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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体と試薬とを混合して調製された測定試料をフローセルに流し、
　フローセルを流れる測定試料に対して直線偏光の光を照射し、
　測定試料中の粒子が照射されることにより生じる散乱光を検出し、
　各粒子から検出された散乱光の偏光状態の変化を反映する第１パラメータを取得し、
　前記第１パラメータに基づいて、測定試料に含まれる上皮細胞を少なくとも２種類の上
皮細胞に分類する、
ことを特徴とする検体分析方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の検体分析方法において、
　前記散乱光の検出では、測定試料に照射される照射光が測定試料中の粒子によって散乱
した散乱光であって、前記照射光とは異なる偏光状態の散乱光が検出される、
ことを特徴とする検体分析方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の検体分析方法において、
　前記照射光の偏光方向は、前記照射光の照射位置における前記測定試料の流れ方向に平
行となっており、
　前記散乱光の検出は、前記流れ方向に垂直な偏光成分の光を検出することである、
ことを特徴とする検体分析方法。



(2) JP 6196502 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

【請求項４】
　請求項１ないし３の何れか一項に記載の検体分析方法において、
　前記散乱光の検出は、測定試料中の粒子から発せられ、測定試料に照射される照射光の
偏光方向とは異なる偏光方向の光を透過する偏光フィルタを介して行われることを含む、
ことを特徴とする検体分析方法。
【請求項５】
　請求項１ないし４の何れか一項に記載の検体分析方法において、
　測定試料中の粒子が照射されることにより生じる散乱光から、各粒子の大きさを反映す
る第２パラメータをさらに取得し、
　上皮細胞の分類は、前記第１および第２パラメータに基づいて行われる、
ことを特徴とする検体分析方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５の何れか一項に記載の検体分析方法において、
　前記検体は尿検体であり、
　上皮細胞は、少なくとも、扁平上皮細胞と尿細管上皮細胞に分類される、
ことを特徴とする検体分析方法。
【請求項７】
　請求項１ないし６の何れか一項に記載の検体分析方法において、
　前記検体は尿検体であり、
　上皮細胞は、扁平上皮細胞と、尿細管上皮細胞と、卵円形脂肪体とに分類される、
ことを特徴とする検体分析方法。
【請求項８】
　検体と試薬とを混合して測定試料を調製する試料調製部と、
　前記試料調製部によって調製された測定試料が流れるフローセルと、
　前記フローセルを流れる測定試料に直線偏光の光を照射する照射ユニットと、
　測定試料中の粒子が照射されることにより生じる散乱光であって、前記測定試料に照射
される照射光とは異なる偏光状態の散乱光を検出する検出部と、
　前記検出部による検出結果から、各粒子から検出された散乱光の偏光状態の変化を反映
する第１パラメータを取得し、当該第１パラメータに基づいて、測定試料に含まれる上皮
細胞を少なくとも２種類の上皮細胞に分類する解析部と、を備える、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の検体分析装置において、
　前記照射光の偏光方向は、前記照射光の照射位置における前記測定試料の流れ方向に平
行となっており、
　前記検出部は、前記流れ方向に垂直な偏光成分の散乱光を検出する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の検体分析装置において、
　前記検出部は、測定試料中の粒子から発せられ、前記照射光の偏光方向とは異なる偏光
方向の光を透過する偏光フィルタを介して前記散乱光を検出する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項１１】
　請求項８ないし１０の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　測定試料中の粒子が照射されることにより生じる散乱光を検出する他の検出部をさらに
備え、
　前記解析部は、前記他の検出部による検出結果から、各粒子の大きさを反映する第２パ
ラメータをさらに取得し、前記第１パラメータおよび当該第２パラメータに基づいて、上
皮細胞の分類を行う、
ことを特徴とする検体分析装置。
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【請求項１２】
　請求項８ないし１１の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　前記検体は尿検体であり、
　前記解析部は、上皮細胞を、少なくとも、扁平上皮細胞と尿細管上皮細胞に分類する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項１３】
　請求項８ないし１２の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　前記検体は尿検体であり、
　前記解析部は、上皮細胞を、扁平上皮細胞と、尿細管上皮細胞と、卵円形脂肪体とに分
類する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検体から調製された測定試料に光を照射して光学情報を取得し、取得した光
学情報に基づいて検体の分析を行う検体分析方法および検体分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フローサイトメータによって尿検体に含まれる粒子を検出する技術が知られてい
る。たとえば、特許文献１には、フローサイトメータによって試料中の粒子から前方散乱
光および蛍光を検出し、いくつかのパラメータを組み合わせることで、尿中の上皮細胞を
表層型扁平上皮細胞と、表層型扁平上皮細胞以外の上皮細胞の２つの集団に分類する技術
が開示されている。
【０００３】
　上記特許文献によれば、表層型扁平上皮細胞以外の上皮細胞は、炎症や疾患などの場合
にのみ出現し、健常人の尿試料中にはほとんど見られない細胞である。一方、表層型扁平
上皮細胞は、健常人の尿試料中にも多数みられる細胞である。
【０００４】
　そこで、上記特許文献では、表層型扁平上皮細胞以外の上皮細胞が、全上皮細胞に占め
る割合を算出することで、その尿試料が採取された被検者の炎症や疾患などの有無を推定
し得るパラメータが求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１７５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　炎症や疾患が疑わしい尿試料については、排尿器官のどこに異常があるか、どのような
疾患が疑われるかを診断するに際して、詳細な情報が必要になる場合がある。上皮細胞に
は、扁平上皮細胞、尿細管上皮細胞、卵円形脂肪体などの由来の異なるいくつかの種類が
あり、尿試料に含まれる上皮細胞がいずれの種類であるかを特定することができれば、炎
症・疾患部位を特定するのに役立てることができる。
【０００７】
　上記特許文献に記載の技術は、上記のように、多数の尿試料から炎症や疾患が疑われる
尿試料をスクリーニングするのに有用な情報を提供するものの、炎症や疾患が疑われる尿
試料に対して、炎症・疾患部位の特定に役立つ上皮細胞の情報までをも提供するものでは
なかった。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、検体中の上皮細胞の種類の特定に有
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用な情報を得ることができる検体分析方法および検体分析装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様は、検体分析方法に関する。この態様に係る検体分析方法は、検体
と試薬とを混合して調製された測定試料をフローセルに流し、フローセルを流れる測定試
料に対して直線偏光の光を照射し、測定試料中の粒子が照射されることにより生じる散乱
光を検出し、各粒子から検出された散乱光の偏光状態の変化を反映する第１パラメータを
取得し、前記第１パラメータの相違に基づいて、測定試料に含まれる上皮細胞を少なくと
も２種類の上皮細胞に分類する。
【００１０】
　一般に、複数の種類の上皮細胞は、それぞれ、種類に応じて偏光特性の異なる固有の成
分を含有する。そして、上皮細胞に光が照射されると、これにより生じる光の偏光方向は
、この上皮細胞に含まれる成分の旋光性に応じて、粒子に照射される前の光の偏光方向か
ら変化する。よって、本態様に係る検体分析方法によれば、粒子が照射されることにより
生じる光から、各粒子に基づく偏光状態を反映する第１パラメータを取得すると、第１パ
ラメータの相違に基づいて、測定試料に含まれる上皮細胞の種類の特定に有用な情報を得
ることができる。この情報は、炎症・疾患部位の特定にも役立つ。
【００１１】
　本態様に係る検体分析方法において、前記散乱光の検出では、測定試料に照射される照
射光が測定試料中の粒子によって散乱した散乱光であって、前記照射光とは異なる偏光状
態の散乱光が検出される。
【００１２】
　この場合、前記照射光の偏光方向は、前記照射光の照射位置における前記測定試料の流
れ方向に平行となるよう設定され、前記散乱光の検出は、前記流れ方向に垂直な偏光成分
の光を検出するようにして行われ得る。このように、照射光の偏光方向を、照射光の照射
位置における測定試料の流れ方向に平行とすると、測定試料中の粒子から生じる散乱光と
蛍光とを、同一方向において受光し易くすることができる。これにより、散乱光と蛍光を
検出するための光学系を簡素にすることができる。なお、この場合、流れ方向に垂直な偏
光成分の光を検出することにより、各粒子に基づく偏光状態を反映する第１パラメータを
効率的に取得することができる。
【００１３】
　本態様に係る検体分析方法において、前記散乱光の検出は、測定試料中の粒子から発せ
られ、測定試料に照射される照射光の偏光方向とは異なる偏光方向の光を透過する偏光フ
ィルタを介して行われることを含み得る。これにより、粒子が含有する成分の旋光性に応
じて変化した偏光方向の散乱光を検出することができる。
【００１４】
　また、本態様に係る検体分析方法は、測定試料中の粒子が照射されることにより生じる
散乱光から、各粒子の大きさを反映する第２パラメータをさらに取得し、上皮細胞の解析
は、前記第１および第２パラメータに基づいて行われるよう構成され得る。
【００１５】
　また、本態様に係る検体分析方法において、検体として好ましくは尿検体を採用するこ
とができ、上皮細胞は、少なくとも、扁平上皮細胞と尿細管上皮細胞に分類される。扁平
上皮細胞は、外尿道口付近の粘膜に由来する細胞であり、また、尿細管上皮細胞は、近位
尿細管からヘンレの係蹄、遠位尿細管、集合管、腎乳頭までの内腔を覆う上皮に由来する
細胞である。したがって、上皮細胞を扁平上皮細胞と尿細管上皮細胞に分類することによ
り、炎症・疾患部位の特定に役立つ情報を提供することができる。
【００１６】
　また、本態様に係る検体分析方法において、検体として好ましくは尿検体を採用するこ
とができ、上皮細胞は、扁平上皮細胞と、尿細管上皮細胞と、卵円形脂肪体とに分類され
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る。卵円形脂肪体は、尿細管上皮細胞由来の脂肪顆粒細胞であり、ネフローゼ症候群との
関連性があると言われており、さらに最近の研究では、他の疾患や病変の関連性も指摘さ
れている。したがって、上皮細胞を卵円形脂肪体に分類することにより、これら病状の把
握に役立つ情報を提供することができる。
【００１７】
　本発明の第２の態様は、検体分析装置に関する。この態様に係る検体分析装置は、検体
と試薬とを混合して測定試料を調製する試料調製部と、前記試料調製部によって調製され
た測定試料が流れるフローセルと、前記フローセルを流れる測定試料に直線偏光の光を照
射する照射ユニットと、測定試料中の粒子が照射されることにより生じる散乱光であって
、前記測定試料に照射される照射光とは異なる偏光状態の散乱光を検出する検出部と、前
記検出部による検出結果から、各粒子から検出された散乱光の偏光状態の変化を反映する
第１パラメータを取得し、当該第１パラメータに基づいて、測定試料に含まれる上皮細胞
を少なくとも２種類の上皮細胞に分類する解析部と、を備える。
【００１８】
　本態様に係る検体分析装置によれば、上記第１の態様と同様の効果が奏され得る。
【００２０】
　本態様に係る検体分析装置において、前記照射光の偏光方向は、前記照射光の照射位置
における前記測定試料の流れ方向に平行となっており、前記検出部は、前記流れ方向に垂
直な偏光成分の散乱光を検出する構成とされ得る。
【００２１】
　本態様に係る検体分析装置において、前記検出部は、測定試料中の粒子から発せられ、
前記照射光の偏光方向とは異なる偏光方向の光を透過する偏光フィルタを介して前記散乱
光を検出する構成とされ得る。
【００２２】
　また、本態様に係る検体分析装置は、測定試料中の粒子が照射されることにより生じる
散乱光を検出する他の検出部をさらに備える構成とされ得る。ここで、前記解析部は、前
記他の検出部による検出結果から、各粒子の大きさを反映する第２パラメータをさらに取
得し、前記第１パラメータおよび当該第２パラメータに基づいて、上皮細胞の分類を行う
構成とされ得る。
【００２３】
　また、本態様に係る検体分析装置において、測定対象の検体は、たとえば、尿検体とさ
れ、前記解析部は、上皮細胞を、少なくとも、扁平上皮細胞と尿細管上皮細胞に分類する
構成とされ得る。
【００２４】
　また、本態様に係る検体分析装置において、測定対象の検体は、たとえば、尿検体とさ
れ、前記解析部は、上皮細胞を、扁平上皮細胞と、尿細管上皮細胞と、卵円形脂肪体とに
分類する構成とされ得る。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のとおり、本発明によれば、検体中の上皮細胞の種類の特定に有用な情報を得るこ
とができる検体分析方法および検体分析装置を提供することができる。
【００２６】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下に示す実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であ
って、本発明は、以下の実施の形態により何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施の形態に係る尿検体分析装置の外観の構成を示す図である。
【図２】実施の形態に係る測定装置の構成を示す図である。
【図３】実施の形態に係る光学検出部の構成を示す模式図である。
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【図４】実施の形態に係る特徴パラメータについて説明する図である。
【図５】実施の形態に係る情報処理装置の構成を示す図である。
【図６】実施の形態に係る測定装置と情報処理装置の処理を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態に係る第１スキャッタグラムおよび第１スキャッタグラムに設定され
る領域、ならびに、第２スキャッタグラムおよび第２スキャッタグラムに設定される領域
を示す図である。
【図８】実際の尿検体に対して、顕微鏡を使用した目視による計数結果、ならびに、実施
の形態に係る計数結果および第２スキャッタグラムにおける分画を行った結果を示す図で
ある。
【図９】変更例に係る表示部に表示される画面および第２スキャッタグラムに設定される
領域を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本実施の形態は、血球、細菌、円柱、上皮細胞などの粒子を含む尿検体を分析する尿検
体分析装置に本発明を適用したものである。測定対象となる尿検体は、排泄された尿の他
に、原尿、尿管中の尿、膀胱内の尿、尿道中の尿など、生体内から採取した尿を含むもの
である。
【００２９】
　以下、本実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００３０】
　図１は、尿検体分析装置１の外観の構成を示す図である。
【００３１】
　尿検体分析装置１は、尿検体に含まれる粒子をフローサイトメータにより光学的に測定
する測定装置２と、測定装置２から出力された後述の測定データを処理する情報処理装置
３とを備えている。測定装置２の前方には搬送部２ａが設けられており、搬送部２ａによ
って、尿検体が収容された容器Ｔを複数保持するラックＲが搬送される。情報処理装置３
は、本体３０と、分析結果等が表示される表示部３１と、オペレータの指示を受け付ける
入力部３２を備えている。
【００３２】
　図２は、測定装置２の構成を示す図である。
【００３３】
　測定装置２は、検体分配部２１と、試料調製部２２と、光学検出部２３と、信号処理回
路２４と、ＣＰＵ２５と、メモリ２６と、通信インターフェース２７とを有する。信号処
理回路２４は、アナログ信号処理回路２４１と、Ａ／Ｄコンバータ２４２と、デジタル信
号処理回路２４３と、メモリ２４４とを有する。
【００３４】
　検体分配部２１は、搬送部２ａによって搬送された容器Ｔから所定量の尿検体を吸引し
、試料調製部２２に供給する。試料調製部２２は、混合容器とポンプ（図示せず）を備え
ている。また、試料調製部２２には、容器２２１、２２２が、チューブを介して接続され
ている。容器２２１には、核酸を特異的に染色するインターカレータを含有する試薬が収
容されており、容器２２２には、希釈液が収容されている。混合容器では、検体分配部２
１から供給された検体に対して、容器２２１、２２２から供給される試薬と希釈液が混合
され、測定試料の調製が行われる。混合容器で調製された測定試料は、ポンプにより、シ
ース液と共に光学検出部２３のフローセル２０５（図３参照）に供給される。
【００３５】
　図３は、光学検出部２３の構成を示す模式図である。
【００３６】
　光学検出部２３は、半導体レーザ２０１と、コリメータレンズ２０２と、シリンドリカ
ルレンズ２０３と、コンデンサレンズ２０４と、フローセル２０５と、集光レンズ２０６
と、ビームストッパ２０７と、ピンホール２０８と、フォトダイオード２０９と、集光レ
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ンズ２１０と、ダイクロイックミラー２１１と、ハーフミラー２１２と、フォトマルチプ
ライヤ２１３と、偏光フィルタ２１４と、フォトマルチプライヤ２１５と、分光フィルタ
２１６と、フォトマルチプライヤ２１７を備えている。
【００３７】
　半導体レーザ２０１は、波長４８８ｎｍ程度のレーザ光をＸ軸正方向に出射する。半導
体レーザ２０１から出射されるレーザ光は、直線偏光となっている。半導体レーザ２０１
は、直線偏光の偏光方向が、フローセル２０５上のレーザ光の照射位置における測定試料
の流れ方向（Ｚ軸方向）に平行となるよう、測定装置２内に設置されている。すなわち、
半導体レーザ２０１から出射されるレーザ光の偏光方向は、Ｚ軸方向に垂直な面を入射面
としたとき、当該入射面に対して垂直となっている。
【００３８】
　半導体レーザ２０１から出射されたレーザ光は、コリメータレンズ２０２により平行光
に変換される。コリメータレンズ２０２を透過したレーザ光は、シリンドリカルレンズ２
０３によりＹ軸方向にのみ収束される。シリンドリカルレンズ２０３を透過したレーザ光
は、コンデンサレンズ２０４により、Ｙ軸方向とＺ軸方向に集光される。これにより、半
導体レーザ２０１から出射されるレーザ光が、フローセル２０５内をＺ軸方向に流れる測
定試料に対して、Ｙ軸方向に細長いビーム形状で照射される。レーザ光が測定試料中の粒
子に照射されると、フローセル２０５の前方（Ｘ軸正方向）に前方散乱光が生じ、フロー
セル２０５の側方（Ｙ軸正方向）に側方散乱光と側方蛍光が生じる。
【００３９】
　前方散乱光は、フローセル２０５のＸ軸正方向側に配置された集光レンズ２０６により
、ピンホール２０８の位置に集光される。半導体レーザ２０１から出射された光のうち、
測定試料中の粒子に照射されずにフローセル２０５を透過したレーザ光は、集光レンズ２
０６によって集光された後、フォトダイオード２０９に入射しないようビームストッパ２
０７によって遮断される。ピンホール２０８を通過した前方散乱光は、フォトダイオード
２０９により検出される。フォトダイオード２０９は、検出した前方散乱光に基づいて前
方散乱光信号（ＦＳＣ）を出力する。
【００４０】
　側方散乱光は、フローセル２０５のＹ軸正方向側に配置された集光レンズ２１０によっ
て収束される。集光レンズ２１０を透過した側方散乱光は、ダイクロイックミラー２１１
により反射される。ダイクロイックミラー２１１によって反射された側方散乱光は、無偏
光タイプのハーフミラー２１２によって２分割される。ハーフミラー２１２を透過した側
方散乱光は、フォトマルチプライヤ２１３により検出される。フォトマルチプライヤ２１
３は、検出した側方散乱光に基づいて側方散乱光信号（ＳＳＣ）を出力する。ハーフミラ
ー２１２により反射された側方散乱光は、偏光フィルタ２１４に入射する。
【００４１】
　ここで、一般に、測定試料中の粒子に対して所定の偏光方向のレーザ光が照射されると
、側方散乱光の偏光方向は、粒子が含有する成分が持つ旋光性に応じて、粒子に照射され
る前のレーザ光の偏光方向から変化する。本実施の形態では、測定試料に照射されるレー
ザ光の偏光方向は、フローセル２０５を流れる測定試料の流れ方向（Ｚ軸方向）に平行と
なっている（以下、この偏光状態を「初期の偏光状態」という）。したがって、測定試料
にレーザ光が照射されると、照射された粒子が含有する成分に応じて、成分が分布する部
分のレーザ光の偏光方向が回転し、測定試料に照射される前の初期の偏光状態とは異なる
偏光方向となる。このように測定試料に照射されるレーザ光の偏光方向が、部分的に変化
して初期の偏光状態から崩れると、Ｙ軸正方向に生じる側方散乱光には、種々の偏光状態
の光成分が含まれるようになる。
【００４２】
　このとき、粒子から生じる側方散乱光のうち、測定試料に照射される前の偏光方向に垂
直な偏光方向の光成分の割合（初期の偏光状態が崩される度合い）は、粒子が含有する成
分に応じて決まる。本実施の形態では、後述するように、複数の種類の上皮細胞が、それ
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ぞれ、種類に応じて偏光特性の異なる固有の成分を含有することに着目し、側方散乱光の
偏光状態（初期の偏光状態が崩される度合い）に基づいて、これら複数の種類の上皮細胞
が分類される。
【００４３】
　偏光フィルタ２１４は、Ｚ軸方向に平行な偏光を遮断し、Ｘ軸方向に平行な偏光を通過
させるよう構成されている。偏光フィルタ２１４を通過した側方散乱光を、以下、「偏光
解消側方散乱光」と称する。偏光解消側方散乱光は、フォトマルチプライヤ２１５により
検出される。フォトマルチプライヤ２１５は、検出した偏光解消側方散乱光に基づいて偏
光解消側方散乱光信号（ＰＳＳＣ）を出力する。
【００４４】
　上記のように、側方散乱光の偏光方向は、測定試料中の粒子に含まれる成分が持つ旋光
性に応じて、初期の偏光状態から変化する。したがって、フォトマルチプライヤ２１５に
到達する偏光解消側方散乱光の光量も、レーザ光が照射される粒子の種類毎に異なること
となり、また、偏光解消側方散乱光信号（ＰＳＳＣ）の大きさも、レーザ光が照射される
粒子の種類毎に異なることとなる。
【００４５】
　なお、フローセル２０５上から生じる前方散乱光と側方散乱光は、それぞれ、偏光フィ
ルタを介さずに、そのまま、フォトダイオード２０９とフォトマルチプライヤ２１３によ
って受光される。したがって、フォトダイオード２０９は、フローセル２０５から生じた
偏光方向が不揃いの前方散乱光をそのまま検出し、同様に、フォトマルチプライヤ２１３
は、フローセル２０５から生じた偏光方向が不揃いの側方散乱光をそのまま検出する。な
お、前方散乱光は、側方散乱光と同様、測定試料中の粒子の旋光性によって、偏光方向が
初期の偏光状態から変化する。
【００４６】
　側方蛍光は、側方散乱光と同様、集光レンズ２１０によって収束される。集光レンズ２
１０を透過した側方蛍光は、ダイクロイックミラー２１１を透過し、分光フィルタ２１６
に通されて、フォトマルチプライヤ２１７により検出される。フォトマルチプライヤ２１
７は、検出した側方蛍光に基づいて側方蛍光信号（ＳＦＬ）を出力する。
【００４７】
　図２に戻り、光学検出部２３は、前方散乱光信号（ＦＳＣ）と、側方散乱光信号（ＳＳ
Ｃ）と、偏光解消側方散乱光信号（ＰＳＳＣ）と、側方蛍光信号（ＳＦＬ）をアナログ信
号処理回路２４１に出力する。アナログ信号処理回路２４１は、ＣＰＵ２５の指示に従っ
て、光学検出部２３から出力された各光に基づく電気信号を、アンプにより増幅し、Ａ／
Ｄコンバータ２４２に出力する。
【００４８】
　Ａ／Ｄコンバータ２４２は、アナログ信号処理回路２４１から出力された電気信号をデ
ジタル信号に変換し、デジタル信号処理回路２４３に出力する。デジタル信号処理回路２
４３は、ＣＰＵ２５の指示に従って、Ａ／Ｄコンバータ２４２から出力されたデジタル信
号に対して、所定の信号処理を施す。これにより、フローセル２０５内を粒子が通過する
度に生じる前方散乱光と、側方散乱光と、偏光解消側方散乱光と、側方蛍光に対応する信
号波形が取得される。すなわち、測定試料に含まれる粒子（赤血球、白血球、上皮細胞、
円柱、細菌等）ごとに、各光に対応する信号波形が取得される。取得された信号波形は、
メモリ２４４に記憶される。
【００４９】
　ＣＰＵ２５は、メモリ２４４に記憶された信号波形から、前方散乱光と、側方散乱光と
、偏光解消側方散乱光と、側方蛍光に対応する、複数の特徴パラメータ（ピーク値、幅、
面積）を算出する。
【００５０】
　ピーク値（Ｐ）は、図４（ａ）に示すように、信号波形の最大値である。幅（Ｗ）は、
図４（ｂ）に示すように、所定の閾値よりも大きい信号波形の部分の幅である。面積（Ａ
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）は、図４（ｃ）に示すように、所定の閾値と信号波形が交わる点から下に延ばした線分
と、信号波形とに囲まれる部分の面積である。なお、図４（ｂ）、（ｃ）で用いられる閾
値は、適切な特徴パラメータが得られるよう、特徴パラメータごとに適宜設定される。こ
うして算出された特徴パラメータは、メモリ２６に記憶される。
【００５１】
　ＣＰＵ２５は、算出した粒子ごとの特徴パラメータ（以下、「測定データ」という）を
、通信インターフェース２７を介して情報処理装置３に送信する。また、ＣＰＵ２５は、
通信インターフェース２７を介して情報処理装置３から制御信号を受信し、かかる制御信
号に従って測定装置２の各部を駆動する。
【００５２】
　図５は、情報処理装置３の構成を示す図である。
【００５３】
　情報処理装置３は、パーソナルコンピュータからなり、本体３０と、表示部３１と、入
力部３２から構成されている。本体３０は、ＣＰＵ３０１と、ＲＯＭ３０２と、ＲＡＭ３
０３と、ハードディスク３０４と、読出装置３０５と、画像出力インターフェース３０６
と、入出力インターフェース３０７と、通信インターフェース３０８を有する。
【００５４】
　ＣＰＵ３０１は、ＲＯＭ３０２に記憶されているコンピュータプログラムと、ＲＡＭ３
０３にロードされたコンピュータプログラムを実行する。ＲＡＭ３０３は、ＲＯＭ３０２
とハードディスク３０４に記憶されているコンピュータプログラムの読み出しに用いられ
る。また、ＲＡＭ３０３は、これらのコンピュータプログラムを実行するときに、ＣＰＵ
３０１の作業領域としても利用される。
【００５５】
　ハードディスク３０４には、オペレーティングシステムと、ＣＰＵ３０１に実行させる
ためのコンピュータプログラムと、コンピュータプログラムの実行に用いるデータが記憶
されている。また、ハードディスク３０４には、図６に示す処理を実行させるためのプロ
グラム３０４ａが予め記憶されており、測定装置２から受信した測定データが順次記憶さ
れる。読出装置３０５は、ＣＤドライブまたはＤＶＤドライブ等によって構成されており
、記録媒体３０５ａに記録されたコンピュータプログラムとデータを読み出すことができ
る。なお、上記プログラム３０４ａが記録媒体３０５ａに記録されている場合には、読出
装置３０５により記録媒体３０５ａから読み出されたプログラム３０４ａが、ハードディ
スク３０４に記憶される。
【００５６】
　画像出力インターフェース３０６は、画像データに応じた映像信号を表示部３１に出力
し、表示部３１は、映像信号に基づいて画像を表示する。オペレータが入力部３２を介し
て指示を入力すると、入出力インターフェース３０７は、入力された信号を受け付ける。
通信インターフェース３０８は、測定装置２に接続されており、ＣＰＵ３０１は、通信イ
ンターフェース３０８を介して、測定装置２との間で指示信号およびデータの送受信を行
う。
【００５７】
　図６は、測定装置２と情報処理装置３の処理を示すフローチャートである。
【００５８】
　情報処理装置３のＣＰＵ３０１は、入力部３２を介してオペレータによる測定指示を受
け付けると（Ｓ１０１：ＹＥＳ）、測定開始信号を測定装置２に送信する（Ｓ１０２）。
一方、測定装置２のＣＰＵ２５は、情報処理装置３から測定開始信号を受信すると（Ｓ２
０１：ＹＥＳ）、測定試料の調製を行い（Ｓ２０２）、調製した測定試料をフローセル２
０５内に流す（Ｓ２０３）。続いて、上述したように、半導体レーザ２０１から出射され
たレーザ光が、フローセル２０５内を流れる測定試料に照射され、測定試料に含まれる粒
子ごとに、前方散乱光と、側方散乱光と、偏光解消側方散乱光と、側方蛍光が、それぞれ
、フォトダイオード２０９と、フォトマルチプライヤ２１３、２１５、２１７により検出
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される（Ｓ２０４）。
【００５９】
　続いて、ＣＰＵ２５は、検出した各光に対応する信号波形を取得し（Ｓ２０５）、取得
した信号波形に基づいて、上述した複数の特徴パラメータを算出する（Ｓ２０６）。しか
る後、ＣＰＵ２５は、算出した粒子ごとの複数の特徴パラメータ（測定データ）を、情報
処理装置３に送信する（Ｓ２０７）。
【００６０】
　一方、情報処理装置３のＣＰＵ３０１は、測定データを受信すると（Ｓ１０３：ＹＥＳ
）、第１スキャッタグラムにおいて領域Ａ１１、Ａ１２を設定する（Ｓ１０４）。具体的
には、図７（ａ）に示すように、測定データに含まれる各粒子が、前方散乱光信号の幅（
ＦＳＣＷ）と側方蛍光信号の幅（ＦＬＷ）を２軸とする第１スキャッタグラム上にプロッ
トされる。そして、第１スキャッタグラムにおいて固定の領域Ａ１１、Ａ１２が設定され
る。
【００６１】
　図７（ａ）において、領域Ａ１１は、測定試料に含まれる全上皮細胞に対応する領域で
あり、領域Ａ１２は、測定試料に含まれる円柱に対応する領域である。また、ＦＳＣＷと
ＦＬＷが共に小さく、第１スキャッタグラムの原点付近に表れる粒子は、測定試料中の小
型の粒子（血球、細菌など）である。ＣＰＵ３０１は、第１スキャッタグラム上の領域Ａ
１１に含まれる粒子、すなわち、上皮細胞を抽出する（Ｓ１０５）。
【００６２】
　なお、ここでは、説明の便宜上、第１スキャッタグラムに粒子がプロットされ、第１ス
キャッタグラムに設定された領域Ａ１１に含まれる粒子が抽出されている。しかしながら
、第１スキャッタグラムと領域Ａ１１、Ａ１２は、必ずしも図形やグラフとして作成され
る必要はなく、領域Ａ１１に含まれる粒子の抽出は、特定の数値範囲に属する粒子のみを
フィルタリングによって抽出するデータ処理によって行われるようにしても良い。同様に
、後述する第２スキャッタグラムと領域Ａ２１～Ａ２３も、必ずしも図形やグラフとして
作成される必要はなく、領域Ａ２１～Ａ２３に含まれる粒子数の計数は、データ処理によ
って行われるようにしても良い。
【００６３】
　次に、ＣＰＵ３０１は、第２スキャッタグラムにおいて領域Ａ２１～Ａ２３を設定する
（Ｓ１０６）。具体的には、図７（ｂ）に示すように、Ｓ１０５で抽出した領域Ａ１１の
各粒子が、前方散乱光信号の幅（ＦＳＣＷ）と偏光解消側方散乱光信号の面積（ＰＳＳＣ
Ａ）を２軸とする第２スキャッタグラム上にプロットされる。そして、第２スキャッタグ
ラムにおいて固定の領域Ａ２１～Ａ２３が設定される。
【００６４】
　図７（ｂ）において、領域Ａ２１は、測定試料に含まれる扁平上皮細胞に対応する領域
であり、領域Ａ２２は、測定試料に含まれる尿細管上皮細胞に対応する領域であり、領域
Ａ２３は、測定試料に含まれる卵円形脂肪体に対応する領域である。ＣＰＵ３０１は、第
２スキャッタグラム上の領域Ａ２１～Ａ２３に含まれる粒子、すなわち、扁平上皮細胞の
数と、尿細管上皮細胞の数と、卵円形脂肪体の数を計数する（Ｓ１０７）。
【００６５】
　ここで、縦軸のＰＳＳＣＡは、粒子から生じる側方散乱光のうち、測定試料に照射され
る前の偏光方向に垂直な偏光方向の光成分の割合（初期の偏光状態が崩される度合い）を
示すものである。このため、扁平上皮細胞と尿細管上皮細胞に比べて、通常、初期の偏光
状態を崩す成分を多く含むとされる卵円形脂肪体は、ＰＳＳＣＡの値が大きい領域に分布
することになる。また、横軸のＦＳＣＷは、粒子の幅を示すものである。このため、尿細
管上皮細胞と卵円形脂肪体に比べて、通常、幅が大きいとされる扁平上皮細胞は、ＦＳＣ
Ｗの値が大きい領域に分布することになる。また、卵円形脂肪体に比べて、通常、初期の
偏光状態を崩す成分を多く含まず、且つ、扁平上皮細胞に比べて、通常、幅が小さいとさ
れる尿細管上皮細胞は、ＰＳＳＣＡとＦＳＣＷの値が小さい領域に分布することになる。
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よって、図７（ｂ）に示すように第２スキャッタグラムにおいて領域Ａ２１～Ａ２３が設
定されると、領域Ａ２１～Ａ２３は、それぞれ、扁平上皮細胞と、尿細管上皮細胞と、卵
円形脂肪体に対応する領域となる。
【００６６】
　続いて、ＣＰＵ３０１は、Ｓ１０７において取得した粒子数を、表示部３１に表示する
（Ｓ１０８）。こうして、測定装置２と情報処理装置３の処理が終了する。
【００６７】
　次に、実際の尿検体に対して、顕微鏡を使用した目視による計数結果と、本実施の形態
による計数結果を比較する。
【００６８】
　図８（ａ）は、所定の尿検体についての、顕微鏡を使用した目視による計数結果と、本
実施の形態による計数結果を示す図である。この場合の尿検体には、目視の結果、扁平上
皮細胞が１４．０個／μＬ含まれており、尿細管上皮細胞が０．０個／μＬ含まれており
、卵円形脂肪体が０．０個／μＬ含まれている。図８（ｂ）は、この場合の尿検体につい
て、本実施の形態の第２スキャッタグラムにおける分画を行った結果を示す図である。
【００６９】
　尿細管上皮細胞は、近位尿細管からヘンレ係蹄、遠位尿細管、集合管、腎乳頭までの内
腔を覆う上皮に由来する細胞である。一般に、尿検体１μＬに含まれる尿細管上皮細胞が
１～２個以上あれば、この尿検体を採取した患者は、腎臓（たとえば、尿細管上皮細胞が
分布する上記部位）の疾患に罹患している可能性が高いとされる。また、卵円形脂肪体は
、尿細管上皮細胞由来の脂肪顆粒細胞である。一般に、尿検体１μＬに含まれる卵円形脂
肪体が１～２個以上あれば、この尿検体を採取した患者は、腎臓の疾患（たとえば、ネフ
ローゼ症候群）に罹患している可能性が高いとされる。
【００７０】
　図８（ａ）の目視結果によれば、この尿検体１μＬに含まれる尿細管上皮細胞と卵円形
脂肪体は、何れも１個未満であった。一方、図８（ａ）の本実施の形態の結果によれば、
目視結果の場合と同様、この尿検体１μＬに含まれる尿細管上皮細胞と卵円形脂肪体は、
何れも１個未満であった。なお、図８（ｂ）を併せて参照すると、領域Ａ２２、Ａ２３に
含まれる粒子の数が少ないため、この尿検体に含まれる尿細管上皮細胞と卵円形脂肪体は
少ないことが分かる。
【００７１】
　よって、本実施の形態によれば、目視結果と同様、この尿検体を採取した患者について
、尿細管上皮細胞が少ないことに基づいて、オペレータは、この患者が腎臓（たとえば、
尿細管上皮細胞が分布する上記部位）の疾患に罹患している可能性が低いと判断すること
ができる。また、本実施の形態によれば、目視結果と同様、この尿検体を採取した患者に
ついて、卵円形脂肪体が少ないことに基づいて、オペレータは、この患者が腎臓の疾患（
たとえば、ネフローゼ症候群）に罹患している可能性が低いと判断することができる。
【００７２】
　なお、扁平上皮細胞は、外尿道口付近の粘膜に分布しており、健常人の尿検体中にも多
数含まれる細胞であるため、扁平上皮細胞の数に基づいて、炎症・疾患部位を特定するこ
とは困難である。しかしながら、本実施の形態では、尿検体中の上皮細胞から扁平上皮細
胞を分類することができるため、尿細管上皮細胞と卵円形脂肪体の分類精度を向上させる
ことができる。
【００７３】
　図８（ｃ）は、図８（ａ）、（ｂ）の場合とは異なる他の尿検体についての、顕微鏡を
使用した目視による計数結果と、本実施の形態による計数結果を示す図である。この場合
の尿検体には、目視の結果、扁平上皮細胞が２６．０個／μＬ含まれており、尿細管上皮
細胞が４２．０個／μＬ含まれており、卵円形脂肪体が０．０個／μＬ含まれている。図
８（ｄ）は、この場合の尿検体について、本実施の形態の第２スキャッタグラムにおける
分画を行った結果を示す図である。
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【００７４】
　図８（ｃ）の目視結果によれば、この尿検体１μＬに含まれる尿細管上皮細胞は２個以
上であり、卵円形脂肪体は１個未満であった。一方、図８（ｃ）の本実施の形態の結果に
よれば、目視結果の場合と同様、この尿検体１μＬに含まれる尿細管上皮細胞は２個以上
であり、卵円形脂肪体は１個未満であった。なお、図８（ｄ）を併せて参照すると、領域
Ａ２２に含まれる粒子の数は多く、領域Ａ２３に含まれる粒子の数は少ないため、この尿
検体に含まれる尿細管上皮細胞は多く、卵円形脂肪体は少ないことが分かる。
【００７５】
　よって、本実施の形態によれば、目視結果と同様、この尿検体を採取した患者について
、尿細管上皮細胞が多いことに基づいて、オペレータは、この患者が腎臓（たとえば、尿
細管上皮細胞が分布する上記部位）の疾患に罹患している可能性が高いと判断することが
できる。また、本実施の形態によれば、目視結果と同様、この尿検体を採取した患者につ
いて、卵円形脂肪体が少ないことに基づいて、オペレータは、この患者が腎臓の疾患（た
とえば、ネフローゼ症候群）に罹患している可能性が低いと判断することができる。
【００７６】
　以上、本実施の形態によれば、偏光解消側方散乱光信号の面積（ＰＳＳＣＡ）と前方散
乱光信号の幅（ＦＳＣＷ）により、測定試料に含まれる上皮細胞の特定に有用な情報を得
ることができる。そして、この情報は、炎症・疾患部位の特定にも役立てることができる
。
【００７７】
　より具体的には、前方散乱光信号の幅（ＦＳＣＷ）と偏光解消側方散乱光信号の面積（
ＰＳＳＣＡ）を２軸とする第２スキャッタグラムにおいて、領域Ａ２１～Ａ２３を設定す
ることにより、扁平上皮細胞と、尿細管上皮細胞と、卵円形脂肪体を分類することができ
る。これにより、尿検体に含まれる上皮細胞が、扁平上皮細胞と、尿細管上皮細胞と、卵
円形脂肪体の何れであるかを特定（細分類）することができ、これら上皮細胞の種類に応
じた炎症・疾患部位を特定するための情報が取得され得る。
【００７８】
　また、本実施の形態によれば、第２スキャッタグラムの領域Ａ２１～Ａ２３に含まれる
粒子数を計数することにより、扁平上皮細胞と、尿細管上皮細胞と、卵円形脂肪体の数が
取得され、取得された数が表示される。これにより、オペレータは、尿細管上皮細胞が多
いことに基づいて、この患者が腎臓（たとえば、近位尿細管からヘンレ係蹄、遠位尿細管
、集合管、腎乳頭までの内腔を覆う上皮）の疾患に罹患している可能性が高いと判断する
ことができる。また、オペレータは、卵円形脂肪体が多いことに基づいて、この患者が腎
臓の疾患（たとえば、ネフローゼ症候群）に罹患している可能性が高いと判断することが
できる。
【００７９】
　なお、腎臓の疾患の可能性が高いと一般に判断される場合、図６のＳ１０８において、
情報処理装置３の表示部３１に、図９（ａ）に示す画面Ｄ１が表示されるようにしても良
い。画面Ｄ１には、腎臓の疾患の可能性が高いと判断された根拠（図９（ａ）では、尿細
管上皮細胞の数）と、罹患の可能性を示唆する旨が表示される。また、図６のＳ１０８に
おいて、図８（ｂ）、（ｄ）に示す第２スキャッタグラムが併せて表示されても良い。
【００８０】
　また、本実施の形態によれば、半導体レーザ２０１から出射されるレーザ光の偏光方向
が、フローセル２０５内を流れる測定試料の流れ方向（Ｚ軸方向）に平行となっている。
これにより、フローセル２０５内を流れる粒子に対して、Ｘ軸正方向にレーザ光が照射さ
れると、蛍光は略Ｙ軸方向に生じるため、側方散乱光と蛍光とを略同一の方向（Ｙ軸正方
向）で受光することができる。これにより、光学検出部２３の構成を簡素にすることがで
きる。また、上記のように光学検出部２３を構成した場合、フローセル２０５のＹ軸正方
向側に配置されたフォトマルチプライヤ２１７により側方蛍光を効率良く検出することが
できる。
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【００８１】
　また、本実施の形態によれば、偏光フィルタ２１４により、測定試料に照射されるレー
ザ光と同じ偏光方向の側方散乱光が遮断されるため、フォトマルチプライヤ２１５は、偏
光解消側方散乱光を効率的に検出することが可能となる。
【００８２】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態に制限され
るものではなく、また、本発明の実施の形態も上記以外に種々の変更が可能である。
【００８３】
　たとえば、上記実施の形態では、直線偏光の光を出射させる光源として、半導体レーザ
２０１が用いられたが、これに限らず、ランプから出射された光のうち、偏光フィルタに
より一方向の偏光成分の光のみが抽出されるように構成された光源ユニットが用いられる
ようにしても良い。
【００８４】
　また、上記実施の形態では、半導体レーザ２０１は、直線偏光の偏光方向が、フローセ
ル２０５上のレーザ光の照射位置における測定試料の流れ方向（Ｚ軸方向）に平行となる
よう、測定装置２内に配置された。しかしながら、半導体レーザ２０１から出射されるレ
ーザ光の偏光方向は、必ずしも測定試料の流れ方向に一致していなくても良く、測定試料
の流れ方向に対してやや傾いていても良い。この場合、上記の実施の形態に比べて、粒子
から生じる蛍光の進行方向はＹ軸方向から離れることになる。よって、フォトマルチプラ
イヤ２１７により蛍光を効率良く検出するためには、上記実施の形態のように、半導体レ
ーザ２０１から出射されるレーザ光の偏光方向は、測定試料の流れ方向に一致しているの
が望ましい。
【００８５】
　また、上記実施の形態では、第２スキャッタグラムの縦軸は偏光解消側方散乱光信号の
面積（ＰＳＳＣＡ）とされたが、これに限らず、粒子から生じる側方散乱光のうち、初期
の偏光方向と異なる偏光方向の光成分の割合（初期の偏光状態が崩される度合い）を反映
する特徴パラメータであれば良い。たとえば、縦軸は、偏光解消側方散乱光信号のピーク
値（ＰＳＳＣＰ）であっても良い。この場合、縦軸の特徴パラメータとして、ＰＳＳＣＡ
、ＰＳＳＣＰの何れを用いるかは、測定試料に照射されるレーザ光のビームスポットの大
きさ、フローセル２０５内を流れる測定試料の速度、アナログ信号処理回路２４１の増幅
度などによって適宜設定され得る。
【００８６】
　また、第２スキャッタグラムの縦軸は、粒子から生じる前方散乱光のうち、初期の偏光
方向と異なる偏光方向の光成分の割合を反映する特徴パラメータであっても良い。上述し
たように、フォトダイオード２０９には、フローセル２０５から生じた偏光方向が不揃い
の前方散乱光が入射する。このため、フォトダイオード２０９のＸ軸負方向側にハーフミ
ラーを配置し、このハーフミラーによって分割された前方散乱光を偏光フィルタに通せば
、粒子から生じる前方散乱光のうち、初期の偏光方向と異なる偏光方向の光成分（偏光解
消前方散乱光）を受光することができる。この場合も、受光した偏光解消前方散乱光の割
合（初期の偏光状態が崩される度合い）を反映する特徴パラメータを第２スキャッタグラ
ムの縦軸とすることで、上記実施の形態と同様、上皮細胞の特定に有用な情報を得ること
ができる。
【００８７】
　また、上記実施の形態では、上皮細胞を分類するために偏光解消側方散乱光信号の面積
（ＰＳＳＣＡ）と前方散乱光信号の幅（ＦＳＣＷ）の二つの特徴パラメータを組み合わせ
ているが、これに限らず、初期の偏光状態が崩される度合いを反映する特徴パラメータだ
けで上皮細胞を分類する構成であっても良い。たとえば、第２スキャッタグラムに代えて
、偏光解消側方散乱光信号の面積（ＰＳＳＣＡ）と粒子の度数とからなるヒストグラムを
生成し、ヒストグラムを基に上皮細胞を分類してもよい。この場合、たとえば、ＰＳＳＣ
Ａの高い位置に多くの粒子が分布している場合、検体に卵円形脂肪体が含まれていると判
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断することができる。また、ＰＳＳＣＡの低い位置に多くの粒子が分類している場合であ
っても、たとえば、ＰＳＳＣＡの平均値、最頻値、ヒストグラムの面積などのパラメータ
を用いることで、扁平上皮細胞が多く含まれているか、あるいは尿細管上皮細胞が多く含
まれているかの指標とすることもできる。
【００８８】
　また、上記実施の形態では、第２スキャッタグラムの横軸は前方散乱光信号の幅（ＦＳ
ＣＷ）とされたが、これに限らず、粒子の大きさを反映する特徴パラメータであれば良い
。たとえば、横軸は、前方散乱光信号のピーク値（ＦＳＣＰ）や前方散乱光信号の面積（
ＦＳＣＡ）であっても良い。この場合、横軸の特徴パラメータとして、ＦＳＣＷ、ＦＳＣ
Ｐ、ＦＳＣＡの何れを用いるかは、測定試料に照射されるレーザ光のビームスポットの大
きさ、フローセル２０５内を流れる測定試料の速度、アナログ信号処理回路２４１の増幅
度などによって適宜設定され得る。
【００８９】
　また、上記実施の形態では、粒子の大きさを反映する特徴パラメータは、光学検出部２
３において検出された前方散乱光信号に基づいて生成されたが、これに限らず、測定装置
２内に別途設けられた電気抵抗式の検出器によって検出された信号に基づいて生成される
ようにしても良い。
【００９０】
　また、上記実施の形態では、半導体レーザ２０１から出射されるレーザ光の偏光方向が
、フローセル２０５内を流れる測定試料の流れ方向に平行となるよう、測定装置２内に半
導体レーザ２０１が設置された。しかしながら、これに限らず、半導体レーザ２０１の出
射側に１／２波長板を配置し、光軸を中心とする１／２波長板の回転位置を調整すること
により、半導体レーザ２０１から出射されるレーザ光の偏光方向が、フローセル２０５内
を流れる測定試料の流れ方向に平行となるようにしても良い。
【００９１】
　また、上記実施の形態では、領域Ａ１１、Ａ１２、Ａ２１～Ａ２３は、あらかじめ決め
られた固定領域であったが、これに限らず、固定領域に基づいて適宜微調整された領域で
あっても良い。また、領域Ａ１１、Ａ１２、Ａ２１～Ａ２３の位置、形状は、必ずしも、
図７（ａ）、（ｂ）に示すものに限られず、扁平上皮細胞と、尿細管上皮細胞と、卵円形
脂肪体を精度よく抽出可能な位置および形状に適宜調整され得る。
【００９２】
　図９（ａ）、（ｂ）は、第２スキャッタグラムに設定される領域Ａ２１～Ａ２３の変更
例を示す図である。上記実施の形態における３つの領域の交点をＣとすると、領域Ａ２１
、Ａ２３の境界線は、図９（ａ）では交点Ｃから右方向に延びた線とされ、図９（ｂ）で
は交点Ｃから右上方向に延びた線とされる。図９（ａ）、（ｂ）に示す場合も、上記実施
の形態と同様、ＰＳＳＣＡの値が大きい領域に分布する卵円形脂肪体が領域Ａ２３に含ま
れ、ＦＳＣＷの値が大きい領域に分布する扁平上皮細胞が領域Ａ２１に含まれ、ＰＳＳＣ
ＡとＦＳＣＷの値が小さい領域に分布する尿細管上皮細胞が、領域Ａ２２に含まれるよう
になる。
【００９３】
　また、光学系の構成は、必ずしも、図３に示す構成に限られるものではなく、上皮細胞
の成分に基づく旋光性の度合いに基づいて上皮細胞の種類を判定するための特徴パラメー
タを取得可能な構成であれば良い。たとえば、偏光フィルタ２１４の透過偏光方向は、必
ずしもＸ軸方向に平行でなくとも良く、各上皮細胞の旋光性を類別可能な範囲で、Ｘ軸方
向から傾いていても良い。
【００９４】
　また、上記実施の形態では検体として尿を用いたが、上皮細胞を含む限りにおいて、検
体の種類は特に限定されない。たとえば、上皮細胞として子宮頚部細胞を含む検体を測定
・分析する方法に本発明を適用してもよい。
【００９５】
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　この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内におい
て、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００９６】
　　１　…　尿検体分析装置（検体分析装置）
　　３　…　情報処理装置（解析部）
　　２２　…　試料調製部
　　２０１　…　半導体レーザ（照射ユニット）
　　２０５　…　フローセル
　　２０９　…　フォトダイオード（他の検出部）
　　２１４　…　偏光フィルタ
　　２１５　…　フォトマルチプライヤ（検出部）

【図１】 【図２】
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【図９】
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