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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織サンプルから連続的な組織切片を取得し、該連続的な組織切片は、それらと関連す
る連続関係を有し、複数の組織スライドの一つの上に組織切片をそれぞれ載せ、組織切片
のそれぞれを組織染色で独立して染色し、
　染色された組織切片を含む複数の組織スライドの各々についてデジタル画像を取得し、
該複数のデジタル画像は、複数の対応する組織スライドまたはその一部について取得され
、
　前記デジタル画像のそれぞれを、前記組織サンプルから導き出されるような連続関係で
互いに関連付け、
　1以上の前記デジタル画像内で細胞を検出し、該検出された細胞を、
　　各画像及びそれに関連する各組織染色に関して検出された細胞の１以上の細胞のフィ
ーチャーを測定し、該細胞のフィーチャーは、細胞のモルフォロジー、細胞発現、染色特
性、細胞近傍特性、細胞領域特性またはそれらの組み合わせを含み、
　　近接組織切片のデジタル画像にわたって細胞フィーチャーを関連させて３次元細胞ベ
ースのデータを関連付け、および
　　対話型コンピュータ生成視覚化を用いてコンピュータ化されたディスプレイ上に細胞
ベースのデータを表し、
　前記３次元細胞ベースのデータ内の細胞集団を同定し、該細胞集団は、前記細胞集団に
関連する前記１以上の細胞フィーチャーを有することによって分類された細胞の１以上の
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群を含み、
　前記同定された細胞集団に関して、
　　１以上の細胞集団フィーチャーを測定し、
　　１以上の細胞集団のフィーチャーに基づいて、同定された細胞集団内の細胞コホート
を分類し、及び
　　対話型コンピューター生成可視化によりコンピューター化されたディスプレイ上の細
胞コホートを表現し、及び
　検出された細胞、細胞のフィーチャー、細胞集団および細胞集団のフィーチャーに関連
する情報を、その後の比較分析のために１以上のデータベースに保存することを含む細胞
ベースの組織解析方法。
【請求項２】
　前記細胞集団フィーチャーが、全細胞数に対する細胞のパーセント、細胞フィーチャー
の統計及び細胞フィーチャーヒストグラムの１つ以上を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記３次元細胞ベースのデータの関連付けを、近接組織切片のデジタル画像について前
記細胞及び前記細胞フィーチャーをマッピングすることを含む請求項１又は２に記載の方
法。
【請求項４】
　細胞集団の前記同定が、一変量、二変量及び多変量解析を提供する請求項１から３のい
ずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
　前記細胞集団が、シーケンシャルゲート処理、パターン認識技術、集団混合モデル解析
又は細胞集団の細胞フィーチャーの分布関数及び累積分布関数の比較に基づく集団比較を
用いて同定される請求項１から４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　細胞集団の解釈が、データマイニング及び可視化を提供する、前記データベース中のデ
ータセットを用いた又は臨床所見及び症例から作成された特別なデータセットを用いた、
研究対象の組織サンプルの類似性解析に基づく決定支援システムを提供する、又は機械学
習技術を用いた、組織サンプルの細胞集団及びそれらの細胞集団フィーチャーに基づくメ
タデータの自動叙述を提供する請求項１から５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　細胞集団の解釈が、１以上の細胞集団、細胞集団フィーチャー及び関連メタデータから
組織サンプルに対するｉｎ　ｖｉｔｒｏ診断多変量指数アッセイ（ＩＶＤＭＩＡ）の規定
を可能にする請求項１から６のいずれか１つに記載の方法。
【請求項８】
　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ診断多変量指数アッセイ（ＩＶＤＭＩＡ）の前記規定が、機械学習技
術を用いて規定される請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記細胞フィーチャー及び細胞集団フィーチャーのキャリブレーションが、前記検出さ
れた細胞集団及び細胞集団フィーチャーと、異なる組織調製及びスライド調製のパラメー
ターを変化させる又は大集団のデータセットを解析する、制御された手順を用いて確立さ
れうる標準とを比較することにより、前記組織調製及びスライド調製のプロセスの変動に
対して行われる請求項１から８のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１０】
　細胞集団の解釈が、前記組織サンプル間での変動を測定する及び生物学的動因の可能性
が低い変動を検出する、品質評価を提供する請求項１から９のいずれか１つに記載の方法
。
【請求項１１】
　コンピューター生成可視化が、データと表示との間の双方向リンケージ、画像オーバー
レイ、ヒートマップ、データプロット、アライメント画像の３Ｄ表示、アライメント画像
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及びマッピングされた細胞データの融合画像ならびに異なる組織切片からの画像上にマッ
ピングされた細胞データの画像オーバーレイ又はこれらの組み合わせの１つ以上を含む請
求項１から１０のいずれか１つに記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、メディカルイメージングに関し、より詳細には、組織切片の顕微鏡
画像のコンピューター解析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放射線学における以前のものと比べて、現在では、病理状態のデジタル化により、組織
スライドのより精密なイメージングが行われ、光学顕微鏡法を用いてガラススライドを人
間が評価及び解釈する能力をはるかに超えた新しいコンピューター支援方法を使用するこ
とが可能である。
【０００３】
　高度な画像解析プログラムを用いることにより、組織切片の一部又は全体の細胞を検出
し特徴付けること、及び組織試料の異なる細胞集団を規定し特徴付けることが可能である
。次いで、それらの細胞集団に基づいて他の組織試料との関連で組織試料を検査し評価す
ることが可能である（研究データセット、ターゲット患者集団データセットなど）。最終
的には、病理学者又は組織解析者は、この手法で得られたデータを評価のエンドポイント
決定要因の判定に使用することが可能である。
【０００４】
　類似の概念がフローサイトメトリーで使用される。この場合、同定されたすべての細胞
で多次元情報を取り込み、寸法をゲート処理して互いに比較することにより、細胞フィー
チャーの特異的属性を規定する。解離細胞の解析のために物理的な取込み及び特別な機器
に依拠するフローサイトメトリーとは対照的に、画像ベースの細胞選別は、デジタル方式
で行われるので、各細胞の物理的な取込み及び解析に依拠しない。また、組織切片環境で
の細胞解析には、組織の構造モルフォロジー及び細胞の環境に関する情報が維持されると
同時に、特別な機器を必要としないという利点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　組織内の複数の細胞寸法を調べて組織切片内及び組織切片間での細胞の関係を同定する
ために使用可能な、画像ベースの組織解析ツールを構築するシステム及び方法の必要性が
、現在も依然として存在する。
【０００６】
技術的問題
　組織スライドに基づいて組織試料を検査する従来の方法は、顕微鏡を用いて人間が評価
及び解釈する能力に限定される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
問題の解決策
　本明細書の実施形態に従って、光学顕微鏡を用いて人間が評価及び解釈する能力をはる
かに超えた、組織スライドに基づく組織試料の新規な検査方法を提供する。本方法は、概
して、組織切片の一部又は全体の細胞を検出し特徴付けることと、組織試料の異なる細胞
集団を規定し特徴付けることと、細胞集団特性に基づいて組織試料を検査することとを含
む。
【０００８】
　以下の図を参照して特定の実施形態を説明する。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、組織サンプルから細胞集団解析までの細胞ベースの組織解析プロセス全
体のフローチャートを示す。
【図２】図２は、染色特異的カラーキャリブレーションターゲットからのカラーキャリブ
レーションプロファイルの作成を例示する。
【図３】図３は、細胞解析に関連するデータ階層を示す。
【図４】図４は、画像上に重ね合わせた強度コード付き細胞フィーチャーを有する細胞表
現の表示を例示する。
【図５】図５は、細胞フィーチャーデータプロットの表示を例示する。
【図６】図６は、細胞フィーチャーデータテーブルの表示を例示する。
【図７】図７は、画像上に重ね合わせた細胞ベースのヒートマップの表示を例示する。
【図８Ａ】図８（Ａ～Ｂ）は、異なるデータ表現間の細胞の双方向リンケージを例示する
。
【図８Ｂ】図８（Ａ～Ｂ）は、異なるデータ表現間の細胞の双方向リンケージを例示する
。
【図９】図９は、カラーキャリブレーションプロファイルを用いた、異なる機器から取り
出された画像のカラーキャリブレーションを例示する。
【図１０】図１０は、組織ベースの対照又は同等の対照を用いた、染色プロセスに対する
細胞解析のキャリブレーションを例示する。
【図１１】図１１は、多重化細胞解析に関連するデータ階層を示す。
【図１２Ａ】図１２（Ａ～Ｄ）は、共通グリッドを用いた、異なる組織切片にわたる細胞
フィーチャーのマッピングを例示する。
【図１２Ｂ】図１２（Ａ～Ｄ）は、共通グリッドを用いた、異なる組織切片にわたる細胞
フィーチャーのマッピングを例示する。
【図１２Ｃ】図１２（Ａ～Ｄ）は、共通グリッドを用いた、異なる組織切片にわたる細胞
フィーチャーのマッピングを例示する。
【図１２Ｄ】図１２（Ａ～Ｄ）は、共通グリッドを用いた、異なる組織切片にわたる細胞
フィーチャーのマッピングを例示する。
【図１３Ａ】図１３（Ａ～Ｂ）は、仮想細胞を用いた、異なる組織切片にわたる細胞フィ
ーチャーのマッピングを例示する。
【図１３Ｂ】図１３（Ａ～Ｂ）は、仮想細胞を用いた、異なる組織切片にわたる細胞フィ
ーチャーのマッピングを例示する。
【図１４】図１４は、細胞集団解析に関連するデータ階層を示す。
【図１５】図１５は、２つの細胞フィーチャーの線形回帰分析を例示する。
【図１６】図１６は、異なる組織サンプルの細胞に基づく解析を例示する。
【図１７】図１７は、細胞アノテーションの作成を例示する。
【図１８】図１８は、新しい細胞フィーチャーの作成を例示する。
【図１９Ａ】図１９（Ａ～Ｃ）は、異なる細胞集団に対する代表的細胞を用いたゲート規
定プロセスを例示する。
【図１９Ｂ】図１９（Ａ～Ｃ）は、異なる細胞集団に対する代表的細胞を用いたゲート規
定プロセスを例示する。
【図１９Ｃ】図１９（Ａ～Ｃ）は、異なる細胞集団に対する代表的細胞を用いたゲート規
定プロセスを例示する。
【図２０Ａ】図２０（Ａ～Ｂ）は、異なる細胞集団に対する代表的細胞を用いたパターン
認識プロセスを例示する。
【図２０Ｂ】図２０（Ａ～Ｂ）は、異なる細胞集団に対する代表的細胞を用いたパターン
認識プロセスを例示する。
【図２１】図２１は、データベースからの組織サンプルのヒートマップを例示する。
【図２２】図２２は、異なるグループによる細胞集団フィーチャー分布の比較に基づく品



(5) JP 6222584 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

質評価を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の説明では、限定ではなく説明を目的として、本発明が十分に理解されるように、
詳細及び説明を記載する。しかし、これらの詳細及び説明から外れる他の実施形態で本発
明の趣旨及び範囲から逸脱することなく本発明を実施しうることは、当業者には自明であ
ろう。
【００１１】
　組織切片の一部又は全体の細胞及び細胞集団の特性の同時マルチパラメーター解析を用
いて組織スライドに基づく組織試料の検査を行うための特定の方法及びシステムを記載す
る。
【００１２】
　例示的な実施形態では、本方法は、一般的には、（１）組織調製、（２）スライド調製
、（３）デジタル化、（４）細胞解析及び（５）細胞集団解析を含む５つの連続した処理
工程を含むことができる。図１は、一般的な実施形態に従って組織サンプルから細胞集団
解析までの細胞ベースの組織解析プロセス全体のフローチャートを示している。
【００１３】
組織調製
　組織調製プロセスは、組織試料又はサンプル（例えば、生検試料、切除試料、外科試料
）の捕集／取得、組織サンプルの固定（例えば、ホルマリンなどの固定剤を用いる）、組
織学実験室へのサンプル輸送、組織が特定の媒体内に埋め込まれた組織ブロックの作製を
含む。本明細書の目的では、「組織試料」又は「研究対象のサンプル」は、「組織サンプ
ル」と呼ぶことができる。凍結組織サンプルの捕集及び調製では、固定媒体の代わりに凍
結媒体を利用して凍結組織サンプルを取得し、これを一般に認められた標準的な組織学的
手順で処理して組織スライドにすること以外は、類似のプロセスに従う。
【００１４】
　この組織調製プロセスは、対象となる細胞フィーチャーが組織切片でどのように発現さ
れるかにかなりの影響を及ぼしうる。このプロセスを標準化するために、注意深い制御を
適用する必要がある。
【００１５】
スライド調製
　スライド調製プロセスは、一般に認められた標準的な組織学的手順、すなわち、組織ブ
ロックをカットして、ガラススライド（組織スライドとしても知られる）上に配置される
組織切片にすることと、続いて、スライドの染色（例えば、ヘマトキシリン及びエオシン
－Ｈ＆Ｅ、免疫組織化学－ＩＨＣなど）を行って、細胞解析により検出可能な対象となる
特異的細胞フィーチャーを作製することと、を含む。
【００１６】
　単一の組織ブロックから複数の組織切片をカットすることが可能であり、それにより、
各組織切片は、典型的には、特定の目的で染色される（例えば、組織及び細胞モルフォロ
ジーに関してはＨ＆Ｅ、ヒト表皮成長レセプター２のタンパク質発現の定量に関してはＩ
ＨＣ－ＨＥＲ２、エストロゲンレセプターのタンパク質発現の定量に関してはＩＨＣ－Ｅ
Ｒ、プロゲステロンレセプターのタンパク質発現の定量に関してはＩＨＣ－ＰＲ）。
【００１７】
　組織ブロックのカット処理（例えば、深さ）及び染色プロセス自体は、対象となる細胞
フィーチャーが組織切片でどのように発現されるかにかなりの影響を及ぼしうる。このプ
ロセスを標準化するために、注意深い制御を適用する必要がある。
【００１８】
　細胞フィーチャー（例えば、細胞発現、細胞近傍特性、細胞モルフォロジー）の確立さ
れた異なる発現レベル（例えば、０％、２５％、５０％、及び７５％）を有する標準化さ
れた組織ベースの又は同等の（例えば、細胞系）対照を各染色バッチの一部として（個別
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のスライド上又はすべてのスライド上のいずれかにおいて）使用して、細胞解析プログラ
ムにより細胞フィーチャー測定の自動キャリブレーションを行うことが可能である。重要
なことは、対照が組織サンプルに含まれるものと類似の細胞フィーチャーを呈することで
ある。
【００１９】
　組織ベースの対照の可能な一選択肢は、ターゲット組織のサンプルを使用することであ
る。重要なことは、異なる細胞フィーチャー発現レベルを有するサンプルを使用して、そ
れらのサンプルの適正ターゲット値を確立することである。新しい対照のターゲット値の
確立は、既存の対照を用いて行うことが可能である。この方法を用いる場合、１つの対照
からその次の対照に蓄積する偏りを導入しないように、特別な注意を払う必要がある。
【００２０】
　これまで、組織スライドの染色は、光学顕微鏡を用いて人間が解釈するように設計され
てきた。電子顕微鏡法、共焦点顕微鏡法などの専用の分析ツールを用いて追加情報を取得
することができるが、これらは、一般的には、高スループットでも一般的な実験室環境／
組織学環境でも利用されない。高度な画像解析プログラムを用いた組織スライドの画像解
析には、染色に対してさまざまな要件が課される。染色及びその染色手順の選択では、特
別な注意を払う必要がある。染色の選択は、染色が共局在化した場合、どの程度良好に色
分解プログラム（例えば、色のデコンボリューション）が互いを識別できるか及びどの程
度良好に分割できるかにより、主導されるであろう。適正な染色手順の決定は、標的領域
（例えば、核）を横切って一貫性のある検出可能な染色を提供することにより主導される
であろう。同一の記述的染色プロセス（例えば、ヘマトキシリン対比染色）に対して異な
る手順を用いると異なる色相及び色強度を生じる可能性があるので、染色の解釈の変動を
回避するために、標準化された染色手順に従う必要がある。いくつかの場合、２つの組織
スライドを提供して、１つは、標準的光学顕微鏡を用いて人間が解釈するために染色され
、１つは、画像解析プログラムを使用するために染色されることが、適切かもしれない。
いずれの場合においても、標準化の目的は、ヒトによる信頼性のある主観的解釈又は画像
解析プログラムによる一貫性のある客観的解釈を確保することである。
【００２１】
デジタル化
　市販のデジタル顕微鏡及び／又はスライドスキャナー（例えば、Ａｐｅｒｉｏ、Ｃｒｉ
、Ｈａｍａｍａｔｓｕ、Ｌｅｉｃａ、Ｏｍｎｙｘ、Ｐｈｉｌｉｐｓ、Ｖｅｎｔａｎａ、及
び３ＤＨｉｓｔｅｃｈ）を用いて、組織スライドをデジタル化することが可能である。異
なる画像取得技術（例えば、明視野、蛍光、マルチスペクトル、偏光）を用いて、組織ス
ライドのデジタル画像を形成することが可能である。いくつかの場合、同一の組織スライ
ドに異なる画像取得技術を適用すると、単一のスライドに対して複数の画像を生じる可能
性がある。スライドのデジタル化は、対象となる細胞フィーチャーがどのように画像化さ
れるかにかなりの影響を及ぼしうる。このプロセスを標準化するために、注意深い制御を
適用する必要がある。
【００２２】
　機器に特有の画像取得特性を各製造業者が良好に制御したと仮定しても、異なる製造業
者の機器は、依然として、それらの画像取得特性にかなりの変動を呈することがある。
【００２３】
　色は、染色組織切片の細胞解析に最も重要な画像取得特性の１つである。使用される染
色剤又は染料の色スペクトルを代表する確立された色のターゲット値を有する標準化され
たカラーキャリブレーションスライドは、定期的に（例えば、毎日１回）繰り返される機
器キャリブレーション手順の一部として使用可能である。測定された色値と確立されたタ
ーゲット値との差を用いて、細胞解析前に画像に適用可能なカラーキャリブレーションプ
ロファイル（例えば、ＩＣＣプロファイル）を規定することにより、すべての画像を画像
解析用標準色空間（例えば、ｓＲＧＢ）に規格化することが可能である。
【００２４】
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　カラーキャリブレーションターゲットの可能な一選択肢は、既存の標準カラーキャリブ
レーションターゲット（例えば、ＩＴ８）を使用することである。問題は、これらが、使
用される染色剤又は染料の色スペクトルを代表しないことである。より良好な方法は、染
色剤又は染料の色特性を測定して特定のカラーキャリブレーションターゲットを形成する
ことである。
【００２５】
　図２は、染色特異的カラーキャリブレーションターゲットからのカラーキャリブレーシ
ョンプロファイルの作成を例示している。明視野ＲＧＢ画像取得及び画像解析用標準色空
間としてのｓＲＧＢ色空間の使用を仮定する。示されたカラーキャリブレーションターゲ
ットは、異なる染色強度の単一染色カラーパッチを有する３種の染色と、異なる強度のグ
レースケールパッチとを含み、それらのすべてに対してターゲット色がｓＲＧＢ色空間内
に確立されている。カラーキャリブレーションプロファイラープログラムは、異なるパッ
チをカラーキャリブレーションターゲットの画像で解析し、測定されたＲＧＢ色値と確立
された標的ｓＲＧＢ色値との差に基づいて、ルックアップテーブルの形態でカラーキャリ
ブレーションプロファイルを決定する。
【００２６】
　可能な一適用は、染色特異的カラーキャリブレーションターゲットの染色剤としてヘマ
トキシリン、エオシン及びＤＡＢを含むことであろう。
【００２７】
　空間分解能を含めて、キャリブレーションできない重要な画像取得特性は、定期的に（
例えば、毎日１回）繰り返される機器キャリブレーション検証手順の一部として特別なキ
ャリブレーションスライドを用いて測定及びモニターする必要がある。機器が適正に動作
し、かつ後続の細胞解析に必要とされる前提が正確に維持されることを確認することが重
要である。
【００２８】
細胞解析
　細胞解析プログラムは、細胞の検出と、異なる組織切片の画像の細胞フィーチャーの計
算とを含む。細胞解析は、典型的には、種（例えば、ヒト）、組織タイプ（例えば、胃腸
組織の長尺状細胞に対して乳房組織の円形細胞）、染色される細胞区画（核、細胞膜、及
び細胞質）、染色（例えば、ヘマトキシリン、エオシン、ＤＡＢ）及び画像取得（例えば
、明視野、蛍光、マルチスペクトル、偏光）に特異的な適用である。
【００２９】
　細胞ベースの組織解析の主要な概念は、解析に細胞の構造組織及び環境組織のモルフォ
ロジーを含みうることである。細胞フィーチャーは、典型的には、細胞モルフォロジー、
スライド上の細胞の物理的状態を表すフィーチャー（例えば、細胞サイズ）、バイオマー
カー（例えば、タンパク質、遺伝子、及びｍＲＮＡ）の発現及び染色（例えば、ヘマトキ
シリン対比染色）を含む。しかしながら、細胞フィーチャーはまた、細胞の周りの規定さ
れた近傍の細胞からも測定され、組織特性（例えば、細胞密度）を規定する細胞の組み合
わされたグループの測定を含む。
【００３０】
　図３は、細胞解析に関連するデータ階層を示している。細胞（黒丸）は、組織切片の画
像で検出される。細胞フィーチャー（例えば、細胞モルフォロジー、細胞近傍特性、細胞
発現）は、細胞自体さらには細胞の周りの近傍の細胞の測定に基づいて計算され、識別可
能なグレースケールパターンとして示される。細胞の近傍は、細胞の周りの半径を有する
円により例示される。
【００３１】
可視化
　細胞フィーチャーを有する細胞は、強度／色コード付き細胞表現（例えば、検出された
細胞及び細胞区画のビットマップ、円、楕円）及び異なる組織切片の画像上に重ね合わせ
たヒートマップ、１Ｄ、２Ｄ、及び３Ｄデータプロット、ならびに選別可能及び検索可能
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なデータテーブルを含めて、多種多様な方法で可視化することが可能である。
【００３２】
　図４は、画像上に重ね合わせた強度コード付き細胞フィーチャーを有する細胞表現の表
示を例示している。２つの細胞フィーチャー「Ｘ」及び「Ｙ」を有する細胞が示されてい
る。上側の画像は、細胞フィーチャー「Ｘ」に基づいて強度コード付けされた円の形態の
細胞表現を示している。同時に複数の細胞フィーチャーを可視化することが可能である。
下側の画像は、２つのネストされた円の形態の細胞表現を示している。内側の円は、細胞
フィーチャー「Ｘ」に基づいて強度コード付けされている。外側の円は、細胞フィーチャ
ー「Ｙ」に基づいて強度コード付けされている。
【００３３】
　図５は、細胞フィーチャーデータプロットの表示を例示している。左側のデータプロッ
トは、細胞フィーチャー「Ｘ」の値の１Ｄヒストグラムを示している。右側のデータプロ
ットは、細胞フィーチャー「Ｘ」及び「Ｙ」の値の２Ｄ散布図を示している。
【００３４】
　図６は、細胞フィーチャーデータテーブルの表示を例示している。細胞及び細胞フィー
チャーは、各細胞を行ならびに細胞フィーチャー「Ｘ」及び「Ｙ」を列として有する表形
式のリストとして表示されている。細胞は、細胞フィーチャー「Ｘ」により選別される。
【００３５】
　細胞ベースのヒートマップは、高い細胞密度の領域に高分解能のデータを提供する。細
胞フィーチャー値は、細胞の周りの特定の距離に広がる。広がりは、最大距離で又は他の
細胞と等しい距離で停止する。
【００３６】
　図７は、画像上に重ね合わせた細胞ベースのヒートマップの表示を例示している。
【００３７】
　細胞解析は、画像中の重なり合った細胞と、データプロット中の細胞と、データテーブ
ル中の細胞との間で、細胞の双方向リンケージを提供可能である。細胞は、それらのデー
タ表現の１つで選択可能であり、それらの細胞は、他のデータ表現で、自動で同定される
であろう。
【００３８】
　図８は、異なるデータ表現間の細胞の双方向リンケージを例示している。図８Ａは、細
胞１０が画像で選択された場合、同一の細胞１０がデータプロット及びデータテーブルで
同定されることを示している。図８Ｂは、細胞２０がデータプロットで選択された場合、
同一の細胞２０が画像及びデータテーブルで同定されることを示している。
【００３９】
　細胞解析プログラムは、サードパーティーのデータ解析ツールで使用するために、細胞
及び細胞フィーチャーのエクスポートを可能にする。
【００４０】
キャリブレーション
　細胞解析プログラムは、色の変動を調整するために、異なる機器から取得された画像の
自動キャリブレーションを提供する。いずれの解析を行う前にも、各機器に対して規定さ
れたカラーキャリブレーションプロファイルを画像中のすべて画素に適用する。
【００４１】
　図９は、カラーキャリブレーションプロファイルを用いた、異なる機器から取り出され
た画像のカラーキャリブレーションを例示している。ルックアップテーブルの形態のカラ
ーキャリブレーションプロファイルを用いて、カラーキャリブレーションプログラムによ
り、機器のＲＧＢ色空間で得られた画像中のすべての画素のＲＧＢ値を細胞解析用標準色
空間（ここではｓＲＧＢ色空間）に変換する。
【００４２】
　細胞解析プログラムは、標準化された組織ベースの対照又は同等の対照を染色プロセス
の一部として使用することにより、染色プロセスの変動を調整する自動キャリブレーショ
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ンを提供する。キャリブレーションで対照を使用する一方法では、細胞解析プログラムを
対照で実行してから、対照で測定された値と確立されたターゲット値との差に基づいて、
データ（例えば、細胞フィーチャー測定値）又はパラメーター（例えば、細胞フィーチャ
ー検出閾値、細胞分類閾値）を調整する。
【００４３】
　図１０は、組織ベースの対照又は同等の対照を用いた、染色プロセスに対する細胞解析
のキャリブレーションを例示している。スライドの画像は、組織切片及び対照を含有する
。細胞フィーチャーの異なる発現レベルが、組織切片及び対照で異なる強度として示され
る。組織切片は、細胞フィーチャーの発現レベルの全領域を含みうる。対照は、確立され
た異なる細胞フィーチャー発現レベルを有する、ここでは以下のターゲット値０％、２５
％、５０％、及び７５％を有する、４つの異なるサンプルからなる。細胞解析プログラム
を対照で実行し、関連ターゲット値と共に異なる対照サンプルで得られたヒストグラムを
示す。測定値とターゲット値との間に差が存在し、これを計量して、キャリブレーション
機能を規定するために使用可能である。細胞解析プログラムを組織切片で実行し、得られ
た細胞フィーチャーヒストグラムを示す。キャリブレーション機能を用いて、細胞フィー
チャー測定値を調整し、組織切片のキャリブレーションされた細胞フィーチャーヒストグ
ラムで示す。
【００４４】
多重化
　細胞フィーチャー（例えば、ＩＨＣ－ＨＥＲ２、ＩＨＣ－ＥＲ、及びＩＨＣ－ＰＲ）を
多重化するための標準は、組織スライドレベルで全スライドのスコアを組み合わせたもの
であった。細胞解析プログラムは、細胞レベルで多重化を提供することが可能である。
【００４５】
　図１１は、多重化細胞解析に関連するデータ階層を示している。２つの異なる組織切片
の画像の多重化細胞フィーチャーをアライメントして細胞に関連付ける。
【００４６】
　画像位置合せ技術を用いて、異なる組織切片間で細胞フィーチャーを画像から組み合わ
せることが可能である。画像位置合せは、１つの組織切片の画像の任意のｘ、ｙ座標に対
して他の組織切片の画像の新しいｘ、ｙ座標を計算する変換を提供する。変換を用いて、
１つの組織切片の画像を歪めて（すなわち、空間的に変換して）他の組織切片の画像にア
ライメントすることが可能であり、１つの組織切片の画像で検出された細胞の位置及び形
態を他の組織切片の画像にマッピングすることが可能である。多くの場合、画像を歪めて
、すべての組織切片の細胞をその細胞フィーチャー（例えば、ＩＨＣ－ＨＥＲ２。ＩＨＣ
－ＥＲ及びＩＨＣ－ＰＲ）と共に、選択された共通組織切片（例えば、Ｈ＆Ｅ）にマッピ
ングすることは、理にかなったことである。
【００４７】
　画像がすでに完全にアライメントされているので、高度な画像位置合せ技術を用いるこ
となく、異なる画像取得技術（例えば、蛍光及び明視野）を用いて、同一の組織切片から
取り出された異なる画像の細胞フィーチャーを組み合わせることが可能である。
【００４８】
　組織切片のアライメントされた歪められた画像を一緒に表示することにより、特定の細
胞フィーチャー（例えば、蛍光ＦＩＳＨ－ＨＥＲ２の明視野Ｈ＆Ｅ）を強調可能な、組織
切片のアライメントされた歪められた画像の融合画像を表示することにより及び選択され
た組織切片の画像上に重ね合わせた組織切片のマッピングされた細胞を細胞フィーチャー
と共に表示することにより、異なる組織切片にわたる画像及び／又は同一の組織切片の異
なる画像の細胞フィーチャーの視覚的リンケージを提供することが可能である。
【００４９】
　異なる組織切片にわたり細胞フィーチャーを組み合わせることにより、多重化を提供す
ることが可能である。異なる組織切片は、必ずしも同一の細胞を含んでいるわけではない
ので、細胞及びその細胞フィーチャーの１：１マッピングは、期待できない。しかし、異
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なる組織切片は、細胞フィーチャーの合理的なアライメントを可能にする非常に類似した
細胞フィーチャーを有する同一組織型領域を含むと仮定することが可能である。スライド
を横切って行われる単一領域測定に変換可能な組織切片にわたる細胞間の最大距離の許容
度は、アナライトが呈する組織アーキテクチャー及び生物学的プロセスの性質に依存する
。
【００５０】
　異なる組織切片にわたり細胞フィーチャーを適正にマッピングするために、データをア
ライメントする共通データ構造が必要とされる。適切な領域ベースのデータ構造は、共通
グリッドを含み、細胞ベースのデータ構造は、仮想細胞を含む。
【００５１】
　共通グリッドは、全組織切片をカバーする特定のサイズの表面領域（例えば、矩形、八
角形）からなる。異なる組織切片からアライメントされた細胞は、その位置に基づいて個
々の表面領域に関連付けられる。
【００５２】
　仮想細胞は、異なる組織切片の細胞に基づいて生成される。異なる組織切片からアライ
メントされた細胞は、その近接性に基づいて個々の仮想細胞に関連付けられる。
【００５３】
　共通データ構造は、関連細胞から細胞フィーチャーを受け継ぎ、その逆も同様である。
細胞フィーチャーを平均することにより、複数の関連を分割することが可能である。平滑
化は、細胞フィーチャー測定の変動を低減する手段を提供するのに重要である。細胞フィ
ーチャーは、特定の細胞近傍の細胞を用いて平均することが可能である。広がりは、画像
位置合せの不正確さ及び異なる組織切片の細胞位置の変動を補償する手段を提供するのに
重要である。共通グリッドを用いて、個別細胞の細胞フィーチャーを共通グリッドで細胞
の周りの特定の距離に広げることが可能である。仮想細胞を用いて、近接基準により広が
りが具現化される。
【００５４】
　この時点で、共通データ構造を用いて、１つの組織切片で検出された細胞の細胞フィー
チャーを、他の組織切片で検出された細胞にマッピングすることが可能である。こうして
、異なる組織切片のすべての細胞フィーチャーを、選択された組織切片で検出された細胞
にマッピングすることが可能である。
【００５５】
　図１２は、共通グリッドを用いた、異なる組織切片にわたる細胞フィーチャーのマッピ
ングを例示している。図１２Ａは、３つの異なる組織切片の画像で検出された細胞を例示
している。細胞は、異なるパターンを有する円として示され、各代表色（レッド、グリー
ン、ブルー）は、異なる組織切片の細胞フィーチャーを例示している。図１２Ｂは、共通
グリッドの矩形への異なる組織切片の異なる細胞及び細胞フィーチャーのマッピングを例
示している。図１２Ｃは、すべての異なる細胞フィーチャーを有する共通グリッドを示し
ている。図１２Ｄは、どのように１つの組織切片の細胞又は仮想細胞３０を共通グリッド
にマッピングしうるか、どのように共通グリッドの細胞フィーチャーを細胞に関連付けう
るかを例示している。
【００５６】
　図１３は、仮想細胞を用いた、異なる組織切片にわたる細胞フィーチャーのマッピング
を例示している。図１３Ａは、３つの異なる組織切片の画像で検出された細胞を例示して
いる。図１３Ｂは、異なる組織切片で検出された細胞からどのように仮想細胞３０が生成
されるか、それらがどのようにそれらの細胞フィーチャーを受け継ぐかを例示している。
【００５７】
　異なる組織切片の細胞フィーチャーを有する共通データ構造は、強度／色コード付き共
通構造表現及び選択された組織切片の画像上に重ね合わせたヒートマップ、１Ｄ、２Ｄ、
及び３Ｄデータプロットならびに選別可能及び検索可能なデータテーブルを含めて、多種
多様な方法で可視化することが可能である。細胞解析プログラムは、サードパーティーの
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データ解析ツールで使用するために、すべての細胞フィーチャーを有する共通データ構造
のエクスポートを可能とする。
【００５８】
細胞集団解析
　細胞集団解析プログラムは、細胞集団の同定、特徴付け及び解釈に基づく組織サンプル
の検査を提供する。細胞集団は、生物学的プロセスの解釈を容易にするために使用される
。細胞集団は、特定の細胞フィーチャーの特定の機能を共有するすべて細胞として規定さ
れる。組織サンプルは、１つ又は複数の細胞集団を含む。特定の細胞集団フィーチャーは
、細胞集団に含まれる細胞から計算される。組織サンプルに関連付けられるメタデータ（
例えば、種、組織型、年齢、性別、病態、薬剤投与量、臨床転帰）は、解析の目的に依存
して異なる。
【００５９】
　図１４は、細胞集団解析に関連するデータ階層を示している。組織サンプルで検出され
たすべての細胞及び細胞フィーチャーを基づいて、１つ又は複数の細胞集団を同定するこ
とが可能であり、特定の細胞集団フィーチャーを計算することが可能である。組織サンプ
ルのメタデータは、その細胞集団すべてに関連付けられる。
【００６０】
　細胞集団は、最終的には解析の意図された結果に特有な多くの方法で規定可能である。
ターゲット細胞基準を満たす細胞集団の規定は、特異的、統計的、具象的、それらの組合
せ又は規定されたサブ集団の全集合とすることができる。
【００６１】
　特異的規定により、特定の細胞フィーチャーに特異的な特性に基づく細胞の規定が得ら
れる。特異的規定の例は、バイオマーカーの陽性閾値を規定して３つの基準をすべて満た
す細胞を含めることにより、ＥＲ－、ＰＲ－、及びＨＥＲ２＋に分類される細胞であろう
。
【００６２】
　統計的規定は、組織中の細胞の特異的組織属性又は群との関連により有意であるとして
細胞を同定するものである。統計的規定の例は、間質区画又は重度炎症に関与する領域に
存在するとして規定された場合、細胞をターゲット集団内に組み込むことでありうる。こ
の規定は、主に、規定された領域の細胞の構造組織及び環境組織のモルフォロジーを提供
する細胞近傍フィーチャーの特性に基づく。基準を満たす細胞は、各組織切片に個別に規
定され、次いで、組織切片にわたり組み合わせることができる。基準を満たす各個別の細
胞の可能性は、統計学的信頼度によりを規定することができる。
【００６３】
　具象集団は、測定された細胞フィーチャーの１つ以上のヒストグラムプロファイルによ
り特徴付けることができる。ヒストグラムプロファイルは、平均、標準偏差及び細胞のサ
ブ集団の存在又は不在に関する情報を有するユニークな集団プロファイルを表す。ヒスト
グラムプロファイルの例は、平均から１標準偏差外側の特異的細胞フィーチャーに関して
陽性であり、したがって、測定値の大きさにかかわらず、組織を横切って平均細胞の予想
プロファイルとは異なる細胞のサブ集団を表す、細胞を規定することである。
【００６４】
　これらの手法の組合せに依拠する細胞集団規定の例は、「腫瘍巣を発現する最大ＨＥＲ
２で存在する炎症細胞」として記述することができる。この場合、細胞は、炎症細胞に特
徴的な小さい核を規定する核サイズ閾値により炎症性であるとして記述されたり、高いＨ
ＥＲ２発現を有する細胞であるとして具象的に記述されること及び特定の領域内の細胞が
統計的に腫瘍細胞で構成される場合、腫瘍巣に存在するとして統計的に記述されたりする
ことがある。
【００６５】
　データベース中のデータセットの標準化を容易にする可能な一細胞集団分類スキームは
、組織サンプルのメタデータの種（例えば、ヒト）及び組織型（例えば、乳房組織）情報
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と組み合わされた生物学的動因の細胞型（例えば、浸潤性腫瘍細胞、癌腫ｉｎ－ｓｉｔｕ
細胞、間質細胞、正常細胞）に基づく。次いで、特異的解析に必要とされる特別な細胞集
団を、それらの細胞集団のサブ集団として又は細胞集団フィーチャーの一部として具現化
することができる。
【００６６】
同定
　細胞集団の同定の鍵となるのは、重要な細胞フィーチャーを同定して、細胞集団を規定
する細胞フィーチャーの適切な機能を規定することである。
【００６７】
一変量、二変量、及び多変量解析
　異なる細胞フィーチャー（例えば、細胞膜染色強度対細胞膜完全性）と、組織サンプル
の解釈に意味のある特定の細胞特性（例えば、異なる細胞型又は特定のタンパク質発現プ
ロファイルを有する細胞）の同定及び／又は定量の妥当性との関係を理解することが重要
である。異なる細胞フィーチャーは、統計変数と考えることが可能である。
【００６８】
　細胞集団解析プログラムは、一変量、二変量及び多変量解析（確率分布統計を含む）な
らびに統計変数に適用される可視化を提供可能である。線形及び非線形成分分析ならびに
次元縮小技術（例えば、ピアソンの積率係数、線形回帰）を用いて、変数と研究対象の実
際の問題に対するその妥当性との関係を理解することが可能である。教師なし及び教師あ
り機械学習技術を用いて、変数間の関係を同定することが可能である。
【００６９】
　図１５は、２つの細胞フィーチャーの線形回帰分析を例示している。組織切片の画像で
検出された細胞は、円のグリッドとして例示されている。２つの細胞フィーチャー「Ｘ」
及び「Ｙ」を有する細胞が示されている。円は、細胞フィーチャーの値に基づく強度コー
ドである。細胞フィーチャー「Ｘ」及び「Ｙ」の２Ｄ散布図及び線形回帰が示されている
。
【００７０】
　細胞ベースの解析に代わる選択肢として、共通グリッド（単一の組織切片のみを使用し
た場合でさえも）を用いて、領域ベースの解析を構築し、領域ベースの表現と細胞ベース
の表現との間でデータを交互にマッピングすることが可能である。
【００７１】
　解析は、複数の組織サンプル（又は同一の組織サンプルの異なるブロック）のデータを
含むことができる。その場合、組織サンプルのメタデータは、追加の統計変数と考えるこ
とが可能である。異なる組織サンプルの細胞は、解析で鮮明に可視化することが可能であ
る（例えば、色コード付きで）。複数の組織サンプルの細胞及び細胞フィーチャーさらに
は組織切片の画像は、適宜記憶して、データベースからアクセスすることが可能である。
【００７２】
　図１６は、異なる組織サンプルの細胞に基づく解析を例示している。２つの組織サンプ
ル「Ａ」及び「Ｂ」の細胞は、同一の細胞フィーチャー「Ｘ」及び「Ｙ」を用いて示され
ている。細胞フィーチャー「Ｘ」及び「Ｙ」の２Ｄ散布図は、２つの組織切片の細胞を異
なる色（黒色－組織サンプルＡ及び白色－組織サンプルＢ）で示している。
【００７３】
　追加の統計変数と考えることが可能な細胞アノテーションにより、ターゲット細胞に関
する直観的又は経験的な知識を提供することが可能である。細胞アノテーションは、細胞
例を同定して、それを特定のラベル又は値に関連付けることにより、作成される。
【００７４】
　図１７は、細胞アノテーションの作成を例示している。例の複数の領域は、組織切片の
画像で細胞アノテーションに対して規定され、各領域に対して関連値を提供する。例の領
域は、関連値に基づいて強度コード付けされる。細胞アノテーションに対して、新しい細
胞フィーチャーが生成される。この時点で、細胞フィーチャー「Ｘ」及び細胞アノテーシ
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ョンの２Ｄ散布図及び線形回帰で示されるように、測定された細胞フィーチャーと同様に
細胞アノテーションを使用することが可能である。
【００７５】
　細胞集団解析プログラムは、既存の細胞フィーチャーから計算される新しい細胞フィー
チャーを規定する能力を提供可能である。それらの新しい細胞フィーチャーは、組織サン
プルの解釈に意味のある特定の細胞特性（例えば、特定の細胞タンパク質発現プロファイ
ル）を同定及び定量するために使用可能である。新しい細胞分類、スコアリング及び解釈
のスキームは、それらの新しい細胞フィーチャーに基づいて又はそれらを含めて生成可能
である。
【００７６】
　どのように新しい細胞フィーチャーを計算するかは、線形及び非線形関数、テンプレー
ト類似性（例えば、絶対差の規格化和）ならびに一群の値から新しい値を計算する任意の
アルゴリズム（例えば、プログラムコードの実行）を含めて、さまざまな計算モデルを用
いて規定される。
【００７７】
　教師あり機械学習技術は、ユーザー提供の細胞アノテーションに基づいて自動で決定さ
れる新しい細胞フィーチャーの計算を支援することが可能である。
【００７８】
　図１８は、新しい細胞フィーチャーの作成を例示している。細胞フィーチャー「Ｘ」、
「Ｙ」及び「Ｚ」に基づいて新しい細胞フィーチャーを計算する計算モデルを提供する。
新しい細胞フィーチャーを作成する。この時点で、組織切片の画像で新しい細胞フィーチ
ャーの可視化により示されるように、計算された新しい細胞フィーチャーは、測定された
細胞フィーチャーと同様に使用可能である。
【００７９】
　可能な適用は、［１］で発表されたＨＥＲ２、ＥＲ及びＰＲ発現レベルに基づいて５年
生存統計を新しい細胞フィーチャーとして具現化することであろう。細胞フィーチャーは
、発表されたデータ点（ＥＲ＋／ＰＲ＋／ＨＥＲ２－　９６．４％、ＥＲ＋／ＰＲ－／Ｈ
ＥＲ２－　９１．９％、ＥＲ＋／ＰＲ＋／ＨＥＲ２＋　９１．３％、ＥＲ＋／ＰＲ－／Ｈ
ＥＲ２＋　８８．０％、ＥＲ－／ＰＲ＋／ＨＥＲ２－　８２．７％、ＥＲ－／ＰＲ＋／Ｈ
ＥＲ２＋　７８．８％、ＥＲ－／ＰＲ－／ＨＥＲ２－　７６．２％、ＥＲ－／ＰＲ－／Ｈ
ＥＲ２＋　７５．９％）及びデータ点間の線形近似に基づいて計算可能である。この時点
で、すべての浸潤性腫瘍細胞にわたる５年生存統計の細胞データを用いて、新しいスコア
リングスキームの基準を研究可能である。
【００８０】
マニュアルゲート処理
　細胞集団解析プログラムは、選択された細胞フィーチャーのシーケンシャルゲート処理
関数を規定することにより細胞集団を同定するマニュアルゲート処理を提供可能である。
マニュアルゲート処理は、典型的には、細胞集団の特異的規定を支援する。
【００８１】
　組織切片の画像で異なる細胞集団の例の領域を規定して、それらの細胞フィーチャーに
より代表的細胞を同定することが可能である。それらの同定された細胞及びそれらと特定
の細胞集団との関連をゲート規定プロセスで、（例えば、個別のプロット、色コード付き
で）可視化することが可能である。ゲート規定プロセスで使用するために、すべての細胞
又は例の領域の細胞のみを選択することが可能である。
【００８２】
　選択された細胞フィーチャーの一次元、二次元又は三次元のグラフ表現を用いて、対象
の細胞の領域（例えば、最小／最大、複数の多角形）を同定することが可能である。１～
３つの細胞フィーチャーの領域規定の交差及び合併のシーケンス（又は階層）を形成して
、細胞集団を規定することが可能である。シーケンシャルゲート処理関数を漸進的に形成
して、各工程で前の工程で得られた細胞のみを調べることが可能である。
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【００８３】
　ゲート処理関数を作成する非常に単純かつ効果的な方法は、特定の細胞型に対するマー
カー染色を使用して、マーカー染色を測定する細胞フィーチャーでゲート処理することで
ある。多重化を用いる場合、１つの組織切片で特定の細胞型に対するマーカー染色を使用
することにより、すべての他の組織切片でその細胞型を同定することが可能である。
　細胞集団に対応する細胞を組織切片の画像で同時に同定することが可能である。
【００８４】
　図１９は、異なる細胞集団に対する代表的細胞を用いたゲート規定プロセスを例示して
いる。組織切片の画像で検出された細胞は、黒色円又はパターン化円のグリッドとして例
示されている。単一の細胞フィーチャーのグラフ表現は、１Ｄヒストグラムとして示され
ている。図１９Ａは、対象となる２つの細胞集団に対する２つの例の領域４０、５０の規
定及び細胞集団の例に対する新しい細胞アノテーションの作成を例示している。図１９Ｂ
は、細胞フィーチャー「Ｘ」に対する最小及び最大の閾値を規定するゲート規定工程を例
示している。すべての細胞を含むプロットに加えて、対応する例の領域４０、５０の細胞
のみをそれぞれ含有する各細胞集団に対する個別のプロットを示している。さらに、「規
定される」細胞集団４０の領域規定４１（最小及び最大）を他のプロットで示している。
図１９Ｃは、細胞集団の新しい細胞フィーチャーの作成を例示し、画像中に「規定される
」細胞集団のパターンコード付き細胞４０を示している。
【００８５】
　ゲート規定プロセスは、複数の組織サンプルを含むことができる。これにより、組織サ
ンプル間での変動を考慮に入れることが可能になる。異なる組織サンプルの細胞は、ゲー
ト規定プロセスで、（例えば、個別のプロット、色コード付きで）可視化することが可能
である。組織サンプルの細胞及び細胞フィーチャーさらには組織切片の画像は、適宜記憶
して、データベースからアクセスすることが可能である。
　細胞集団解析プログラムは、異なる組織サンプル中の細胞の自動ゲート処理用として規
定されたゲート処理関数の使用を可能にする。
【００８６】
パターン認識
　細胞集団解析プログラムは、教師あり機械学習技術に基づいて、異なる細胞集団への細
胞の自動分類のために、細胞ベースのパターン認識を提供することが可能である。パター
ン認識は、典型的には、細胞集団の特異的及び統計的な規定に使用される。使用される機
械学習技術は、重要な細胞フィーチャーがどのように同定されるか、どんな種類の計算モ
デルが細胞分類に使用されるかを決定する。細胞分類は、クラスラベル（すなわち、細胞
は、１つの細胞集団の一部のみとすることができる）又はクラス確率（すなわち、細胞は
、複数の細胞集団の一部とすることができる）を用いて表現可能である。
　組織切片の画像で異なる細胞集団の例の領域を規定して、それらの細胞フィーチャーに
より代表的細胞を同定することが可能である。
【００８７】
　パターン認識ツールは、重要な細胞フィーチャーを同定し、提供された例の領域に基づ
いて細胞分類子を決定する。
　細胞ベースのパターン認識に代わる選択肢として又はそれと組み合わせて、共通グリッ
ド（単一の組織切片のみを使用した場合でも）を用いて、領域ベースのパターン認識を実
施し、領域ベースの表現と細胞ベースの表現との間でデータを交互にマッピングすること
が可能である。
　異なる細胞集団に対応する細胞を組織切片の画像で同定することが可能である。
【００８８】
　図２０は、異なる細胞集団に対する代表的細胞を用いたパターン認識プロセスを例示し
ている。図２０Ａは、それぞれ対象となる２つの細胞分類に対する２つの例の領域６０、
７０の規定及びそれぞれ細胞分類の例に対する新しい細胞アノテーションＡ、Ｂ、ＮＡの
作成を例示している。図２０Ｂは、細胞分類の新しい細胞フィーチャーの作成を例示し、
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画像中の２つの細胞クラスのパターンコード付き細胞Ａ、Ｂを示している。
【００８９】
　パターン認識は、複数の組織サンプルを含むことができる。これにより、組織サンプル
間での変動を考慮に入れることが可能になる。組織サンプルの細胞及び細胞フィーチャー
さらには組織切片の画像は、適宜記憶して、データベースからアクセスすることが可能で
ある。
　細胞集団解析プログラムは、異なる組織サンプル中の細胞の自動分類用として規定され
た細胞分類子の使用を可能にする。
【００９０】
集団混合モデル解析
　細胞集団解析プログラムは、異なる細胞集団への細胞の自動分類のために、教師なし機
械学習技術（例えば、ガウス混合モデル）を含めて、集団混合モデル解析を提供する。集
団混合モデル解析は、典型的には、細胞集団の具象規定に使用される。混合モデルは、全
細胞集団内の細胞サブ集団の存在を表すための確率モデルである。混合モデルは、全細胞
集団の観測のみが与えられたとして、細胞サブ集団の性質に関する統計的推測を行うため
に使用される。ガウスモデルを含めて、さまざまな種類の分布モデルを使用することが可
能である。
【００９１】
集団比較
　細胞集団解析プログラムは、細胞集団細胞フィーチャーの分布関数及び累積分布関数（
ＣＤＦ）の比較に基づいて、集団比較を提供する。同一の組織切片内又は異なる組織切片
にわたる異なる細胞集団を比較して、具象細胞集団を規定することが可能である。
【００９２】
細胞集団フィーチャー
　組織サンプルは、異なる細胞集団及びそれらの細胞集団フィーチャーにより特徴付けら
れる。細胞集団が同定された後、各細胞集団の細胞及び細胞フィーチャーから、細胞集団
フィーチャー（例えば、全細胞数に対する細胞のパーセント、細胞フィーチャーの統計及
び細胞フィーチャーヒストグラム）が計算される。
【００９３】
解釈
　細胞集団の解釈は、組織サンプルの比較及び組織サンプルの叙述を取り扱う。
【００９４】
データベース
　研究室もしくは施設全体にわたり又は多くの集団との関連で組織サンプルのデータを調
べることにより、データに関する新しい知見及び新しい展望を提供する。
　組織サンプルのデータセットは、メタデータ（例えば、種、組織型、性別、年齢、病態
、薬剤投与量、及び臨床転帰）、細胞集団フィーチャー（例えば、全細胞数に対する細胞
のパーセント、細胞フィーチャーの統計及び細胞フィーチャーのヒストグラム）を有する
細胞集団を含むことができる、それだけでなく、細胞フィーチャーを有する細胞及び組織
切片の画像をも含むことができる。
【００９５】
　重要なことは、複数の組織サンプルデータベースの作製、管理及びアクセスを可能にす
る基盤を提供することである。施設は、それ自体の中央データベースを有し、他の公共デ
ータベースにアクセスすることができる。データベースは、ローカルコンピューター上、
ネットワーク（仮想プライベートネットワークを含む）上の中央サーバー上に存在可能で
あり及び／又はクラウド用途として具現化可能である。
　組織サンプルのデータセットの標準化は、データベースの有用性に重要である。
【００９６】
データマイニング及び可視化
　教師なし及び教師あり機械学習技術を含めて、データマイニング技術、さらにはヒート
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マップ、１Ｄ２Ｄ、及び３Ｄデータプロット、ならびに選別可能及び検索可能なデータテ
ーブルを含めて、可視化技術を、データベースと共に使用して、自動又は半自動で大量の
データを解析することが可能である。データマイニング及び可視化の目的は、これまで知
られていない興味深いパターン、例えば、データセット群（クラスター解析）、異常デー
タセット（異常検出）及び依存性（相関ルールマイニング）を抽出することならびに分類
又は回帰分析の形態でデータセットの叙述を提供できるようにすることである。
【００９７】
　図２１は、データベースからの組織サンプルのヒートマップを例示している。ヒートマ
ップの行は、異なる特性を表し、列は、異なる記録を表す。特異的メタデータ、細胞集団
及び細胞集団フィーチャーは、「選択アイテム」カテゴリーで選択される。「オプション
」カテゴリーは、特性の範囲の限定及びヒートマップでデータを表示すべき方法（例えば
、値、色コード付き又は強度コード付き）の規定を可能にする。ヒートマップは、特定の
種及び組織型に限定される。「選別」カテゴリーは、特性によるデータの選別を可能にす
る。ブラックボックスは、組織サンプルの完全情報にアクセスする能力を例示している。
ヒートマップ中のメタデータ及び細胞集団データに加えて、対応する細胞データ及び画像
へのアクセスが提供される。
【００９８】
　組織サンプルに関する追加の知識又は前提は、単にメタデータに情報を追加することに
より、解析に含むことができる。
【００９９】
決定支援システム
　細胞集団解析プログラムは、研究対象の組織サンプルの組織解析データ及び関連メタデ
ータに基づく決定支援システムを含むことができる。
　決定支援システムは、組織解析データ（例えば、ヒト－乳房組織－浸潤性腫瘍細胞集団
－ＨＥＲ２、ＥＲ及びＰＲ発現）、及び研究対象の組織サンプルのメタデータ及び既知の
病態又は転帰（例えば、異なる治療オプション後の生存）を有するデータベースのデータ
セットの差の定量及び可視化（例えば、ヒートマップ）を可能にする類似性解析を提供す
ることができる。決定支援システムは、スライド画像、細胞フィーチャーを有する細胞、
細胞集団フィーチャーを有する細胞集団、関連メタデータ、さらには、他の治療法からの
データ（例えば、放射線学データ）を含めて、データベース中のデータセットの追加の症
例情報、へのアクセスを提供することができる。これにより、データが既知の病態又は転
帰にどれくらい近いかなどの疑問を解決することが可能である。
【０１００】
　類似性解析に基づく決定支援システムを具現化する単純な方法は、選択されたメタデー
タ及び細胞集団データの類似性基準（例えば、絶対差の加重和）を用いて、図２１に示さ
れるようにヒートマップを拡張することである。この時点で、ヒートマップは、データベ
ース中の類似の組織サンプルとの関連で研究対象の組織サンプルを示すことが可能である
。
【０１０１】
　データベース中の実際のデータセットに基づく決定支援システムを提供するのではなく
、臨床所見及び症例の合成に基づく決定支援システムのために、特別なデータセットを作
製することが可能である。この時点で、可能な決定及び予想される転帰と共に、症例のす
べての異なる有意な特徴付けとの関連で、研究対象の組織サンプルを示すことが可能であ
る。
【０１０２】
　可能な適用は、臨床所見の合成に関して［１］に発表されたＨＥＲ２、ＥＲ及びＰＲ発
現レベルに基づいて５年生存統計を使用し、代表的かつ興味深い症例を例として選択する
ことであろう。発表されたデータ点（ＥＲ＋／ＰＲ＋／ＨＥＲ２－　９６．４％、ＥＲ＋
／ＰＲ－／ＨＥＲ２－　９１．９％、ＥＲ＋／ＰＲ＋／ＨＥＲ２＋　９１．３％、ＥＲ＋
／ＰＲ－／ＨＥＲ２＋　８８．０％、ＥＲ－／ＰＲ＋／ＨＥＲ２－　８２．７％、ＥＲ－
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／ＰＲ＋／ＨＥＲ２＋　７８．８％、ＥＲ－／ＰＲ－／ＨＥＲ２－　７６．２％、ＥＲ－
／ＰＲ－／ＨＥＲ２＋　７５．９％）に基づいて、８例の症例を形成可能である。
【０１０３】
自動メタデータ予測
　細胞集団解析プログラムは、組織サンプルの細胞集団及び細胞集団フィーチャーに基づ
いてメタデータを予測する能力を提供可能である。教師あり機械学習技術を用いて、既存
のメタデータを有する組織サンプル例から分類子を知ることが可能である。
【０１０４】
　細胞及び細胞集団の解析が種及び組織に特異的であるので、可能な適用は、種及び組織
型の予測である。典型的には、組織サンプルを用いて、種（例えば、ヒト）及び組織型（
例えば、乳房組織）に関する情報が提供される。細胞集団解析プログラムはまた、組織サ
ンプルの細胞集団と既知の種－組織型細胞集団とを比較することにより、この情報を自動
で予測することが可能である。
【０１０５】
ｉｎ　ｖｉｔｒｏ診断多変量指数アッセイ（ＩＶＤＭＩＡ）
　ＩＶＤＭＩＡは、１種の細胞集団（例えば、浸潤性腫瘍細胞）又は複数種の細胞集団（
例えば、間質細胞）の組織サンプルの細胞集団フィーチャー（例えば、ＨＥＲ２発現、Ｅ
Ｒ発現、ＰＲ発現）及び関連メタデータ（例えば、年齢、性別、病態）に基づいて、規定
及び具現化することが可能である。
【０１０６】
　一変量、二変量及び多変量解析ならびにデータマイニング及び可視化を用いて、共通パ
ターンを同定し、重要なフィーチャー及びそれと臨床転帰との関係を決定することが可能
である。
【０１０７】
　新しいスコアリング及び解釈スキームは、線形及び非線形関数、テンプレート類似性（
例えば、絶対差の規格化和）ならびに一群の値から新しい値を計算する任意のアルゴリズ
ム（例えば、プログラムコードの実行）を含めて、さまざまな計算モデルを用いて規定可
能である。
【０１０８】
　ＩＶＤＭＩＡを規定する方法は、プロファイルヒストグラムを用いて、ＩＶＤＭＩＡの
決定に使用される細胞集団フィーチャーの特性を規定することを含む。プロファイルヒス
トグラムの例は、Ｙの平均値及びＸの各ビンの二乗平均平方根（ＲＭＳ）を表すデータセ
ットである。各Ｙパラメーターは、細胞集団フィーチャーから選択されるであろう。各Ｘ
パラメーターは、任意であり、細胞ベースの組織解析方法に関連付けられる基準の関連デ
ータセット、非自明関連データセット又は非関連データセットとすることができる。この
場合、含まれるＸ及びＹの値をプロファイルヒストグラムでプロットし、特異的ＩＶＤＭ
Ａ出力を表すユニークなパターンを作成する。ＩＶＤＭＩＡ出力に取り込まれるこのパタ
ーンは、特異的ＩＶＤＭＩＡ出力パターン（プロファイルヒストグラム）が、メタデータ
に関連付けられた臨床出力を予測するように、メタデータに相関付けられる。例えば、こ
のプロファイルヒストグラム又は一連の類似のプロファイルを用いて、予後値又は診断値
を有するＩＶＤＭＩＡのバイナリー（有／無、陽性／陰性など）出力を規定することがで
きる。したがって、ＩＶＤＭＩＡは、細胞ベースの組織解析の多次元出力を取り込み、Ｉ
ＶＤＭＩＡで直接適用される出力のアルゴリズム決定を行うことができるまとめた形でそ
れを取り込む。
【０１０９】
　可能な適用は、［１］で発表されたＨＥＲ２、ＥＲ及びＰＲ発現レベルに基づいて５年
生存統計の計算を具現化することであろう。単純な計算モデルは、発表されたデータ点（
ＥＲ＋／ＰＲ＋／ＨＥＲ２－　９６．４％、ＥＲ＋／ＰＲ－／ＨＥＲ２－　９１．９％、
ＥＲ＋／ＰＲ＋／ＨＥＲ２＋　９１．３％、ＥＲ＋／ＰＲ－／ＨＥＲ２＋　８８．０％、
ＥＲ－／ＰＲ＋／ＨＥＲ２－　８２．７％、ＥＲ－／ＰＲ＋／ＨＥＲ２＋　７８．８％、
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ＥＲ－／ＰＲ－／ＨＥＲ２－　７６．２％、ＥＲ－／ＰＲ－／ＨＥＲ２＋　７５．９％）
を使用すること及びデータ点間の線形近似を行うことである。
【０１１０】
　教師あり機械学習技術により支援して、かつ対応するメタデータ（例えば、臨床転帰）
を有する選択された組織サンプルに基づいて、新しいスコアリング及び解釈スキームを自
動で決定することが可能である。
【０１１１】
キャリブレーション
　細胞集団解析プログラムは、検出された細胞集団及びそれらの細胞集団フィーチャーを
標準と比較することにより、細胞集団フィーチャー（例えば、ＨＥＲ２、ＥＲ、ＰＲ発現
）の自動キャリブレーションを提供して、組織及びスライドの調製プロセスにおける変動
を調整することが可能である。標準は、異なる組織及びスライド調製パラメーター（例え
ば、さまざまな固定時間）を変化させる及び／又は大集団のデータセットを解析する、制
御された手順を用いて調製された組織切片から確定可能である。この種のキャリブレーシ
ョンは、生検から最終分析に至るまで内部組織対照を使用すると考えることが可能である
。
【０１１２】
　キャリブレーション出力を規定する方法は、プロファイルヒストグラムを用いて、細胞
集団フィーチャーの特性を規定することにより、キャリブレーション出力値を決定するこ
とを含む。各Ｙパラメーターは、細胞集団フィーチャーから選択されるであろう。各Ｘパ
ラメーターは、細胞ベースの組織解析方法に関連付けられた基準である。この場合、含ま
れるＸ及びＹの値をプロファイルヒストグラムでプロットし、特異的キャリブレーション
出力を表すユニークなパターンを作成する。プロファイルヒストグラムが所定の正常標準
の規定された範囲内に含まれる場合、サンプルの作製に使用されたアッセイは、適正にキ
ャリブレーションされたと考えられる。この方法を用いれば、組織及びスライドの調製プ
ロセスのすべての時点を評価することが可能である。
【０１１３】
品質評価
　組織及びスライドの調製、デジタル化又は他の因子からのアーチファクトは、組織解析
を妨げて、誤差を引き起こすおそれがある。したがって、品質評価は、組織解析のきわめ
て重要な工程である。品質評価は、組織サンプル間での変動の測定及び生物学的動因の可
能性が低い変動の検出を含む。生物学的動因の変動は、ターゲット集団のデータセットを
分析することにより規定可能である。
【０１１４】
　品質出力を規定する方法は、プロファイルヒストグラムを用いて、品質出力値の決定に
使用される細胞集団フィーチャーの特性を規定することを含む。各Ｙパラメーターは、細
胞集団フィーチャーから選択されるであろう。各Ｘパラメーターは、細胞ベースの組織解
析方法に関連付けられた基準である。この場合、含まれるＸ及びＹの値をプロファイルヒ
ストグラムでプロットし、特異的出力を表すユニークなパターンを作成する。ヒストグラ
ムプロファイルが経験的又は直観的に規定された正常性の範囲内に含まれる場合、サンプ
ルは品質標準を満たす。規定された正常性の範囲内の直観的な規定の例は、病理学者の解
釈による主観的なものかもしれない。規定された正常性の範囲内の経験的な規定の例は、
同一の方法を用いて解析されたすべてのサンプルの集団の平均値から１標準偏差以内にサ
ンプルを組み込まれることであるかもしれない。
【０１１５】
　図２２は、異なるグループによる細胞集団フィーチャー分布の比較に基づく品質評価を
例示している。同一の細胞集団フィーチャー「Ｘ」に対する細胞集団フィーチャー分布が
、２つの異なるグループ「Ａ」８０及び「Ｂ」９０に対して同一の１Ｄデータプロットで
示されている。平均（Ｍ）及び標準偏差（ＳＤ）に関して分布が異なることが、容易に分
かる。追加の統計学的検定により、明確な合格基準を提供することが可能である。
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【０１１６】
　可能な適用は、研究室又は施設でのタンパク質発現（例えば、ＨＥＲ２、ＥＲ及びＰＲ
）の分布と、ターゲット集団での同一のタンパク質発現の分布とを比較することであろう
。ターゲット集団のデータセットを蓄積及び提供する、国際データベース、国家データベ
ース及び地域データベースが存在しうる。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明は、メディカルイメージング及び医学的解析の分野で使用される細胞ベースの組
織解析方法に関する。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図１１】
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【図１３Ｂ】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図１９Ｃ】

【図２０Ａ】
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【図２２】
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