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(57)【要約】
　哺乳動物被験体の胸腔内液中の癌細胞の存在を特徴と
する癌の診断若しくは鑑別診断方法であって、該方法は
、被験体の胸腔内液のサンプルを、癌細胞上の決定子に
結合するがしかし胸腔内液中の他の細胞および細胞以外
の成分にベースライン閾値より上で結合しないリガンド
に結合されたコロイド状磁性粒子と接触させること；胸
腔内液と磁性粒子の混合物を磁場に曝し、胸腔内液中に
存在する場合はリガンドに結合された磁性粒子が結合さ
れた癌細胞が濃縮された細胞画分を生じること；ならび
に胸腔内液中の癌細胞の数について該濃縮された画分を
分析することを含んでなる。ある局面において、本方法
は例えば処理されない胸腔内液の希釈により上で示され
た方法段階のため胸腔内液を調製することを必要とする
。ある局面において、胸腔内液は被験体からの抜き出し
の２４時間以内に該診断方法にかけられる。本方法は悪
性胸水を同定するための現在の診断手順に対する利点を
有する。胸腔内液中に存在する腫瘍細胞は、予後および
予測因子を決定するための細胞および分子マーカーで特
徴づけることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳動物被験体の胸腔内液若しくは漿液中の癌細胞の存在によって特徴付けられる、癌
の診断若しくは鑑別診断方法であって、該方法が
　ａ）被験体の胸腔内液若しくは漿液のサンプルを、癌細胞上の決定子に結合するがしか
し胸腔内液若しくは漿液中の他の細胞および細胞以外の成分にベースライン閾値より上で
結合しない第一のリガンドに結合されたコロイド状磁性粒子、と接触させること；ならび
に
　ｂ）胸腔内液と磁性粒子の混合物若しくは漿液と磁性粒子の混合物を磁場に曝し、該胸
腔内液若しくは漿液中に存在する場合はリガンドに結合された磁性粒子が結合された細胞
が濃縮された細胞画分を生じること
を含んでなる、上記方法。
【請求項２】
　ｃ）胸腔内液若しくは漿液中のリガンドに結合された磁性粒子が結合された細胞の数に
ついて濃縮された画分を分析すること；および
　ｄ）胸腔内液若しくは漿液中のベースライン閾値より大きいリガンドに結合された磁性
粒子が結合された細胞の数を同定することにより癌の鑑別診断を提供すること
をさらに含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　胸腔内液が胸水である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　接触段階、曝す段階および分析段階により胸腔内液若しくは漿液を分析する前若しくは
後に異常細胞の存在について胸腔内液若しくは漿液の細胞学的若しくは免疫細胞学的検査
を実施することをさらに含んでなる、請求項１若しくは２に記載の方法。
【請求項５】
　胸腔内液若しくは漿液を前記接触段階の前に希釈することをさらに含んでなる、請求項
１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　胸腔内液若しくは漿液が希釈液で１：１０の比で希釈される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　接触段階が、被験体から胸腔内液サンプル若しくは漿液サンプルを抜き出すことの２４
時間以内に起こる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　胸腔内液若しくは漿液と磁性粒子の混合物に、癌細胞若しくは非癌細胞で発現される抗
原に特異的な第二のリガンドか、または濃縮された画分中の他の細胞若しくは細胞破片か
ら非癌細胞を識別することが可能である試薬、を添加すること；
　胸腔内液若しくは漿液と磁性粒子の混合物に、癌細胞の第二の細胞決定子を結合する標
識試薬を添加すること；
　胸腔内液若しくは漿液と磁性粒子の混合物に、細胞破片から生存細胞を識別する細胞特
異的色素を添加すること；あるいは
　濃縮された画分から非癌細胞、無核細胞、細胞破片および結合されない物質を分析前に
精製すること
を含んでなる１若しくはそれ以上の付加的な段階をさらに含んでなる、請求項１若しくは
２に記載の方法。
【請求項９】
　第一のリガンドが最低１種の癌細胞決定子に特異的なモノクローナル抗体若しくはその
フラグメントである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　さらに、第二のリガンドが、胸腔内液中の白血球に特異的に結合するか、若しくは癌細
胞上の特異的腫瘍マーカーに結合して、胸腔内液若しくは漿液中に存在する癌細胞の特異
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性を高める若しくはそれらを同定する、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　第一のリガンド、第二のリガンド若しくは標識試薬の最低１種が肺癌細胞若しくは乳癌
細胞に特異的に結合する、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　癌が、肺癌、リンパ腫、中皮腫、転移性乳癌、転移性卵巣癌および転移性前立腺癌より
なる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　第一のリガンドが上皮細胞接着分子（ＥｐＣＡＭ）に特異的に結合する、請求項１～１
２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　第一のリガンドがＬ１細胞接着分子（Ｌ１ＣＡＭ）に特異的に結合する、請求項１～１
２のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　第一のリガンドがクローディン４に特異的に結合する、請求項１～１２のいずれかに記
載の方法。
【請求項１６】
　第一のリガンドがＥｐＣＡＭ若しくはＬ１ＣＡＭに特異的に結合し、かつ、第二のリガ
ンドがクローディン４に特異的に結合する、請求項８に記載の方法。
【請求項１７】
　ベースライン閾値が３．５ｍｌの胸腔内液あたり約１１００　ＥｐＣＡＭ+細胞である
、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　ＥＰＣＡＭ＋細胞が１種若しくはそれ以上の付加的な特異的腫瘍マーカーについて染色
される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　付加的な特異的腫瘍マーカーがサイトケラチン、クローディン４、サバイビン若しくは
テロメラーゼの１種である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　胸痛、席、呼吸困難、疲労および炎症よりなる群から選択される臨床症状について哺乳
動物被験体の臨床評価を実施すること；
　被験体からの胸腔内液若しくは漿液サンプルを、前記サンプル中のタンパク質若しくは
アルブミンの濃度を測定する診断試薬と接触させること；ならびに
　被験体の疾患の間かまたは被験体の癌の処置の前若しくは後の異なる時点で、胸腔内液
若しくは漿液中の癌細胞の数を分析するために、請求項１の前記段階（ａ）および（ｂ）
を反復すること
を含んでなる１若しくはそれ以上の段階をさらに含んでなる、請求項１若しくは２に記載
の方法。
【請求項２１】
　前記被験体が癌に対し処置されておりかつ該方法が処置の有効性若しくは予後の決定を
可能にする、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記胸水が、接触段階前の被験体からの胸腔内液のサンプルの決定的でない細胞学的若
しくは免疫細胞化学的検査後に未知の病因のものであると決定された、請求項１に記載の
方法。
【請求項２３】
　漿液若しくは胸腔内液のサンプルを、接触段階の前に本質的に均質な大きさの孔を含ん
でなるフィルターを通して濾過すること；
　予後および予測マーカーを使用して、濃縮された細胞画分を分析すること；
遺伝子の変異解析を使用して、濃縮された細胞画分を分析すること；ならびに
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　濃縮された細胞画分の蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーションを実施すること、
を含んでなる１若しくはそれ以上の段階を含んでなる、請求項１若しくは２に記載の方法
。
【請求項２４】
　予後および予測マーカーが、ＥＧＦＲ、ＥＲ、Ｋｉ６７、ＰＲ、Ｈｅｒ２／ｎｕ、ＢＣ
Ｌ２、Ｍ３０、Ｃｏｘ－２、ＰＴＥＮ、ＩＧＦ－１Ｒ、ＡＫＴ、ＰＡＲＰ、ＣＭＥＴ、Ｐ
５３、Ｐ２７、ＣＥＡ、ＡＲ、ＰＳＭＡおよびＰＳＡよりなる群から選択される、請求項
２３に記載の方法。
【請求項２５】
　遺伝子がＥＧＦＲ、ＢＲＡＦ、ＡＲＡＦ、Ｋ－ｒａｓおよびＰ５３よりなる群から選択
される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　細胞学的若しくは分子マーカーを使用して、濃縮された細胞画分を特徴づけること；
濃縮された細胞画分を培養すること；および
　細胞学的若しくは分子いずれかのマーカーを使用して、濃縮された細胞画分を特徴づけ
ること
を含んでなる１若しくはそれ以上の付加的な段階を実施することをさらに含んでなる、請
求項１若しくは２に記載の方法。
【請求項２７】
　培養された濃縮された画分を分析すること；および
　培養された濃縮された画分で薬物動態研究を実施すること
を含んでなる１若しくはそれ以上の段階をさらに含んでなる、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　哺乳動物被験体の胸腔内液若しくは漿液中の癌細胞の存在を特徴とする癌の診断若しく
は鑑別診断方法であって、該方法が
　ａ）既知の本質的に均一の孔径の孔を含んでなるフィルターで被験体の胸腔内液若しく
は漿液のサンプルを濾過して胸水腫瘍細胞（ＰＥＴＣ）を濃縮すること；
　ｂ）濾過されたＰＥＴＣの数を分析すること；および
　ｃ）胸腔内液若しくは漿液中のベースライン閾値より大きい濾過されたＰＥＴＣの数を
同定することにより癌の鑑別診断を提供すること
を含んでなる、上記方法。
【請求項２９】
　予後および予測マーカーを使用して、濃縮された細胞画分を分析すること；
遺伝子の変異解析を使用して、濃縮された細胞画分を分析すること；および
濃縮された細胞画分の蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーションを実施すること
を含んでなる１若しくはそれ以上の段階を含んでなる、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　予後および予測マーカーが、ＥＧＦＲ、ＥＲ、Ｋｉ６７、ＰＲ、Ｈｅｒ２／ｎｕ、ＢＣ
Ｌ２、Ｍ３０、Ｃｏｘ－２、ＰＴＥＮ、ＩＧＦ－１Ｒ、ＡＫＴ、ＰＡＲＰ、ＣＭＥＴ、Ｐ
５３、Ｐ２７、ＣＥＡ、ＡＲ、ＰＳＭＡおよびＰＳＡよりなる群から選択される、請求項
２９に記載の方法。
【請求項３１】
　遺伝子がＥＧＦＲ、ＢＲＡＦ、ＡＲＡＦ、Ｋ－ｒａｓおよびＰ５３よりなる群から選択
される、請求項２９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　正常な胸腔内液は、臓側および壁側胸膜の間に位置する、少数の白血球、多様なタンパ
ク質および水を含有する漿液の薄膜（すなわち肺および胸腔若しくは胸膜腔を内張する膜
）である。胸水は胸膜腔中の液体の異常な蓄積であり、米国で毎年およそ１３０万人に発
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生している。胸水の多くの原因が存在する（例えば非特許文献１を参照されたい）。例え
ば、心不全若しくは肝硬変は血管内の圧と血液中のタンパク質の量の間の不均衡を引き起
こし得、液体例えば漏出液の蓄積をもたらす。胸膜の傷害若しくは炎症は液体例えば浸出
液の異常な収集を引き起こしうる。浸出液の原因は、感染性疾患、出血性障害若しくは外
傷、炎症性肺疾患（例えば石綿症）、サルコイドーシス若しくは自己免疫疾患、癌、心バ
イパス手術、心若しくは肺移植および膵炎を包含する。しかしながら、胸水の３つの最も
一般的な原因は感染症、心不全および悪性病変である。
【０００２】
　とりわけ肺癌例えば非小細胞肺癌（ＮＳＣＬＣ）若しくは小細胞肺癌（ＳＣＬＣ）に加
え、胸水は、リンパ腫、中皮腫、および他器官で発する転移癌の症状であり得る。事実上
いかなる悪性病変も胸膜腔に転移し得るが、しかし悪性胸水の最も一般的な供給源は肺癌
、乳癌、卵巣癌、消化器癌、リンパ腫および中皮腫である。
【０００３】
　現在、胸腔内液分析は患者が症状の組合せを有する場合に起こるが、とは言えいくつか
の胸水は無症候性である。漏出液は通常物理的特徴、例えば澄明な液体、低下されたタン
パク質若しくはアルブミンレベル、および非常に低い細胞数により同定される。一旦漏出
液と同定されればさらなる検査は行われず；経過観察のみが実施される。こうした胸水が
悪性病変によることはそう多くないためである。浸出液は通常物理的特徴、例えば、リン
パ球の関与の存在、微生物の存在、または白血球若しくは赤血球の数の増加による乳様、
濁った若しくは帯赤色の外観により同定される。漏出液を浸出液と区別するための最も重
要な検査は高い総タンパク質レベルおよび高いＬＤＨレベルである（非特許文献２）。ま
た、乳酸、アミラーゼ、トリグリセリドおよび腫瘍マーカーの検査も潜在的に有用である
。
【０００４】
　典型的に、悪性胸水（ＭＰＥ）の診断は下に要約されるとおり行われる（双方とも上に
引用される非特許文献２および非特許文献１（引用することにより本明細書に組み込まれ
る）もまた参照されたい）。胸水を得、そして評価のため細胞学検査施設に送る。検査施
設で、試料の代表的部分を遠心分離しかつ多数の細胞学的プレパラート（可能な場合はセ
ルブロックを包含する）を創製し、そして診断評価のため染色する。数千個の細胞を含有
するこれらのスライドを顕微鏡で評価する。細胞病理学者は悪性病変に特徴的な特異的特
徴（すなわち大きい大きさ、異常な核の特徴など）を探す。これらの異常な特徴をもつ十
分な細胞が見られる場合、悪性病変の診断がなされる。ときに免疫細胞化学的染色を使用
する。
【０００５】
　細胞学に基づく確定診断の感度は細胞型および基礎悪性病変の病期とともに異なり、そ
して約６０％と推定される（例えば上で引用される非特許文献１を参照されたい）。実質
的な数の症例で、確定的細胞学的および症候学的診断は胸水についてなされ得ない。確定
診断に対する障害は、比較的「個性のない」核の特徴、反応性の中皮細胞の重なる形態学
的特徴、若しくは検査の時点で胸腔内液中に存在する腫瘍細胞の少ない数を伴う腫瘍を包
含する。一般に、免疫細胞化学的染色は、検出できない数の腫瘍細胞若しくは腫瘍細胞の
見逃された細胞学的同定により実施されないことがある。ある種の腫瘍マーカーを用いる
免疫細胞化学的染色（例えば電気化学発光アッセイ）は診断上有用であることが判明して
いない（上で引用される非特許文献１；および非特許文献３）。
【０００６】
　胸水の多数の可能な原因が存在するため、細胞学が陰性である場合、患者は一般に症状
の進行について臨床的に追跡される。細胞学が悪性病変の高い臨床的疑い、例えば高いタ
ンパク質およびＬＤＨレベルを伴う診断されない浸出液（浸出性浸出液）、を伴い陰性で
ある場合、患者は追跡されうるか、あるいは、反復胸腔穿刺、次いで後の時点で反復細胞
学的および免疫細胞化学的分析、または胸膜針生検、胸膜鏡的胸膜生検、若しくは外科的
胸膜生検にかけられうる。
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【０００７】
　これらの診断選択肢のそれぞれが、診断されていない進行性疾患の危険および／若しく
は生検処置の欠点に患者を従わせる。直接可視化（胸膜鏡検査）下の胸膜生検は９５～１
００％の診断の感度および正確性を有する一方、それは全身麻酔の必要性、若干の病的状
態（すなわち感染症および疼痛）ならびに死亡の危険性、ならびに高い費用を包含する欠
点により随伴される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｈｏｏｐｅｒ，Ｃら、２０１０　Ｔｈｏｒａｘ、Ｖｏｌ．６５（Ｓｕｐ
ｐｌ　２）：ｉｉ４－ｉｉ１７
【非特許文献２】Ｌｉｇｈｔ，ＲＷ、２００２　Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．、Ｖｏｌ．
３４６（２５）：１９７１－１９７７
【非特許文献３】Ｐｏｒｃｅｌら、２００４　Ｃｈｅｓｔ、１２６：１７５７－６３
【発明の概要】
【０００９】
［発明の要約］
　本明細書に記述される方法は、胸腔内液のような過剰の漿液に関連する状態の現在の診
断方法に対する有利な一代替を提供する。これらの方法は胸水中の悪性細胞を同定し得、
そして従って現在の標準治療の診断の感度および正確性を増大させ得る。それは、臨床上
関連する細胞および分子マーカーを使用する個別化された腫瘍のｉｎ　ｖｉｔｒｏ増殖お
よび／若しくは特徴づけのための供給源材料への到達手段もまた提供し得る。
【００１０】
　一局面において、哺乳動物被験体の胸腔内液中の癌細胞の存在を特徴とする癌の診断若
しくは鑑別診断方法が提供される。一局面において、該方法は、Ｖｅｒｉｄｅｘ　ＬＬＣ
のＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)技術を使用して哺乳動物被験体からの胸腔内液サンプルをア
ッセイすることを包含する。例えば、被験体の胸腔内液のサンプルを、癌細胞上の決定子
に結合するリガンド（例えば捕捉抗体）に結合されたコロイド状磁性粒子と混合する。一
局面において、この第一のリガンド／捕捉抗体は癌細胞上若しくは中でのみ発現される。
一局面において、このリガンドは、癌細胞以外の胸腔内液中の他の細胞および細胞以外の
成分上若しくは中で発現される決定子にベースライン閾値より上で結合しない。生じる胸
腔内液と磁性粒子の混合物を磁場に曝し、胸腔内液サンプル中にいずれかが存在する場合
は磁性粒子が結合された癌細胞が濃縮された細胞画分を生じる。一態様において、濃縮さ
れた画分をその後胸腔内液中のリガンド陽性細胞の数について分析する。このリガンド陽
性細胞数は、ベースライン閾値より上である場合、該胸腔内液中の悪性細胞の存在を示す
。癌の診断若しくは鑑別診断が、胸腔内液中のベースライン閾値より大きい癌細胞の数を
同定することにより提供される。
【００１１】
　一局面において、本診断法で使用されるリガンド（例えば捕捉抗体）は細胞決定子例え
ばＥｐＣＡＭを同定しそして抗ＥｐＣＡＭ抗体である。別の局面において、本診断法で使
用されるリガンドは癌細胞決定子例えばＬ１ＣＡＭを同定し、そして抗Ｌ１ＣＡＭ抗体で
ある。別の局面において、本診断法で使用されるリガンドは癌細胞決定子例えばクローデ
ィン４を同定し、そして抗クローディン４抗体である。一態様において、悪性胸水の診断
のためのベースライン閾値は胸腔内液１ｍｌあたり約１００リガンド陽性細胞以上である
。他の態様において、悪性胸水の診断のためのベースライン閾値は胸腔内液１ｍｌあたり
約５００リガンド陽性細胞以上である。他の態様において、悪性胸水の診断のためのベー
スライン閾値は胸腔内液３．５ｍｌあたり約１０００リガンド陽性細胞以上である。別の
局面において、本方法の特異性は、胸腔内液に存在する癌細胞を同定するためにサイトケ
ラチン、クローディン４、サバイビン若しくはテロメラーゼまたは他者のようなマーカー
に対する「二次抗体」の使用のような付加的な腫瘍マーカーについてＥＰＣＡＭ＋細胞を
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また染色することにより高められる。なお他の局面において、別の捕捉リガンド例えばＬ
１ＣＡＭ若しくはクローディン４を使用する本方法の特異性は二次抗体の使用によっても
また高めることができる。
【００１２】
　別の局面において、該方法は癌細胞型特異的リガンドを使用し、そして該方法は胸腔内
液に存在する癌細胞の型を同定するのに有用である。一態様において、第一のリガンド（
例えば捕捉抗体）は中皮腫細胞上の細胞決定子に対する抗体であり、例えばリガンドは抗
メソテリン抗体であり、そして該癌は中皮腫と同定される。別の局面において、該方法は
、癌細胞型特異的リガンド、例えば、胸腔内液に存在する癌細胞の型を乳癌と同定するこ
とに対し有用な乳癌細胞上の細胞決定子例えばＨｅｒ２／ｎｅｕに対する抗体を使用する
。別の局面において、該方法は、癌細胞型特異的リガンド、例えば、胸腔内液に存在する
癌細胞の型を肺癌と同定することに対し有用な肺癌細胞上の細胞決定子に対する抗体、抗
ｇｐ１６０を使用する。
【００１３】
　なお他の局面において、癌細胞型特異的リガンドを二次抗体として使用する。別の局面
において、これらのより特異的な二次抗体が、癌細胞決定子ＥＰＣＡＭ、Ｌ１ＣＡＭ若し
くはクローディン４に対する「捕捉」抗体の使用とともに本明細書に記述されるところの
方法で使用される。
【００１４】
　別の局面において、該方法はしばしば培養物、ならびに胸水腫瘍細胞（「ＰＥＴＣ」）
の形態学的、表現型的および分子的特徴づけを可能にする量で腫瘍材料の独特の供給源を
提供するために多数の胸腔内液細胞を濃縮することを必要とする。ＰＥＴＣの細胞的およ
び分子的特徴づけは、患者の個別化処置の臨床管理および彼らの癌のモニタリングを補助
し得る研究、同定および個別化分類のための広範な生物学的、研究および臨床的応用を可
能にする。現在、腫瘍の特徴づけおよび分類は原発腫瘍の細胞で行われる。しかしながら
いくつかのＭＰＥにおいては起源の組織および原発性腫瘍の場所が不明である。肺癌の場
合はとくに、原発性腫瘤はしばしば到達不可能でありかつ生検され得ないか、若しくは、
穿刺吸引物は十分な腫瘍評価を実施するために不十分な材料を提供する。最後に、転移癌
の症例において、元の原発性腫瘍組織で得られた情報は胸水提示の時点で数か月ないし数
年齢であることができ、そしてもはや疾患を癌ほど動的に表さないかもしれない。多数の
ＰＥＴＣを濃縮する能力はＭＰＥ提示の時点での腫瘍の特徴づけを可能にし得る。乳癌に
おけるホルモン療法若しくはハーセプチンまたは肺癌におけるＥＧＦＲ若しくはＡＬＫ阻
害剤のようないくつかの癌処置はその患者の腫瘍の遺伝子型および表現型の特性に基づく
。ＰＥＴＣは、ＭＰＥを伴う患者についてより早期にかつより効率的に治療選択を導くこ
の重要な特徴づけのための腫瘍材料の供給源としてはたらく。
【００１５】
　別の局面において、該方法は、上の方法段階が適用される前に胸腔内液サンプルについ
てある種の調製段階例えば希釈を提供するように改変される。
【００１６】
　別の局面において、該方法は、ＣＤ４５のような全部の非腫瘍細胞を同定するためのマ
ーカーのカクテル、および非腫瘍細胞を同定する他の抗体若しくはそれらの組合せを使用
する。
【００１７】
　別の局面において、該方法は限定されるものでないがＥＧＦＲ、ＥＲ、Ｋｉ６７、ＰＲ
、Ｈｅｒ２／ｎｕ、ＢＣＬ２、Ｍ３０、Ｃｏｘ－２、ＰＴＥＮ、ＩＧＦ－１Ｒ、ＡＫＴ、
ＰＡＲＰ、ＣＭＥＴ、Ｐ５３、Ｐ２７、ＣＥＡ、ＡＲ、ＰＳＭＡおよびＰＳＡなどを挙げ
ることができるＰＥＴＣを特徴づけるための予後および予測マーカーを使用する。
【００１８】
　別の局面において、該方法はＤＮＡおよびＲＮＡマーカーを使用する腫瘍細胞の特異的
分子的特徴づけのため浸出液中の他の非腫瘍細胞からＰＥＴＣを濃縮する。
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【００１９】
　別の局面において、該方法は、限定されるものでないがＥＧＦＲ、ＢＲＡＦ．ＡＲＡＦ
、Ｋ－ｒａｓおよびＰ－５３を挙げることができる遺伝子中の変異分析のためＰＥＴＣを
濃縮する。
【００２０】
　別の局面において、該方法はＰＥＴＣを数え上げ、そして異数染色体、遺伝子増幅（Ｅ
ＧＦＲ）、欠失（ＰＴＥＮ、Ｐ５３）および転座（すなわちＥＭＬ４／ＡＬＫ）を蛍光ｉ
ｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーション（ＦＩＳＨ）により検出する。
【００２１】
　別の局面において、該方法は、薬物動態（薬物処置に対する反応）を研究し、腫瘍の起
源の組織を決定し、薬剤耐性のマーカーについて個体の腫瘍細胞を特徴づけ、薬剤耐性細
胞集団、表現型若しくは分子的分子発現、変異解析、および新治療に対する潜在的応答性
を同定かつ特徴づけ、ならびに遺伝子シグネチャの発見のような他の応用を実施するため
、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ培養のために生存腫瘍細胞を単離する。
【００２２】
　本発明の他の局面および利点はそれらの好ましい態様の以下の詳細な記述にさらに記述
される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１Ａ】良性（すなわちうっ血性心不全すなわちＣＨＦ、末期腎疾患すなわちＥＳＲＤ
、放射線胸膜炎、乳び胸）ならびに悪性（リンパ腫、中皮腫、乳癌、非小細胞肺癌すなわ
ちＮＳＣＬＣ、肺扁平上皮癌すなわちＳＣＬＣ、卵巣癌および腎細胞癌）双方の胸水の病
因の診断に対するＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)系を使用するＵＰＣＣコホートからの患者サ
ンプルの３．５ミリリットルの胸腔内液中で検出された腫瘍細胞（ＣＫ＋／ＣＤ４５－）
の数をプロットするグラフである。各＋は異なる患者の胸腔内液サンプルを表す。３．５
ｍｌの胸腔内液あたり約１１００細胞のカットオフが１００％特異性を与える。
【図１Ｂ】組織学的型、例えば良性、悪性、非上皮および悪性上皮に従った胸腔内液３．
５ｍｌあたりのＣＤ＋／ＣＤ４５－細胞の数を示すグラフである。
【図１Ｃ】特異性に対し感度をプロットする、悪性胸水を診断するための実施例で論考さ
れるところのＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)の方法の性能特徴を示すグラフであり、ＲＯＣ曲
線下面積＝０．８６６２。結果を下に要約する。すなわち
【表１】

【図１Ｄ】組織学的型、例えば図１Ａに記述されるところの良性、悪性、非上皮および悪
性上皮に従った胸水の病因の診断に対するＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)系を使用するＵＰＣ
Ｃコホートからの患者サンプルの胸腔内液３．５ミリリットル中で検出される腫瘍細胞（
ＣＫ＋／クローディン＋／ＣＤ４５－）の数をプロットするグラフである。各＋は異なる
患者の胸腔内液サンプルを表す。
【図１Ｅ】組織学的型、例えば良性、悪性、非上皮および悪性上皮に従った胸腔内液３．
５ミリリットルあたりのＣＤ＋／クローディン＋／ＣＤ４５－細胞の数を示すグラフであ
る。
【図２Ａ－２Ｇ】ＰＥＴＣの連続免疫染色、ならびに固定およびサテライト計数（Ｓａｔ
ｅｌｌｉｔｅ　Ｅｎｕｍｅｒａｔｉｏｎ）（ＳＥ）プローブを用いるハイブリダイゼーシ
ョン後の同一ＰＥＴＣの多色ＦＩＳＨ画像を示す写真である。



(9) JP 2014-521958 A 2014.8.28

10

20

30

40

50

【図２Ａ】サイトケラチンで染色されたＰＥＴＣの画像を示す。
【図２Ｂ】ＣＤ４５で染色されたＰＥＴＣの画像を示す。
【図２Ｃ】ＤＡＰＩで染色されたＰＥＴＣの画像を示す。画像の中央の大型のサイトケラ
チン＋／ＤＡＰＩ＋事象がＰＥＴＣである。矢印はＣＤ４５＋白血球の場所を示す。
【図２Ｄ】固定および第１染色体のセントロメアに結合するＳＥプローブ（ＳＥ－１）で
のハイブリダイゼーション後のＦＩＳＨ画像を示す。
【図２Ｅ】固定および第７染色体のセントロメアに結合するＳＥプローブ（ＳＥ－７）で
のハイブリダイゼーション後のＦＩＳＨ画像を示す。
【図２Ｆ】固定および第８染色体のセントロメアに結合するＳＥプローブ（ＳＥ－８）で
のハイブリダイゼーション後のＦＩＳＨ画像を示す。
【図２Ｇ】固定および第１７染色体のセントロメアに結合するＳＥプローブ（ＳＥ－１７
）でのハイブリダイゼーション後のＦＩＳＨ画像を示す。ＤＡＰＩ対染色を灰色で示す。
全４種の染色体のコピー数獲得がＰＥＴＣ中で見られる。白血球上のＦＩＳＨシグナル（
矢印）をハイブリダイゼーション対照として使用し得る。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
［発明の詳細な記述］
　哺乳動物被験体の胸腔内液若しくは漿液中の癌細胞の存在を特徴とする癌の診断若しく
は鑑別診断方法は、望ましくは、癌細胞上の決定子に結合するリガンドに結合されたコロ
イド状磁性粒子と被験体の漿液の生物学的サンプルを接触させることを含んでなるアッセ
イ段階を包含する。本方法での使用のため選択されるリガンド若しくは捕捉抗体は、ベー
スライン閾値より上で漿液中の他の細胞（非悪性）および細胞以外の成分に結合しない。
漿液と磁性粒子の混合物をその後磁場に曝し、漿液中の磁性粒子が結合された細胞が濃縮
された細胞画分を生じる。濃縮された画分をその後分析して、漿液中のリガンドに結合さ
れた（すなわちリガンド陽性）細胞の数ならびに他の任意の情報を検出する。このリガン
ド陽性細胞数は、ベースライン閾値より上の場合、漿液中の悪性細胞の存在を示す。選択
されたリガンド（例えば捕捉抗体）に依存して、癌の診断若しくは鑑別診断が、漿液中の
選択されたリガンドについてベースライン閾値より大きいリガンド陽性細胞の数を同定す
ることにより提供される。本明細書で使用されるところの「漿液」という用語は、限定さ
れるものでないが胸腔内液（胸膜浸出液および胸膜漏出液のような）、腹水などを挙げる
ことができる。本発明の例示的一漿液は胸腔内液である。
【００２５】
　本明細書に記述される診断方法は、胸腔内液の病因のより少なく侵襲性のより迅速な決
定を可能にする。これらの診断方法は、反復胸腔穿刺および胸膜生検処置に対する必要性
を低減しかつ細胞学的診断が確定的でなかった患者により迅速でより感受性の診断情報を
提供することにより、全体的医療費もまた大きく低下させうる。従来の診断プロトコルと
結合されて、これらの方法はより迅速な診断を可能にしかつ処置のより迅速な適用を可能
にして悪性疾患に対するより良好な予後をもたらすことができる。これらの方法は、未知
の、不確定の若しくは不正確な初期診断に対する慣習的経過観察の間に発生しうる疾患の
さらなる悪化若しくは付加的な症状および合併症を予防しうる。
【００２６】
　本方法は、その多様な態様において、血液中の非常にまれな循環腫瘍細胞（ＣＴＣ）を
同定するよう設計されたある種の方法段階およびＶｅｒｉｄｅｘ　ＬＬＣ　ＣｅｌｌＳｅ
ａｒｃｈ(R)系の装置を使用する。例えば、血液サンプル中で、通常、上皮細胞決定子Ｅ
ｐＣＡＭに対するリガンドを使用するＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)方法論の主題、血液中の
ＥｐＣＡＭ陽性細胞のベースライン閾値は非常に低く、例えば約１細胞／７．５ｍｌであ
る。この技術は血液サンプル中の多様な癌のＣＴＣの検出に応用されており（例えばＳｈ
ａｆｆｅｒ　ＤＲら、２００７、Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、１３：２
０２３を参照されたい）、発明者は、いずれかの癌の診断、ましてや悪性胸水の診断で補
助するためにこの分析技術を応用することについての示唆がないことを知っていた。該構
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成ならびに胸腔内液および腹水のような漿液ならびに血液の細胞／細胞以外成分に大きな
差異が、ならびに胸膜腔若しくは腹腔および血管系の構造に多くの差異が存在する。例え
ば、肺は上皮細胞で覆われているため、胸腔内液中のＥｐＣＡＭ陽性細胞の「ベースライ
ン」数は１／ｍｌよりかなり大きいことが期待される。
【００２７】
Ａ．ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)系
　ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ循環腫瘍細胞系（Ｖｅｒｉｄｅｘ　ＬＬＣ）は、血液サンプル中
のまれなＣＴＣを同定しかつその数を数え上げるための免疫磁性標識および自動ディジタ
ル顕微鏡検査の組合せを利用するアッセイおよび装置を使用する。免疫磁性標識は「磁性
流体」すなわち所望の細胞集団により表示される抗原決定子に特異的なリガンド、例えば
上皮細胞接着分子（ＥｐＣＡＭ）に対する抗体で被覆されたポリマー層により囲まれる磁
性核をもつナノ粒子の使用で成し遂げられる。磁性流体と抗体の複合物は上皮細胞上の抗
原決定子に結合し、これがその後サンプルの残部から磁性的に分離されうる。細胞をその
後、汚染する白血球および非特異的破片から上皮細胞を識別するのを助けるため３種の細
胞染色剤で染色する。使用される染色剤は、生存細胞を同定するのに役立つように細胞の
核を染色するのに使用される４’－６－ジアミジノ－２－フェニルインドール（ＤＡＰＩ
）であり；ピコエリトリン（ｐｙｃｏｅｒｙｔｈｒｉｎ）（ＰＥ）－標識サイトケラチン
（ＣＫ）抗体（ＣＫ　８、１８および１９）は上皮細胞を認識し；ならびにアロフィコシ
アニン（ＡＰＣ）標識ＣＤ４５抗体は汚染する白血球を結合する。自動化された蛍光に基
づくディジタル顕微鏡検査を使用して、細胞をＣＴＣの存在について分析する。ＣＴＣは
ＤＡＰＩ＋、ＣＫ＋、ＣＤ４５－染色の表現型に基づき可視化される。
【００２８】
　末梢血を分析するためにＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ系を使用する臨床研究は、ベースライン
若しくは処置終了時の患者での５以上のＣＴＣの存在が、全部の他の群の患者より短い無
増悪生存期間および全生存期間の中央値と相関したことを示した。各時点で５未満のＣＴ
Ｃを伴う患者は最長の無増悪生存期間および全生存期間の中央値を有した。加えて、処置
終了時に５未満のＣＴＣに低下したベースラインで５以上のＣＴＣを伴う患者は、５以上
のＣＴＣ数を維持した患者より長い無増悪および全生存期間の中央値を有した。例えばＣ
ｒｉｓｔｏｆａｎｉｌｌｉ　Ｍら　２００４　Ｎ　Ｅｎｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ、３５１（８）
：７８１－７９１（引用することにより本明細書に組み込まれる）を参照されたい。
【００２９】
　ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ系の使用方法は、米国特許第６，３６５，３６２号；同第６，６
２３，９８２号；同第７，２８２，３５０号；同第５，９９３，６６５号；同第６，７９
０，３６６号；および同第６，６４５，７３１号明細書；ならびにそれらに基づく特許出
願に記述されている。ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ系を実行するのに使用しうる装置の記述は、
米国特許第５，９８５，１５３号；同第６，８６１，２５９号；同第６，６６０，１５９
号；同第６，８９０，４２６号；同第６，１３６，１８２号およびそれらに基づく特許出
願に見出し得る。上で示される特許のそれぞれは、ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ系の多様な局面
を記述するためにそっくりそのまま引用することによりここに組み込まれる。
【００３０】
Ｂ．サンプルおよびその調製
　本明細書に記述される方法での使用のためのサンプルは哺乳動物被験体若しくは患者に
より提供される。こうした被験体若しくは患者は哺乳動物、例えばヒト、獣医学の動物若
しくは家畜（ｆａｒｍ　ａｎｉｍａｌ）、家畜（ｄｏｍｅｓｔｉｃ　ａｎｉｍａｌ）若し
くは愛玩動物、ならびにヒト以外の霊長類、イヌおよびマウスを包含する臨床研究に通常
使用される動物を包含する。好ましくはこれらの方法の被験体は人である。本明細書に記
述される方法の一局面において、該診断方法を受ける被験体は悪性病変若しくは悪性胸水
に対し無症候性である。別の局面において、本明細書に記述される診断方法を受ける被験
体は悪性病変若しくは悪性胸水の臨床症状若しくは病歴を示す。なお他の態様において、
被験体の胸腔内液サンプルは臨床および細胞学的試験、ならびに場合によっては細胞化学
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的分析を受けており、検出可能な悪性病変なし若しくは未知病因の胸水という診断をもた
らす。
【００３１】
　一態様において、「生物学的サンプル」若しくは「サンプル」という用語は異常な悪性
細胞を含有することが疑われるいかなる胸腔内液すなわち胸水も意味している。こうした
細胞はＮＳＣＬＣ若しくはＳＣＬＣのような原発性若しくは転移性肺癌由来でありうる。
あるいは、こうした細胞は別の器官例えば乳房、卵巣、結腸若しくは前立腺から発した二
次転移癌細胞でありうる。一局面において、本明細書に記述される方法での使用に最も適
するサンプルは胸膜浸出液である。別の局面において、本明細書に記述される方法での使
用のためのサンプルは胸膜漏出液である。他の生物学的サンプルは、例えば腹部若しくは
膵嚢胞液からの腹水を包含する悪性細胞を含有する他の漿液を包含しうる。腹水および胸
腔内液は非常に類似の化学的系を伴い；腹部および肺の双方が、悪性病変において同一様
式で中皮内層、ならびに胸膜腔および腹腔中で液体の形態を有する。以下の開示において
胸腔内液が例示される場合、同一の方法を腹水若しくは他の嚢胞液を使用して類似の結果
を伴い実施しうる。
【００３２】
　一態様において、胸腔内液を患者から直接取り出されるところの処理されない形態で該
方法で使用する。一態様において、処理されない胸腔内液を接触段階前にＥＤＴＡ若しく
はヘパリンチューブのような標準的採血管に入れる。一態様において、処理されない胸腔
内液を接触段階前に標準的ＣｅｌｌＳａｖｅ(R)チューブ（Ｖｅｒｉｄｅｘ）に入れる。
なお別の態様において、サンプルは、処理されない胸腔内液中で放置される場合に４℃で
さえ２４時間以内に大きな程度まで起こりうる癌細胞の減少を回避するため、患者からの
収集直後にＣｅｌｌＳａｖｅチューブに入れる。別の態様において、サンプルは患者から
の取り出し後１時間、５時間、１０時間、１５時間若しくは２４時間まで以内に適切な収
集管に入れる。
【００３３】
　該方法の他の態様において、選ばれた被験者からのサンプルをＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ粒
子との接触前に処理しうる。一態様において、希釈は希釈液に対し１：１０胸腔内液であ
る。別の態様において、希釈は希釈液に対し１：９胸腔内液である。別の態様において、
希釈は希釈液に対し１：８胸腔内液である。別の態様において、希釈は希釈液に対し１：
５胸腔内液である。別の態様において、希釈は希釈液に対し１：２胸腔内液である。別の
態様において、希釈は希釈液に対し１：１胸腔内液である。好ましい希釈液は、生理的食
塩液、リン酸緩衝生理的食塩液、別の緩衝液若しくは生理学的に許容できる希釈液を包含
する。一態様において、希釈された胸腔内液を、本明細書の方法で記述されるところの磁
性粒子と接触される前にＣｅｌｌＳａｖｅチューブに入れる。なお別の態様において、サ
ンプルは、処理されない胸腔内液中で放置される場合に４℃でさえ２４～４８時間以内に
大きな程度まで起こりうる癌細胞の減少を回避するため、患者からの収集および希釈直後
にＣｅｌｌＳａｖｅチューブに入れる。別の態様において、サンプルは患者からの取り出
しおよび希釈後１時間、５時間、１０時間、１５時間、２４時間、３６時間、４８時間ま
で以内に適切な収集管に入れる。
【００３４】
　なお別の態様において、こうしたサンプルは該方法の接触段階前に慣習的手段により濃
縮する。胸腔内液のこの前処理は、該方法を実施する検査施設への発送若しくは後の分析
（すなわち収集後２４～４８時間より後）のため胸腔内液を低温保存しなければならない
状況で好ましい。こうした一態様において、接触段階で使用される胸腔内液サンプルは、
被験体からのその抜き出し後に胸腔内液サンプルを遠心分離すること、および遠心分離物
すなわちペレットを緩衝液に再懸濁することにより調製する。なお他の態様において、胸
腔内液サンプルは、それを輸送若しくは後の分析のため低温保存する前に、下に実施例１
で具体的に説明されるような複数の遠心分離および再懸濁にかけられる。
【００３５】
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　別の態様において、こうしたサンプルは濾過方法を使用することによる該方法の接触段
階前に濃縮される。こうした一態様において、接触段階で使用される胸腔内液サンプルは
、メンブレンを通る胸腔内液の通過を可能にするがしかし腫瘍細胞を保持する既知のかつ
本質的に均一の孔径を含有するフィルターを通して液体を濾過することにより調製する。
こうした一態様において、メンブレンの孔の直径は最低４μＭでありうる。別の態様にお
いて、孔の直径は５μＭ若しくはそれ以上、および他の態様において、６、７、８、９若
しくは１０μＭのいずれかでありうる。濾過後、メンブレンにより保持される腫瘍細胞を
メンブレンから適する生理学的に許容できる緩衝液中にすすぎ落としうる。こうして濃縮
された細胞をその後該方法の接触段階で使用しうる。
【００３６】
　別の態様において、サンプル、例えば処理されない胸腔内液、希釈された胸腔内液、若
しくは再懸濁された細胞ペレットを、サンプル中に存在する無核赤血球を差別的に溶解す
る溶解試薬と接触させる。この段階は、望ましくは、胸腔内液が実質的な数のＲＢＣを含
有する状況で磁性粒子とサンプルを接触させる前に実施する。適する溶解試薬は、単一の
溶解試薬、若しくは溶解試薬およびクエンチ試薬、または溶解剤、クエンチ試薬および固
定試薬を包含する。適する溶解系は商業的に販売されており、そして下の実施例１で利用
されるＢＤ　Ｐｈａｒｍ　ＬｙｓｅTM系（Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋｅｎｓｏｎ）を包含す
る。他の溶解系は、ＶｅｒｓａｌｙｓｅTM系、ＦＡＣＳｌｙｓｅTM系（Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄ
ｉｃｋｅｎｓｏｎ）、ＩｍｍｕｎｏｐｒｅｐTM系若しくはＥｒｙｔｈｒｏｌｙｓｅ　ＩＩ
系（Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ，Ｉｎｃ．）または塩化アンモニウム系を包含する
。溶解試薬は変動し得、主な要件は赤血球の効率的溶解、ならびに胸腔内液中の癌細胞お
よびＷＢＣ上の抗原決定子の保存である。溶解のため単一試薬を使用することに加え、本
明細書に記述される方法で有用な溶解系は第二の試薬、例えば該方法の残存段階の間に溶
解試薬の効果をクエンチ若しくは妨害するもの、例えばＳｔａｂｉｌｙｓｅTM試薬（Ｂｅ
ｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ，Ｉｎｃ．）を包含し得る。慣習的固定試薬もまた、溶解試
薬の選択若しくは該方法の好ましい実行に依存して使用しうる。
【００３７】
　なお別の態様において、処理されない、希釈された、または本明細書に記述されるとお
り多数重なった遠心分離若しくは処理された胸腔内液サンプルは、上述されたコロイド状
粒子と接触される前に約－１４０℃の温度で低温保存する。
【００３８】
Ｃ．診断法の態様
　上述された一般的方法の多様な態様を悪性胸水の診断で使用しうる。
【００３９】
　上で述べられたところの一般的診断法は、胸腔内液を収集する段階、癌細胞上の決定子
に結合するがしかし胸腔内液中の他の細胞および細胞以外の成分にベースライン閾値より
上で結合しない第一のリガンドに結合されたコロイド状磁性粒子と被験体の胸腔内液のサ
ンプルを接触させる段階；胸腔内液と磁性粒子の混合物を磁場に曝し、胸腔内液中に存在
する場合は磁性粒子が結合された癌細胞が濃縮された細胞画分を生じる段階；濃縮された
画分を胸腔内液中の癌細胞の数について分析する段階；ならびに胸腔内液中のベースライ
ン閾値以上のリガンド陽性細胞の数を同定することにより癌の鑑別診断を提供する段階を
使用する。該代替において、悪性病変なしの診断は、胸腔内液中のベースライン閾値より
少ないリガンド陽性細胞の数を同定することにより提供される。
【００４０】
　本明細書に記述される方法の一態様において、診断方法は、悪性病変若しくは悪性胸水
の臨床指標について哺乳動物被験体の臨床評価を実施することを包含する。こうした症状
すなわち指標は、限定されるものでないが胸痛、咳、呼吸困難、疲労および炎症を挙げる
ことができる。一態様において、臨床評価は該方法の一般的診断段階の前に実施する。
【００４１】
　別の態様において、診断方法は、該方法の接触段階、曝す段階および分析段階により胸
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腔内液を分析する前に異常細胞の存在についての胸腔内液の細胞学的若しくは免疫細胞学
的若しくは細胞化学的検査を実施する段階を包含する。本態様において、胸腔内液の分析
は、それがベースラインを越えている場合は悪性病変の細胞学的診断を確定し得るリガン
ド陽性細胞の診断的数を提供する。あるいは、該分析は、悪性病変なしの細胞学的診断す
なわち不確定診断を否定することがあり、そして胸腔内液の細胞の付加的な細胞学的検査
を集中させる。従って、診断方法は付加的な細胞学的段階若しくは付加的な外科的診断段
階例えば生検を包含しうる。あるいは、リガンド陽性細胞の数がベースラインより十分下
である場合、細胞学的診断を確定することができ、そして該診断方法は付加的な段階を必
要としなくてもよいか、または感染症若しくは胸水の悪性以外の原因の１つを検出するた
めのさらなる段階を包含しうる。
【００４２】
　別の態様において、診断方法は、該方法の接触段階、曝す段階および分析段階により胸
腔内液を分析した後に異常細胞の存在についての胸腔内液の細胞学的若しくは免疫細胞学
的若しくは細胞化学的検査を実施することを必要とする。本態様において、胸腔内液の分
析は、それがベースラインを越える場合に癌の供給源を同定若しくは確認するため癌特異
的試薬を用いる胸腔内液の細胞のさらなる細胞学的検査に対する必要性を示すリガンド陽
性細胞の診断的数を提供する。従って、該診断方法は、付加的な細胞学的段階を包含しう
るか、若しくは診断で付加的な外科的段階例えば生検が使用されることを示した。あるい
は、リガンド陽性細胞の数がベースラインより十分下である場合、該診断方法は感染症若
しくは胸水の悪性以外の原因の１つを検出するための付加的な診断段階のみ示しうる。
【００４３】
　なお別の態様において、上で論考されたとおり、コロイド状粒子との接触段階は、該液
体が低温保存されない場合は被験体から胸腔内液サンプルを抜き出すことの２４時間以内
に起こる。なお別の態様において、上で論考されたとおり、コロイド状粒子との接触段階
は被験体から胸腔内液サンプルを抜き出すことの３０時間以内に起こる。なお別の態様に
おいて、上で論考されたとおり、コロイド状粒子との接触段階は被験体から胸腔内液サン
プルを抜き出すことの４８時間以内に起こる。後者２つの場合、ある態様において、サン
プルは低温保存されかつ接触段階前に慣習的方法により再構成される。
【００４４】
　一態様において、癌細胞上の決定子に結合する第一のリガンド（例えば捕捉抗体）に結
合されたコロイド状磁性粒子と被験体の胸腔内液のサンプルを接触させる段階は、（ａ）
胸腔内液中の他の細胞および細胞以外の成分に全く結合しないか、若しくは（ｂ）ベース
ライン閾値より上で胸腔内液中の他の細胞および細胞以外の成分に結合しないか；若しく
は（ｃ）ベースライン閾値より上である種の癌細胞型にのみ結合するか；若しくは（ｄ）
識別可能な数で多様な癌細胞型に結合する、リガンドを使用する。例えば、使用されるリ
ガンドは、癌細胞中で発現される決定子に結合しかつ非癌細胞上でしないリガンドであり
うる。別の態様において、使用されるリガンドは特定の細胞型の癌細胞例えば上皮細胞癌
のみに結合する。別の態様において、使用されるリガンドは、ある器官由来の癌細胞例え
ば乳癌細胞のみに結合するがしかし他の正常細胞から若しくは異なる起源からの癌細胞例
えば肺癌細胞に結合しない。なお別の態様において、リガンドは、際立って異なる濃度／
数で１種の癌細胞型に結合し、例えば、それが肺癌細胞にするよりはるかに多数で乳癌細
胞に結合して、それにより分析段階で生じられる数により癌の型が同定されることを可能
にする。
【００４５】
　一態様において、第一のリガンドは癌細胞上の決定子に結合することが可能であるモノ
クローナル抗体若しくはそのフラグメントである。「フラグメント」により、選択された
抗体のＦａｂフラグメント、Ｆａｂ’フラグメント若しくはＦ（ａｂ’）2フラグメント
を意味している。同様に、適する抗体の相補性決定領域（ＣＤＲ）を含んでなる一本鎖可
変抗体フラグメント若しくは組換え構築物を、これらの方法で有用な第一のリガンドとし
て使用しうる。なお他のリガンドは本明細書で論考される特許刊行物に記述されている。
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【００４６】
　一態様において、第一のリガンドは最低１個の癌細胞決定子に特異的なモノクローナル
抗体若しくはそのフラグメントである。一態様において、刊行物および下の実施例３に記
述されるとおり、第一のリガンドは、上皮細胞接着分子（ＥｐＣＡＭ）に特異的に結合す
るモノクローナル抗体若しくはその有用なフラグメントである。ＥｐＣＡＭ受容体は胸水
中に存在するＷＢＣ上に存在しないが、しかしそれは多様な癌腫上で広範に発現されてい
る。しかしながら、ＥｐＣＡＭリガンドは非上皮癌若しくは造血起源の癌細胞上で発現さ
れない。例えばＥｐＣＡＭは中皮腫癌細胞、白血病、リンパ腫若しくは多発性骨髄腫上に
存在しない。抗ＥｐＣＡＭが該方法で使用されるリガンドである場合、それは可能なＥｐ
ＣＡＭ陰性腎細胞若しくは胸腺細胞癌を容易には同定しないことがある。しかしながら、
下の実施例により同定されるとおり、抗ＥｐＣＡＭ抗体はＮＳＣＬＣ、卵巣癌および乳癌
に有意に結合するのである。例えば表３のデータを参照されたい。
【００４７】
　本方法の別の態様において、第一のリガンドおよび／若しくは捕捉抗体は、Ｌ１ＣＡＭ
のような高度に悪性の細胞上で上方制御されている別の細胞特異的決定子に結合する。例
えば、Ｋａｔａｙａｍａら、１９９７、Ｃｅｌｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ　２２：５１１－５１６；Ｈａｉら、２０１２　Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒ
ｅｓ、１８：１９１４－１９２４；およびＴｉｓｃｈｌｅｒら、２０１１、Ｍｏｌｅｃｕ
ｌ．Ｃａｎｃｅｒ、１０：１２７を参照されたい。別の態様において、第一のリガンド若
しくは捕捉抗体は癌細胞決定子クローディン４に結合する。
【００４８】
　これらの方法の特異性を改良するため、付加的な他のリガンド（例えば第二のリガンド
および／若しくは二次抗体）を、染色により悪性病変若しくは非悪性病変を確認するのに
使用する。一態様において、こうした第二のリガンド／抗体は非癌すなわち良性細胞で、
例えばＷＢＣ上で発現される決定子若しくは抗原を結合する。別の態様において、こうし
た二次抗体が結合する決定子が腫瘍特異的決定子である場合、二次抗体の結合は該細胞が
悪性であったことを確認し得る。二次抗体が結合したこうした決定子が良性細胞上でのみ
若しくは主に発現される場合、細胞を非悪性として除外するために本明細書に記述される
方法で該二次抗体を使用する。一態様において、こうした二次抗体はサバイバン（ｓｕｒ
ｖｉｖａｎ）、テロメラーゼ若しくはクローディン４に対する抗体を包含する（ＥｐＣＡ
Ｍ若しくはＬ１ＣＡＭが捕捉抗体である場合）。本方法の別の態様において、および胸水
中の癌細胞型に依存して、第一のリガンド若しくは第二のリガンドは肺癌細胞若しくはあ
る型の肺癌細胞に特異的に結合するものである。
【００４９】
　別の態様において、第一のリガンド若しくは第二のリガンドは、多様な肺癌のなかで独
特に若しくは少なくとも差別的に発現される癌細胞決定子に結合する。こうした第一の抗
体／捕捉抗体若しくは二次抗体は多くの既知抗体のなかから選択しうる。リガンドが癌細
胞上で主に発現される決定子に結合するかどうかに依存して、これらのリガンドを捕捉抗
体若しくは二次抗体として使用しうる。当業者は、公表された情報に頼ることにより、ど
の抗体を捕捉若しくは二次抗体として使用し得るかを容易に決定し得る。例えば、一態様
において、非小細胞肺癌（ＮＳＣＬＣ）を診断するためのリガンドとして有用な抗体は、
抗ｄｅｌＥ７４６－Ａ７５０および抗Ｌ８５８Ｒを包含するＥＧＦＲ突然変異を結合する
抗体を包含する。別の態様において、これらの方法での使用のためのリガンドは７０３Ｄ
４および７０４Ａ１のようなＩｇＧ２Ａｋ抗体でありうる。なお別の態様において、第一
のリガンドは、例えばＮＣＡＭ抗原に対するＳＥＮ７抗体（例えば第ＷＯ１９９４／００
６９２９号明細書を参照されたい）を包含する小細胞肺癌（ＳＣＬＣ）を診断するのに有
用な抗体である。なお他の態様において、第一のリガンドは、ＴＴＦ１、癌胎児性抗原、
ｍＭＥＴ、ＭＵＣ１若しくは上皮細胞成長因子受容体に対する抗体である。第一の（捕捉
）リガンド若しくは第二のリガンドとしての使用のためのなお他の可能な抗体が表１に同
定され、そして当業者に既知である。例えば、Ｄｅｎｎｉｓ，ＪＬら、２００５　Ｃｌｉ
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ｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．１１：３７６６－３７７２に列挙される抗体および抗原を参
照されたい。
【００５０】
　別の態様において、第一のリガンド若しくは第二のリガンドは中皮腫を診断するための
抗体である。該方法の一態様において、従って、第一のリガンド若しくは第二のリガンド
はカルレチニンに結合する抗体である。該方法の別の態様において、従って、第一のリガ
ンド若しくは第二のリガンドは、ｔｕｍｏｒ　１（ＷＴ１）若しくはＢＧ８、若しくはＣ
Ｄ１５若しくはメソテリンに対する抗体である。
【００５１】
　胸水中に存在する癌細胞が乳房、卵巣、前立腺若しくは結腸または他の器官の転移癌細
胞であるなお別の態様において、第一のリガンド若しくは第二のリガンドはそれらの細胞
に対する異なる特異性の抗体を包含する。例えば、第一のリガンド若しくは第二のリガン
ドは、ヒト乳癌細胞に特異的であるモノクローナル抗体Ｆ３６／２２若しくはそのフラグ
メントでありうる（例えば米国特許第５，６５２，１１４号明細書を参照されたい）。別
の態様において、第一のリガンド若しくは第二のリガンドは結腸直腸癌細胞上の１エピト
ープに向けられるモノクローナル抗体である（例えば米国特許第５，４５９，０４３号明
細書を参照されたい）。別の態様において、第一のリガンド若しくは第二のリガンドはエ
ストロゲン受容体を結合するモノクローナル抗体若しくはそのフラグメントでありうる。
別の態様において、第一のリガンド若しくは第二のリガンドはＨｅｒ２／ｎｕを結合する
モノクローナル抗体若しくはそのフラグメントでありうる。別の態様において、第一のリ
ガンド若しくは第二のリガンドは前立腺特異的抗原を結合するモノクローナル抗体若しく
はそのフラグメントでありうる。なお他の態様は、細胞決定子若しくは抗原すなわちＣＡ
１５．３、ＣＥＡ、ＣＡ１２５、癌精巣抗原、ＣＤＸ２、ＣＫ２０、ＧＣＤＦＰ－１５、
ＥＲ、リゾチームおよびＣＫ７に対するモノクローナル抗体若しくはそれらのフラグメン
トを使用し得る。本発明で有用であるなお他の抗体および細胞決定子は当業者に既知であ
り、そして特定の癌を同定するために容易に選択しうる。例えば、表１および例えばＤｅ
ｎｎｉｓ，ＪＬら、２００５　Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．１１：３７６６－３７
７２に列挙される抗体および抗原を参照されたい。
【００５２】
　なお別の態様において、該方法は、各第一の若しくは第二のリガンドが同一の癌細胞若
しくは癌細胞型上の異なる決定子に向けられる異なる抗体（例えばＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ
技術で記述される「標識試薬」）である接触段階での１種以上の第一の（捕捉）および／
若しくは第二のリガンドを包含しうる。別の態様において、該方法の接触段階、曝す段階
および分析段階が反復され、それぞれが同一の癌細胞型上の異なる決定子に向けられる異
なる第一の／捕捉若しくは第二のリガンドを使用する。該方法の別の態様は、異なる癌細
胞型上で差別的に発現される第一の若しくは第二のリガンドまたは一連の若しくは一団の
第一の若しくは第二のリガンドを使用する。別の態様において、該方法の接触段階、曝す
段階および分析段階が反復され、それぞれが異なる癌細胞型上の異なる決定子に向けられ
る異なる「第一のリガンド」および／若しくは第二のリガンドを使用する。例えば本明細
書で参照される刊行物を参照されたい。従って、同一の癌細胞型若しくは集団上の異なる
決定子を結合する異なる抗体の組合せを、ある癌細胞集団上の１個の決定子を結合する単
一抗体の代わりに使用し得る。
【００５３】
　使用されるリガンドに依存して、かつ、ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ技術の刊行物で示される
とおり、使用される次の段階は、胸腔内液と磁性粒子の混合物を磁場に曝して、胸腔内液
中に存在する場合は磁性粒子が結合された癌細胞が濃縮された細胞画分を生じることであ
る。
【００５４】
　ある態様において、胸腔内液サンプル中の細胞内容物および破片に依存して、該方法は
、濃縮された画分から非癌細胞、無核細胞、細胞破片および結合されない物質を分析前に
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精製若しくは分離する段階もまた使用する。こうした精製段階は、胸腔内液中に存在する
非癌細胞例えばＷＢＣ上に存在する抗原に特異的な第二のリガンドを濃縮された画分に添
加する任意の段階を包含し得るか若しくはそれが続き得る。別の態様において、該方法は
、胸腔内液中に通常存在するタンパク質上に存在する抗原に特異的な第二のリガンドを濃
縮された画分に添加することにより改変し得る。濃縮された画分中の他の細胞若しくは細
胞破片から非癌細胞を識別することが可能ななお他の試薬をサンプル若しくは濃縮された
画分に添加して、濃縮された画分からの不要な成分の分離を可能にする。
【００５５】
　一態様において、こうした第二のリガンドは、例えば胸腔内液中に存在する白血球に特
異的に結合するモノクローナル抗体若しくはそのフラグメント、とりわけ抗ＣＤ４５であ
る、を包含し得る。白血球に独特若しくは白血球および非白血球上で差別的に発現される
他の抗体を、この目的上当該技術分野で既知のものから選択してもよい。別の態様におい
て、第二のリガンドは、例えば上皮癌細胞型の細胞内サイトケラチンに結合するＣｅｌｌ
Ｓｅａｒｃｈ系で使用される癌細胞上の異なる決定子に対する抗体、例えば標識試薬、若
しくは同一癌細胞型上に存在することが既知の別のリガンドを包含する（例えば表１およ
び本明細書に引用される文書の決定子を参照されたい）。表１は、本明細書に記述される
方法で有用なリガンド／標識試薬としての使用のための例示的抗体およびそれらの細胞決
定子の一覧である。
【００５６】
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【表２】

【００５７】
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【表３】

【００５８】
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【表４】

【００５９】
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【表５】

【００６０】
　精製若しくは分離段階のなおさらなる一態様において、ＤＡＰＩのような細胞特異的色
素を使用して細胞破片から生存細胞を識別するため細胞核を染色する。これらはＣｅｌｌ
Ｓｅａｒｃｈ技術の刊行物および特許で教示されるとおり選択しうる。従って、これらの
付加的なリガンドおよび試薬は、濃縮された画分中でＷＢＣ、他の非癌細胞および細胞破
片から癌細胞を識別することにおいて補助し、そして濃縮された画分からのこれらの胸腔
内液成分の除去を可能にする。これらの付加的なリガンドおよび試薬は１種の癌細胞型を
別のものから識別することにおいてもまた補助し得る。
【００６１】
　上および実施例に記述されるとおり、血液の分析のためにＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ系で使
用される普遍的リガンドおよび試薬を、胸水中の胸膜腔に存在する若しくはそこに転移す
るある種の上皮細胞癌の胸腔内液分析のため使用し得る。本方法の実務において、胸腔内
液サンプルを、該細胞を結合しかつ上皮癌細胞と同定する抗ＥｐＣＡＭ抗体被覆されたコ



(21) JP 2014-521958 A 2014.8.28

10

20

30

40

50

ロイド状金属粒子と接触させる。上で開示されたとおり、抗ＥｐＣＡＭ抗体被覆された粒
子は、抗Ｌ１ＣＡＭ抗体被覆された粒子および／若しくは抗クローディン４抗体被覆され
た粒子で置き換え若しくは補い得る。サンプルと粒子の混合物は無傷の細胞を染色しかつ
細胞破片を染色しない色素ＤＡＰＩともまた接触させる。該サンプルと粒子の混合物は、
ほとんどの上皮細胞すなわち上皮癌細胞を包含する、もまた同定する抗サイトケラチン（
ＣＫ）抗体ともまた接触させる。該サンプルと粒子の混合物は、胸腔内液中のＷＢＣに結
合しかつ白血球としてのそれらの除外を可能にするために抗ＣＤ４５のような抗白血球抗
体とさらに接触させる。抗体リガンドのそれぞれは、ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ技術およびそ
れを記述する特許（引用することにより本明細書に組み込まれる）に記述されるとおり、
適する標識に結合しうる。
【００６２】
　場合によっては胸腔内液の他成分から精製される濃縮された画分をその後分析して、リ
ガンド／標識／色素結合により同定される適切な表現型を特徴とする細胞の数を検出する
。本明細書に実施例３により例示されるとおり、ＮＳＣＬＣ、乳癌、卵巣癌のような上皮
細胞癌は、表現型すなわちＥｐＣＡＭ+、ＤＡＰＩ+　ＣＫ+　ＣＤ４５-を特徴とする癌細
胞の数すなわち数え上げた数値により例示される。本分析は、慣習的免疫フローサイトメ
トリー若しくは他の細胞分析ならびにＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ特許および刊行物に同定され
る数え上げ技術を使用して実施される。一態様において、該方法の分析若しくは癌細胞数
え上げは、ベースライン閾値を超える第一のリガンドに結合された癌細胞数を検出若しく
は同定若しくは測定することを必要とする。同定された選択されたリガンド、標識試薬お
よび色素のベースライン閾値は、正常な胸腔内液中で同一の試薬を使用する方法を実施す
ることにより慣例に決定しうる。
【００６３】
　一態様において、該方法が第一のリガンドとして抗ＥｐＣＡＭを使用する場合のベース
ライン閾値は、正常な胸腔内液１ｍｌあたり約１００ないし１０００超の間のＥｐＣＡＭ
＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞からの範囲にわたる数である。一態様において
、該方法が第一のリガンドとして抗ＥｐＣＡＭを使用する場合のベースライン閾値は、正
常な胸腔内液３．５ｍｌあたり約１００ないし１０００超の間のＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ
＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞からの範囲にわたる数である。別の態様において、該方法が
第一のリガンドとして抗ＥｐＣＡＭを使用する場合の平均ベースライン閾値は、正常な胸
腔内液１ｍｌあたり約２００　ＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞の数
である。別の態様において、該方法が第一のリガンドとして抗ＥｐＣＡＭを使用する場合
の平均ベースライン閾値は、正常な胸腔内液１ｍｌあたり約３００　ＥｐＣＡＭ＋、ＤＡ
ＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞の数である。別の態様において、該方法が第一のリガン
ドとして抗ＥｐＣＡＭを使用する場合の平均ベースライン閾値は、正常な胸腔内液１ｍｌ
あたり約４００　ＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞の数である。別の
態様において、該方法が第一のリガンドとして抗ＥｐＣＡＭを使用する場合の平均ベース
ライン閾値は、正常な胸腔内液１ｍｌあたり約５００　ＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ
＋　ＣＤ４５－細胞の数である。別の態様において、該方法が第一のリガンドとして抗Ｅ
ｐＣＡＭを使用する場合の平均ベースライン閾値は、正常な胸腔内液１ｍｌあたり約６０
０　ＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞の数である。別の態様において
、該方法が第一のリガンドとして抗ＥｐＣＡＭを使用する場合の平均ベースライン閾値は
、正常な胸腔内液１ｍｌあたり約７００　ＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５
－細胞の数である。別の態様において、該方法が第一のリガンドとして抗ＥｐＣＡＭを使
用する場合の平均ベースライン閾値は、正常な胸腔内液１ｍｌあたり約８００　ＥｐＣＡ
Ｍ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞の数である。別の態様において、該方法が第
一のリガンドとして抗ＥｐＣＡＭを使用する場合の平均ベースライン閾値は、正常な胸腔
内液１ｍｌあたり約９００　ＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞の数で
ある。別の態様において、該方法が第一のリガンドとして抗ＥＰＣＡＭを使用する場合の
平均ベースライン閾値は、正常な胸腔内液１ｍｌあたり約１０００　ＥｐＣＡＭ＋、ＤＡ
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ＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞の数である。別の態様において、該方法が第一のリガン
ドとして抗ＥＰＣＡＭを使用する場合の平均ベースライン閾値は、正常な胸腔内液１ｍｌ
あたり約１１００　ＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞の数である。別
の態様において、該方法が第一のリガンドとして抗ＥＰＣＡＭを使用する場合の平均ベー
スライン閾値は、正常な胸腔内液３．５ｍｌあたり約１１００以上のＥｐＣＡＭ＋、ＤＡ
ＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－細胞の数である。
【００６４】
　胸腔の内層は上皮でありかつ高いＥｐＣＡＭ+細胞数を有することが期待されるとみら
れるため、この高いＥｐＣＡＭ+ベースライン閾値は、本方法が胸腔内液中で働くことを
驚くべきこととする。しかしながら下の実施例３、図２ならびに表２Ａ、２Ｂおよび３に
示されるとおり、第一の／捕捉リガンドとして抗ＥｐＣＡＭを使用する本明細書に記述さ
れる方法は、上皮細胞癌を含有する胸水中の悪性病変のより正確な鑑別診断に貢献する結
果を生じる。実施例３に記述される方法は、実施例２の細胞学的評価がしたよりも胸水中
の癌のより高感度の検出を提供し、そして胸腔内液１ｍｌあたり１００　ＣＴＣのベース
ラインカットオフを使用する場合に２例の乳癌患者で反対の結果に達した。これらの結果
は、胸水中の癌の現在の診断方法若しくはその鑑別診断における補助方法の価値を示す。
【００６５】
　リガンド、標識剤および色素が実施例３で例示されるものと異なりかつこうした試薬が
癌細胞型例えば肺癌を識別することを可能にする類似の様式において、各異なるリガンド
のベースライン閾値が同様に計算されかつ該診断価値が決定される。
【００６６】
　なおさらなる一態様において、胸腔内液中の癌細胞の数の診断的分析方法のこれらの段
階の全部は、正確な診断若しくは予後を可能にする情報を提供するために被験体の疾患の
間または被験体の癌の処置の前若しくは間の異なる時点で反復しうる。該方法により提供
されるこの診断情報は、胸腔内液に適切な他の慣習的診断法と組合せられる場合に最も有
用であることがありそうである。例えば、該方法は他の診断段階、例えば被験体からの胸
腔内液サンプルを、前記サンプル中のタンパク質若しくはアルブメン（ａｌｂｕｍｅｎ）
のレベルを測定する診断試薬と接触させる段階と結合しうる。
【００６７】
　なお別の態様において、付加的な診断方法段階は、胸腔内液からの単離された癌細胞で
染色体若しくは蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーション（ＦＩＳＨ）分析を実施して
、これらが腫瘍の起源と矛盾しない染色体異常を有するかどうかを決定することを包含し
うる。
【００６８】
　別の態様において、核酸を実施例５でのとおり胸腔内液から濃縮された癌細胞から分析
しうる。特定の分子マーカー若しくは細胞学的マーカーの存在若しくは非存在は、患者に
ついての診断若しくは予後情報を提供することができるか、または濃縮された腫瘍細胞の
集団を特徴づけるのに役立つことができる。加えて、胸水腫瘍細胞の核酸分析は、患者を
管理若しくは臨床試験の候補者を層別することにおいて有用なマーカーを同定するための
発見ツールとして使用しうる。
【００６９】
　本明細書で使用されるところの「細胞学的マーカー」という用語は分析の時点で無傷の
細胞若しくは断片の一部として検出され得るマーカーを意味している。こうした細胞学的
マーカーの検出方法は、限定されるものでないが免疫蛍光顕微鏡検査、免疫細胞化学、フ
ローサイトメトリー、ＦＩＳＨおよび免疫蛍光定量を挙げることができる。分子マーカー
は、サンプルの均質化または細胞若しくは細胞断片の細胞内成分の精製後に検出される濃
縮されたＰＥＴＣ由来の物質である。こうしたマーカーは、限定されるものでないがＤＮ
Ａ、ＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、タンパク質、炭水化物および脂質を挙げることができる。
こうしたマーカーは、限定されるものでないがＰＣＲ、ＲＴ－ＰＣＲ、マイクロアレイ、
ＥＬＩＳＡ、ウエスタンブロットおよびサザンブロットを挙げることができる方法により
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検出される。
【００７０】
　これらの方法は、被験体が癌について処置されておりかつ該方法が処置の有効性若しく
は予後の決定を可能にする状況でとりわけ有用である。これらの方法は、被験体の胸水が
該被験体からの胸腔内液のサンプルの決定的でない細胞学的若しくは免疫細胞化学的検査
後に未知の病因のものであることが決定された状況で有用である。これらの方法は、とり
わけ、肺癌、リンパ腫、中皮腫、転移性乳癌、転移性卵巣癌および転移性前立腺癌の診断
で有用であることもまたありそうである。
【００７１】
Ｄ．方法の態様
　該方法の多様な態様は従って以下を包含する。
【００７２】
　哺乳動物被験体の胸腔内液若しくは漿液中の癌細胞の存在を特徴とする癌の診断若しく
は鑑別診断方法は、ａ）被験体の胸腔内液若しくは漿液のサンプルを、癌細胞上の決定子
に結合するがしかし胸腔内液若しくは漿液中の他の細胞および細胞以外の成分にベースラ
イン閾値より上で結合しない第一のリガンドに結合されたコロイド状磁性粒子と接触させ
ること；ならびにｂ）胸腔内液と磁性粒子の混合物若しくは漿液と磁性粒子の混合物を磁
場に曝し、胸腔内液若しくは漿液中に存在する場合はリガンドに結合された磁性粒子が結
合された細胞が濃縮された細胞画分を生じること、を含んでなる。一態様において、該方
法は、ｃ）該濃縮された画分を、胸腔内液若しくは漿液中のリガンドに結合された磁性粒
子が結合された細胞の数について分析する段階；およびｄ）胸腔内液若しくは漿液中でベ
ースライン閾値より大きいリガンドに結合された磁性粒子が結合された細胞の数を同定す
ることにより癌の鑑別診断を提供する段階、をさらに包含する。
【００７３】
　なお別の態様において、該方法は、濃縮された細胞画分を細胞学的若しくは分子マーカ
ーを使用して特徴づけること；該濃縮された細胞画分を培養すること；および、該濃縮さ
れた細胞画分を細胞学的若しくは分子いずれかのマーカーを使用して特徴づけることを含
んでなる１若しくはそれ以上の付加的な段階を実施することを必要とする。なお別の態様
において、該方法は、該培養された濃縮された画分を分析する段階；および培養された濃
縮された画分で薬物動態研究を実施する段階の付加的な段階を包含する。
【００７４】
　一態様において胸腔内液は胸水である。
【００７５】
　該方法は、接触、曝すおよび分析段階により胸腔内液若しくは漿液を分析する前若しく
は後に、異常な細胞の存在について該胸腔内液若しくは漿液の細胞学的若しくは免疫細胞
学的検査を実施することのような段階もまた包含し得る。該方法は前記接触段階前に胸腔
内液若しくは漿液を希釈することを包含し得る。胸腔内液若しくは漿液は１：１０の比で
希釈液で希釈し得る。該方法の接触段階は、被験体から胸腔内液サンプル若しくは漿液サ
ンプルを抜き出すことの２４時間以内に起こる。
【００７６】
　該方法の付加的な態様は、胸腔内液若しくは漿液と磁性粒子の混合物に、癌細胞若しく
は非癌細胞中で発現される第二の抗原に特異的な第二のリガンド、または濃縮された画分
中の他の細胞若しくは細胞破片から非癌細胞を識別することが可能である試薬を添加する
こと；胸腔内液若しくは漿液と磁性粒子の混合物に癌細胞の第二の細胞決定子を結合する
標識試薬を添加すること；胸腔内液若しくは漿液と磁性粒子の混合物に、細胞破片から生
存細胞を識別する細胞特異的色素を添加すること；ならびに／あるいは分析前に非癌細胞
、無核細胞、細胞破片および結合されない物質を濃縮された画分から精製すること、を含
んでなる１若しくはそれ以上の付加的な段階を包含する。一態様において、二次抗体は問
題の細胞表面に存在する若しくは該細胞内で発現される細胞決定子を結合し得る。
【００７７】



(24) JP 2014-521958 A 2014.8.28

10

20

30

40

50

　該方法のある局面において、第一のリガンドは最低１種の癌細胞決定子に特異的なモノ
クローナル抗体若しくはそのフラグメントである。他の局面において、第二のリガンドは
、胸腔内液中の白血球に特異的に結合するか、若しくは癌細胞上の特異的腫瘍マーカーに
結合して、特異性を高めるかまたは胸腔内液若しくは漿液中に存在する癌細胞を同定する
。他の局面において、第一のリガンド、第二のリガンド若しくは標識試薬の最低１種が肺
癌細胞若しくは乳癌細胞に特異的に結合する。該方法のいくつかの態様において、第一の
リガンドは上皮細胞接着分子（ＥｐＣＡＭ）に特異的に結合するか；または、第一のリガ
ンドはＬ１細胞接着分子（Ｌ１ＣＡＭ）に特異的に結合するか、若しくは第一のリガンド
はクローディン４に特異的に結合する。別の態様において、そこで第一のリガンドがＥｐ
ＣＡＭ若しくはＬ１ＣＡＭに特異的に結合しかつ第二のリガンドがクローディン４に特異
的に結合する。
【００７８】
　ある態様において、ベースライン閾値は３．５ｍｌの胸腔内液あたり約１１００　Ｅｐ
ＣＡＭ+細胞である。他の態様において、ＥＰＣＡＭ＋細胞は、サイトケラチン、クロー
ディン４、サバイビンおよび／若しくはテロメラーゼのような１種若しくはそれ以上の付
加的な特異的腫瘍マーカーについて染色される。
【００７９】
　他の態様において、該方法は、胸痛、咳、呼吸困難、疲労および炎症よりなる群から選
択される臨床症状について哺乳動物被験体の臨床評価を実施すること；被験体からの胸腔
内液若しくは漿液サンプルを、前記サンプル中のタンパク質若しくはアルブミンのレベル
を測定する診断試薬と接触させること；ならびに、胸腔内液若しくは漿液中の癌細胞の数
を分析するための前記前の段階を、被験体の疾患の間または被験体の癌の処置の前若しく
は間の多様な時点で反復すること、を含んでなる１若しくはそれ以上の段階を含んでなる
。ある態様において、被験体は癌について処置されており、そして該方法は処置の有効性
若しくは予後の決定を可能にする。ある態様において、胸水は、接触段階前に被験体から
の胸腔内液のサンプルの決定的でない細胞学的若しくは免疫細胞化学的検査後に未知の病
因のものであることが決定された。
【００８０】
　該方法の他の態様において、付加的な段階は以下、すなわち、漿液若しくは胸腔内液の
サンプルを、接触段階前に本質的な均一な大きさの孔を含んでなるフィルターを通して濾
過すること；濃縮された細胞画分を予後および予測マーカーを使用して分析すること；濃
縮された細胞画分を遺伝子の変異解析を使用して分析すること；ならびに／または濃縮さ
れた細胞画分の蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーションを実施すること、から選択さ
れる。予後および予測マーカーは、ＥＧＦＲ、ＥＲ、Ｋｉ６７、ＰＲ、Ｈｅｒ２／ｎｕ、
ＢＣＬ２、Ｍ３０、Ｃｏｘ－２、ＰＴＥＮ、ＩＧＦ－１Ｒ、ＡＫＴ、ＰＡＲＰ、ＣＭＥＴ
、Ｐ５３、Ｐ２７、ＣＥＡ、ＡＲ、ＰＳＭＡおよびＰＳＡよりなる群から選択される。あ
るいは、遺伝子はＥＧＦＲ、ＢＲＡＦ、ＡＲＡＦ、Ｋ－ｒａｓおよびＰ５３よりなる群か
ら選択される。
【００８１】
　哺乳動物被験体の胸腔内液若しくは漿液中の癌細胞の存在を特徴とする癌の別の診断若
しくは鑑別診断方法は、ａ）被験体の胸腔内液若しくは漿液のサンプルを既知の本質的に
均一の孔径の孔を含んでなるフィルターで濾過して胸水腫瘍細胞（ＰＥＴＣ）を濃縮する
段階；ｂ）濾過されたＰＥＴＣの数を分析する段階；およびｃ）胸腔内液若しくは漿液中
のベースライン閾値より大きい濾過されたＰＥＴＣの数を同定することにより癌の鑑別診
断を提供する段階、を包含する。他の態様において、該方法は、濃縮された細胞画分を予
後および予測マーカーを使用して分析すること；濃縮された細胞画分を遺伝子の変異解析
を使用して分析すること；ならびに、濃縮された細胞画分の蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリ
ダイゼーションを実施すること、を含んでなる１若しくはそれ以上の段階を包含する。予
後および予測マーカーは、ＥＧＦＲ、ＥＲ、Ｋｉ６７、ＰＲ、Ｈｅｒ２／ｎｕ、ＢＣＬ２
、Ｍ３０、Ｃｏｘ－２、ＰＴＥＮ、ＩＧＦ－１Ｒ、ＡＫＴ、ＰＡＲＰ、ＣＭＥＴ、Ｐ５３
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、Ｐ２７、ＣＥＡ、ＡＲ、ＰＳＭＡおよびＰＳＡよりなる群から選択される。あるいは、
該遺伝子はＥＧＦＲ、ＢＲＡＦ、ＡＲＡＦ、Ｋ－ｒａｓおよびＰ５３よりなる群から選択
される。
【００８２】
Ｅ．実施例
　後に続く実施例は本明細書に記述される態様の範囲を制限しない。当業者は、改変が、
本発明の技術思想および範囲により包括されることを意図している以下の実施例でなされ
得ることを認識するであろう。
【実施例１】
【００８３】
胸腔内液サンプル
１．収集
　胸腔内液は通常、細胞学的検査のため無菌５０ｃｃシリンジ若しくは無菌採尿容器に収
集し、そして、それが実施例２でのとおり細胞学的方法により検査される前に保存若しく
は発送されることを意図している場合は、段階ＩＩおよびＩＩＩでのようにさらに処理し
得る。
【００８４】
　実施例３のＣｅｌｌＳｅａｒｃｈアッセイのため、上述されたとおり処理されない胸腔
内液を抜き出す。場合によっては無菌緩衝液で単純に１：１０希釈される処理されない該
液体をＣｅｌｌＳａｖｅ(R)チューブに移す。
【００８５】
　いずれの場合の収集された液体もあればサンプル番号および診断を示すラベルを付ける
。最適には、液体は、抜き出されことの３０分以内に処理のため検査施設に送付する。全
部の手順はバイオセイフティーフード中で無菌的に行うべきである。胸腔内液サンプルは
２４時間以内に実施例３のアッセイにかける。
【００８６】
ＩＩ．実施例３の方法の前の細胞学的検査若しくは保存のための任意の遠心分離段階およ
び上清収集
　Ａ．収集されるべき全試料を５０ｃｃ遠心管に移す。
　Ｂ．この材料を約１，５００ｒｐｍで１０分間遠心分離する。
　Ｃ．約５０ｍｌの上清を新たな５０ｍｌ遠心管に移して上清を収集する。
　Ｄ．段階ＩＩＣからの上清を２２００ｒｐｍで１０分間遠心分離する（この高速回転が
細胞破片をペレットにすることができる）。
　Ｅ．１０本の１．８ｍｌ低温チューブに、サンプルＩＤ、調製された日およびサンプル
の種類（「ＰＦ上清」）を示すラベルを付ける。
　Ｆ．高速回転からの上清を新たな５０ｍｌチューブに移す。
　Ｇ．１ｍｌの上清を低温チューブに分注する。
　Ｈ．全部の収集された上清アリコートを－８０℃で保存する。
【００８７】
ＩＩＩ．段階ＩＩＢからの細胞ペレットの再懸濁。
　Ａ．真空吸引装置を使用し、細胞ペレットを乱さないように注意して上清の残りを注意
深く取り出しかつ廃棄する。
　Ｂ．全部の細胞ペレットを、最終容量が約２０ｍｌとなるように０．５％ＦＢＳ含有無
菌ＰＢＳを用いて５０ｍｌチューブ中で再懸濁する。
　Ｃ．１５００ｒｐｍで５分間遠心分離し、そして上清を除去する。
　Ｄ．１０×溶解緩衝液（ＢＤ　Ｐｈａｒｍ　ＬｙｓｅTM、カタログ番号５５５８９９、
１０×濃縮溶液）のストックを、滅菌水で１：１０希釈することにより希釈する。細胞ペ
レットの容量のおよそ１０倍容量の１×溶解緩衝液を細胞ペレットに添加し、そしてチュ
ーブをオービタルシェーカー上に穏やかに攪拌しながら１５分間置く。必要とされる場合
は溶解段階を延長する



(26) JP 2014-521958 A 2014.8.28

10

20

30

40

50

　Ｅ．１５００ｒｐｍで５分間再度遠心分離し、上清を廃棄し、そして５ｍｌの無菌ＰＢ
Ｓ（０．５％ＦＢＳを含む）で再懸濁する。
　Ｆ．少量のアリコートを取り出しかつ細胞の数を計数する。
　Ｇ．２×１０6細胞を４ｍｌのＰＢＳ（０．５％ＦＢＳを含む）中に移す－段階４を参
照されたい。
　Ｈ．再懸濁された細胞ペレットの１ｃｃを新たな無菌遠心管に移し、そして６ｃｃの無
菌ＰＢＳを添加する。
【００８８】
　この細胞懸濁液を実施例２に記述されるところの慣習的細胞学的顕微鏡検査で評価する
。
【実施例２】
【００８９】
細胞学的検査
Ｉ．サンプルを調製
　Ａ．実施例１、段階ＩＩＩ、副段落Ｉからの残存する細胞懸濁液を１５００ｒｐｍで別
の５分間遠心分離する。
　Ｂ．上清を除去し、そして凍結用培地を添加するため準備する。
　Ｃ．ペレットを４ｃｃの凍結用培地に再懸濁する。
　Ｄ．ラベル表示には、サンプル番号、サンプル収集日およびサンプルが胸腔内液である
ことの指示を含有すべきである。
　Ｅ．イソプロパノールを含有するＮａｌｇｅｎｅ“Ｍｒ．Ｆｒｏｓｔｙ”凍結容器中－
８０℃で一夜保存する。低温チューブをその時点で－１４０℃に移す。
【００９０】
ＩＩ．ＣｙｔｏＳｐｉｎ(R)装置を使用する細胞学的分析
　Ａ．２×１０6細胞を４ｍｌのＰＢＳ（０．５％ＦＢＳを含む）中に移す。
　Ｂ．スライドに予めラベルを付ける。
　Ｃ．紙製パッドを取り付けられたスライドとキュベットを金属ホルダー中で準備する。
　Ｄ．この懸濁液２００μｌまでを各キュベットに負荷する。
　Ｅ．７５０ｒｐｍで１０分間回転する。
　Ｆ．新鮮なサイトスピン（ｃｙｔｏｓｐｉｎ）に損傷を与えずにキュベットと紙を慎重
に分離する。
　Ｇ．細胞遠心分離された（ｃｙｔｏｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅｄ）細胞の周囲の領域にドラ
イポイント若しくは油性マーカーで印を付ける。
　Ｈ．即座の固定若しくは乾燥のいずれかで進める。固定されないサイトスピンは室温で
最長２日間保存する。あるいは、固定されないサイトスピンは－２０℃の冷凍庫で数週間
保存する。
【００９１】
　生じる固定された細胞を、腫瘍細胞若しくは未熟血液細胞を示す異常細胞の存在につい
て顕微鏡で検査する。この型の分析は下の表１の列３に記録される予備診断を生じた。
【実施例３】
【００９２】
ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)系を使用するアッセイ
　ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)循環腫瘍細胞系（Ｖｅｒｉｄｅｘ　ＬＬＣ）を使用して胸腔
内液中の循環腫瘍細胞を同定しかつその数を数え上げる。アッセイ手順は、Ｍａｙｏ　Ｍ
ｅｄｉｃａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｑｕｅ、第３６巻、第１号（
２０１１年１／２月）（引用することにより本明細書に組み込まれかつ下に簡潔に要約さ
れる）に記述されるとおりである。
　Ａ．処理されずかつ希釈されない胸腔内液７．５ｍｌをＣｅｌｌＳａｖｅチューブ（Ｖ
ｅｒｉｄｅｘ　ＬＬＣ）に入れる。
　Ｂ．ＰＢＳを除去し、そして細胞成分を新たな緩衝液で所望の希釈まで混合し、そして
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体で被覆されたポリマー層により囲まれる磁性核をもつナノ粒子よりなる。磁性流体と抗
体の複合体は細胞成分中の上皮細胞に特異的に結合する。
　Ｃ．磁性流体と抗体の複合体を含有するチューブを磁性キュベット中でインキュベート
し、それは磁性流体に結合された上皮細胞をチューブの側に誘引する。残存する流体およ
び結合されない細胞を吸引しかつ磁石を除去する。結合された細胞をその後緩衝液に再懸
濁して、上皮細胞が濃縮された液体をもたらす。
　Ｄ．３種の細胞染色剤を上皮細胞が濃縮された液体に添加して、汚染する白血球および
非特異的破片から上皮細胞を識別するのを助ける。すなわち
　　ｉ．４’－６－ジアミジノ－２－フェニルインドール（ＤＡＰＩ）は細胞の核を染色
して生存細胞を同定するのを助けるのに使用し；
　　ｉｉ．フィコエリトリン（ＰＥ）標識サイトケラチン（ＣＫ）抗体（ＣＫ　８、１８
および１９）は上皮細胞を認識し；ならびに
　　ｉｉｉ．アロフィコシアニン（ＡＰＣ）標識ＣＤ４５抗体は汚染する白血球を結合す
る。
　Ｅ．該液体をＭａｇＮｅｓｔ(R)（Ｖｅｒｉｄｅｘ）細胞提示装置に入れ、それは磁性
標識された上皮細胞をカートリッジの表面に誘引する。カートリッジをＣｅｌｌＴｒａｃ
ｋｓ(R)アナライザー（Ｖｅｒｉｄｅｘ）に入れ、そして蛍光に基づく顕微鏡検査を使用
して分析する。カートリッジの表面を走査して上述された３種の剤で染色された細胞の画
像を取得する。
　Ｆ．胸腔内液サンプル中に存在するいかなる上皮癌細胞（例えばＥｐＣＡＭ+およびＣ
Ｋ+）も、表現型すなわちＥｐＣＡＭ+、ＤＡＰＩ+　ＣＫ+　ＣＤ４５-に基づき画像上で
同定する。陽性ＤＡＰＩ染色は細胞破片から生存細胞を識別し；陽性ＣＫ染色は上皮細胞
を他の細胞から識別する。ＣＤ４５染色の非存在は細胞が白血球以外であることを示す。
ＥｐＣＡＭ＋細胞は悪性上皮癌細胞を示す。全部の他の染色の組合せは癌細胞に相関しな
い。
【００９３】
　下の表２Ａおよび２Ｂは、胸水を伴う患者の２コホートからのマスク化された胸腔内液
サンプルが臨床診断（細胞学、臨床症候学および／若しくは生検結果の１種若しくはそれ
以上の組合せであり得る）を受けた場合のこの方法の予備結果を要約する。これらの患者
サンプルをその後、ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ系を使用する血液中のＣＴＣを測定する（例え
ばＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－と細胞表現型を同定する）ことにおい
て現在使用されていると同一のリガンドおよび標識試薬を使用して、本明細書に記述され
る方法の細胞分析にかけた。表２Ａおよび２Ｂの第二および第三の列はマスク化されたサ
ンプルの診断を示す。表２Ａおよび２Ｂの第五の列は該方法の癌細胞数を示す。第四の列
は細胞学臨床検査からの結果を示す。該コホートは、被験者ＩＤ番号により、すなわち表
２Ａ中でＣＴＣＰＦ番号としておよび表２ＢでＵＰＣＣ番号として同定される。
【００９４】
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【表６】

【００９５】
【表７】
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【００９６】
【表８】

【００９７】
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【表９】

【００９８】
　表３Ａおよび３Ｂは、胸水を伴う患者の２コホートからのマスク化された胸腔内液サン
プルが臨床診断（細胞学、臨床症候学および／若しくは生検結果の１種若しくはそれ以上
の組合せであり得る）を受けた場合の本方法の更新された予備結果を要約する。これらの
患者のサンプルをその後、ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ系を使用して血液中のＣＴＣを測定する
（例えばＥｐＣＡＭ＋、ＤＡＰＩ＋　ＣＫ＋　ＣＤ４５－と細胞表現型を同定する）こと
において現在使用されていると同一のリガンドおよび標識試薬を使用して、本明細書に記
述される方法の細胞分析にかけた。表３Ａおよび３Ｂの第二および第三の列はマスク化さ
れたサンプルの診断を示す。表３Ａおよび３Ｂの第五の列は該方法の癌細胞数を示す。第
四の列は細胞学臨床検査からの結果を示す。該コホートは、被験者ＩＤ番号により、すな
わち表３Ａ中でＣＴＣＰＦ番号としておよび表３ＢでＵＰＣＣ番号として同定される。
【００９９】

【表１０】

【０１００】
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【表１１】

【０１０１】
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【表１２】

【０１０２】
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【表１３】

【０１０３】
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【表１４】

【０１０４】
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【表１５】

【０１０５】
　非悪性病変例えばＣＨＦ、薬物反応、肝性胸水、肺移植および照射後のサンプルについ
て、これらの細胞数の結果（列４、表３Ｂ）の大部分は３．５ｍｌの胸腔内液あたり１１
００細胞のベースライン閾値の十分下であり、平均数は１４１であった。非上皮細胞癌の
患者のサンプル（中皮腫ならびにおそらく腎細胞および胸腺細胞）ならびに血液学的癌、
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て、各患者の計数はしばしば１１００というベースラインより下でありかつ平均１８１で
あった。上皮悪性病変について３．５ｍｌあたりの平均計数は１，８４５であった。図１
Ｂはこのデータを示す。
【０１０６】
　検査の診断の正確さは選ばれる閾値に依存する。この閾値は追加データにより示される
とおり当業者により容易に決定されることが可能である。より高い閾値はより小さい感受
性を伴いより高い特異性をもたらす。これまでに収集されたデータ（表３Ａおよび３Ｂ）
から、これは図１Ｃに示される受信者動作特性曲線に見ることができかつ下に表４に示さ
れる。
【０１０７】
【表１６】

【０１０８】
　癌患者の全員が非常に高レベルを有するわけではない。多くの患者は１００細胞／ｍｌ
　ＰＦを越える細胞数を有した。より小さい計数を伴う患者の腫瘍がＣＫ決定子を喪失し
ていたかもしれない、若しくは化学療法が胸水中の腫瘍細胞の数を低下させたこと、また
は腫瘍細胞が上皮間葉移行を受け、そしてＥｐＣＡＭ+決定子を喪失していた進行した病
期の癌、が現在疑われている。加えて、高い平均細胞計数を示すサンプルについて（表４
を参照されたい）、血液サンプル中のＣＴＣを測定することと異なり、より多い細胞計数
は必ずしも癌のより悪い病期を示さないと現在理論づけられている。
【０１０９】
　表２Ａおよび２Ｂに示されるとおり、患者ＣＴＣＰＦ－０１９およびＵＰＰＣＣ－２３
５１０－０１１について、細胞学的評価は、これらの患者からの胸腔内液サンプルが悪性
病変について陰性であったことを示した。実施例３に記述される方法は実施例２の細胞学
的評価がしたよりも感受性の検出を提供し、そして３．５ｍｌの胸腔内液あたり１００　
ＣＴＣのベースラインカットオフを使用する場合にこれら２患者で反対の結果に達した。
これらの結果は、胸水中の癌の現在の診断方法若しくはその鑑別診断での現在の補助方法
の価値を示す。
【０１１０】
　下の表５は表３ＢのコホートＵＰＣＣについての診断により並べ替えられた３．５ｍｌ
の胸腔内液あたりの腫瘍細胞（ＣＴＣ）の平均数を要約する。図１Ａのグラフは、病因に
従った各被験体の３．５ｍｌあたりのＣＴＣの数の散布図表示のこのデータおよび本図が
元のデータを裏付けることを具体的に説明する。
【０１１１】
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【表１７】

【０１１２】
　上の表中のデータで上に示されたとおり、実施例３に記述される方法はより正確かつ感
受性の検出を提供し、そして実施例２の細胞学的評価が決定的でなかった若しくは正しく
なかった患者について悪性病変を診断した。
【０１１３】
　バックグラウンド染色レベルを低下させるため第二の染色マーカー（クローディン４）
を使用した予備データもまた収集した。密接なタンパク質に会合したクローディン４（Ｃ
Ｌ４）は上皮起源の悪性細胞中に存在するがしかし中皮細胞中にしないことが示された。
ＰＦ細胞学で、反応性中皮細胞を悪性起源のものと区別することが困難であり得る。ＥＰ
ＣＡＭ＋／サイトケラチン＋／ＣＤ４５－／ＤＡＰＩ＋であった細胞をその後およそ８０
例の患者でクローディン４について染色した。染色のバックグラウンドレベルは顕著に低
下された。良性疾患の中央値は０細胞／３．５ｍｌ、悪性非上皮腫瘍については２細胞／
３．５ｍｌ、および悪性上皮腫瘍については７８３細胞／３．５ｍｌであった。図１Ｄお
よび１Ｅは診断に対する細胞計数の分布を示す。
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【実施例４】
【０１１４】
ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)系を使用する腫瘍細胞の特徴づけ
　本実施例において、腫瘍細胞を数え上げかつ多様なバイオマーカーで特徴づける。Ｃｅ
ｌｌＴｒａｃｋｓ(R)アナライザーＩＩは、３色を腫瘍細胞の数え上げのため使用しかつ
第四の色が目的のバイオマーカーで腫瘍細胞を特徴づけるための利用可能である４色顕微
鏡である。本実施例で検査されるバイオマーカーは、Ｋｉ６７、ＥＧＦＲ、Ｍｕｃ１、Ｋ
ｉ６７、ＣＤ４４、ＣＥＡ、ＣＤ１４６、βカテニン、メソテリン、ならびにサイトケラ
チン５、６および７である。ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ(R)循環腫瘍細胞系（Ｖｅｒｉｄｅｘ
　ＬＬＣ）を使用して胸腔内液中の循環腫瘍細胞を同定しかつその数を数え上げる。腫瘍
細胞の特徴づけのためのサンプル調製は、蛍光色素に複合された目的のバイオマーカーが
ＣｅｌｌＴｒａｃｋｓ(R)ＡｕｔｏＰｒｅｐ系でマーカー試薬として使用されることを除
き、実施例３で記述されたと同一である。
【０１１５】
　表６は患者サンプル番号ＰＦ２３５０１－４４、－４９、－５１、－５７、－６１、－
６２、－６３、－６７、－７５および０２５０１－０５３により同定される異なる患者か
らの腫瘍細胞上の多様なマーカーの発現を示す。マーカー発現は各患者について変動しか
つ各患者について特徴的なプロファイルを示す。本実施例は、胸腔内液から単離された腫
瘍細胞を処置の予測および個別化された処置の選択のため特徴づけ得ることを示す。
【０１１６】
【表１８】

【実施例５】
【０１１７】
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核酸分析のための腫瘍細胞の単離
　本実施例において、腫瘍細胞をＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ　ＣＴＣ　Ｐｒｏｆｉｌｅキット
（Ｖｅｒｉｄｅｘ　ＬＬＣ）を使用してＣｅｌｌＴｒａｃｋｓ　ＡｕｔｏＰｒｅｐ系によ
り胸水から単離する。該Ｐｒｏｆｉｌｅキットは胸腔内液から白血球および他の血液細胞
の大部分を枯渇させることにより腫瘍細胞を濃縮して、それによりバックグラウンドを最
小限とする。ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ　ＣＴＣ　Ｐｒｏｆｉｌｅキットは腫瘍細胞を単離す
るためのみの試薬を含有し、そしていかなる染色試薬も含有しないか、若しくは実施例３
に論考されるとおり細胞を透過性にしない。
　Ａ．７．５ｍｌの処理されずかつ希釈されない胸腔内液をＣｅｌｌＳａｖｅチューブ（
Ｖｅｒｉｄｅｘ　ＬＬＣ）若しくはＥＤＴＡチューブに入れる。
　Ｂ．ＰＢＳを除去し、そして細胞成分を所望の希釈まで新たな緩衝液と混合し、そして
その後磁性流体を添加する。磁性流体は上皮細胞接着分子（ＥｐＣＡＭ）を標的とする抗
体で被覆されたポリマー層により囲まれる磁性核をもつナノ粒子よりなる。磁性粒子と抗
体の複合体は細胞成分中の上皮細胞に特異的に結合する。磁性粒子と抗体の複合体を含有
するチューブを磁性キュベット中でインキュベートし、それは磁性粒子が結合された上皮
細胞をチューブの側に誘引する。残存する液体および結合されない細胞を吸引しかつ磁石
を除去する。結合された細胞をその後緩衝液に再懸濁し、上皮細胞が濃縮された液体をも
たらす。
　Ｃ．濃縮後に、核酸画分を、被検体に適切かつ当業者に既知の技術を使用して下流の分
析のためＰＥＴＣから単離する。単離されうる核酸画分は、全ＲＮＡ、メッセンジャーＲ
ＮＡ、マイクロＲＮＡおよびＤＮＡを制限なしに包含する。
　Ｄ．単離された核酸をその後目的の被検体に適切な技術を使用して分析する。下流の分
析方法は、ＰＣＲ、ＲＴ－ＰＣＲ、全ゲノム増幅、全トランスクリプトーム増幅、ＤＮＡ
シークエンシング、ＲＮＡシークエンシング、変異解析、ＳＮＰ検出、マイクロアレイ分
析およびメチル化状態決定を制限なしに包含する。
【実施例６】
【０１１８】
蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーションによる胸水腫瘍細胞の特徴づけ
　蛍光ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーション（ＦＩＳＨ）は異数染色体、転座、遺伝子
増幅および／若しくは欠失のような染色体突然変異を同定するのに使用される技術である
。腫瘍の変異状態を特徴づけることは治療的処置に対する応答の予測において有用であり
、治療的臨床試験のための患者転帰患者層別についての予後情報を提供する。本実施例は
、ＦＩＳＨ分析がＰＥＴＣ細胞でどのように実施されるかを記述する。ＦＩＳＨという用
語はＣＩＳＨ（発色ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーション）と互換性に使用されること
を意図している。
　Ａ．細胞を濃縮し、そして実施例３および４に記述されるところのＣｅｌｌＳｅａｒｃ
ｈ(R)技術を使用して走査し、ならびにその後ＦＩＳＨのため処理する。
　Ｂ．細胞を、メタノール／酢酸固定剤の添加によりカートリッジのガラス表面に固定し
、そしてその後風乾する。本方法はＰＥＴＣ細胞の大多数の場所をカートリッジ内に保存
する。サンプルは－２０℃で数年間保存しうる。
　Ｃ．標識されたハイブリダイゼーションプローブをサンプルに適用する。サンプルおよ
びプローブを８０℃で５分間共変性し、その後４２℃で一夜ハイブリダイズさせる。本実
施例において、第１、７、８および１７染色体のセントロメアに特異的なサテライト計数
プローブ（ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　ｅｎｕｍｅｒａｔｉｏｎ　ｐｒｏｂｅ）を、それぞれＰ
ｌａｔｉｎｕｍ　ＢｒｉｇｈｔTM　６４７、Ｐｌａｔｉｎｕｍ　ＢｒｉｇｈｔTM　５５０
、Ｐｌａｔｉｎｕｍ　ＢｒｉｇｈｔTM　５０５およびＰｌａｔｉｎｕｍ　ＢｒｉｇｈｔTM

　４１５で蛍光標識する。Ｐｌａｔｉｎｕｍ　ＢｒｉｇｈｔTM　キットはＫｒｅａｔｅｃ
ｈ、オランダ・アムステルダムから得る。ハイブリダイゼーション後にストリンジェント
な洗浄を使用して非特異的ハイブリダイゼーションを除去し、そしてサンプルをＤＡＰＩ
で対染色する。
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　Ｄ．ＰＥＴＣの画像を、ＦＩＳＨプローブで使用される蛍光色素を可視化するための特
殊なソフトウェア、４０倍対物レンズおよび適切なフィルターキューブで改変されている
ＣｅｌｌＴｒａｃｋｓ(R)機器を使用して取得する。ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ走査からの保
管データを使用してカートリッジ較正を実施し、また、ＣｅｌｌＳｅａｒｃｈ走査で同定
されるＰＥＴＣの位置を再度突き止める。５個のｚ－ｓｔａｃｋから製造される混成画像
を各腫瘍細胞の各蛍光色素について取得する。
【０１１９】
　図２Ａ～２Ｇは上述されたところの同一のＰＥＴＣでの連続免疫染色およびＦＩＳＨの
結果を示す。
【実施例７】
【０１２０】
より大きな研究
　上の初期データは本方法が感度および特異性に関して大きな診断の可能性を有すること
を示唆している。該方法の性能特徴を決定するため、胸腔内液を全部志願者の１５０名の
被験体から収集し、それらは良性の浸出液および多様な悪性胸水の双方を包含した。上の
実施例で概説された方法に従い、７．５ｍｌの胸腔内液を検査施設で受領された各患者サ
ンプルから抽出し（５０ｃｃ以上収集された症例において）、そしてＣｅｌｌＳａｖｅチ
ューブに入れた。チューブを実施例３に記述された同一技術により分析した。
【０１２１】
　化学分析の結果、細胞学の結果および他の生検を包含する浸出液に関する臨床情報を収
集した。診断が液体収集の時点でなされなかった場合、これらの被験体体は最長１２か月
間若しくは診断がなされるまで追跡されている。
【０１２２】
　全１５０サンプルが収集されたとは言え、比較的多数の患者がなお臨床的に追跡されて
いる。全部のデータが収集された後に、検査の性能特徴を標準的統計学的アプローチを使
用して計算する。一態様において、該方法は、クローディン４、サバイビン若しくはテロ
メラーゼのような「汎悪性」タンパク質に対する二次抗体での免疫染色のような付加的な
段階を包含することにより改変される。これらが腫瘍性起源と矛盾しない染色体異常を有
するかどうかを決定するための、胸腔内液から単離された癌細胞での染色体若しくは蛍光
ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーション（ＦＩＳＨ）分析を実施することを包含するなお
付加的な方法段階。
【０１２３】
　本明細に列挙される全文書および２０１１年７月２８日出願の米国仮出願第６１／５１
２，５７６号明細書は引用することにより本明細書に組み込まれる。本明細若しくは請求
の範囲の多様な態様は「含んでなる」言語を使用して提示される一方、多様な環境下で、
関連する態様が「よりなる」若しくは「本質的によりなる」言語を使用してもまた記述さ
れうる。「ある（ａ）」若しくは「ある（ａｎ）」という用語は１若しくはそれ以上を指
すことが注目されるべきであり、例えば、「ある試薬（ａ　ｒｅａｇｅｎｔ）」は１種若
しくはそれ以上の試薬を表すと理解される。であるから、「ある（ａ）」（若しくは「あ
る（ａｎ）」）、「１若しくはそれ以上」および「最低１つ」という用語は本明細書で互
換性に使用される。本発明は特定の態様を参照して記述された一方、改変が本発明の技術
思想から離れることなくなされ得ることが認識される。こうした改変は付随される請求の
範囲の範囲内にあることを意図している。
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】
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【国際調査報告】
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