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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意の刺激を細胞に与えることにより前記細胞内に発生する膜トランスロケーション反
応の有無を判定する細胞画像解析装置であって、
　前記膜トランスロケーション反応の際に細胞膜へ移動するトランスロケーション分子が
蛍光標識された細胞の前記刺激が与えられた後の蛍光顕微鏡像を画像データとして取得す
る手段と、
　前記トランスロケーション分子の蛍光標識の発する蛍光の強度に基づいて前記細胞の蛍
光顕微鏡像の画像データに於ける前記細胞の存在する領域を決定する手段と、
　前記細胞の存在する領域の外縁から内向きに所定の画素数の幅を有する該細胞の輪郭線
を決定する手段と、
　前記細胞の蛍光顕微鏡像の画像データに於いて前記細胞の輪郭線上に於ける輝度値と前
記細胞の輪郭線より内側の輝度値とに基づいて膜トランスロケーション反応の有無を判定
する手段と
を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１の装置であって、前記膜トランスロケーション反応の有無を判定する手段が、
前記細胞の輪郭線上に位置する全画素の輝度値の平均と前記細胞の輪郭線より内側に位置
する画素の輝度値の平均とを算出し、前記細胞の輪郭線より内側の平均に対する前記細胞
の輪郭線上の平均の比が所定値を越えたときに前記膜トランスロケーション反応が発生し
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た判定することを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１又は２の装置であって、前記蛍光顕微鏡像が複数個の細胞の蛍光顕微鏡像を含
み、前記細胞の存在する領域を決定する手段が前記複数個の細胞の各々の存在する領域を
決定し、前記細胞の輪郭線を決定する手段が前記複数個の細胞の各々の輪郭線を決定し、
前記膜トランスロケーション反応の有無を判定する手段が前記複数個の細胞の各々の輪郭
線上に於ける輝度値と該輪郭線より内側の輝度値とに基づいて膜トランスロケーション反
応の有無を判定することを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項３の装置であって、前記細胞の存在する領域に基づいて前記蛍光顕微鏡像内の複
数個の細胞の個数をカウントする手段を有していることを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項４の装置であって、更に、前記蛍光顕微鏡像内の複数個の細胞のうち前記膜トラ
ンスロケーション反応が発生した細胞の個数の割合を算出することを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の装置であって、前記細胞の輪郭線を決定する手段に於いて決定される
前記輪郭線の所定の幅が使用者により設定可能であることを特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の装置であって、前記細胞が前記細胞の蛍光顕微鏡像を得るための蛍光
顕微鏡内に配置される観察試料容器の底面又は上面に接着する細胞であり、更に、前記蛍
光顕微鏡の対物レンズの焦点を前記観察試料の底面又は上面に自動的に合わせることによ
り前記細胞に前記対物レンズの焦点を合わせるよう前記対物レンズの位置を制御する手段
が設けられていることを特徴とする装置。
【請求項８】
　任意の刺激を細胞に与えることにより前記細胞内に発生する膜トランスロケーション反
応の有無を判定する細胞画像解析用コンピュータプログラムであって、
　前記膜トランスロケーション反応の際に細胞膜へ移動するトランスロケーション分子が
蛍光標識された細胞の前記刺激が与えられた後の蛍光顕微鏡像を画像データとして取得す
る手順と、
　前記トランスロケーション分子の蛍光標識の発する蛍光の強度に基づいて前記細胞の蛍
光顕微鏡像の画像データに於ける前記細胞の存在する領域を決定する手順と、
　前記細胞の存在する領域の外縁から内向きに所定の画素数の幅を有する該細胞の輪郭線
を決定する手順と、
　前記細胞の蛍光顕微鏡像の画像データに於いて前記細胞の輪郭線上に於ける輝度値と前
記細胞の輪郭線より内側の輝度値とに基づいて膜トランスロケーション反応の有無を判定
する手順と
をコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項９】
　請求項８のコンピュータプログラムであって、前記膜トランスロケーション反応の有無
を判定する手順に於いて、前記細胞の輪郭線上に位置する全画素の輝度値の平均と前記細
胞の輪郭線より内側に位置する画素の輝度値の平均とを算出し、前記細胞の輪郭線より内
側の平均に対する前記細胞の輪郭線上の平均の比が所定値を越えたときに前記膜トランス
ロケーション反応が発生した判定することを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　請求項８又は９のコンピュータプログラムであって、前記蛍光顕微鏡像が複数個の細胞
の蛍光顕微鏡像を含み、前記細胞の存在する領域を決定する手順に於いて前記複数個の細
胞の各々の存在する領域を決定し、前記細胞の輪郭線を決定する手順に於いて前記複数個
の細胞の各々の輪郭線を決定し、前記膜トランスロケーション反応の有無を判定する手順
に於いて前記複数個の細胞の各々の輪郭線上に於ける輝度値と該輪郭線より内側の輝度値
とに基づいて膜トランスロケーション反応の有無を判定することを特徴とするコンピュー
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タプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０のコンピュータプログラムであって、前記蛍光顕微鏡像内の複数個の細胞の
個数をカウントし、前記蛍光顕微鏡像内の複数個の細胞のうち前記膜トランスロケーショ
ン反応が発生した細胞の個数の割合を算出することを特徴とするコンピュータプログラム
。
【請求項１２】
　任意の刺激を細胞に与えることにより前記細胞内に発生する膜トランスロケーション反
応の有無を判定する方法であって、
　前記膜トランスロケーション反応の際に細胞膜へ移動するトランスロケーション分子が
蛍光標識された細胞の前記刺激が与えられた後の蛍光顕微鏡像を画像データとして取得す
る過程と、
　前記トランスロケーション分子の蛍光標識の発する蛍光の強度に基づいて前記細胞の蛍
光顕微鏡像の画像データに於ける前記細胞の存在する領域を決定する過程と、
　前記細胞の存在する領域の外縁から内向きに所定の画素数の幅を有する該細胞の輪郭線
を決定する過程と、
　前記細胞の蛍光顕微鏡像の画像データに於いて前記細胞の輪郭線上に於ける輝度値と前
記細胞の輪郭線より内側の輝度値とに基づいて膜トランスロケーション反応の有無を判定
する過程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２の方法であって、前記膜トランスロケーション反応の有無を判定する過程に
於いて、前記細胞の輪郭線上に位置する全画素の輝度値の平均と前記細胞の輪郭線より内
側に位置する画素の輝度値の平均とを算出し、前記細胞の輪郭線より内側の平均に対する
前記細胞の輪郭線上の平均の比が所定値を越えたときに前記膜トランスロケーション反応
が発生した判定することを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３の方法であって、前記蛍光顕微鏡像が複数個の細胞の蛍光顕微鏡像
を含み、前記細胞の存在する領域を決定する過程に於いて前記複数個の細胞の各々の存在
する領域を決定し、前記細胞の輪郭線を決定する過程に於いて前記複数個の細胞の各々の
輪郭線を決定し、前記膜トランスロケーション反応の有無を判定する過程に於いて前記複
数個の細胞の各々の輪郭線上に於ける輝度値と該輪郭線より内側の輝度値とに基づいて膜
トランスロケーション反応の有無を判定することを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１４の方法であって、前記細胞の存在する領域に基づいて、前記蛍光顕微鏡像内
の複数個の細胞の個数をカウントすることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１５の方法であって、更に、前記蛍光顕微鏡像内の複数個の細胞のうち前記膜ト
ランスロケーション反応が発生した細胞の個数の割合を算出することを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１２乃至１６の方法であって、判定される前記膜トランスロケーション反応が前
記細胞に刺激を与えることにより該細胞の細胞質内に遊離しているタンパク質が該細胞の
細胞膜に集積する反応である方法。
【請求項１８】
　請求項１２乃至１７の方法であって、判定される前記膜トランスロケーション反応が前
記細胞に刺激を与えることにより該細胞内の細胞小器官に存在するタンパク質が該細胞の
細胞膜に集積する反応である方法。
【請求項１９】
　請求項１２乃至１８の方法であって、前記細胞が接着性細胞である方法。
【請求項２０】
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　請求項１２乃至１９の方法であって、前記細胞の蛍光顕微鏡像を取得する過程に先立っ
て、前記膜トランスロケーション反応の際に細胞膜へ移動するトランスロケーション分子
が蛍光タンパク質と融合した状態にて発現するための遺伝子を前記細胞に導入する過程と
、前記細胞に於いて前記蛍光タンパク質と融合したトランスロケーション分子を発現させ
る過程とを含むことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１２乃至１９の方法であって、前記細胞の蛍光顕微鏡像を取得する過程に先立っ
て、前記膜トランスロケーション反応の際に細胞膜へ移動するトランスロケーション分子
にタグ分子を導入するための遺伝子を前記細胞に導入する過程と、前記細胞に於いて前記
タグ分子が導入されたトランスロケーション分子を発現させる過程と、前記細胞に前記タ
グ分子と特異的に結合する蛍光色素を導入しこれにより前記トランスロケーション分子を
蛍光標識する過程とを含むことを特徴とする方法。

 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学顕微鏡により得られる細胞の顕微鏡像の画像解析装置及び方法並びにそ
のためのソフトウェアに係り、より詳細には、細胞の蛍光顕微鏡像を解析して細胞に於い
て観察される膜トランスロケーション反応の発生の有無を判定するための装置及び方法並
びにそのためのソフトウェアに係る。
【背景技術】
【０００２】
　種々の細胞に於いて、生理活性物質又は薬剤による化学的な刺激又は光、電気、機械的
な力などの物理的な刺激を与えると、細胞内の或る種のタンパク質が細胞膜に集積する「
膜移行（膜トランスロケーション）反応」と呼ばれる現象が生ずることが知られている。
膜受容体、例えば、細胞膜上のＧタンパク質結合タンパク質（ＧＰＣＲ：G　Protein　Co
upled　Receptor）など、が外部からの特定の物質(リガンド)又は光子等を受容すると、
当業者に於いてよく知られているように、これがトリガー、即ち、刺激、となって、細胞
内で連鎖的に種々の物質の反応が進行し、刺激の情報が細胞内にて次々に伝達される。「
膜トランスロケーション反応」とは、かかる細胞内の刺激若しくは信号情報伝達の過程の
一部として、刺激前に細胞質内に遊離していた又は細胞小器官に存在していた或る種のタ
ンパク質が細胞膜へ移行する現象である。かかる膜トランスロケーション反応は、膜トラ
ンスロケーション活性を有する（膜トランスロケーション反応を起す）タンパク質又はそ
の他の生体分子を蛍光色素などで標識すると、光学顕微鏡下で細胞に於いて直接に観察す
ることができるので、細胞生物学的、医学的又は薬学的研究又は創薬の分野に於いては、
光学顕微鏡下で任意の細胞が任意の物質又は刺激に対して膜トランスロケーション反応を
起こすか否かを判定することにより、その物質又は刺激がその細胞に対して（特に、細胞
内信号伝達物質として）生理活性作用を有するか否か又は新薬若しくは治療法として有効
か否かを評価するといったこと(Drug　Discovery)が試みられている。
【０００３】
　膜トランスロケーション反応を観察しようとする場合、従前では、生きた細胞内の膜ト
ランスロケーション活性を有する特定のタンパク質を標識するといったことは、個々の細
胞に蛍光標識されたタンパク質又は生体分子等を顕微注射するなどの熟練した技術を要し
、一度に観察できる細胞数も少なかった。しかしながら、生きた細胞内に取り込まれ特定
の物質を標識することのできる蛍光色素によって一度に多数の細胞の内部の特定のタンパ
ク質を染色したり、或いは、遺伝子導入技術によりＧＦＰ等の蛍光タンパク質を融合した
タンパク質を発現する細胞を一度に大量に培養することにより、多数の細胞に於いて、そ
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の蛍光色素又は蛍光タンパク質を標識として細胞内でのタンパク質の動きを観察すること
が可能になってきている。例えば、非特許文献１に記載されている如く、接着性細胞HeLa
（子宮頚癌細胞）等に於いて、遺伝子導入技術により膜トランスロケーション活性タンパ
ク質であるプロテインキナーゼＣ(ＰＫＣ)のＧＦＰ融合タンパク質を発現させた細胞を大
量に調製し、蛍光顕微鏡下で、多数のＧＦＰ融合ＰＫＣ発現細胞に膜移行シグナルである
ＰＭＡやその他の活性薬剤を作用して、膜トランスロケーション反応が起きるか否かを観
察し判定するといったことが行われている（ＰＫＣは、刺激前は細胞質内に遊離している
が、細胞がＰＭＡ等の刺激を受けると、細胞膜の内側に結合することが知られている。）
。このような実験によれば、或る刺激に対する細胞の応答性を一度に多数の細胞について
観察・評価することができるので、細胞内信号伝達物質の探索、任意の生理活性作用を有
する物質のスクリーニングを行う場合に非常に有利である。
【特許文献１】特開2004－54347
【非特許文献１】ザ・ジャーナル・オブ・バイオロジカル・ケミストリー（The　Journal
　of　Biological　Chemistry）、２７０巻、５０号、１９９５年、３０１３４－３０１
４０頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　蛍光顕微鏡を用いて、膜トランスロケーション反応の有無を判定する場合、対物レンズ
を通して得られた細胞の蛍光顕微鏡像（以下、「蛍光像」とする。）が目視により又は顕
微鏡に取り付けられたカメラで蛍光像を撮影することにより観察される。そして、観察者
又は実験者の判断により、個々の細胞に於いて、細胞の外周の蛍光強度が刺激後に相対的
に増大したとき、膜トランスロケーション反応が起きたと判定される。カメラで撮像され
た蛍光像を任意の画像処理装置等（例えば、特許文献１参照）に取り込むことができる場
合には、細胞の内外の蛍光強度分布をグラフ化することができるので、蛍光像そのもので
はなく、個々の細胞についての蛍光強度分布のグラフを参照することにより、細胞の外周
の蛍光強度の変化から細胞膜周辺にタンパク質が集積されたか否かが判定することもでき
る。また、任意の物質の生理活性作用のスクリーニングをする場合には、膜トランスロケ
ーション反応を起した細胞数がカウントされ、そのカウント数の結果が、その物質の作用
の評価に用いられる。
【０００５】
　しかしながら、上記の如き判定に於いて、或る細胞に於いて、細胞の外周の蛍光強度が
刺激により増大したと認められるか否か、即ち、膜トランスロケーション反応が起きたか
否かの判定は、最終的には観察者の判断に委ねられており、従って、判断にばらつきが生
じ得る。実際、生きた細胞に於いて、膜トランスロケーション反応による蛍光強度の変化
の程度は、個々の細胞によって、例えば、細胞の形状、細胞の（光学顕微鏡の光軸方向の
）の厚みなどによってばらつきがあるところ、膜トランスロケーション反応の有無を観察
者の判断による場合、そのときどきで、或いは、観察者毎に、判断基準が異なり、判定結
果は、客観性又は再現性があまり高くない場合が有り得る。また、膜トランスロケーショ
ン反応の有無の判定を一つの細胞について行う場合には、蛍光強度分布のグラフを利用す
ることにより、さほどの労力を要しないが、判定すべき細胞数が多くなると、一つずつ判
定を行うことは、多くの時間と手間がかかる。更に、観察者の判断のばらつきがあるので
、細胞の総数が多数になると、膜トランスロケーション反応を起した細胞のカウント結果
に誤差が生じ、任意の物質の生理活性作用のスクリーニング等に於ける作用の評価結果の
信頼性が低減されることとなる。
【０００６】
　かくして、もし膜トランスロケーション反応の有無の判定を、観察者又は実験者による
個々の細胞についての個別の判断に依存する必要なく実行することができれば、判定すべ
き細胞数が多くなっても時間や手間がかからず、信頼性のある結果が得られることが期待
される。
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【０００７】
　従って、本発明の一つの課題は、蛍光顕微鏡を用いて、任意の細胞に於ける任意の刺激
に対する膜トランスロケーション反応の有無を判定するための細胞画像解析装置又は方法
であって、個々の細胞の膜トランスロケーション反応の判定を、観察者又は実験者による
判断のばらつきの影響を受けないように行う装置又は方法を提供することである。
【０００８】
　また、本発明のもう一つの課題は、上記の如き装置又は方法であって、判定すべき細胞
数が増えても迅速に膜トランスロケーション反応の有無の判定を実行することのできる装
置又は方法を提供することである。なお、かかる装置又は方法に於いては、細胞試料を光
学顕微鏡にセットした後には、細胞の蛍光像の取得から、膜トランスロケーション反応の
有無の判定までが自動的にできることがより好ましいであろう。
【０００９】
　更に、本発明のもう一つの課題は、上記の如き細胞画像解析装置又は方法を実現するソ
フトウェアを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、観察者又は実験者の判断のばらつきによらずに、任意の刺激を細胞に
与えることにより細胞内に発生する膜トランスロケーション反応の有無を判定する新規な
細胞画像解析装置、細胞画像解析用コンピュータプログラム及び方法が提供される。
【００１１】
　本発明による細胞画像解析装置は、膜トランスロケーション反応の際に細胞膜へ移動す
るトランスロケーション分子が蛍光標識された細胞の刺激が与えられた後の蛍光顕微鏡像
を画像データとして取得する手段と、細胞の蛍光顕微鏡像の画像データに於ける細胞の存
在する領域を決定する手段と、細胞の存在する領域の外縁から所定の画素数の幅を有する
該細胞の輪郭線を決定する手段と、細胞の蛍光顕微鏡像の画像データに於いて細胞の輪郭
線上に於ける輝度値と細胞の輪郭線より内側の輝度値とに基づいて膜トランスロケーショ
ン反応の有無を判定する手段とを含むことを特徴とする。
【００１２】
　上記の本発明の構成によれば、まず、膜トランスロケーション反応の際に細胞膜へ移動
するトランスロケーション分子が蛍光標識された細胞の刺激が与えられた後の蛍光顕微鏡
像（蛍光像）が、通常の態様にて、画像データとして取得される。蛍光像の画像データは
、輝度値と座標とを有する画素の集合であるので、座標を特定すれば、蛍光像に於けるそ
の座標の蛍光強度が分かることとなる。そこで、本発明の装置に於いては、取得された蛍
光像に於ける座標に対応した蛍光強度に基づいて、蛍光像の画像データに於ける細胞の存
在する領域を決定し、細胞の像に於いて細胞の存在する領域の外縁から所定の画素数の幅
を有する輪郭線を決定する。そして、膜トランスロケーション反応の有無の判定は、細胞
の蛍光顕微鏡像の画像データに於いて細胞の輪郭線上に於ける輝度値と細胞の輪郭線より
内側の輝度値とに基づいて行われる。この場合、好適には、細胞の輪郭線上に位置する全
画素の輝度値の平均と細胞の輪郭線より内側に位置する画素の輝度値の平均とを算出し、
細胞の輪郭線より内側の平均に対する細胞の輪郭線上の平均の比が所定値を越えたときに
膜トランスロケーション反応が発生した判定するようになっていてよい。
【００１３】
　かかる構成によれば、膜トランスロケーション反応の判定は、観察者又は実験者の主観
的な判断に左右されずに実行され、従って、判定結果の信頼性が増大することとなる。ま
た、上記の装置の作動は、画像処理技術を用いて自動化することができるので、観察者又
は実験者は、個々の測定に於いて、膜トランスロケーション反応の判断をする必要がなく
なり、膜トランスロケーション反応に要する手間と時間を削減することができる。
【００１４】
　上記の構成に於いて、蛍光顕微鏡像は、複数個の細胞の蛍光顕微鏡像を含んでいてよく
（即ち、一つの画像データに複数個の細胞が含まれていてもよく、）、その場合には、細
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胞の存在する領域を決定する手段が複数個の細胞の各々の存在する領域を決定し、細胞の
輪郭線を決定する手段が複数個の細胞の各々の輪郭線を決定し、膜トランスロケーション
反応の有無を判定する手段は、複数個の細胞の各々の輪郭線上に於ける輝度値と該輪郭線
より内側の輝度値とに基づいて膜トランスロケーション反応の有無を判定するようになっ
ていてよい。かかる構成も画像データに於ける画素の座標と輝度値を用いた自動的な演算
処理によってなされるので、一度に観察すべき細胞数が多くなっても、観察者又は実験者
は、個々の細胞についての膜トランスロケーション反応の判断をすることなく、膜トラン
スロケーション反応の判定に要する手間と時間を大幅に低減することができることとなる
。また、膜トランスロケーション反応の判定の基準が、観察者又は実験者の感覚ではなく
、複数個の細胞の各々の輪郭線上に於ける輝度値と該輪郭線より内側の輝度値とに基づい
てなされるので、細胞毎の判定基準のばらつきがなく、判定結果の客観性と再現性が向上
される。
【００１５】
　膜トランスロケーション反応の判定は、既に触れたように、しばしば、任意の物質の生
理活性作用の評価に用いられる。その場合には、或る刺激に対してどの程度の細胞が膜ト
ランスロケーション反応を起したかが、生理活性作用の目安となる。そこで、本発明の装
置に於いては、細胞の存在する領域を決定する手段が蛍光顕微鏡像内の複数個の細胞の個
数をカウントする手段を有していてよい。その場合、観察者又は実験者は、画像データ中
の細胞数を手動的にカウントする手間が省かれる。また、生理活性作用の評価は、しばし
ば、刺激を与えられた細胞の総数のうち膜トランスロケーション反応が発生した細胞の個
数の割合により為されるので、そのような膜トランスロケーション反応が発生した細胞の
個数の割合を自動的に算出するようになっていてよい。
【００１６】
　また、上記の本発明の装置は、任意の細胞の膜トランスロケーション反応の判定に用い
られてよい。その場合、細胞の種類や実験条件によって、細胞膜に集積するタンパク質の
量又はかかるタンパク質の集積状態が蛍光像に反映される態様が異なり、従って、膜トラ
ンスロケーション反応が発生した際の細胞膜近傍の蛍光強度の拡がり方が異なることとな
る。かかる状況に於いて、もし細胞膜近傍に集積したタンパク質の分布する領域の幅に対
して輪郭線の幅と狭すぎたり、広すぎたりすると、いずれの場合も、膜トランスロケーシ
ョン反応が起きたときと起きていないときの強度の差が低減してしまうので、膜トランス
ロケーション反応による細胞膜近傍の蛍光強度の変化を良好に捉えることができないこと
となる。そこで、上記の本発明の装置に於いては、細胞の輪郭線を決定する手段に於いて
決定される輪郭線の所定の幅が使用者により設定可能であってよい。
【００１７】
　更に、上記の本発明の装置に於いて、膜トランスロケーション反応の判定は、上記から
理解される如く、細胞の輪郭線の幅とその輝度値に依存するところ、細胞に対する対物レ
ンズの焦点の位置がずれると、蛍光像中の細胞が存在する領域や細胞膜近傍の光の広がり
方及び強度が変化し、膜トランスロケーション反応の判定基準に誤差を生じることとなる
ので、細胞に対する対物レンズの焦点の位置は常に一定であることが望ましい。しかしな
がら、実際の測定に於いては、蛍光像の撮影中に蛍光顕微鏡の対物レンズの高さ又は位置
がずれたり、或いは、対物レンズの視野を移動する際（実際には、観察試料標本の位置を
移動する）、細胞に対する対物レンズの焦点に対する観察試料容器の底面又は上面の相対
的な位置がずれたりすることがある。そこで、本発明の装置に於いては、細胞が観察試料
容器の底面又は上面に接着する細胞である場合、蛍光顕微鏡の対物レンズの焦点を観察試
料の底面又は上面に自動的に合わせることにより細胞に対物レンズの焦点を合わせるよう
対物レンズの位置を制御する手段が設けられていてよい。これにより、本発明の装置と共
に使用される蛍光顕微鏡に対物レンズの位置を自動的に調節機能が備わっている場合には
、観察者又は実験者は、対物レンズの位置を確認しなくても、安定的に細胞の蛍光像を取
得することができ、従って、細胞の輪郭線上の輝度値に基づいた膜トランスロケーション
反応の判定が安定的に（ばらつくことなく）実行できることとなる。
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【００１８】
　ところで、上記の本発明の装置の機能は、任意のコンピュータに於いて実行されてよい
。従って、本発明のもう一つの態様によれば、任意の刺激を細胞に与えることにより細胞
内に発生する膜トランスロケーション反応の有無を判定する細胞画像解析用コンピュータ
プログラムであって、膜トランスロケーション反応の際に細胞膜へ移動するトランスロケ
ーション分子が蛍光標識された細胞の刺激が与えられた後の蛍光顕微鏡像を画像データと
して取得する手順と、細胞の蛍光顕微鏡像の画像データに於ける細胞の存在する領域を決
定する手順と、細胞の存在する領域の外縁から所定の画素数の幅を有する該細胞の輪郭線
を決定する手順と、細胞の蛍光顕微鏡像の画像データに於いて細胞の輪郭線上に於ける輝
度値と細胞の輪郭線より内側の輝度値とに基づいて膜トランスロケーション反応の有無を
判定する手順とをコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラムが
提供される。
【００１９】
　上記の本発明のコンピュータプログラムに於いては、本発明の装置と同様に、膜トラン
スロケーション反応の有無を判定する手順に於いて、細胞の輪郭線上に位置する全画素の
輝度値の平均と細胞の輪郭線より内側に位置する画素の輝度値の平均とを算出し、細胞の
輪郭線より内側の平均に対する細胞の輪郭線上の平均の比が所定値を越えたときに前記膜
トランスロケーション反応が発生した判定するようになっていてよい。また、蛍光顕微鏡
像が複数個の細胞の蛍光顕微鏡像を含む場合には、本発明のコンピュータプログラムは、
細胞の存在する領域を決定する手順に於いて複数個の細胞の各々の存在する領域を決定し
、細胞の輪郭線を決定する手順に於いて複数個の細胞の各々の輪郭線を決定し、膜トラン
スロケーション反応の有無を判定する手順に於いて複数個の細胞の各々の輪郭線上に於け
る輝度値と該輪郭線より内側の輝度値とに基づいて膜トランスロケーション反応の有無を
判定するようになっていてよい。この場合、蛍光顕微鏡像内の複数個の細胞の個数をカウ
ントし、蛍光顕微鏡像内の複数個の細胞のうち膜トランスロケーション反応が発生した細
胞の個数の割合を算出するようになっていてよい。
【００２０】
　更に、本発明の装置に於ける特徴、即ち、画像データとして取得された細胞の蛍光像か
ら、細胞の存在する領域と輪郭線とを決定し、しかる後に細胞の蛍光顕微鏡像の画像デー
タに於いて細胞の輪郭線上に於ける輝度値と細胞の輪郭線より内側の輝度値とに基づいて
膜トランスロケーション反応の有無を判定するという構成は、任意の刺激を細胞に与える
ことにより細胞内に発生する膜トランスロケーション反応の有無を判定する方法に於いて
も実現することができる。従って、本発明の更にもう一つの態様によれば、膜トランスロ
ケーション反応の際に細胞膜へ移動するトランスロケーション分子が蛍光標識された細胞
の刺激が与えられた後の蛍光顕微鏡像を画像データとして取得する過程と、細胞の蛍光顕
微鏡像の画像データに於ける細胞の存在する領域を決定する過程と、細胞の存在する領域
の外縁から所定の画素数の幅を有する該細胞の輪郭線を決定する過程と、細胞の蛍光顕微
鏡像の画像データに於いて細胞の輪郭線上に於ける輝度値と細胞の輪郭線より内側の輝度
値とに基づいて膜トランスロケーション反応の有無を判定する過程とを含むことを特徴と
する膜トランスロケーション反応の有無を判定する方法が提供される。かかる方法によれ
ば、観察者又は実験者の主観的な又は感覚的な判断基準に左右されることなく、安定的に
且迅速に、膜トランスロケーション反応の有無の判定を行うことが可能となる。
【００２１】
　かかる方法に於いては、上記の本発明の装置の場合と同様に、膜トランスロケーション
反応の有無を判定する過程に於いて、細胞の輪郭線上に位置する全画素の輝度値の平均と
細胞の輪郭線より内側に位置する画素の輝度値の平均とを算出し、細胞の輪郭線より内側
の平均に対する細胞の輪郭線上の平均の比が所定値を越えたときに膜トランスロケーショ
ン反応が発生した判定するようになっていてよい。また、蛍光顕微鏡像が複数個の細胞の
蛍光顕微鏡像を含む場合には、細胞の存在する領域を決定する過程に於いて複数個の細胞
の各々の存在する領域を決定し、細胞の輪郭線を決定する過程に於いて複数個の細胞の各
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々の輪郭線を決定し、膜トランスロケーション反応の有無を判定する過程に於いて複数個
の細胞の各々の輪郭線上に於ける輝度値と該輪郭線より内側の輝度値とに基づいて膜トラ
ンスロケーション反応の有無を判定するようになっていてよく、細胞の存在する領域を決
定する過程に於いて、蛍光顕微鏡像内の複数個の細胞の個数をカウントし、或いは、蛍光
顕微鏡像内の複数個の細胞のうち膜トランスロケーション反応が発生した細胞の個数の割
合を算出するようになっていてよい。
【００２２】
　上記の本発明に於いて、判定される膜トランスロケーション反応は、一つには、細胞に
刺激を与えることにより該細胞の細胞質内に遊離しているタンパク質が該細胞の細胞膜に
集積する反応である。また、本発明によれば、細胞に刺激を与えることにより該細胞内の
細胞小器官に存在するタンパク質が該細胞の細胞膜に集積する反応についても発生の有無
を判定することができる。細胞は、好適には、対物レンズの焦点の合わせやすい接着性細
胞である。
【００２３】
　膜トランスロケーション反応の際に細胞膜へ移動するトランスロケーション分子が蛍光
標識された細胞の調製は、例えば、細胞の蛍光顕微鏡像を取得する前に、予めトランスロ
ケーション分子が蛍光タンパク質と融合した状態にて発現するための遺伝子を細胞に導入
し、細胞に於いて蛍光タンパク質と融合したトランスロケーション分子を発現させること
により為されてよく、或いは、細胞の蛍光顕微鏡像を取得する前に、膜トランスロケーシ
ョン反応の際に細胞膜へ移動するトランスロケーション分子にタグ分子を導入するための
遺伝子を細胞に導入し、細胞に於いてタグ分子が導入されたトランスロケーション分子を
発現させ、しかる後に、細胞にタグ分子と特異的に結合する蛍光色素を導入して、これに
よりトランスロケーション分子を蛍光標識することにより為されてよい。勿論、トランス
ロケーション分子は、上記の方法以外にて蛍光標識されてもよく、そのような場合も本発
明の範囲に属する。
【発明の効果】
【００２４】
　上記本発明の構成から理解される如く、本発明の装置、プログラム又は方法によれば、
膜トランスロケーション反応の判定を観察者又は実験者が個々の細胞について蛍光像から
感覚的に判断するといったことがないので、判定結果に於いて、観察者又は実験者毎の判
断のばらつきがなくなり、客観性及び再現性が向上される。また、本発明の装置の構成に
関連して説明されているように、本発明の膜トランスロケーション反応の判定は、細胞の
蛍光像をディジタル化して得られる画像データを用いて演算処理により自動的に実行可能
なので、判定に要する労力又は時間が低減され、判定すべき細胞数が多くなっても、迅速
に、判定結果が得られることとなる。
【００２５】
　本発明の装置、プログラム又は方法は、遺伝子導入効率の評価を行う場合にも、有利に
用いることができることは理解されるべきである。遺伝子導入効率を評価する場合、例え
ば、評価されるべき遺伝子導入技術により、細胞に、膜トランスロケーション反応に関与
するタンパク質又はトランスロケーション性を有するタンパク質に蛍光標識するための遺
伝子の導入が試みられる。遺伝子導入が成功していれば、蛍光標識がなされタンパク質が
発現し、所定の刺激に対して膜トランスロケーション反応が観察される。そして、遺伝子
導入効率は、膜トランスロケーション反応の反応率により決定される。このような場合、
大量の細胞について膜トランスロケーション反応を起したか否かが判定されることとなる
が、本発明によれば、そのような場合でも、迅速に且信頼性のある評価結果を与えること
ができると期待される。
【００２６】
　本発明のその他の目的及び利点は、以下の本発明の好ましい実施形態の説明により明ら
かになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２７】
　以下に添付の図を参照しつつ、本発明を幾つかの好ましい実施形態について詳細に説明
する。
【００２８】
蛍光顕微鏡観察システムの構成
　図１は、本発明による細胞の膜トランスロケーション反応を判定する細胞画像解析装置
の好ましい実施形態を組み込んだ蛍光顕微鏡観察システムを模式的に表したものである。
なお、説明の簡単化のため、本発明の構成に特に関りのない部分については、省略されて
いる。
【００２９】
　同図を参照して、蛍光顕微鏡観察システムは、倒立型蛍光顕微鏡１と、画像解析装置１
００とを含む。蛍光顕微鏡１は、通常の蛍光顕微鏡と同様に、細胞試料標本Ｐ（例えば、
２４穴の、プラスチックマイクロタイタープレート）が載置されるＸＹ方向（水平方向）
に電動式に移動可能なステージ２と、透過光観察用照明光源３と、対物レンズ４と、対物
レンズの位置（高さ）を調節する対物電動駆動機構５と、蛍光観察用の励起光源６と、ダ
イクロイックミラー７と、細胞の蛍光像を撮影するためのカメラ８と、画像解析装置１０
０と協働して蛍光顕微鏡１の前記の各部の作動制御を行うマルチコントローラー１０を含
んでいる。蛍光顕微鏡１に於いて蛍光観察を行う場合には、励起光源６からの励起光ＥＸ
がダイクロイックミラー７にて反射され対物レンズ４を通して、細胞試料標本Ｐを照明し
、かかる励起光により励起された細胞内の蛍光標識からの蛍光ＦＬは、対物レンズ４を通
って、ダイクロイックミラー７を透過して、カメラ１６の受光面（図示せず）に於いて結
像する。当業者に於いて周知の如く、細胞試料を特定の波長の光にて励起し、試料からの
蛍光のみがカメラの受光面に入射するようにダイクロイックミラー７には励起用フィルタ
ー７－１と蛍光用（又は受光用）フィルター７－２が設けられる。また、図示の光学顕微
鏡の光学系は、所謂「無限遠系」なので、カメラの前に結像レンズが配置され、対物レン
ズ４の焦点面の像が受光面に結像されるよう構成されている。なお、カメラは、ＣＣＤ又
は冷却ＣＣＤなど、この分野に於いて通常使用されているビデオカメラであってよい。励
起光源６は、水銀ランプ、キセノンランプ、レーザーなど、この分野に於いて公知の任意
の光源であってよい。なお、図示の例では、R（620nm）、G（520nm）、B（460nm）、UV（
365nm）の発光波長のＬＥＤが内蔵され、これらのＬＥＤの光がコンバインされて一本の
光ファイバー１２へ導入され、光ファイバーの出射光がレンズセット１３により平行光に
されてダイクロイックミラー７へ導かれるよう構成されている。
【００３０】
　蛍光顕微鏡１に取り付けられる対物レンズ４は、任意の倍率のものであってよい。本発
明に於いては、１０数μｍから数十μｍの寸法の細胞全体又は複数の細胞を一度に観察し
て画像データとして解析装置へ取り込むので、典型的には、４０倍の対物レンズ（空浸）
が使用される。かかる対物レンズには、通常、細胞試料標本Ｐの対物レンズの先端が対向
する面のカバーガラスＰ０（又はスライドガラス）の厚みに応じて対物レンズの焦点位置
を調整する補正環４ａが設けられている。好適には、かかる補正環４ａをステッピングモ
ーター４ｂにより作動して自動的に対物レンズの焦点位置を調節する任意の機構が設けら
れていてもよい。
【００３１】
　更に、図示の蛍光顕微鏡１には、対物電動駆動機構５を駆動制御して対物レンズ４の焦
点位置を細胞試料標本Ｐの細胞の位置する面に自動的に合わせる機能を有するオートフォ
ーカスユニット（自動焦点調節機構）２０が設けられていることが好ましい。後で説明さ
れるように、本発明の細胞の画像の解析に於いては、細胞の外周に沿って定義される所定
幅の輪郭線に於ける蛍光強度が参照されるところ、測定中に対物レンズの焦点位置がずれ
てしまうと、画像データ上で特定される輪郭線の位置及び輝度が変化し、この変化が膜ト
ランスロケーション反応の判定結果に影響する可能性がある。そこで、かかる不具合が発
生しないように対物レンズの焦点位置が細胞試料標本Ｐに於ける一定の高さに維持される
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ようオートフォーカスユニットが設けられる。
【００３２】
　図示の例のオートフォーカスユニット２０は、所謂「瞳分割式レーザーオートフォーカ
スユニット」であり、対物レンズ４を通して細胞試料標本Ｐの底面に当てられるレーザー
光の反射光を利用して対物レンズ４と細胞試料標本Ｐの底面との位置を自動的に調節する
ものである。その機構を簡単に説明すると、まず、レーザーダイオード点灯回路２２によ
り点灯されるレーザーダイオード２４から出射された波長785nmの赤外光のレーザー光（
図中に於いて矢印付きの点線）が、絞り２６、ビームスプリッタ２８を通って、蛍光顕微
鏡１内の光路に備えられたオートフォーカス用ダイクロイックミラー３４（700nm以上の
波長の光を反射する）にて反射され、対物レンズ４へ入射させられ、細胞試料標本Ｐの底
面のカバーガラスに到達する。カバーガラスに到達したレーザー光の少なくとも一部は、
そこで反射され、再び対物レンズ４を通り、オートフォーカス用ダイクロイックミラー３
４で反射され、更に今度はビームスプリッタ２８に於いて反射され、集光レンズ３０を通
って、ディテクタ３２に受光される。かかる構成の光学系に於いて、レーザー光の対物レ
ンズ４への入射位置を、その中心軸に対して偏心しておくことにより、細胞試料標本Ｐの
底面で反射されて再び対物レンズ４を通ってディテクタ３２上で受光されるレーザー光の
スポットの位置は、対物レンズ４と細胞試料標本Ｐの底面との距離に依存して変化する。
従って、予め、対物レンズ４の焦点が細胞試料標本Ｐの底面に一致しているときのディテ
クタ３２上でのレーザー光のスポットの位置を特定しておき、細胞の蛍光像を撮影する間
は、ディテクタ３２上でのレーザー光の位置が予め特定された位置に維持されるよう対物
電動駆動機構５が制御される。かかる制御は、ディテクタ３２からのレーザースポットの
位置の情報に基づき、ＡＦ制御回路３６により自動的に行われ、従って、予め、対物レン
ズ４と細胞試料標本Ｐの底面との距離を設定しておくことにより、その後、観察者又は実
験者は、対物レンズの焦点の調整を行う必要がなくなることとなる。ＡＦ制御回路３６は
、また、レーザーダイオード点灯回路２２を介してレーザーダイオード２４の発光出力又
はＯＮ／ＯＦＦを制御するようになっていてよい。
【００３３】
　なお、かかるオートフォーカスユニット２０は、本発明に於いて必須の構成ではなく、
顕微鏡１にかかる機構が備わっていない場合には、観察者又は実験者は、手動的に対物レ
ンズ４の焦点位置を調整するようになっていてよく、そのような場合も本発明の範囲に属
する。また、図示の例以外の自動焦点調節機構が採用されてもよい。
【００３４】
　マルチコントローラー１０は、画像解析装置１００からの指令に基づき、透過光観察用
照明光源３、電動ステージ２、カメラ１６、オートフォーカスユニット２０（対物電動駆
動機構５）の作動を制御するとともに、カメラ１６で撮影された細胞試料標本の蛍光像を
画像解析装置１００へ送信する。マルチコントローラー１０の構成は、当業者にとって公
知の任意の態様であってよい。マルチコントローラー１０と画像解析装置１００との間の
通信は、任意の形式、例えば、ＣＡＮ通信又はＵＳＢ接続により為されてよい。
【００３５】
　本発明の細胞画像解析装置の各手段、プログラムに於ける各手順及び方法に於ける処理
過程は、画像解析装置１００の構成及び作動により実現される。画像解析装置１００は、
当業者にとって公知の任意の各種の画像処理が可能なコンピュータにより構成されてよい
。画像解析装置１００は、作動されると、内蔵の記憶媒体に記憶された本発明による膜ト
ランスロケーション反応を判定するためのプログラムを、以下に詳細に説明する態様にて
、実行する。画像解析装置１００には、通常のパーソナルコンピュータと同様の態様にて
、観察者又は実験者の指示が入力されるキーボード１０２と蛍光顕微鏡システムの各部の
作動状況と、カメラ１６により撮影された細胞試料標本の蛍光像が映し出されるモニター
１０４とが設けられる。なお、図示の例では、マルチコントローラー１０と画像解析装置
１００とが別体として構成されているが、画像解析装置１００と一体的に構成されていて
もよい。また、画像解析装置１００は、汎用のパーソナルコンピュータであってもよいが
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、本発明による細胞画像解析に特化したユニット又は装置として構成されてもよい。
【００３６】
膜トランスロケーション反応の判定の原理
　図２は、トランスロケーション分子が蛍光標識された或る一つの細胞の膜トランスロケ
ーション反応の前後の蛍光像を模式的に表したものである（なお、細胞は、マイクロタイ
タープレートのウェルの底面に張り付いた状態の接着性細胞である。）。同図を参照して
、膜トランスロケーション反応前の細胞（図２（Ａ））に於いては、トランスロケーショ
ン分子は、細胞質全体に遊離して存在しているので、細胞の蛍光強度分布は、図２（Ｂ）
に示されている如く形状となる。かかる細胞に於いて、或る特定の刺激が与えられ、膜ト
ランスロケーション反応が発生すると、トランスロケーション分子が細胞膜近傍に集積し
、図２（Ｃ）、（Ｄ）に示されている如く、蛍光像に於いて細胞の外周の蛍光強度が相対
的に増大する（実際には、トランスロケーション分子は、細胞の上下面を含めて細胞の全
表面に集積するが、蛍光像における蛍光強度は、図２（Ｅ）に示されている如く、対物レ
ンズの焦点深度方向について積算されるので、蛍光像で観て細胞の外周のみの蛍光強度が
増大される。）。
【００３７】
　かかる膜トランスロケーション反応による蛍光強度の分布の変化が起きた際、従前では
、図２（Ａ）と（Ｃ）、又は（Ｂ）と（Ｄ）とを観察者又は実験者が比較し、いわば感覚
的に膜トランスロケーション反応による蛍光強度の分布の変化があったか否かを判定して
いたので、判断基準がばらつき、また、細胞毎に判定していたので、時間を要するもので
あった。そこで、本発明に於いては、蛍光像に於ける輝度（蛍光強度）に基づき、蛍光像
中の細胞の存在している領域を特定し、所定幅の輪郭線を決定し、輪郭線に於ける輝度と
輪郭線より内側の輝度との比に基づいて、数値的に膜トランスロケーション反応が起きた
か否かを決定する（図２（Ｄ）参照）。なお、輪郭線に於ける輝度と輪郭線より内側の輝
度との比に基づく膜トランスロケーション反応の判定は、好ましくは、輪郭線全域に於け
る輝度の平均値と輪郭線より内側の全域に於ける輝度の平均値との比が所定値を越えたか
否かにより為される。理解されるべきことは、これらの処理は、画像データに於ける各画
素の輝度値と座標値とを用いて演算処理することにより、画像解析装置１００に於いて自
動的に行われるので、判断基準のばらつきにより結果が左右されることがなくなり、また
、観察者又は実験者に要求される手間と時間が大幅に削減されるということである。
【００３８】
細胞試料の調製
　上記の本発明の膜トランスロケーション反応を判定する装置又は方法に於いては、「発
明の開示」の欄に於いて既に触れたように、細胞に刺激を与えることにより該細胞の細胞
質内に遊離しているタンパク質が該細胞の細胞膜に集積する反応や、又は、細胞に刺激を
与えることにより該細胞内の細胞小器官に存在するタンパク質が該細胞の細胞膜に集積す
る反応について判定することができる。例えば、子宮頚癌細胞株化細胞の一種であるHeLa
細胞に於いて、PMA（ホルポールミリスチルアセテート）や放射線の刺激により、細胞質
内に浮遊するプロテインカイネースＣ（ＰＫＣ）が細胞膜へ移動する反応（細胞質から細
胞膜への膜トランスロケーション反応の例）や、脂肪細胞株3T3－L1に於いて、インスリ
ン非存在下ではトランスゴルジ膜上に存在している分子GLUT4が、インスリンに刺激され
ることにより細胞膜表面に急激に移動する反応（細胞小器官の膜から細胞膜への膜トラン
スロケーション反応の例。なお、GLUT4は、かかる反応によりグルコースを細胞内に取り
込む活性を発揮することとなる。）などの反応の判定を行うことが可能である。
【００３９】
　本発明で膜トランスロケーション反応の有無の判定が為される細胞は、内部のトランス
ロケーション分子が蛍光標識されている必要がある。細胞への蛍光標識の導入は、好適に
は、遺伝子導入技術を用いて、細胞にトランスロケーション分子が蛍光タンパク質又はハ
ロタグ分子と融合した状態にて発現させることにより行われる。細胞にハロタグ分子が導
入されたトランスロケーション分子を発現させる場合には、発現後、タグ分子と特異的に
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結合する蛍光色素を細胞内に導入してトランスロケーション分子の蛍光標識が為される。
かかる細胞への蛍光標識の導入は、当業者にとって公知の任意の方法でなされてよい。
【００４０】
　例えば、子宮頚癌細胞株化細胞の一種であるHeLa細胞に於けるPMAの刺激によるＰＫＣ
の膜トランスロケーション反応の判定をする場合には、まず、細胞へハロタグ分子が導入
されたＰＫＣのＤＮＡベクターが任意のリポフェクション遺伝子導入技術を用いて導入さ
れる。しかる後、細胞は16～24時間培養され、適宜洗浄され、ハロタグリガンドを有する
蛍光色素ＴＭＲ（テトラメチルローダミン）が添加される。ハロタグリガンド付きＴＭＲ
は、細胞内へ自動的に侵入し、細胞内にて発現されたＰＫＣ分子のハロタグに特異的に結
合する。かくして、１５分後、適宜、細胞は、培養液中の蛍光色素を除去するべく洗浄さ
れ、さらに通常培地を加えて、ＰＭＡが培地に与えられ、１０分前後程度静置される。こ
こで、ＤＮＡの導入が巧く行っていれば、HeLa細胞がＰＭＡの刺激に応答すると、ＴＭＲ
で標識されたＰＫＣ分子が細胞質から細胞膜へ移行し、図２（Ｃ）に模式的に示されてい
る如く、細胞像の外縁の蛍光強度が増大することとなる。なお、上記のＰＫＣ分子の細胞
膜近傍での集積は、比較的早く消失してしまうので、観察時には、８０％のエタノールを
培地に与え、細胞を膜トランスロケーション反応を起している状態で固定することが望ま
しい。
【００４１】
　ここで用いているＰＫＣは、当業者にとって周知の如く、細胞内信号情報伝達の過程に
於いて、リン酸化・脱リン酸化して種々のタンパク質の機能を可逆的に制御し、様々な細
胞機能の調節し、細胞増殖、分化、癌化およびアポトーシスに関係する細胞内機構に深く
関与している。従って、本発明に従って為される上記のＰＫＣの膜トランスロケーション
反応の判定は、細胞内信号伝達物質の探索、任意の生理活性作用を有する物質のスクリー
ニング、遺伝子導入効率の評価のためのツールとしての利用が期待される。
【００４２】
　また、脂肪細胞株3T3－L1に於けるGLUT4のインスリン刺激によるトランスゴルジ膜から
細胞膜表面への膜トランスロケーション反応の判定を行う場合には、脂肪細胞株へHela細
胞の場合と同様の遺伝子導入技術によりGFP等の蛍光タンパク質と融合したGLUT4を発現さ
せる遺伝子を導入し、蛍光タンパク質融合GLUT4を発現させる。かかる細胞にインスリン
刺激を当業者にとって任意の手法により与えると、遺伝子導入が成功していれば、蛍光タ
ンパク質融合GLUT4が細胞膜近傍へ移行し、図２（Ｃ）に模式的に示されている如く、細
胞像の外縁の蛍光強度が増大することとなる。
【００４３】
　蛍光顕微鏡のステージに載置される試料標本は、上記の如く調製された細胞試料をマイ
クロプレートＰのウェル内に分注するか、細胞をマイクロプレートＰのウェル内へ分注し
た後に、上記の手順により蛍光標識がなされ、刺激が与えられることにより調製されてよ
い。なお、既に述べた如く、細胞の輪郭線上の輝度は、対物レンズの焦点位置によって変
化しやすく、従って、対物レンズの焦点の合わせやすい試料である方が有利である。従っ
て、細胞は、好適には、マイクロプレートＰのウェルの底面に接着する任意の接着性細胞
であってよい。しかしながら、球形又はウェルの底面に張り付かない細胞であってもよい
ことは理解されるべきである（その場合、好適には、マイクロプレートＰのウェルの底面
に張り付くよう任意の方法で固定される。）。
【００４４】
蛍光顕微鏡観察システムを用いた細胞の蛍光像の取得
　図３（Ａ）は、上記の蛍光顕微鏡観察システムに於いて上記の如く調製された細胞試料
標本Ｐの蛍光像を画像データとして取得するまでの処理過程をフローチャートの形式にて
表したものである。同図を参照して、まず、観察者又は実験者が画像解析装置１００（及
びマルチコントローラー）の電源を投入し、画像解析装置１００に於いて、キーボード１
０２を操作して専用ソフトウェアを起動すると、蛍光顕微鏡１の各部の設定の初期化が実
行され、モニター上に蛍光顕微鏡観察システムの種々の設定と作動を指示するための画面
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が映し出される（ステップ１０）。この段階に於いて、観察者又は実験者は、画像解析装
置１００から、上記の如く調製された細胞試料が分注されたマイクロタイタープレートＰ
の撮影すべきウェル、１つのウェルについての撮影枚数、励起光波長等の種々の設定が入
力される（ステップ２０）。また、この時点で、ウェル内の任意の細胞試料に対物レンズ
４の焦点が合うように対物レンズ４とマイクロタイタープレートＰの底面との距離を確定
するべくオートフォーカスユニットにて維持されるべき対物レンズの高さが決定されてよ
い。また、対物レンズ４の補正環６もマイクロタイタープレートＰの底面のカバーガラス
の厚みに合うように自動的に調節されてよい。
【００４５】
　しかる後に、観察者又は実験者が画像解析装置１００から撮影開始指示を与えると、励
起光源６が点灯され（又は図示していない励起光源６の光路のシャッターが開けられ）、
カメラ１６が作動されて蛍光像の撮影が開始される（ステップ３０）。蛍光像の撮影に於
いては、まず、ステップ２０にて入力された撮影すべきウェルが対物レンズ４の視野に入
るように、マルチコントローラー１０の制御下、電動ステージ２がＸＹ方向に移動される
(ステップ４０)。かかるステージの移動の際、既に述べた如く、オートフォーカスユニッ
トにより対物レンズ４の焦点とウェルの底面との相対的な位置が一定に維持されるので、
基本的には、観察者又は実験者が対物レンズの高さを調節する操作は必要ない。かくして
、ウェルの移動が完了すると、カメラの受光面に結像している蛍光像が画像データ（静止
画）としてマルチコントローラー１０を介して画像解析装置１００へ取り込まれる（ステ
ップ５０）。なお、当業者にとって理解される如く、画像データの取り込みは、使用され
るカメラの形式に応じた態様により為されることは理解されるべきである。例えば、ビデ
オレートで映像を出力する形式のＣＣＤカメラ等であれば、任意に設定されるフレーム数
の画像が積算されて画像データとして取り込まれるようになっていてよい。また、冷却Ｃ
ＣＤの場合、任意に設定される露光時間に受光面に蓄積された電荷に対応する画像が一つ
の画像データとして画像解析装置１００へ取り込まれる。かくして、現在のウェルについ
ての蛍光像の取り込みが終了すると、ステージが移動され次のウェルの蛍光像の取り込み
が実行される（ステップ４０、５０）。そして、予定されたウェルの全てについての蛍光
像の画像データの取得が完了すると(ステップ６０)、後述の画像データの解析が実行され
る。
【００４６】
膜トランスロケーション反応の判定の手順
　図３（Ｂ）は、図３（Ａ）で得られた細胞試料標本の蛍光像（図４（Ａ））から膜トラ
ンスロケーション反応の判定を行う処理過程をフローチャートの形式で表したものである
。なお、以下に説明する画像解析は、蛍光像の取込みに続けて実行されるが、別の装置又
はシステムにより調製され保存された画像データを画像解析装置１００に取り込んで行っ
てもよい。
【００４７】
　同図を参照して、まず、複数の細胞の像を含む蛍光像に於ける蛍光強度に基づいて、細
胞の像が存在する領域が決定される(ステップ１００、１１０)。図２から理解される如く
、細胞の存在している領域は、蛍光強度が背景に比べて高くなっているので、或る閾値以
上の蛍光強度を有する画素領域に細胞が存在しているとみなすことができる。より詳細に
は、蛍光強度の分布は、細胞が真に存在している領域よりも若干拡がるので、任意に蛍光
強度分布の裾に所定の閾値を設定し、閾値以上の蛍光強度を有する画素領域に細胞が存在
しているとしてよい。演算処理に於いて、典型的には、蛍光像を所定の閾値を用いて二値
化し（閾値以上の輝度を有する画素に対して１、閾値未満の輝度を有する画素に対して０
の輝度を与える。ステップ１００、図４（Ｂ））、しかる後、画像のＸＹ方向について輝
度１が与えられた領域が所定の面積（画素数）以上連続して拡がっている領域を細胞が存
在している領域として決定する（ステップ１１０）。決定された細胞の存在する領域の座
標は、細胞毎に記録され、後の演算に利用される。
【００４８】
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　なお、輝度１が与えられた領域が所定の面積（画素数）以上連続して拡がっている領域
の検出のアルゴリズムは、当業者に於いて任意に構成されてよい。図４（Ｂ）の細胞の像
ｄ、ｅの如く、核又はその他細胞小器官が蛍光標識されていないことにより、輝度１の画
素が所定の面積以上連続して拡がっている領域の内部に輝度０の領域がある場合には、か
かる内部の輝度０の画素領域も細胞の存在している領域として特定される。
【００４９】
　上記の細胞の存在する領域の特定がなされると、領域の数が蛍光像内の細胞の個数とし
て後の計算に利用される（ステップ１２０）。
【００５０】
　上記の如く、細胞の個々の存在領域が画定され、細胞数がカウントされた後、更に、個
々の細胞像の存在する画素領域の各々に於いて、その領域の外縁から内側に向かって所定
幅の輪郭線が画像データ上の座標により特定される（ステップ１３０）。なお、輪郭線の
幅は、観察者又は実験者により任意に設定されてよい。「発明の開示」の欄に於いて、既
に述べた如く、膜トランスロケーション反応に於ける細胞の外縁近傍の蛍光強度の広がり
は、細胞の種類によって異なり得る。図２（Ｃ）から理解される如く、輪郭線の幅が細胞
像外縁の蛍光の増大部分の広がりよりも広過ぎると、輪郭線に蛍光の増大が観られない領
域が入ることになり、従って、輪郭線上の蛍光強度の変化が低減されてしまうこととなる
。また、逆に、輪郭線の幅が細胞像外縁の蛍光の増大部分の広がりよりも狭すぎると、輝
度値を拾い出す画素数が低減され、結果の信頼度が低減されるとともに、蛍光が大きく増
大した部分からはずれてしまう可能性があり、その場合、やはり、輪郭線上の蛍光強度の
変化が低減されてしまうこととなる。適切な輪郭線の幅を設定するためには、予備実験を
行い、適当な幅を決定しておく必要がある。
【００５１】
　図４（Ｂ）の二値化画像に於いて、細胞像の外縁から領域の内側へ数画素の幅の線状の
領域、即ち、輪郭線上の画素に輝度１を与え、輪郭線の内側の画素に輝度０を与えると、
図４（Ｃ）に示されている如き輪郭線のみ画像が形成されることとなる。
【００５２】
　かくして、個々の細胞の存在する画素領域と輪郭線の領域が特定された後、細胞毎に、
輪郭線の領域の画素の輝度値を蛍光像の画像データから求め、その平均値を算出し、更に
、輪郭線の領域よりも内側の細胞の存在する画素領域の画素の輝度値を蛍光像の画像デー
タから求め、その平均値を算出する。そして、輪郭線より内側の輝度平均値に対する輪郭
線の領域の輝度平均値の比を細胞毎に演算する（ステップ１４０）。既に述べた如く、細
胞の存在する画素領域と輪郭線の領域の座標は、決定されているので、かかる演算は、コ
ンピュータである画像解析装置に於いて、任意のプログラムにより、自動的に実行される
。かくして、
 
（輪郭線の領域の輝度平均値）／（輪郭線のより内側の輝度平均値）＞Ｘ
 
が成立するとき、細胞膜近傍にトランスロケーション分子が集積し、膜トランスロケーシ
ョン反応が発生したと判定される(ステップ１５０)。なお、所定値Ｘは、観察者又は実験
者により予め設定されてよい。また、上記の膜トランスロケーション反応の判定に於いて
、輝度平均値の比の大小の評価は、複数の異なる値によりなされ、膜トランスロケーショ
ン反応の進行の程度が数段階に分類されてもよい。所定値Ｘは、少なくとも現在検査され
ている細胞の全てについて固定的に用いられるので、判定基準のばらつきは回避される。
【００５３】
　更に、個々の細胞の膜トランスロケーション反応の発生の有無が判定された後、膜トラ
ンスロケーション反応を起した細胞数がカウントされ、先にカウントした細胞の総数を用
いて、
（膜トランスロケーション反応発生細胞数）／（細胞の総数）
により、膜トランスロケーション反応の反応率が算出されてよい(ステップ１６０)。
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　なお、上記の一連の画像処理に先立って、好適には、蛍光像の画像データは、公知の態
様にてシェーデング補正、バックグラウンド補正がなされてよい。また、細胞の総数は、
細胞核を別の色素で染めて核のみの蛍光画像を撮影し、その画像を二値化して、核の存在
する領域の数をカウントすることにより決定されてもよい。核は、形状、大きさが安定し
ているので、個々の細胞の核の存在する領域が容易により確実に決定され、細胞の像が重
なっている場合でも精度よく細胞数のカウントを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図１は、本発明の細胞画像解析装置の好ましい実施形態を組み込んだ蛍光顕微鏡
システムの模式図である。
【図２】図２（Ａ）は、膜トランスロケーション反応を起していない細胞の蛍光像の模式
図であり、（Ｂ）は、（Ａ）中の水平線上の蛍光強度分布を示している。図２（Ｃ）は、
膜トランスロケーション反応を起している細胞の蛍光像の模式図であり、（Ｄ）は、（Ｃ
）中の水平線上の蛍光強度分布を示している。（Ｂ）に於いて、細胞の中央部分の蛍光強
度が低いのは、核内に蛍光標識されたタンパク質が分布していないためである。（Ｃ）、
（Ｄ）に於いては、細胞質にあった蛍光標識タンパク質が細胞膜へ移動するため、細胞質
と核とのコントラストが殆ど無くなる。図２（Ｅ）は、膜トランスロケーション反応を起
して細胞膜近傍に蛍光標識されたタンパク質（灰色の領域）が集積した細胞の模式的な断
面図であり、細胞膜近傍に蛍光標識が集積した場合に細胞像の外縁が明るく見えることを
説明する図である。
【図３】図３（Ａ）は、図１のシステムを用いて細胞試料標本の蛍光像を取得する処理を
フローチャートの形式で表した図である。図３（Ｂ）は、（Ａ）の処理により得られた蛍
光像から膜トランスロケーション反応の判定を行う処理をフローチャートの形式で表した
図である。
【図４】図４（Ａ）は、刺激を与えられた後の細胞試料標本の蛍光像の模式図である。図
中、ａ－ｃ、ｆ、ｇの細胞は、膜トランスロケーション反応を起した状態であり、ｄ、ｅ
の細胞は、膜トランスロケーション反応を起していない状態である。図４（Ｂ）は、（Ａ
）の画像を所定の閾値にて２値化した画像であり、図４（Ｃ）は、輪郭線の位置を表す画
像である。
【符号の説明】
【００５６】
　　　１…蛍光顕微鏡
　　　２…電動ステージ
　　　３…透過光観察用光源
　　　４…対物レンズ
　　　５…対物電動駆動機構
　　　６…蛍光観察用励起光光源
　　　７…ダイクロイックミラー
　　　８…カメラ
　　　１０…マルチコントローラー
　　　２０…オートフォーカスユニット
　　　１００…コンピュータ（画像解析装置）
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