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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータにより自動化された細胞分類システムであって、
　サンプル細胞の多重スペクトルの複数の画像を取得するイメージングフローサイトメー
ターであって、前記複数の画像が、複数のイメージングモードで同時に取得され、これら
複数の画像の各々が、互いに空間的に揃って並べられる、イメージングフローサイトメー
ターと、
　コンピュータプロセッサにより実行され、取得された前記多重スペクトルの複数の画像
を受け取るように接続された分類エンジンであって、
　　（Ａ）取得された前記複数画像のうちの１つを、コンポーネントにセグメント化する
ことであって、当該１つの画像が、前記サンプル細胞の形態を提供し、前記コンポーネン
トは、前記サンプル細胞の要素を提示する画像サブコンポーネントから形成される、セグ
メント化すること、
　　（Ｂ）（ｉ）取得された前記複数画像のうちのその他の画像を、前記１つの画像から
セグメント化されたコンポーネントに対応するコンポーネントにセグメント化することで
あって、前記その他の画像は、前記１つの画像とは異なり、かつ互いに異なるイメージン
グモードの画像であり、前記その他の画像からセグメント化された前記コンポーネントは
、前記１つの画像の画像サブコンポーネントのマスクとしての機能を果たす、セグメント
化することにより、かつ、（ｉｉ）セグメント化された前記その他の画像により生成され
た前記サブコンポーネントマスクを、前記１つの画像に空間的に関連づけ、かつ、前記１
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つの画像に対して、細胞要素ごとの最前面オブジェクトマーカーとして前記サブコンポー
ネントマスクを使用することにより、かつ、（ｉｉｉ）グラフィックカットセグメンテー
ションを、細胞要素の位置の正確性が増した前記１つの画像の改善画像データが生成され
るように、前記１つの画像に適用させることにより、前記１つの画像において細胞要素の
位置の正確性を改善すること、および、
　　（Ｃ）前記（Ｂ）から得られ、かつ、相対的な位置でのコンポーネントマスクを含ん
で生成された前記改善画像データを有する前記１つの画像を再処理することであって、前
記１つの画像から細胞形態を特定し、これにより、前記サンプル細胞の細胞型を分類する
再処理することを実行する分類エンジンと、
　前記分類エンジンから、特定された前記細胞形態および／または前記細胞型の分類の指
標を提供する出力ユニットとを備える、細胞分類システム。
【請求項２】
　前記１つの画像が明視野画像であり、前記その他の画像が、互いに異なる蛍光チャンネ
ルの蛍光画像である、請求項１に記載の細胞分類システム。
【請求項３】
　前記明視野画像における細胞要素の位置の正確性の改善の前記工程（Ｂ）が、前記互い
に異なる蛍光画像の各々に対して、前記（ｉ）～（ｉｉｉ）を反復して適用する、請求項
２に記載の細胞分類システム。
【請求項４】
　前記分類エンジンが、疾患または健康上の障害の指標となる細胞であって、障害を有す
る精子細胞、鎌状細胞、および癌細胞を含む細胞のいずれか１種以上を含む細胞型を分類
する、請求項１に記載の細胞分類システム。
【請求項５】
　前記出力ユニットが、コンピュータディスプレイモニターおよび診断検査インジケータ
ーを含む任意のデジタルレンダリングである、請求項１に記載の細胞分類システム。
【請求項６】
　前記分類エンジンが、正常に機能しない精子細胞を分類し、前記出力ユニットが、不妊
の指標を提供する診断インジケーターである、請求項１に記載の細胞分類システム。
【請求項７】
　前記分類エンジンが、細胞質小滴の存在、遠位中片部反射（ＤＭＲ）の発生、および精
子頭部の形状のうちの１種以上を自動的に特定することにより、正常に機能しない精子細
胞を分類する、請求項６に記載の細胞分類システム。
【請求項８】
　細胞の形態を特定し、かつ、細胞型を分類する、コンピュータに基づいた診断ツールで
あって、
　サンプル細胞の複数の多重スペクトル画像のソースへのアクセスを提供する入力アセン
ブリであって、前記複数の多重スペクトル画像は、イメージングフローサイトメーターに
より同時に取得され、前記複数の画像は互いに空間的に揃って並べられている、入力アセ
ンブリ、および、
　前記入力アセンブリに通信可能に接続され、かつ、前記複数の多重スペクトル画像を受
け取る分類エンジンであって、前記分類エンジンはコンピュータプロセッサにより実行さ
れ、かつ、
　　（Ａ）受け取った前記画像のうちの１つを、コンポーネントにセグメント化すること
であって、当該１つの画像が、前記サンプル細胞の形態を提供し、前記コンポーネントは
、前記サンプル細胞の要素を提示する画像サブコンポーネントから形成される、セグメン
ト化すること、
　　（Ｂ）（ｉ）受け取った前記画像のうちのその他の画像を、前記１つの画像からセグ
メント化されたコンポーネントに対応するコンポーネントへとセグメント化することであ
って、受け取った前記その他の画像は、前記１つの画像とは異なり、かつ互いに異なるイ
メージングモードの画像であり、受け取った前記その他の画像からセグメント化された前



(3) JP 6654271 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

記コンポーネントは、前記１つの画像の画像サブコンポーネントのマスクとしての機能を
果たす、セグメント化することにより、かつ、（ｉｉ）セグメント化された前記受け取っ
たその他の画像により生成された前記サブコンポーネントマスクを、前記１つの画像に空
間的に関連づけ、かつ、前記１つの画像に対して、細胞要素ごとの最前面オブジェクトマ
ーカーとして前記サブコンポーネントマスクを使用することにより、かつ、（ｉｉｉ）グ
ラフィックカットセグメンテーションを、細胞要素の位置の正確性が増した前記１つの画
像の改善画像データが生成されるように、前記１つの画像に適用させることにより、前記
１つの画像において細胞要素の位置の正確性を改善すること、および、
　　（Ｃ）前記（Ｂ）から得られ、かつ、相対的な位置でのコンポーネントマスクを含ん
で生成された前記改善画像データを有する前記１つの画像を再処理することであって、前
記１つの画像から細胞形態を特定し、これにより、前記サンプル細胞の細胞型を分類する
再処理することにより、前記受け取った画像を処理する分類エンジンとを備え、
　前記分類エンジンが、特定された前記細胞形態および／または前記細胞型の分類の出力
指標を提供する、診断ツール。
【請求項９】
　前記１つの画像が明視野画像であり、受け取った前記その他の画像が、互いに異なる蛍
光チャンネルの蛍光画像である、請求項８に記載の診断ツール。
【請求項１０】
　前記明視野画像における細胞要素の位置の正確性の改善の前記工程（Ｂ）が、前記互い
に異なる蛍光画像に対して、前記（ｉ）～（ｉｉｉ）を反復して適用する、請求項９に記
載の診断ツール。
【請求項１１】
　前記分類エンジンは、正常に機能しない精子細胞を分類し、不妊の出力指標を提供する
、請求項８に記載の診断ツール。
【請求項１２】
　前記分類エンジンが、細胞質小滴の存在、遠位中片部反射（ＤＭＲ）の発生、および精
子頭部の形状のうちの１種以上の自動的な特定を可能にすることにより、正常に機能しな
い精子細胞を分類する、請求項１１に記載の診断ツール。
【請求項１３】
　細胞の形態を特定し、かつ、細胞型を分類する、コンピュータに実装された方法であっ
て、
　イメージングフローサイトメーターを使用して、サンプル細胞の多重スペクトルの複数
の画像を取得する過程であって、前記複数の画像が、複数のイメージングモードで同時に
取得され、これら複数の画像の各々が、互いに空間的に揃って並べられる、取得する過程
と、
　デジタルプロセッサにおいて、
　　（Ａ）取得された前記複数画像のうちの１つを、コンポーネントにセグメント化する
ことであって、前記１つの画像が、前記サンプル細胞の形態を提供し、前記コンポーネン
トは、前記サンプル細胞の要素を提示する画像サブコンポーネントから形成される、セグ
メント化すること、
　　（Ｂ）（ｉ）取得された前記複数画像のうちのその他の画像を、前記１つの画像から
セグメント化されたコンポーネントに対応するコンポーネントにセグメント化することで
あって、前記その他の画像は、前記１つの画像とは異なり、かつ互いに異なるイメージン
グモードの画像であり、前記その他の画像からセグメント化された前記コンポーネントは
、前記１つの画像の画像サブコンポーネントのマスクとしての機能を果たす、セグメント
化することにより、かつ、（ｉｉ）セグメント化された前記その他の画像により生成され
た前記サブコンポーネントマスクを、前記１つの画像に空間的に関連づけ、かつ、前記１
つの画像に対して、細胞要素ごとの最前面オブジェクトマーカーとして前記サブコンポー
ネントマスクを使用することにより、かつ、（ｉｉｉ）グラフィックカットセグメンテー
ションを、細胞要素の位置の正確性が増した前記１つの画像の改善画像データが生成され
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るように、前記１つの画像に適用させることにより、前記１つの画像において細胞要素の
位置の正確性を改善すること、および、
　　（Ｃ）前記（Ｂ）から得られ、かつ、相対的な位置でのコンポーネントマスクを含ん
で生成された前記改善画像データを有する前記１つの画像を再処理することであって、前
記１つの画像から細胞形態を特定し、これにより、前記サンプル細胞の細胞型を分類する
再処理することにより、前記取得された多重スペクトルの複数画像を応答的に処理する過
程と、
　特定された前記細胞形態および／または前記細胞型の分類の指標を出力する過程とを含
む、方法。
【請求項１４】
　前記１つの画像が明視野画像であり、前記その他の画像が、互いに異なる蛍光チャンネ
ルの蛍光画像である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記明視野画像における細胞要素の位置の正確性の改善の前記工程（Ｂ）が、前記互い
に異なる蛍光画像の各々に対して、前記（ｉ）～（ｉｉｉ）を反復して適用する、請求項
１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記再処理することが、疾患または健康上の障害の指標となる細胞であって、障害を有
する精子細胞、鎌状細胞、および癌細胞を含む細胞のいずれか１種以上を含む細胞型を分
類する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記出力指標が、診断検査結果のインジケーターを含む任意のデジタルレンダリングで
ある、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記応答的に処理する過程が、正常に機能しない精子細胞を分類することを含み、
　　前記出力する過程が、不妊の指標を提供する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記正常に機能しない精子細胞を分類することが、細胞質小滴の存在、遠位中片部反射
（ＤＭＲ）の発生、および精子頭部の形状のうちの１種以上の前記デジタルプロセッサに
よる自動的特定を含む、請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、２０１６年６月１０日に出願された米国仮特許出願第６２／３４８，３５６
号の利益を主張する。上記出願の全教示内容が、参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　サイトメトリーは、細胞のサイズ、細胞数、細胞の形態（形状および構造）、細胞サイ
クルのフェーズ、ＤＮＡ含有量、および細胞表面上もしくは細胞質中の特定のタンパク質
の存在または非存在をはじめとする細胞の特徴の測定方法である。一般的な血液検査にお
いて、サイトメトリーを使用して血液細胞が特徴解析および計数される。同様に、サイト
メトリーは細胞生物学的研究および医学的診断においても使用され、例えば癌およびその
他の障害などの疾患と関連した広汎な用途において細胞が特徴解析される。
【０００３】
　サイトメトリー装置としては、光学顕微鏡を使用して多数の細胞を統計的に画像化する
ことにより作動する画像サイトメーターが挙げられる。分析を行う前に、コントラストを
増強するため、または、蛍光色素でこれら細胞をラベル付することにより特定の分子を検
出するために、細胞を染色する。これら細胞をヘモサイトメーター内で評価し、手動によ
る計数を補助する。デジタルカメラを導入することにより、細胞計数用の自動化画像サイ
トメーター、および高機能化されたハイコンテントスクリーニングシステム用の自動化画
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像サイトメーターをはじめとする、画像サイトメーターの自動化がもたらされている。
【０００４】
　その他のサイトメーター装置は、フローサイトメーターである。フローサイトメーター
において、細胞は液体流の中に懸濁され、電子的検出機器を通過する。細胞は光学的に特
徴解析されるか、またはコールタープリンシパル（Coulter principle）と呼ばれる電気
インピーダンス法の使用により特徴解析される。光学的に特徴解析された場合、特定の分
子を検出するために、細胞はほとんどの場合において画像サイトメーターで使用されるも
のと同じタイプの蛍光色素で染色される。概して、フローサイトメーターは、画像サイト
メーターよりも少ないデータを提供するが、非常に高いスループットを有している。
【０００５】
　例えば、バイオテクノロジーにおいて、フローサイトメトリーは、レーザーまたはイン
ピーダンスに基づいた生物物理学的技術であり、細胞計数、細胞ソーティング、バイオマ
ーカーの検出、およびタンパク質操作において利用される。フローサイトメーターによっ
て、１秒当たり最大で数千の粒子（細胞）の物理的特性および化学的特性の同時マルチパ
ラメーター分析が可能となる。フローサイトメトリーは健康上の障害の診断、特に血液の
癌の診断において日常的に使用される。ただし、フローサイトメトリーは、研究、臨床診
療および臨床試験における他の用途を有する。共通したバリエーションは、細胞の特性に
基づいて細胞粒子を物理的にソートすることであり、これにより目的の細胞集団を純化さ
せる。
【０００６】
　形態評価も異なる細胞型の特定に重要である。また細胞の健常性の査定にも極めて重要
な役割を果たしている。しかしながら、例えば鎌状細胞、珪藻類、および精子などの複雑
な形態は、細胞内の不均一な形状が原因で、正確に分類することが困難であり得る。
【０００７】
　最新の技法は、（ｉ）顕微鏡から画像を取得する、（ｉｉ）次いで、細胞内コンポーネ
ントを手動で配置する、ならびに（ｉｉｉ）それら細胞のコンポーネントおよびサブコン
ポーネントの空間的位置に対する座標を推測し、明視野画像にそれらをおよそでマッピン
グして戻す、ことを含む。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明に関し、本出願人は、当分野の不備および困難に取り組む。特に、実施形態は、
コンピュータに実装された細胞形態分類システムまたはツールを提供する。実施形態は、
対象細胞の、例えば明視野画像、側方散乱画像および蛍光画像などの異なるイメージング
モードの様々な画像を取得するための多重スペクトルイメージングフローサイトメーター
を使用する。画像は同時に取得され、イメージングモード全体にわたり空間的に揃って並
べられる。取得された画像は、プロセッサベースの分類エンジン（すなわち、分類器）へ
と伝送され、この分類器が自動で数千の細胞画像を分析し、異なる細胞コンポーネントま
たは細胞内コンポーネントを正確に特定する。具体的には、分類エンジンは、細胞または
細胞内部分に対するセグメンテーションマスクを使用して、多重スペクトルセグメンテー
ションを実行する。分類エンジンは、異なる細胞部分のモデル適合の最適化を繰り返すこ
とにより、多重スペクトルセグメンテーションを実行する。セグメンテーションマスクを
使用することにより、分類エンジンは、例えば輪郭の曲率および折れ曲がりスコアなどの
高度な形状特性を抽出し、次いで例えば断片化細胞または分離細胞、拡張した細胞境界ま
たは尖った細胞境界などの複雑な形態を検出する。次に、分類エンジンは、被験（サンプ
ル）細胞を亜集団へと分類するための、最も特徴的な形状に基づいた特性の自動化ランキ
ングおよび選択を提供する。
【０００９】
　１つの実施形態は、様々な精子の形態的欠損を正確に分類することにより、イノシシの
精液サンプルに対する本出願人のアプローチの有効性を示している。他の実施形態は、癌
細胞、鎌状細胞、および複雑な形態を有する他の細胞型を分類してもよい。さらに他の実
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施形態は、細胞の形態を特定するため、および／または異なる細胞型を分類するための診
断ツールを提供する。
【００１０】
　実施形態は、イメージングフローサイトメーター、分類エンジン、および出力ユニット
を備える、コンピュータにより自動化された細胞分類システムを提供する。イメージング
フローサイトメーターは、サンプル細胞の多重スペクトルの複数の画像を取得する。この
複数の画像は、複数のイメージングモードにわたり同時に取得され、そしてこの複数画像
の各々が、互いに空間的に揃って並べられる。
【００１１】
　分類エンジンは、コンピュータプロセッサにより実行され、画像フローサイトメーター
により取得された多重スペクトルの複数画像を受け取るよう接続される。分類エンジン：
（Ａ）取得された複数画像のうちの１つを、コンポーネントへとセグメント化する。当該
１つの画像が、サンプル細胞の形態を提供し、およびコンポーネントは、サンプル細胞の
部分を提示する画像サブコンポーネントから形成される、
（Ｂ）（ｉ）取得された複数画像のうちのその他の画像を、当該１つの画像からセグメン
ト化されたコンポーネントに対応するコンポーネントへとセグメント化する。当該その他
の画像は、当該１つの画像とは異なる、および互いに異なるイメージングモードの画像で
ある。当該その他の画像からセグメント化されたコンポーネントは、当該１つの画像の画
像サブコンポーネントのマスクとしての機能を果たす。（ｉｉ）当該セグメント化された
その他の画像により生成されたサブコンポーネントマスクを、当該１つの画像に空間的に
関連づける。および当該１つの画像に対し、各細胞部分の最前面オブジェクトマーカーと
して当該サブコンポーネントマスクを使用する。ならびに（ｉｉｉ）グラフィックカット
セグメンテーションを、細胞部分の位置の正確性が増した当該１つの画像の改善画像デー
タが生成されるように、当該１つの画像に適用させる、ことにより当該１つの画像におけ
る細胞部分の位置の正確性を改善する、および、
（Ｃ）（Ｂ）から得られ、相対的な位置でのコンポーネントマスクを含んで生成された改
善画像データを有する当該１つの画像を再処理する。当該再処理は、当該１つの画像から
細胞の形態を特定し、それにより、当該サンプル細胞の細胞型を分類する。出力ユニット
は、分類エンジンから特定された細胞形態および／または細胞型分類の指標を表示させる
。出力ユニットは、コンピュータディスプレイモニター、診断検査インジケーター、また
はその他のデジタルレンダリングのうちのいずれかであってもよい。
【００１２】
　実施形態において、細胞分類システムは、当該１つの画像として明視野画像を利用し、
その他の画像は、異なる蛍光チャンネルの蛍光画像である。そのような細胞分類システム
において、明視野画像における細胞部分の位置の正確性の改善の分類エンジン工程（Ｂ）
は、異なる蛍光画像の各々に対し、（ｉ）～（ｉｉｉ）を反復して適用する。
【００１３】
　細胞分類システムの他の実施形態において、分類エンジンは、障害を有する精子細胞、
鎌状細胞、癌細胞、および疾患または健康上の障害の指標となるその他の細胞のうちのい
ずれか１種以上を含む細胞型を分類する。一部の実施形態では、分類エンジンは、正常に
機能しない精子細胞を分類してもよく、出力ユニットは、不妊の指標を表示する診断イン
ジケーターである。分類エンジンは、細胞質小滴、遠位中片部反射（ＤＭＲ：Distal Mid
piece Reflex）の発生、および精子頭部の形状のうちの１種以上を自動的に特定すること
により、正常に機能しない精子細胞を分類してもよい。
【００１４】
　他の実施形態は、細胞の形態を特定、および細胞型を分類するためのコンピュータに基
づいた診断ツールを提供する。そのような診断ツールは、入力アセンブリ、および当該入
力アセンブリに通信可能に接続される分類エンジンを備える。当該入力アセンブリは、サ
ンプル細胞の複数の多重スペクトル画像ソースへのアクセスを提供する。当該複数の画像
は、イメージングフローサイトメーターにより同時に取得され、当該複数の画像は、互い
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に空間的に揃って並べられる。
【００１５】
　分類エンジンは、当該入力アセンブリから複数の多重スペクトル画像を受け取る。分類
エンジンは、コンピュータプロセッサにより実行され、以下により受け取った画像を処理
する：
（Ａ）受け取った画像のうちの１つを、コンポーネントにセグメント化する。当該１つの
画像が、サンプル細胞の形態を提供し、該コンポーネントは、サンプル細胞の部分を提示
する画像サブコンポーネントから形成される、
（Ｂ）（ｉ）受け取った画像のうちのその他のものを、当該１つの画像からセグメント化
されたコンポーネントに対応するコンポーネントへとセグメント化する。当該その他の受
け取った画像は、当該１つの画像とは異なる、互いに異なるイメージングモードの画像で
ある。当該その他の受け取った画像からセグメント化されたコンポーネントは、当該１つ
の画像の画像サブコンポーネントのマスクとしての機能を果たす。（ｉｉ）当該セグメン
ト化されたその他の受け取った画像により生成されたサブコンポーネントマスクを、当該
１つの画像に空間的に関連づける。そして、当該１つの画像に対し、各細胞部分の最前面
オブジェクトマーカーとして、当該サブコンポーネントマスクを使用する。ならびに（ｉ
ｉｉ）グラフィックカットセグメンテーションを、細胞部分の位置の正確性が増した当該
１つの画像の改善画像データが生成されるように、当該１つの画像に適用させることによ
り、当該１つの画像において、細胞部分の位置の正確性を改善する、および、
（Ｃ）（Ｂ）から得られ、相対的な位置でコンポーネントマスクを含んで生成された改善
画像データを有する当該１つの画像を再処理する。
【００１６】
　分類エンジンによる再処理によって、当該１つの画像から細胞の形態が特定され、それ
によりサンプル細胞の細胞型が分類される。分類エンジンは、特定された細胞形態および
／または細胞型分類の出力指標を提供する。かかる出力指標は、不妊、正常に機能しない
精子細胞、または類似の分析結果に関する診断ツールのインジケーターとしての機能を果
たし、および非限定的な例として、ディスプレイスクリーン上に表示されてもよい。
【００１７】
　イメージングフローサイトメーターが、高速および高解像度で画像を取得する能力を活
用し、および特定の統計モデリングとともに解析フレームワークを使用することで、結果
において９０パーセントを超える感度と特異性の実施形態が観察された。従って、実施形
態は、際立った形態特性を正確に抽出し、客観的および精密な様式で細胞型を分類する能
力を示す。
【００１８】
　前述は、類似の参照文字が、異なる図に渡って同じ部品を指す、添付図面に図示する通
り、本発明の例示の実施形態に関する、以下のより具体的な記載から明らかとなるであろ
う。図面は、必ずしも正確な縮尺ではなく、代わりに、本発明の実施形態を図示すること
に重点が置かれている。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態のブロック図である。
【図２】図１の分類エンジンのフロー図である。
【図３Ａ】実施形態に使用されるマスクを示す。
【図３Ｂ】実施形態に使用されるマスクを示す。
【図３Ｃ】実施形態に使用されるマスクを示す。
【図３Ｄ】実施形態に使用されるマスクを示す。
【図４】実施形態を展開するコンピュータネットワークの概略図である。
【図５】図４のコンピュータネットワーク環境におけるコンピュータノードのブロック図
である。
【図６】生細胞の特定および定量に関するＰＩ染色法の図の解説である。
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【図７Ａ】小滴検出閾値を示すグラフであり、放射相称強度（ＲＳＳ；Radial Symmetry 
Strength）スコアを使用している。
【図７Ｂ】精子小滴検出を示すグラフであり、放射相称強度（ＲＳＳ；Radial Symmetry 
Strength）スコアを使用している。同上。
【図８】精子細胞の折れ曲がりスコアのグラフである。
【図９Ａ】実施形態により検出可能となった精子頭部の形状の画像図である。
【図９Ｂ】実施形態により検出可能となった精子頭部の形状の画像図である。
【図９Ｃ】実施形態により検出可能となった精子頭部の形状の画像図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の例示の実施形態についての説明は、以下の通りである。
【００２１】
　本明細書にて言及するすべての特許、公表された出願および参考文献の教授は、参照す
ることによってその全体が援用される。
【００２２】
　図１において、本発明を具現化する細胞分類システムまたはコンピュータに基づいたツ
ール１００である。例えば体液、または対象細胞を担持する他のマテリアル（培地）など
の目的の生物サンプルは、多重スペクトルイメージングフローサイトメーター１０５への
入力として提供される。イメージングフローサイトメーター１０５は、標準的なフローサ
イトメトリーの蛍光感度と、デジタル顕微鏡の空間分解能および定量的形態を組み合わせ
る。イメージングフローサイトメーターの例は、本出願人であるAmnisによるImageStream
（登録商標）である。その他のイメージングフローサイトメーターも適している。
【００２３】
　イメージングフローサイトメーター１０５は、従来的なフローサイトメトリーの広範な
細胞染色プロトコルならびにスライド上の細胞を画像化するためのプロトコルと互換性が
ある。米国特許第6,211,955号、第6,249,341号、第7,522,758号、およびDavid A.Basiji
らによる、Clinical Laboratory Medicine 2007 September, Volume 27, Issue 3, pages
 653-670の"Cellular Image Analysis and Imaging by Flow Cytometry"を参照のこと（
それら全体で、本明細書に参照により組み込まれる）。
【００２４】
　イメージングフローサイトメーター１０５は、高解像度の多重スペクトルイメージング
システムを用いてサンプル中の動く細胞を電子的に追跡撮影し、同時に、各標的細胞の異
なるイメージングモードの複数の画像を取得する。１つの実施形態では、細胞の取得され
た画像１２１は、側方散乱（暗視野）画像、透過光（明視野）画像、および異なるスペク
トル帯のいくつかの蛍光画像を含む。重要なことは、細胞（セルラー）画像（すなわち細
胞（セル）の画像）１２１が同時に取得されるだけではなく、異なるイメージングモード
にわたり互いに空間的に揃って並べられていることである。ゆえに取得された対象細胞の
暗視野画像、明視野画像、および蛍光画像（集合的に画像１２１）は、互いに空間的に揃
って並べられ、それにより、約１～２ピクセル以内の正確性で対応する画像位置のマッピ
ングが可能となる。
【００２５】
　取得された細胞画像１２１は、イメージングフローサイトメーター１０５から出力され
、コンピュータ実装された分類エンジンまたはモデラー１０７へ入力される。非限定的な
例として、実施形態は、取得された画像１２１に対するストリーミングフィードまたはそ
の他のアクセスを実装するための入力アセンブリを使用してもよい。分類エンジン１０７
は、画像収集またはアクセスとほぼ同時に、数千の細胞画像１２１を自動的に分析し、サ
ンプル細胞の異なる細胞コンポーネントおよび細胞内コンポーネントを正確に特定するよ
うに構成される。すなわち各画像１２１は、サンプル中の細胞を提示するコンポーネント
を有し、所与のコンポーネントは、細胞の部分（一部）を提示する１つ以上の画像サブコ
ンポーネントから形成され得る。



(9) JP 6654271 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

【００２６】
　簡潔に述べると、取得された画像１２１から、分類エンジン１０７は細胞の形態を図示
する画像、例えば非限定的な例として明視野画像を選択する。分類エンジン１０７は、そ
の明視野画像をコンポーネント（候補細胞の代表）へとセグメント化し、同様に、異なる
スペクトル帯のその他の画像を対応する細胞コンポーネントへとセグメント化する。取得
された画像１２１が互いに空間的に揃って並べられた場合、セグメント化された画像から
得られたコンポーネントは、サンプルの細胞および細胞内部分に対する正確なセグメンテ
ーションマスクとしての機能を果たす。分類エンジン１０７は、異なるスペクトル帯のセ
グメント化画像の対応するコンポーネントおよびそれらのサブコンポーネントを使用して
、明視野画像の異なる細胞部分のモデル適合の最適化を繰り返す。結果として、分類エン
ジン１０７は、処理された明視野画像から、例えば輪郭の曲率および折れ曲がりスコアな
どの高度な形状特性を抽出し、それにより例えば断片化細胞または分離細胞、拡張した細
胞境界または尖った細胞境界など、サンプル細胞中の複雑な形態を検出することができる
。出力時、分類エンジン１０７（したがってシステム／ツール１００）は、特定された細
胞形態および／または細胞型分類の指標を提供する。コンピュータディスプレイモニター
またはその他の出力ユニットを使用して、これら出力指標をエンドユーザーに（視覚的に
、音声的に、マルチメディアを使用して等）表示させてもよい。
【００２７】
　図２には、分類エンジン１０７の１つの実施形態のデータ、論理回路、および／または
制御のフロー図が示される。分類エンジン１０７は、取得された画像１２１において、細
胞の形態を有する明視野画像または同等の画像から始める。工程１２５で、分類エンジン
１０７は、明視野画像から得た情報のみを使用して細胞画像およびそのコンポーネントを
セグメント化する。
【００２８】
　次に、分類エンジン１０７は、取得された画像１２１の各蛍光チャンネル画像ｉに対し
工程１２７～１３１を繰り返す。所与の蛍光チャンネル画像に対し、工程１２７は、当該
蛍光チャンネル画像をセグメント化して、対応する細胞画像コンポーネント（サブコンポ
ーネントとともに）マスクを取得する。図３Ａ～図３Ｄにおいて、「ＢＦ画像のみ」とラ
ベル付しているように、工程１２８は、工程１２７で得られたサブコンポーネントマスク
を、明視野マスク（工程１２５の明視野画像のバイナリ画像データ）へと戻して空間的に
相関付ける。工程１２９は、最前面オブジェクトシードとして（工程１２７の）サブコン
ポーネントマスクを使用し、この蛍光サブコンポーネントマスクに対して相補的な背景ピ
クセルを選択する。オプションとして、工程１３１は、このサブコンポーネントに対する
形状モデルを指定する。工程１３０は、例えば当分野で公知のGrabCutなどのグラフカッ
トセグメンテーションアルゴリズムを適用して、正確な位置の細胞内コンポーネントを有
する明視野マスクの改善が達成される（画像サブコンポーネントは細胞部分を提示する）
。その他のグラフカットセグメンテーション法を使用してもよい。
【００２９】
　判定分岐１３５は、工程１２７に折り返して戻り、次の蛍光チャンネル画像ｉを処理す
る。取得された画像１２１の各蛍光チャンネル画像に対し、工程１２７～１３１が繰り返
される。最後の蛍光チャンネル画像が処理された後、判定分岐１３５が工程１３７で継続
される。
【００３０】
　工程１３７は、蛍光チャンネル画像の上記の処理から作成された、すべての新たに融合
されたサブコンポーネントマスクを用いて明視野画像を再処理する。工程１３７の再処理
は、マルチラベルグラフカットアルゴリズム（当分野に公知）を使用し、最終明視野画像
およびそのサブコンポーネントマスクをそれらの相対位置とともに生成する。図３Ａ～３
Ｄは、「最終融合された」画像が工程１３７により出力され、「細胞核融合された」画像
が上述の工程１３０から生じている図である。
【００３１】
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((コンピュータサポート))
　図４は、本発明を実装し得る、コンピュータネットワークまたは類似のデジタル処理環
境を図示する。
【００３２】
　クライアントコンピュータ／装置５０およびサーバコンピュータ６０は、アプリケーシ
ョンプログラムおよび類似のものを実行する、処理、記憶および入出力装置を提供する。
クライアントコンピュータ／装置５０はまた、通信ネットワーク７０を介して、他のクラ
イアント装置／プロセス５０およびサーバコンピュータ６０を含む、他のコンピュータ装
置にリンクできる。通信ネットワーク７０は、リモートアクセスネットワーク、グローバ
ルネットワーク（例えば、インターネット）、世界中に散らばったコンピュータ群、クラ
ウドコンピュータ環境、ローカルエリアまたは広域ネットワーク、および互いに通信する
ために各プロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）など）を現在使用
するゲートウェイの一部であってもよい。その他の電子的装置／コンピュータネットワー
ク構造、例えばインターネット・オブ・シングスおよびその類似物なども適している。
【００３３】
　図５は、図４のコンピュータシステムにおける、コンピュータ（例えば、クライアント
プロセッサ／装置５０またはサーバコンピュータ６０）の内部構造図である。各コンピュ
ータ５０、６０は、システムバス７９を有し、バスは、コンピュータまたは処理システム
の構成要素間のデータ転送に使用される、一組のハードウェアラインである。バス７９は
本質的に、要素間の情報転送を可能にする、コンピュータシステム（例えば、プロセッサ
、ディスク記憶部、メモリ、入出力ポート、ネットワークポートなど）の異なる要素を接
続する、共有される導管である。システムバス７９に取り付けられるのは、様々な入出力
装置（例えば、キーボード、マウス、取得された画像１２１へのソースフィードまたはア
クセス、ディスプレイ、モニター、プリンター、スピーカーなど）をコンピュータ５０、
６０に接続する、Ｉ／Ｏ装置インターフェース８２である。ネットワークインターフェー
ス８６によって、コンピュータが、ネットワーク（例えば、図４のネットワーク７０）に
取り付けられる、様々な他の装置に接続することが可能になる。メモリ９０は、本発明の
実施形態を実装するために使用されるコンピュータソフトウェア命令９２およびデータ９
４（例えば上記に詳述される分類エンジン１０７のコード）のための、揮発性記憶部を提
供する。ディスク記憶部９５は、本発明の実施形態を実装するのに使用される、コンピュ
ータソフトウェア命令９２およびデータ９４に、不揮発性記憶部を提供する。中央プロセ
ッサユニット８４もシステムバス７９に取り付けられ、例えば図２に示される分類エンジ
ン１０７のプログラムなどのコンピュータ命令９２の実行を提供する。
【００３４】
　データの流れおよびプロセッサ８４の制御は、解説目的のために提供され、限定ではな
い。処理は、並行で行われてもよく、示される順序とは異なる順序で複数のプロセッサに
分散されてもよく、または本発明の主旨に従い作動するよう別段でプログラムされてもよ
いことを理解されたい。
【００３５】
　一実施形態では、プロセッサルーチン９２およびデータ９４は、本発明のシステムにソ
フトウェア命令の少なくとも一部分を提供する、コンピュータ可読媒体（例えば、一つ以
上のＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ディスケット、テープなどの取り外し可能な記憶媒
体）を含む、コンピュータプログラム製品（総称して符号９２）である。コンピュータプ
ログラム製品９２は、当技術分野において良く知られる通り、いかなる好適なソフトウェ
アインストール手順によってもインストールできる。別の実施形態では、ソフトウェア命
令の少なくとも一部分は、ケーブル、通信および／または無線接続でダウンロードされて
もよい。他の実施形態では、本発明のプログラムは、伝搬媒体に伝搬される信号（例えば
、電波、赤外線波、レーザー波、音波またはインターネットなどのグローバルネットワー
クもしくは他のネットワーク上で伝搬される電波）に具現化される、コンピュータプログ
ラムを伝搬する信号製品１０７である。そのような搬送媒体または信号によって、本発明
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のルーチン／プログラム９２に、ソフトウェア命令の少なくとも一部分を提供する。
【００３６】
　代替の実施形態では、伝搬される信号は、伝搬される媒体に運ばれるアナログ搬送波ま
たはデジタル信号である。例えば、伝搬される信号は、グローバルネットワーク（例えば
、インターネット）、電気通信ネットワークまたは他のネットワーク上で伝搬される、デ
ジタル化信号であってもよい。一実施形態では、伝搬される信号は、数ミリ秒、数秒、数
分以上にわたってネットワーク上をパケットとして送られるソフトウェアアプリケーショ
ンに対する命令など、ある期間にわたって伝搬媒体を介して送信される信号である。別の
実施形態では、コンピュータプログラム製品９２のコンピュータ可読媒体は、コンピュー
タプログラムを伝搬する信号製品について上に記載する通り、コンピュータシステム５０
が、伝搬媒体を受信し、伝搬媒体に具現化される伝搬される信号を識別することなどによ
って、受信し読み出す伝搬媒体である。
【００３７】
　概して言うと、用語「搬送媒体」または過渡の搬送波は、前述の過渡信号、伝搬される
信号、伝搬される媒体、記憶媒体および類似のものを網羅する。
【実施例】
【００３８】
　精子形態の査定は、精子の質の評価において最も重要な工程の１つである。形態的に異
常な精子の割合の増加は、生殖能力の低下に強く相関する。形態画像分析を使用して、精
子の形態をセグメント化し、関連する定量的特性を抽出し、そして大量の正常精子と異常
精子を分類することができる。ヒトの不妊症診療所および家畜の精子研究所の大部分おい
て、明視野顕微鏡を使用して精子の形態が評価されている。しかしながら精子の形態は様
々な形状、サイズ、位置、および方向性を有しており、限定された数の細胞に依存してい
るため（典型的には、サンプル当たり、１００～４００個の細胞）、分析の正確性は最適
ではない場合がある。この課題を克服するために、本発明者らはImageStreamイメージン
グフローサイトメトリーを使用して、イノシシ精子サンプルの明視野、側方散乱およびヨ
ウ化プロピジウム（ＰＩ）の画像を６０ｘの倍率で取得した。本発明者らは、画像セグメ
ンテーションを実行し、例えば直径、真円度、伸長、角、および負の曲率などの際立った
形状のディスクリプタ（スケール、位置、および方向性の不変条件）を使用して異常な精
子細胞を検出する新規の画像アルゴリズムを開発した。高い解像度および速度で画像を取
得するイメージングフローサイトメーターの能力を利用して、本発明者らは、各スペクト
ルの画像および特性に適合させることができる画像に基づいたパラメーターを使用して、
客観的な方法での統計的有意性とともに精子の形態を評価することの有効性を示す。
【００３９】
（材料および方法）
((精子の採取および処理))
　イノシシ（８～２６月齢）を本研究に使用した。精子サンプルを採取し、１％ホルマリ
ンで固定した。生細胞の分析のために、液体窒素中で保存された凍結ストローを３０秒間
、３７℃で溶解させ、１０分間、ＰＩでラベル付した。
【００４０】
((画像の取得))
　精子サンプルを、Amnis（登録商標）　ImageStreamＸ　MkIIイメージングフローサイト
メーターに流した。約５，０００～１０，０００個の明視野、側方散乱、ヨウ化プロピジ
ウム（ＰＩ）の事象が、１秒当たりおよそ４００オブジェクト、６０ｘの倍率で取得され
た。
【００４１】
((ＩＤＥＡＳ（登録商標）を使用した画像解析))
　画像解析は、出願人の上述のシステムおよび分類エンジン１０７を含む方法の実施形態
である、ＩＤＥＡＳ（登録商標）（Amnis社）画像解析ソフトウェア中の新規の画像系ア
ルゴリズムを使用して実行された。
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【００４２】
（結果）
((生細胞の特定))
　ＰＩ染色を使用して精子の膜の完全性を評価し、生細胞と死細胞の割合を定量して、最
も優れた受精能を有するオス親を選択した。
【００４３】
　しかしながら図６に示されるように、ＰＩ染色単独では、最も適したオス親の選択には
不十分であった。その理由は、ＰＩ陰性の生細胞は、イノシシの受精能力に影響を与え得
る形態的異常を有する可能性があったからである。
【００４４】
　生細胞の割合が算出されると、精子の形態を、画像に基づいた形態的特性を使用して査
定し、精子の健常性を評価した。
【００４５】
((細胞質小滴の特定))
　イノシシ精子における最も普遍的な異常のうちの１つは、細胞質小滴の存在である。こ
の存在は、未成熟な精子の証拠であるか、または精子産生と、イノシシからの精子採取の
間の同期性の欠落を示し得る。ヒトにおいては、近位小滴が、低張液における水侵入の主
要部位である場合、および調節容量低下（ＲＶＤ：regulatory volume decrease）の間の
容量調節が発生できない場合、そのサイズは、メス生殖管への侵入に影響を与え得る。そ
のため、小滴の存在の特定は、不妊の診断に重要であり得る。
【００４６】
　これら（遠位および近位の両方）の小滴は、イノシシ精子中の総形態異常のおよそ１５
パーセントに寄与する。明視野形態を使用してこれら細胞質小滴を抽出するために、ＲＳ
Ｓ（放射相称強度）スコア特性を、ＩＤＥＡＳソフトウェアにおいて作成した（概して、
１０７の実施形態）。小滴の保有率は、画像化から抽出された小滴の空間的特性と直接的
に相関した。図７Ａおよび７Ｂは説明図であり、図７Ａは、小滴検出用のＲＳＳ閾値を算
出するためのモデルを示す。小滴のガンマ分布は、ＲＳＳスコアおよび検出閾値（ＲＳＳ
閾値）結果に適合される。図７Ｂは、ＲＳＳスコアにより精子をグラフ化する。１．２０
２４の閾値（図７Ａにおいて算出）を越えるＲＳＳスコアを有するこれら精子に関し、様
々な細胞質小滴が検出され、小滴の空間的特性が対象画像から抽出された。２，０００個
の精子サンプルにおいて、３３９個の精子が、細胞質小滴付きで検出され、これは１６．
９５％の検出割合であった。
【００４７】
　さらに、精子の頭部および中片部の空間的位置が、上述の多重スペクトル融合プロセス
において配置されることで、精子中片部の近辺にある近位小滴の亜集団、および精子鞭毛
部の近くにある遠位小滴の亜集団を統計的に決定することができる。これは精子細胞が異
常である可能性を特定し、不妊と関連づけるという点において非常に重要な区別である。
ゆえに実施形態において、得られた改善画像データは、画像中の細胞部分の位置の正確性
を高め、当該画像中の複雑な細胞形態の検出を可能とする。
【００４８】
((折れ曲がった尾部および遠位中片部反射の特定))
　中片部および尾部の異常は概して、精子形成における欠陥で生じる。遠位中片部反射（
ＤＭＲ）または折れ曲がった尾部の発生は、精子において非運動性または異常な運動性を
生じさせ得る。結果として、そのような異常の存在は多くの場合、低受胎と関連する。
【００４９】
　折れ曲がったまたは湾曲した尾部を有する精子は、イノシシにおける総形態異常の約１
０パーセントを占める場合がある。ＤＭＲまたは湾曲尾部を有する精子数を正確に定量す
るために、新たな「折れ曲がり特性」を、分類エンジン１０７を具現化するＩＤＥＡＳソ
フトウェアにおいて開発した。折れ曲がり特性は、精子の骨格マスクに沿った曲率の最大
値（時計回りまたは反時計回り方向）により、折れ曲がりの重篤度を直接的に特徴解析す
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るよう構築される。図８は、細胞の折れ曲がりスコアのグラフである。図８における細胞
数および閾値ラインＴは、折れ曲がりスコアの平均、中央値、および第一四分位数の平均
値によりコンピュータで計算される。
【００５０】
((精子頭部の特定))
　精子頭部形態の異常は、受精率およびその後の胚発生の両方を損なう場合があり、卵割
の失敗となり得る。
【００５１】
　異常な頭部を有する精子は、イノシシにおける総形態異常の約４～５パーセントを占め
る。精子頭部を正確に特定するために、新たな形状に基づいた閾値マスクをＩＤＥＡＳソ
フトウェアにおいて開発した（分類器１０７を具現化）。図９Ａ～９Ｃは精子頭部の形状
を示し、その検出が本発明の実施形態により可能であることを示す。図９Ａは、洋梨状の
頭部の形状の画像である。図９Ｂは、伸長した頭部の形状の画像である。図９Ｃは、いび
つな頭部の形状の画像である。実施形態は、画像中の細胞部分の位置の正確性が増した改
善された画像データを生成する。新たなマスクを使用することで、輪郭特性が頭部に沿っ
て算出され、精子頭部における異常性が測定された。
((統計))
表１は上記に詳述される本出願の分類エンジン１０７の実施形態による改善画像データに
おいて、イノシシ精子の前述の形態特性が検出可能となったことを要約する。特に、出願
人のシステム１００の改善画像データは、画像中の細胞部分の位置の正確性を高め、例え
ば表１に示されるように当該画像中の複雑な細胞形態の検出を可能とした。
【００５２】
【表１】

【００５３】
((結論))
　本研究は、精子の形態と精子の健常性の間の直接的な相関の存在を示した。現在、形態
の完全解析は顕微鏡で行われているが、時間がかかり、熟練したスタッフが必要となる場
合がある。Amnis（登録商標）ImageStreamＸ　MkIIイメージングフローサイトメーターの
能力を使用して、高い解像度および速度で画像を取得し、ＩＤＥＡＳソフトウェア（分類
エンジン１０７）において形態パラメーターを取得することで、蛍光染色の使用を最小限
としながら、イノシシ精子において最も普遍的にみられる異常性の特定において高い特異
性と感度を示すことに成功した。
【００５４】
　本発明について、その例示の実施形態を参照して具体的に示し、記載してきたが、形態
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および詳細の様々な変更が、添付の請求項により網羅される本発明の範囲から逸脱するこ
となく、実施形態になされてもよいことは、当業者に理解されるであろう。
【００５５】
　例えば前述の検討は、図２の本出願の反復プロセスにより改善された一次ワーキング画
像データとして明視野画像を使用する。明視野画像の代わりとして、細胞形態を有するま
たは提示する他の画像も適している。
【００５６】
　別の例においては、精子細胞に加えて、または精子細胞に代わり、例えば癌細胞、疾患
または障害の指標となる細胞、鎌状細胞などの他の細胞も本発明の実施形態の対象であり
得る。同様の方法において、細胞形態を特定する、または細胞型を分類する診断ツールは
、本発明の前述の主旨を具体化するものであり得る。
【００５７】
　図２の実施形態は、多重スペクトル画像の反復処理を行う。その他の画像処理方法（並
行処理、分散処理など）を、本発明の主旨に従い使用して、比較的早く（リアルタイムに
近い）、正確な結果（細胞形態の特定および／または細胞型の分類）を提供してもよい。
　なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
〔態様１〕
　コンピュータにより自動化された細胞分類システムであって、
　サンプル細胞の多重スペクトルの複数の画像を取得するイメージングフローサイトメー
ターであって、前記複数の画像が、複数のイメージングモードで同時に取得され、これら
複数の画像の各々が、互いに空間的に揃って並べられる、イメージングフローサイトメー
ターと、
　コンピュータプロセッサにより実行され、取得された前記多重スペクトルの複数の画像
を受け取るように接続された分類エンジンであって、
　　（Ａ）取得された前記複数画像のうちの１つを、コンポーネントにセグメント化する
ことであって、当該１つの画像が、前記サンプル細胞の形態を提供し、前記コンポーネン
トは、前記サンプル細胞の要素を提示する画像サブコンポーネントから形成される、セグ
メント化すること、
　　（Ｂ）（ｉ）取得された前記複数画像のうちのその他の画像を、前記１つの画像から
セグメント化されたコンポーネントに対応するコンポーネントにセグメント化することで
あって、前記その他の画像は、前記１つの画像とは異なり、かつ互いに異なるイメージン
グモードの画像であり、前記その他の画像からセグメント化された前記コンポーネントは
、前記１つの画像の画像サブコンポーネントのマスクとしての機能を果たす、セグメント
化することにより、かつ、（ｉｉ）セグメント化された前記その他の画像により生成され
た前記サブコンポーネントマスクを、前記１つの画像に空間的に関連づけ、かつ、前記１
つの画像に対して、細胞要素ごとの最前面オブジェクトマーカーとして前記サブコンポー
ネントマスクを使用することにより、かつ、（ｉｉｉ）グラフィックカットセグメンテー
ションを、細胞要素の位置の正確性が増した前記１つの画像の改善画像データが生成され
るように、前記１つの画像に適用させることにより、前記１つの画像において細胞要素の
位置の正確性を改善すること、および、
　　（Ｃ）前記（Ｂ）から得られ、かつ、相対的な位置でのコンポーネントマスクを含ん
で生成された前記改善画像データを有する前記１つの画像を再処理することであって、前
記１つの画像から細胞形態を特定し、これにより、前記サンプル細胞の細胞型を分類する
再処理することを実行する分類エンジンと、
　前記分類エンジンから、特定された前記細胞形態および／または前記細胞型の分類の指
標を提供する出力ユニットとを備える、細胞分類システム。
〔態様２〕
　前記１つの画像が明視野画像であり、前記その他の画像が、互いに異なる蛍光チャンネ
ルの蛍光画像である、態様１に記載の細胞分類システム。
〔態様３〕
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　前記明視野画像における細胞要素の位置の正確性の改善の前記工程（Ｂ）が、前記互い
に異なる蛍光画像の各々に対して、前記（ｉ）～（ｉｉｉ）を反復して適用する、態様２
に記載の細胞分類システム。
〔態様４〕
　前記分類エンジンが、疾患または健康上の障害の指標となる細胞であって、障害を有す
る精子細胞、鎌状細胞、および癌細胞を含む細胞のいずれか１種以上を含む細胞型を分類
する、態様１に記載の細胞分類システム。
〔態様５〕
　前記出力ユニットが、コンピュータディスプレイモニターおよび診断検査インジケータ
ーを含む任意のデジタルレンダリングである、態様１に記載の細胞分類システム。
〔態様６〕
　前記分類エンジンが、正常に機能しない精子細胞を分類し、前記出力ユニットが、不妊
の指標を提供する診断インジケーターである、態様１に記載の細胞分類システム。
〔態様７〕
　前記分類エンジンが、細胞質小滴の存在、遠位中片部反射（ＤＭＲ）の発生、および精
子頭部の形状のうちの１種以上を自動的に特定することにより、正常に機能しない精子細
胞を分類する、態様６に記載の細胞分類システム。
〔態様８〕
　細胞の形態を特定し、かつ、細胞型を分類する、コンピュータに基づいた診断ツールで
あって、
　サンプル細胞の複数の多重スペクトル画像のソースへのアクセスを提供する入力アセン
ブリであって、前記複数の多重スペクトル画像は、イメージングフローサイトメーターに
より同時に取得され、前記複数の画像は互いに空間的に揃って並べられている、入力アセ
ンブリ、および、
　前記入力アセンブリに通信可能に接続され、かつ、前記複数の多重スペクトル画像を受
け取る分類エンジンであって、前記分類エンジンはコンピュータプロセッサにより実行さ
れ、かつ、
　　（Ａ）受け取った前記画像のうちの１つを、コンポーネントにセグメント化すること
であって、当該１つの画像が、前記サンプル細胞の形態を提供し、前記コンポーネントは
、前記サンプル細胞の要素を提示する画像サブコンポーネントから形成される、セグメン
ト化すること、
　　（Ｂ）（ｉ）受け取った前記画像のうちのその他の画像を、前記１つの画像からセグ
メント化されたコンポーネントに対応するコンポーネントへとセグメント化することであ
って、受け取った前記その他の画像は、前記１つの画像とは異なり、かつ互いに異なるイ
メージングモードの画像であり、受け取った前記その他の画像からセグメント化された前
記コンポーネントは、前記１つの画像の画像サブコンポーネントのマスクとしての機能を
果たす、セグメント化することにより、かつ、（ｉｉ）セグメント化された前記受け取っ
たその他の画像により生成された前記サブコンポーネントマスクを、前記１つの画像に空
間的に関連づけ、かつ、前記１つの画像に対して、細胞要素ごとの最前面オブジェクトマ
ーカーとして前記サブコンポーネントマスクを使用することにより、かつ、（ｉｉｉ）グ
ラフィックカットセグメンテーションを、細胞要素の位置の正確性が増した前記１つの画
像の改善画像データが生成されるように、前記１つの画像に適用させることにより、前記
１つの画像において細胞要素の位置の正確性を改善すること、および、
　　（Ｃ）前記（Ｂ）から得られ、かつ、相対的な位置でのコンポーネントマスクを含ん
で生成された前記改善画像データを有する前記１つの画像を再処理することであって、前
記１つの画像から細胞形態を特定し、これにより、前記サンプル細胞の細胞型を分類する
再処理することにより、前記受け取った画像を処理する分類エンジンとを備え、
　前記分類エンジンが、特定された前記細胞形態および／または前記細胞型の分類の出力
指標を提供する、診断ツール。
〔態様９〕
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　前記１つの画像が明視野画像であり、受け取った前記その他の画像が、互いに異なる蛍
光チャンネルの蛍光画像である、態様８に記載の診断ツール。
〔態様１０〕
　前記明視野画像における細胞要素の位置の正確性の改善の前記工程（Ｂ）が、前記互い
に異なる蛍光画像に対して、前記（ｉ）～（ｉｉｉ）を反復して適用する、態様９に記載
の診断ツール。
〔態様１１〕
　前記分類エンジンは、正常に機能しない精子細胞を分類し、不妊の出力指標を提供する
、態様８に記載の診断ツール。
〔態様１２〕
　前記分類エンジンが、細胞質小滴の存在、遠位中片部反射（ＤＭＲ）の発生、および精
子頭部の形状のうちの１種以上の自動的な特定を可能にすることにより、正常に機能しな
い精子細胞を分類する、態様１１に記載の診断ツール。
〔態様１３〕
　細胞の形態を特定し、かつ、細胞型を分類する、コンピュータに実装された方法であっ
て、
　イメージングフローサイトメーターを使用して、サンプル細胞の多重スペクトルの複数
の画像を取得する過程であって、前記複数の画像が、複数のイメージングモードで同時に
取得され、これら複数の画像の各々が、互いに空間的に揃って並べられる、取得する過程
と、
　デジタルプロセッサにおいて、
　　（Ａ）取得された前記複数画像のうちの１つを、コンポーネントにセグメント化する
ことであって、前記１つの画像が、前記サンプル細胞の形態を提供し、前記コンポーネン
トは、前記サンプル細胞の要素を提示する画像サブコンポーネントから形成される、セグ
メント化すること、
　　（Ｂ）（ｉ）取得された前記複数画像のうちのその他の画像を、前記１つの画像から
セグメント化されたコンポーネントに対応するコンポーネントにセグメント化することで
あって、前記その他の画像は、前記１つの画像とは異なり、かつ互いに異なるイメージン
グモードの画像であり、前記その他の画像からセグメント化された前記コンポーネントは
、前記１つの画像の画像サブコンポーネントのマスクとしての機能を果たす、セグメント
化することにより、かつ、（ｉｉ）セグメント化された前記その他の画像により生成され
た前記サブコンポーネントマスクを、前記１つの画像に空間的に関連づけ、かつ、前記１
つの画像に対して、細胞要素ごとの最前面オブジェクトマーカーとして前記サブコンポー
ネントマスクを使用することにより、かつ、（ｉｉｉ）グラフィックカットセグメンテー
ションを、細胞要素の位置の正確性が増した前記１つの画像の改善画像データが生成され
るように、前記１つの画像に適用させることにより、前記１つの画像において細胞要素の
位置の正確性を改善すること、および、
　　（Ｃ）前記（Ｂ）から得られ、かつ、相対的な位置でのコンポーネントマスクを含ん
で生成された前記改善画像データを有する前記１つの画像を再処理することであって、前
記１つの画像から細胞形態を特定し、これにより、前記サンプル細胞の細胞型を分類する
再処理することにより、前記取得された多重スペクトルの複数画像を応答的に処理する過
程と、
　特定された前記細胞形態および／または前記細胞型の分類の指標を出力する過程とを含
む、方法。
〔態様１４〕
　前記１つの画像が明視野画像であり、前記その他の画像が、互いに異なる蛍光チャンネ
ルの蛍光画像である、態様１３に記載の方法。
〔態様１５〕
　前記明視野画像における細胞要素の位置の正確性の改善の前記工程（Ｂ）が、前記互い
に異なる蛍光画像の各々に対して、前記（ｉ）～（ｉｉｉ）を反復して適用する、態様１
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〔態様１６〕
　前記再処理することが、疾患または健康上の障害の指標となる細胞であって、障害を有
する精子細胞、鎌状細胞、および癌細胞を含む細胞のいずれか１種以上を含む細胞型を分
類する、態様１３に記載の方法。
〔態様１７〕
　前記出力指標が、診断検査結果のインジケーターを含む任意のデジタルレンダリングで
ある、態様１３に記載の方法。
〔態様１８〕
　前記応答的に処理する過程が、正常に機能しない精子細胞を分類することを含み、
　　前記出力する過程が、不妊の指標を提供する、態様１３に記載の方法。
〔態様１９〕
　前記正常に機能しない精子細胞を分類することが、細胞質小滴の存在、遠位中片部反射
（ＤＭＲ）の発生、および精子頭部の形状のうちの１種以上の前記デジタルプロセッサに
よる自動的特定を含む、態様１８に記載の方法。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図３Ｄ】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７Ａ】
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【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】
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