差σＬｄは、腺腫又は癌腫を患っている患者では増大し、進行
性の腺腫又は癌腫を患っている患者についてはさらに増大した。部分波分光法を実行する
ことにより、結腸内に腺腫又は癌腫が潜んでいる患者体内の正常な外見の直腸粘膜から得
られた不規則性の強さ及び不規則性の強さの標準偏差は、新生物形成のない被検者と、又
は進行度の遅い腺腫／癌腫を有する被検者と比較したときに観察できる。
【０１８０】
　図１８は、一実施形態による、膵臓癌の患者及び異形成のない対照患者からの正常な外
見の十二指腸膨大部周囲粘膜から得られた細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さ
の標準偏差σＬｄを示す棒グラフである。
【０１８１】
　一実施形態では、部分波分光法は、膵臓癌を患っている上部内視鏡手術を受けている患
者（陽性群）と膵臓疾病又は癌の病歴のない患者（陰性対照群）の正常な外見の十二指腸
膨大部周囲粘膜から採取した生検から得られた細胞に対し実行できる。この実験は、膵臓
癌を患っていない２６人の患者と膵臓癌を患っている１０人の患者に対し実施された。膵
臓癌の有無は、病歴により、又は外科手術中に判定された。従来の細胞学の手順に従って
細胞をガラス面にこすりつけて、固定し、部分波分光法を、これらの十二指腸細胞学スラ
イド上で実行した。この実験では、平均すると、患者１人当たり～５０個の細胞が得られ
、評価された。
【０１８２】
　プロット１８０２及び１８０４に示されているように、膨大部周囲粘膜から評価された
不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄは、癌を患っていない対照患者
と比較して膵臓癌の患者の場合に高い。したがって、ＰＣが潜んでいる患者の識別は、無
症候性患者のスクリーニングに理想的な、膵臓を調べることなく上部内視鏡検査の際に実
行できる侵襲の少ない、危険性の非常に低い十二指腸ブラッシングにより行うことができ
る。したがって、一実施形態では、部分波分光法を使用し、フィールド効果を通じて十二
指腸膨大部周囲粘膜を撮像することで膵臓癌を識別することができる。撮像された十二指
腸膨大部周囲粘膜は、正常又は異常のように見える可能性がある。
【０１８３】
　図１９は、一実施形態による、肺癌の患者、ＣＯＰＤの患者、肺癌を患っていない患者
、及びの肺癌はないが、肺癌の家系である患者からの正常な外見の頬粘膜から得られた細
胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示す棒グラフである。
【０１８４】
　一実施形態では、部分波分光法を使用し、正常な外見の口腔粘膜からブラシで採取した
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細胞を調べることにより肺癌スクリーニングを行うことができる。この実験では、肺癌を
患っていないが、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）を患っている１６人の患者、肺癌を患っ
ていないが、肺癌の家系である７人の患者、及び肺癌の１９人の患者に対し、部分波分光
法が実行された。プロット１９０２及び１９０４に示されているように、口腔粘膜から評
価された不規則性の強さ及び不規則性の強さの標準偏差は、癌を患っていない対照患者と
比較して肺癌の患者の場合に高い。それに加えて、口腔粘膜から評価された不規則性の強
さ及び不規則性の強さの標準偏差は、癌を患っていない対照患者と比較して、肺癌を患っ
ていないが、肺癌の家系である患者の場合に高い。したがって、一実施形態では、肺癌が
潜んでいる、又は肺癌の危険性のある患者の識別は、頬の粘膜から細胞標本を取り出して
調べることで行うことができる。
【０１８５】
　いくつかの実施形態は、特定の例示的な実施形態を参照しつつ説明されているが、さま
ざまな修正及び変更をこれらの実施形態に加えることができることは明らかであろう。し
たがって、本明細書及び図面は、制限ではなく、例示することを目的としているものとみ
なすべきである。本明細書では、特定の例示的な実施形態を参照しつつ説明を行っている
。付属の請求項で定められているように、より広い精神と範囲から逸脱することなく本発
明にさまざまな修正を加えられることは明白であろう。したがって、本明細書及び図面は
、制限ではなく、例示することを目的としているものとみなすべきである。
【０１８６】
参考文献の一覧
Ａｂｒａｈａｍｓ　Ｅ．、Ａｎｄｅｒｓｏｎ　Ｐ．Ｗ．、Ｌｉｃｃｉａｒｄｅｌｌｏ　Ｄ
．Ｃ．＆　Ｒａｍａｋｒｉｓｈｎａｎ　Ｔ．Ｖ．「局在化のスケーリング理論－２つの次
元における量子拡散の非存在」Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｌｅｔｔ．４２、６７３－６７６　（
１９７９）。
Ａｂｒｉｋｏｓｏｖ　Ａ．Ａ．＆　Ｒｙｚｈｋｉｎ　Ｉ．Ａ．「準一次元金属系の導電性
」Ａｄｖ．Ｐｈｙｓ．２７、１４７－２３０　（１９７８）。
Ａｌｉｐｅｒｔｉ　Ｇ．「診断及び治療における内視鏡的逆行性胆道膵管造影法に関係す
る合併症」Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔ　Ｅｎｄｏｓｃ　Ｃｌｉｎ　Ｎ　Ａｍ　６（２）、
３７９－４０７（１９９６）。
Ａｎｄｅｒｓｏｎ　Ｐ．Ｗ．「ある種のランダム格子における拡散の非存在」Ｐｈｙｓ．
Ｒｅｖ．１０９、１４９２－１５０５（１９５８）。
Ａｎｄｅｒｓｏｎ　Ｐ．Ｗ．、Ｔｈｏｕｌｅｓｓ　Ｄ．Ｊ．、Ａｂｒａｈａｍｓ　Ｅ．＆
　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｄ．Ｓ．「局在化のスケーリング理論の新しい方法」Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ
．Ｂ　２２、３５１９－３５２６（１９８０）。
Ｂａｃｋｍａｎ　Ｖ．ら「前侵襲的癌細胞の検出」Ｎａｔｕｒｅ　４０６、３５－３６（
２０００）。
Ｂａｒｂｅｒ　Ｐ．Ｗ．及びＨｉｌｌ　Ｓ．Ｃ．、「粒子による光散乱：計算方法、応用
物理学におけるアドバンスト・シリーズ」Ｗｏｒｌｄ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ（１９９０
）。
Ｂｅｒｅｎｇｅｒ　Ｊ．Ｐ．「電磁波を吸収する完全整合層」Ｊ．Ｃｏｍｐｕｔ．Ｐｈｙ
ｓ．１１４、１８５－２００（１９９４）。
Ｂｏｕｓｔａｎｙ　Ｎ．Ｎ．、Ｋｕｏ　Ｓ．Ｃ．、及びＴｈａｋｏｒ　Ｎ．Ｖ．、Ｏｐｔ
．Ｌｅｔｔ．２６、１０６３（２００１）。
Ｂｒａｎｄ　Ｒ．Ｅ．及びＭａｔａｍｏｒｏｓ　Ａ．「膵臓の腺癌の評価におけるイメー
ジング技術」Ｄｉｇ　Ｄｉｓ　Ｓｃｉ　１６、２４２－２５２（１９９８）。
「２００５年版癌の事実と数字」Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙ（２
００５）。
Ｃｈｅｎ　Ｌ．、Ｈａｏ　Ｃ．、Ｃｈｉｕ　Ｙ．、Ｗｏｎｇ　Ｐ．、Ｍｅｌｎｉｃｋ　Ｊ
．、Ｂｒｏｔｍａｎ　Ｍ．、Ｍｏｒｅｔｔｏ　Ｊ．、Ｍｅｎｄｅｓ　Ｆ．、Ｓｍｉｔｈ　
Ａ．、Ｂｅｎｎｉｎｇｔｏｎ　Ｊ．、Ｍｏｏｒｅ　Ｄ．、及びＬｅｅ　Ｎ．「ＡＰＣｍｉ



(35) JP 2010-500569 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

ｎマウス及びヒト癌患者の正常な外見の結腸粘膜中の遺伝子発現変化」Ｃａｎｃｅｒ　Ｒ
ｅｓｅａｒｃｈ　６４、３６９４－３７００（２００４）。
Ｃｏｆｆｅｙ　Ｄ．Ｓ．「自己組織化、複雑性とカオス：医薬品のための新しい生物学」
Ｎａｔ．Ｍｅｄ．４、８８２－８８５（１９９８）。
Ｃｕｒｒｙ　Ａ．、Ｎｕｓｚ　Ｇ．、Ｃｈｉｌｋｏｔｉ　Ａ．、及びＷａｘ　Ａ．、Ｏｐ
ｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　１３、２６６８（２００５）。
ＤｅＷｉｔｔ　Ｊ．、Ｄｅｖｅｒｅａｕｘ　Ｂ．、Ｃｈｒｉｓｗｅｌｌ　Ｍ．ら「膵臓癌
の検出及びステージングのための超音波内視鏡検査とマルチ検出器コンピュータ断層撮影
法の比較」Ａｎｎ　Ｉｎｔｅｒｎ　Ｍｅｄ　１４１、７５３－７６３（２００４）。
Ｄｒｅｚｅｋ　Ｒ．ら「腫瘍の進行における頸部細胞からの光散乱：核形態学、ＤＮＡ　
含量、及びクロマチン構造の影響」Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　８、
７－１６（２００３）。
Ｅｌｏｕｂｅｉｄｉ　Ｍ．Ａ．、Ｃｈｅｎ　Ｖ．Ｋ．、Ｅｌｔｏｕｍ　Ｉ．Ａ．ら「膵臓
癌の疑いがある患者の超音波内視鏡検査誘導微細針吸引生検：診断の正確さならびに急性
及び３０日合併症」Ａｍ　Ｊ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ　９８、２６６３－２６６８
（２００３）。
Ｆｅｎｇ　Ｓ．Ｃ．、Ｋａｎｅ　Ｃ．、Ｌｅｅ　Ｐ．Ａ．＆　Ｓｔｏｎｅ　Ａ．Ｄ．「不
規則性媒体を通るコヒーレント波伝達の相関及び変動」Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｌｅｔｔ．６
１、８３４－８３７（１９８８）。
Ｆｏｅｒｓｔｅｒ　Ｅ．Ｃ．、Ｔｒｏｍｍｅｒ　Ｐ．、Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ　Ｍ．Ｕ．、
Ｍａｔｅｋ　Ｗ．、Ｇｅｒｎｅｒ　Ｇ．、及びＤｏｍｓｃｈｋｅ　Ｗ．「膵管の経乳頭的
ミニ内視鏡検査及びミニ生検」Ｅｎｄｏｓｃｏｐｙ　２２、７８－８０（１９９０）。
Ｇｕｒｊａｒ　Ｒ．Ｓ．ら「偏光散乱分光法によるヒト上皮特性の撮像」Ｎａｔ．Ｍｅｄ
．７、１２４５－１２４８（２００１）。
Ｈａｌｅｙ　Ｓ．Ｂ．＆　Ｅｒｄｏｓ　Ｐ．「一次元不規則構造における波動伝搬」Ｐｈ
ｙｓ．Ｒｅｖ．Ｂ　４５、８５７２－８５８４（１９９２）。
Ｈｉｎｇｏｒａｎｉ，Ｓ．Ｒ．、Ｐｅｔｒｉｃｏｉｎ，Ｅ．Ｆ．、Ｍａｉｔｒａ，Ａ．ら
「マウスの前侵襲的及び侵襲的膵管癌及びその早期発見」Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｅｌｌ　４、
４３７－４５０（２００３）。
Ｊｅｍａｌ　Ａ．、Ｔｉｗａｒｉ　Ｒ．Ｃ．、Ｍｕｒｒａｙ　Ｔ．、Ｇｈａｆｏｏｒ　Ａ
．、Ｓａｍｕｅｌｓ　Ａ．、Ｗａｒｄ　Ｅ．、Ｆｅｕｅｒ　Ｅ．Ｊ．、及びＴｈｕｎ　Ｍ
．Ｊ．「癌統計学、２００４」ＣＡ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｊ　Ｃｌｉｎ　５４（１）、８－２
９（２００４）。
Ｋｉｍ　Ｊ．Ｅ．、Ｌｅｅ　Ｋ．Ｔ．、Ｌｅｅ　Ｊ．Ｋ．、Ｐａｉｋ　Ｓ．Ｗ．、Ｒｈｅ
ｅ　Ｊ．Ｃ．、及びＣｈｏｉ　Ｋ．Ｗ．「無症状集団における膵臓癌の篩い分け試験とし
ての糖鎖抗原１９－９の臨床的有用性」Ｊ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌｏｇｙ　Ｈｅｐ
ａｔｏｌｏｇｙ　１９、１８２－１８６（２００４）。
Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｔｕｒｚｈｉｔｓｋｙ　Ｖ．Ｍ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．Ｋ
．、Ｒｏｙ　Ｈ．Ｋ．及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「組織内の深さ分解低コヒーレント後方
散乱」Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　３０（７）、７４１－７４３（２００５）。
Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｐｒａｄｈａｎ　Ｐ．、Ｓｕｂｒａｍａｎｉａｎ　Ｈ．、Ｌｉｕ　Ｙ
．、Ｋｉｍ　Ｍ．Ｈ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「離散的ランダム媒質中の光の強調後
方散乱における最小散乱事象の実験的証拠」Ｐｈｙｓ　Ｒｅｖ　Ｌｅｔｔ、提出済み（２
００５）。
Ｋｉｍ　Ｙ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．、Ｒｏｙ　Ｈ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ
．「コヒーレント後方散乱分光法」Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　２９（１６）、１９
０６－１９０８（２００４）。
Ｋｉｍ　Ｙ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．、Ｒｏｙ　Ｈ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ
．「組織特徴付けのための低コヒーレント後方散乱分光法」Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃ
ｓ　４４（３）、３６６－３７７　（２００５）。
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Ｋｉｍ　Ｙ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．、Ｒｏｙ　Ｈ．、Ｇｏｌｄｂｅｒｇ　Ｍ．
、Ｋｒｏｍｉｎｅ　Ａ．、Ｃｈｅｎ　Ｋ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「初期前癌の組織
微細構造及びその変化を特徴付けるための光散乱の角度、スペクトル、及び方位依存性の
同時測定」ＩＥＥＥ　Ｊ．Ｓｅｌｅｃｔ．Ｔｏｐ．Ｑｕａｎｔ．Ｅｌｅｃｔ．９（２）、
２４３－２５７（２００３）。
Ｋｉｓｈｉｍｏｔｏ　Ｙ．、Ｍｏｒｉｓａｗａ　Ｔ．、Ｈｏｓｏｄａ　Ａ．、Ｓｈｉｏｔ
ａ　Ｇ．、Ｋａｗａｓａｋｉ　Ｈ．、及びＨａｓｅｇａｗａ　Ｊ．「アゾキシメタンで処
置されたラットの結腸癌発症の初期段階における分子変化」Ｊ　Ｅｘｐ　Ｃｌｉｎ　Ｃａ
ｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　２１（２）、２０３－２１１（２００２）。
Ｋｏｂａｅｋ－Ｌａｒｓｅｎ　Ｍ．、Ｔｈｏｒｕｐ　Ｉ．、Ｄｉｅｄｅｒｉｃｈｓｅｎ　
Ａ．、Ｆｅｎｇｅｒ　Ｃ．＆　Ｈｏｉｔｉｎｇａ　Ｍ．Ｒ．「げっ歯類モデルにおける結
腸直腸癌及びその転移の調査：ヒトの場合との比較側面」Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｍｅ
ｄ．５０、１６－２６（２０００）。
Ｋｒａｍｅｒ　Ｂ．＆　Ｍａｃｋｉｎｎｏｎ　Ａ．「局在化－理論と実験」Ｒｅｐ．Ｐｒ
ｏｇ．Ｐｈｙｓ．５６、１４６９－１５６４（１９９３）。
Ｋｕｍａｒ　Ｎ．「静的不規則性を有する一次元導体の抵抗変動」Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｂ
　３１、５５１３－５５１５（１９８５）。
Ｌｅｂｌａｎｃ　Ｊ．Ｋ．、Ｃｉａｃｃｉａ　Ｄ．、ＡＩ　Ａｓｓｉ　Ｍ．Ｔ．ら「正し
い診断結果を得るために必要なＥＵＳ誘導微細針を通す最適回数」Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅ
ｓｔ　Ｅｎｄｏｓｃ　５９、４７５－４８１（２００４）。
Ｌｅｅ　Ｐ．Ａ．＆　Ｒａｍａｋｒｉｓｈｎａｎ　Ｔ．Ｖ．「不規則電子系」Ｒｅｖ．Ｍ
ｏｄ．Ｐｈｙｓ．５７、２８７－３３７（１９８５）。
Ｌｉ　Ｘ．Ｄ．、Ｂｏｐｐａｒｔ　Ｓ．Ａ．、Ｖａｎ　Ｄａｍ　Ｊ．、Ｍａｓｈｉｍｏ　
Ｈ．、Ｍｕｔｉｎｇａ　Ｍ．、Ｄｒｅｘｌｅｒ　Ｗ．、Ｋｌｅｉｎ　Ｍ．、Ｐｉｔｒｉｓ
　Ｃ．、Ｋｒｉｎｓｋｙ　Ｍ．Ｌ．、Ｂｒｅｚｉｎｓｋｉ　Ｍ．Ｅ．、及びＦｕｊｉｍｏ
ｔｏ　Ｊ．Ｇ．、Ｅｎｄｏｓｃｏｐｙ　３２、９２１　（２０００）。
Ｌｉ　Ｘ．、Ｃｈｅｎ　Ｚ．Ｇ．、Ｔａｆｌｏｖｅ　Ａ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．、
Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ　５６９３、９２（２００５）。
Ｌｉ　Ｘ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｔａｆｌｏｖｅ　Ａ．＆　Ｂａｃｋｍａ
ｎ　Ｖ．「光学のフロンティア２００５」Ｔｈｅ　８９ｔｈ　ＯＳＡ　ａｎｎｕａｌ　ｍ
ｅｅｔｉｎｇ　ＪＷＡ４０　Ｔｕｃｓｏｎ、ＡＺ、ＵＳＡ（２００５）。
Ｌｉ　Ｘ．、Ｔａｆｌｏｖｅ　Ａ．＆　Ｂａｃｋｍａｎ　Ｖ．「強前方散乱物体の改善さ
れた後方散乱計算に対する修正ＦＤＴＤ近遠距離場転換」ＩＥＥＥ　Ａｎｔｅｎｎａｓ　
ａｎｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　Ｌｅｔｔ．４、３５－３８（２０
０５）。
Ｌｉ　Ｄ．、Ｘｉｅ　Ｋ．、Ｗｏｌｆｆ　Ｒ．、及びＡｂｂｒｕｚｚｅｓｅ　Ｊ．Ｌ．「
膵臓癌」Ｌａｎｃｅｔ　３６３（９４１４）、１０４９－１０５７（２００４）。
Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｌｉ　Ｘ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．＆　Ｂａｃｋｍａｎ　Ｖ．「弾性後方散乱
分光法分光顕微鏡法」Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．３０、２４４５－２４４７（２００５）。
Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｂｒａｎｄ　Ｒ．Ｅ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｔｕｒｚｈｉｔｓｋｙ　Ｖ．
、Ｒｏｙ　Ｈ．Ｋ．、Ｈａｓａｂｏｕ　Ｎ．、Ｓｈａｈ　Ｄ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ
．「十二指腸粘膜内の光学マーカーが膵臓癌の存在を予測する」Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ
　Ｒｅｓ、印刷中（２００７）。
Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「偏光ゲーティングの深さ
選択性の調査における生体工学結合組織モデルとその応用の開発」Ａｐｐｌ　Ｏｐｔｉｃ
ｓ　４４（１２）、２２８８－２２９９（２００５）。
Ｌｉｕ，Ｙ．、Ｋｉｍ，Ｙ．Ｌ．、Ｌｉ，Ｘ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「組織特徴付
けのための偏光ゲーティングの深さ選択性の調査」Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　１３
（２）、６０１－６１１（２００５）。
Ｍａｃｈｉｄａ　Ｈ．、Ｓａｎｏ　Ｙ．、Ｈａｍａｍｏｔｏ　Ｙ．、Ｍｕｔｏ　Ｍ．、Ｋ
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ｏｚｕ　Ｔ．、Ｔａｊｉｒｉ　Ｈ．、及びＹｏｓｈｉｄａ　Ｓ．、「結腸直腸粘膜病変の
診断における狭帯域イメージング：予備的研究」Ｅｎｄｏｓｃｏｐｙ　３６（１２）、１
０９４－１０９８（２００４）。
Ｍａｉｔｒａ　Ａ．、Ａｓｈｆａｑ　Ｒ．、Ｇｕｎｎ　Ｃ．Ｒ．、Ｒａｈｍａｎ　Ａ．、
Ｙｅｏ　Ｃ．Ｊ．、Ｓｏｈｎ　Ｔ．Ａ．、Ｃａｍｅｒｏｎ　Ｊ．Ｌ．、Ｈｒｕｂａｎ　Ｒ
．Ｈ．、及びＷｉｌｅｎｔｚ　Ｒ．Ｅ．「膵臓腺癌及び膵臓上皮内新生物におけるシクロ
オキシゲナーゼ２発現：自動化細胞イメージングによる免疫組織化学分析」Ａｍ　Ｊ　Ｃ
ｌｉｎ　Ｐａｔｈｏｌ　１１８（２）、１９４－２０１（２００２）。
Ｍａｔｓｕｂａｙａｓｈｉ　Ｈ．、Ｓａｔｏ　Ｎ．、Ｂｒｕｎｅ　Ｋ．、Ｌａｐｉｄｅｓ
　Ａ．、Ｂｌａｃｋｆｏｒｄ、Ｈｒｕｂａｎ　Ｒ．Ｈ．、Ｃａｎｔｏ　Ｍ．、Ｙｅｏ　Ｃ
．Ｊ．、及びＧｏｇｇｉｎ　Ｍ．「非腫瘍性十二指腸及び十二指腸液中の同義遺伝子の年
齢及び疾病に関係するメチル化」Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．１１、５７
３－５８３（２００５）。
Ｍｏｔｔ　Ｎ．Ｆ．＆　Ｔｗｏｓｅ　Ｗ．Ｄ．「不純物伝導の理論」Ａｄｖ．Ｐｈｙｓ．
１０、１０７－１６３（１９６１）。
Ｍｕｒｒ　Ｍ．Ｍ．、Ｓａｒｒ　Ｍ．Ｇ．、Ｏｉｓｈｉ　Ａ．Ｊら「膵臓癌」ＣＡ　Ｃａ
ｎｃｅｒ　Ｊ　Ｃｌｉｎ　４４（５）、３０４－３１８（１９９４）。
Ｐｅｒｅｌｍａｎ　Ｌ．Ｔ．ら「生体組織からの反射における周期的微細構造の観察：核
サイズ分布を測定する新しい技術」Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｌｅｔｔ．８０、６２７－６３０
（１９９８）。
Ｐｒａｄｈａｎ　Ｐ．＆　Ｋｕｍａｒ　Ｎ．「ランダム媒質をコヒーレント増幅する際の
光の局在化」Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｂ　５０、９６４４－９６４７（１９９４）。
Ｒａｍｍａｌ　Ｒ．＆　Ｄｏｕｃｏｔ　Ｂ．「局在化に対する不変的埋め込みアプローチ
．１．全般的枠組み及び基本方程式」Ｊｏｕｒｎａｌ　Ｄｅ　Ｐｈｙｓｉｑｕｅ　４８、
５０９－５２６（１９８７）。
Ｒｉｃｈａｒｄｓ　Ｂ．＆　Ｗｏｌｆ　Ｅ．「光学系の電磁波回折．２．無収差光学系の
像面の構造」Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏ
ｆ　Ｌｏｎｄｏｎ　Ｓｅｒｉｅｓ　ａ－Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　２５３、３５８－３７９（１９５９）。
Ｒｏｂｂｉｎｓ　Ｓ．Ｌ．、Ｋｕｍａｒ　Ｖ．、Ａｂｂａｓ　Ａ．Ｋ．、Ｆａｕｓｔｏ　
Ｎ．＆　Ｃｏｔｒａｎ　Ｒ．Ｓ．「ロビンス・コトラン疾患の病理学的基礎、ｘｖ」Ｓａ
ｕｎｄｅｒｓ、Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ、１５２５（２００４）。
Ｒｏｙ　Ｈ．Ｋ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．Ｋ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｋｒｏｍｉ
ｎｅ　Ａ．Ｋ．、Ｇｏｌｄｂｅｒｇ　Ｍ．Ｊ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．、Ｇａｓｔｒ
ｏｅｎｔｅｒｏｌｏｇｙ　１２６、１０７１（２００４）。
Ｒｏｙ　Ｈ．Ｋ．、Ｉｖｅｒｓｅｎ　Ｐ．、Ｈａｒｔ　Ｊ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｋｏｅｔｓ
ｉｅｒ　Ｊ．Ｌ．、Ｋｉｍ　Ｙ．、Ｋｕｎｔｅ　Ｄ．Ｐ．、Ｍａｄｕｇｕｌａ　Ｍ．、Ｂ
ａｃｋｍａｎ　Ｖ．、及びＷａｌｉ　Ｒ．Ｋ．「ＳＮＡＩＬの下方制御でＭＩＮマウス腫
瘍形成を抑制する：アポトーシスの調節、増殖、及びフラクタル次元」Ｍｏｌｅｃｕｌａ
ｒ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ　３（９）、１１５９－１１６５（２００
４）。
Ｒｏｙ　Ｈ．Ｋ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．Ｋ．、Ｇｏｌｄｂ
ｅｒｇ　Ｍ．Ｊ．、Ｔｕｒｚｈｉｔｓｋｙ　Ｖ．、Ｈｏｒｗｉｔｓ　Ｊ．、及びＢａｃｋ
ｍａｎ　Ｖ．「無関与の結腸粘膜の強調後方散乱分光法（ＥＢＳ）分析による結腸癌発症
のリスク層別化」Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ、提出済み（２００５）。
Ｒｏｙ　Ｈ．Ｋ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．Ｋ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｋｏｅｔｓ
ｉｅｒ　Ｊ．Ｌ．、Ｋｒｏｍｉｎｅ　Ａ．、Ｋｕｎｔｅ　Ｄ．Ｐ．、Ｇｏｌｄｂｅｒｇ　
Ｍ．Ｊ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「新生物発生前ＭＩＮマウス腸粘膜のスペクトル・
マーカーが生殖細胞系列状態及びセレコクシブの化学予防効果を正確に識別する」Ｃａｎ
ｃｅｒ　Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ、Ｂｉｏｍａｒｋｅｒｓ　＆　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ
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　１４（７）、１６３９－１６４５（２００５）。
Ｒｏｙ　Ｈ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．、Ｋｉｍ　Ｙ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｇｏｌｄｂｅｒｇ　Ｍ．
、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「結腸癌発症のラット・モデルにおける新生物発生前マーカ
ーとしての四次元弾性光散乱フィンガープリント」Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌｏｇｙ　
１２６、１０７１－１０８１（２００４）。
Ｒｏｙ　Ｈ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．、Ｋｉｍ　Ｙ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｇｏｌｄｂｅｒｇ　Ｍ．
、Ｋｒｏｍｉｎｅ　Ａ．、Ｃｈｅｎ　Ｋ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「光散乱分光法（
ＬＳＳ）を使用した実験的結腸癌発症の早期発見」Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌｏｇｙ　
１２４（４）、Ｓｕｐｐ．１、Ａ－５（２００３）。
Ｓａｉｓｈｏ　Ｈ．、及びＹａｍａｇｕｃｈｉ　Ｔ．「膵臓癌の画像診断：コンピュータ
断層撮影法、核磁気共鳴映像法、及び陽電子放射断層撮影法」Ｐａｎｃｒｅａｓ　２８（
３）、２７３－２７８（２００４）。
Ｓｃｈｍｉｔｔ　Ｊ．Ｍ．＆　Ｋｕｍａｒ　Ｇ．「軟組織の光学散乱特性：離散的粒子モ
デル」Ａｐｐｌ．Ｏｐｔｉｃｓ　３７、２７８８－２７９７（１９９８）。
Ｓｃｈｒｏｃｋ　Ｅ．、ｄｕ　Ｍａｎｏｉｒ　Ｓ．、Ｖｅｌｄｍａｎ　Ｔ．、Ｓｃｈｏｅ
ｌｌ　Ｂ．、Ｗｉｅｎｂｅｒｇ　Ｊ．、Ｆｅｒｇｕｓｏｎ－Ｓｍｉｔｈ　Ｍ．Ａ．、Ｎｉ
ｎｇ　Ｙ．、Ｌｅｄｂｅｔｔｅｒ　Ｄ．Ｈ．、Ｂａｒ－Ａｍ　Ｉ．、Ｓｏｅｎｋｓｅｎ　
Ｄ．、Ｇａｒｉｎｉ　Ｙ．、及びＲｉｅｄ　Ｔ．、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７３、４９４（１
９９６）。
Ｓｃｈｕｅｌｅ　Ｇ．、Ｖｉｔｋｉｎ　Ｅ．、Ｈｕｉｅ　Ｐ．、Ｏ’Ｃｏｎｅｌｌ－Ｒｏ
ｄｗｅｌｌ　Ｃ．、Ｐａｌａｎｋｅｒ　Ｄ．、及びＰｅｒｅｌｍａｎ　Ｄ．Ｌ．Ｔ．「光
学分光学法で細胞ストレスに対する細胞小器官の応答を非侵襲的器に監視する」Ｊ．Ｂｉ
ｏｍｅｄ．Ｏｐｔ．（公刊予定）。
Ｓｈａｍｓｕｄｄｉｎ　Ａ．Ｍ．、Ｔｙｎｅｒ　Ｇ．Ｔ．、及びＹａｎｇ　Ｇ．Ｙ．「異
なる腺癌による腫瘍マーカーＤ－ガラクトース－ベータ－［１－－＞３］－Ｎ－アセチル
－Ｄ－ガラクトサミンの共通発現：フィールド効果現象の証拠」Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．
５５（１）、１４９－１５２（１９９５）。
Ｓｉｅｇｅｌ　Ｍ．Ｐ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｒｏｙ　Ｈ．、Ｗａｌｉ　Ｒ．、及びＢａ
ｃｋｍａｎ　Ｖ．「偏光ゲーティング弾性光散乱分光法を使用した表面組織内の血液供給
の評価」Ａｐｐｌ　Ｏｐｔｉｃｓ、受理（２００６）。
Ｓｔｅｐｈｅｎｓ　Ｄ．Ｊ．＆　Ａｌｌａｎ　Ｖ．Ｊ．「生体細胞撮像のための光学顕微
鏡法」Ｓｃｉｅｎｃｅ　３００、８２－８６（２００３）。
Ｓｕｂｒａｍａｎｉａｎ　Ｈ．、Ｐｒａｄｈａｎ　Ｐ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｌｉｕ　Ｙ
．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「異方性不規則媒質からの低コヒーレンス強調後方散乱（
ＬＥＢＳ）の格子ランダム・ウォーク・モデル：モンテ・カルロ・シミュレーション」Ａ
ｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ、提出済み（２００５）。
Ｔａｆｌｏｖｅ　Ａ．＆　Ｈａｇｎｅｓｓ　Ｓ．Ｃ．「計算電気力学：有限差分時間領域
法、第３版」Ａｒｔｅｃｈ　Ｈｏｕｓｅ、Ｎｏｒｗｏｏｄ、ＭＡ，（２００５）。
Ｔａｆｌｏｖｅ　Ａ．及びＨａｇｎｅｓｓ　Ｓ．Ｃ．「計算電気力学：有限差分時間領域
法」Ａｒｔｅｃｈ（２０００）。
Ｕｅｈａｒａ　Ｈ．、Ｎａｋａｉｚｕｍｉ　Ａ．、Ｔａｔｓｕｔａ　Ｍ．ら「経口膵臓内
視鏡検査及び膵臓内視鏡的細胞診による膵臓のｉｎ　Ｓｉｔｕがん診断」Ｃａｎｃｅｒ　
７９、４５４－４６０（１９９７）。
Ｕｍａｓｈａｎｋａｒ　Ｋ．Ｒ．＆　Ｔａｆｌｏｖｅ　Ａ．「複合物体の電磁散乱を分析
する新しい方法」ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｃｏｍｐａ
ｔｉｂｉｌｉｔｙ　２４、３９７－４０５（１９８２）。
Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ　Ｍ．Ｔ．、Ｐｏｐｐ　Ａ．Ｋ．、Ｗｅｉｔｚ　Ｄ．Ａ．、及びＫａ
ｐｌａｎ　Ｐ．Ｄ．、Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．２６、８９０（２００１）。
ｖａｎ　ｄｅ　Ｈｕｌｓｔ　Ｈ．Ｃ．、「小粒子による光散乱」Ｄｏｖｅｒ（１９８１）
。
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ｖａｎ　Ｒｏｓｓｕｍ　Ｍ．Ｃ．Ｗ．、Ｌｅｒｎｅｒ　Ｉ．Ｖ．、Ａｌｔｓｈｕｌｅｒ　
Ｂ．Ｌ．＆　Ｎｉｅｕｗｅｎｈｕｉｚｅｎ　Ｔ．Ｍ．「メゾスコピック《物理》コンダク
タンス変動のガウス分布からの偏差」Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｂ　５５、４７１０－４７１６
（１９９７）。
Ｗａｌｉ　Ｒ．Ｋ．、Ｂａｕｍ　Ｃ．Ｌ．、Ｓｉｔｒｉｎ　Ｍ．Ｄ．＆　Ｂｒａｓｉｔｕ
ｓ　Ｔ．Ａ．「１，２５（Ｏｈ）２ビタミン－Ｄ３はラット結腸上皮内の膜ホスホイノシ
チド代謝回転を刺激し、タンパク質キナーゼＣを活性化し、細胞内カルシウムを増大する
」Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　８５、１２
９６－１３０３（１９９０）。
Ｗａｌｉ　Ｒ．Ｋ．、Ｒｏｙ　Ｈ．Ｋ．、Ｋｉｍ　Ｙ．Ｌ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｋｏｅｔｓ
ｉｅｒ　Ｊ．Ｌ．、Ｋｕｎｔｅ　Ｄ．Ｐ．、Ｇｏｌｄｂｅｒｇ　Ｍ．Ｊ．、Ｔｕｒｚｈｉ
ｔｓｋｙ　Ｖ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「微小血管血液含量の増大は、結腸癌発症に
おける初期事象である」Ｇｕｔ　５４、６５４－６６０（２００５）。
Ｗａｌｉ　Ｒ．、Ｒｏｙ　Ｈ．、Ｋｉｍ　Ｙ．、Ｌｉｕ　Ｙ．、Ｇｏｌｄｂｅｒｇ　Ｍ．
、Ｋｒｏｍｉｎｅ　Ａ．、Ｃｈｅｎ　Ｋ．、及びＢａｃｋｍａｎ　Ｖ．「粘膜血流の増大
は、結腸癌発症の初期マーカーである」Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌｏｇｙ　１２４（４
）、Ｓｕｐｐ．１、Ａ－４（２００３）。
Ｗａｔａｎａｂｅ　Ｈ．、Ｙａｍａｇｕｃｈｉ　Ｙ．、Ｈａ　Ａ．ら「ハイブリダイゼー
ション保護アッセイを使用して膵臓癌の診断を行うための膵液中のＫ－ｒａｓ突然変異の
定量測定」Ｐａｎｃｒｅａｓ　１７、３４１－３４７（１９９８）。
Ｗａｘ　Ａ．ら「角度分解低低コヒーレンス干渉法を使用するラット食道上皮における悪
性形質転換のＩｎ　ｓｉｔｕ検出及び化学予防効果」Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．６３，３５
５６－３５５９（２００３）。
Ｗａｘ　Ａ．、Ｙａｎｇ　Ｃ．Ｈ．、及びＩｚａｔｔ　Ｊ．Ａ．、Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．２
８、１２３０（２００３）。
Ｗａｘ　Ａ．ら「角度分解低低コヒーレンス干渉法を使用するラット食道上皮における悪
性形質転換のＩｎ　ｓｉｔｕ検出及び化学予防効果」Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　
６３，３５５６－３５５９（２００３）。
Ｗｉｌｌｅｔｔ　Ｃ．Ｇ．、Ｂｏｕｃｈｅｒ　Ｙ．、ｄｉ　Ｔｏｍａｓｏ　Ｅ．、Ｄｕｄ
ａ　Ｄ．Ｇ．、Ｍｕｎｎ　Ｌ．Ｌ．、Ｔｏｎｇ　Ｒ．Ｔ．、Ｃｈｕｎｇ　Ｄ．Ｃ．、Ｓａ
ｈａｎｉ　Ｄ．Ｖ．、Ｋａｌｖａ　Ｓ．Ｐ．、Ｋｏｚｉｎ　Ｓ．Ｖ．、Ｍｉｎｏ　Ｍ．、
Ｃｏｈｅｎ　Ｋ．Ｓ．、Ｓｃａｄｄｅｎ　Ｄ．Ｔ．、Ｈａｒｔｆｏｒｄ　Ａ．Ｃ．、Ｆｉ
ｓｃｈｍａｎ　Ａ．Ｊ．、Ｃｌａｒｋ　Ｊ．Ｗ．、Ｒｙａｎ　Ｄ．Ｐ．、Ｚｈｕ　Ａ．Ｘ
．、Ｂｌａｓｚｋｏｗｓｋｙ　Ｌ．Ｓ．、Ｃｈｅｎ　Ｈ．Ｘ．、Ｓｈｅｌｌｉｔｏ　Ｐ．
Ｃ．Ｌａｕｗｅｒｓ　Ｇ．Ｙ．、及びＪａｉｎ　Ｒ．Ｋ．「Ｄｉｒｅｃｔ　ｅｖｉｄｅｎ
ｃｅ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ＶＥＧＦ特異抗体ベバシズマブがヒト直腸癌において抗血管作
用を有することを示す直接的証拠」Ｎａｔ　Ｍｅｄ　１０（２）、１４５－１４７（２０
０４）。
Ｙａｓｕｄａ　Ｋ．、Ｍｕｋａｉ　Ｈ．、及びＮａｋａｊｉｍａ　Ｍ．「膵臓癌の超音波
内視鏡診断」Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ　Ｅｎｄｏｓｃ　Ｃｌｉｎ　Ｎ　Ａｍ　
５（４）、６９９－７１２（１９９５）。
Ｚｕｍｂｕｓｃｈ　Ａ．、Ｈｏｌｔｏｍ　Ｇ．Ｒ．、及びＸｉｅ　Ｘ．Ｓ．「Ｔｈｒｅｅ
－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｖｉｂｒａｔｉｏｎａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｂｙ　コヒーレ
ント反ストークス・ラマン散乱による三次元振動イメージング」Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｌｅ
ｔｔ．８２、４１４２－４１４５（１９９９）。
【図面の簡単な説明】
【０１８７】
【図１】〔図１〕一実施形態による、アガロース・ゲルに埋め込まれた６μｍのポリスチ
レン微小球の顕微鏡画像を示す図である。〔図２〕一実施形態による、ミー理論から計算
で求められた、シミュレートされた後方散乱スペクトルを重ねた、図１のポリスチレン微
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小球の周辺から記録された後方散乱スペクトルを例示する図である。〔図３〕一実施形態
による、平板モデルに基づき計算で求められた、シミュレートされた後方散乱スペクトル
を重ねた、図１のポリスチレン微小球の中心から散乱された光から記録された後方散乱ス
ペクトルを例示する図である。
【図２】〔図４〕一実施形態による、ＦＤＴＤシミュレーションから計算で求められた、
散乱スペクトルを重ねた、図１のポリスチレン微小球の中心から記録された後方散乱スペ
クトルを例示する図である。
【図３】〔図５〕一実施形態による、直径のサイズが異なる２つの球に対するＦＤＴＤシ
ミュレーション結果に基づき計算で求められた後方散乱スペクトルを例示する図である。
【図４】〔図６〕一実施形態による、平均径が可変である空中の塊状ポリスチレン微小球
の画像、及び、４つの微小球のそれぞれが平板モデルから導き出された散乱スペクトルＩ
ｓ（λ）にフィッティングされた中心から記録された散乱スペクトルＩｃ（λ）を例示す
る図である。
【図５】〔図７〕一実施形態による、部分波分光法を実行するための分光システムの例示
的な略図である。
【図６】〔図８〕一実施形態による、分光システムによる部分波分光法を介して得られた
微小球の例示的な画像及び例示的なスペクトルを示す図である。
【図７Ａ】〔図９Ａ〕一実施形態による、部分波分光法を介して得られた細胞の画像なら
びに雑音除去及び背景反射の後の反射率スペクトルＲ（λ）のプロットを示す図である。
【図７Ｂ】〔図９Ｂ〕一実施形態による、ＥＧＦＴノックダウンＨＴ２９細胞、通常のＨ
Ｔ２９細胞、及びＣＳＫノックダウンＨＴ２９細胞について得られた、一組の細胞学的細
胞画像及び一組の部分波分光細胞画像を例示する図である。
【図７Ｃ】〔図９Ｃ〕一実施形態による、ＥＧＦＲ　ＨＴ２９細胞、対照ＨＴ２９細胞、
及びＣＳＫ　ＨＴ２９細胞に対する反射率Ｒ（ｋ）及び不規則性の強さＬｄの統計的パラ
メータのプロットを例示する図である。
【図７Ｄ】〔図９Ｄ〕一実施形態による、ＥＧＦＲ　Ｈ２９細胞、対照ＨＴ２９細胞、及
びＣＳＫ　ＨＴ２９細胞に対する不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬ

ｄを示す棒グラフである。
【図８】〔図１０〕一実施形態による、対照ラット及びＡＯＭ処置ラットの結腸上皮細胞
から記録された後方散乱光の強度から決定される、波長の関数としての反射率スペクトル
Ｒ（λ）のプロット及び反射率スペクトルの統計的パラメータのプロットを例示する図で
ある。
【図９】〔図１１〕一実施形態による、対照ラット及びＡＯＭ処置ラットから得られた結
腸上皮細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示す棒グラフで
ある。
【図１０】〔図１２〕一実施形態による、対照及びＡＯＭ処置ラット（発癌の開始後２、
５、及び８週）から記録された組織学的に正常な結腸上皮細胞の、不規則性の強さＬｄ及
び不規則性の強さの標準偏差σＬｄの空間分布を示す画像である。
【図１１】〔図１３〕一実施形態による、１Ｄ平板モデルにより決定されるような、相関
長ｌｃ及び屈折率変動＜Δｎ２＞を有する不規則性の強さＬｄのバラツキを示すプロット
である。
【図１２Ａ】〔図１４Ａ〕一実施形態による、ＦＤＴＤシミュレーション及び合成後方散
乱画像に使用される要素の幾何学的形状の実施例を例示する図である。
【図１２Ｂ】〔図１４Ｂ〕一実施形態による、部分波分光法から得られた画像の一部の後
方散乱スペクトルを分析するためＦＤＴＤシミュレーションから得られたスペクトルと１
Ｄ平板モデルとを比較するプロットである。
【図１３】〔図１５〕一実施形態による、不規則性の強さ及び不規則性の強さの標準偏差
が細胞学的に悪性の膵臓癌細胞についてプロットされたヒト生体試料の部分波分光法を介
して得られたデータを示す棒グラフである。
【図１４】〔図１６〕一実施形態による、不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準



(41) JP 2010-500569 A 2010.1.7

10

偏差σＬｄが細胞学的に正常な膵臓癌細胞についてプロットされたヒト生体試料の部分波
分光法を介して得られたデータを示す棒グラフである。
【図１５】〔図１７〕一実施形態による、結腸内のどこにも腺腫又は癌腫、非進行腺腫又
は癌腫、及び進行腺腫又は癌腫がない状態で、部分波分光法を介して患者の正常な外見の
直腸粘膜から得られた細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを
示す棒グラフである。
【図１６】〔図１８〕一実施形態による、膵臓癌の患者及び異形成のない対照患者からの
正常な外見の十二指腸膨大部周囲粘膜から得られた細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則
性の強さの標準偏差σＬｄを示す棒グラフである。
【図１７】〔図１９〕一実施形態による、肺癌の患者、ＣＯＰＤの患者、肺癌を患ってい
ない患者、及びの肺癌はないが、肺癌の家系である患者からの正常な外見の頬粘膜から得
られた細胞の不規則性の強さＬｄ及び不規則性の強さの標準偏差σＬｄを示す棒グラフで
ある。

【図１】 【図２】
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【図７Ｃ】 【図７Ｄ】



(44) JP 2010-500569 A 2010.1.7

【図８】 【図９】
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