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論文の内容の要旨

論文題 目 微 小流路 中の血液細胞動態 とそ の定量的イ メー ジ ング計測法 に関
す る研究

本研究 は,血綬細胞 の うち,血栓形成や止 血機能,あるいは動脈硬化 ･心筋梗

塞 ･脳梗塞な どの血栓性疾患 に関与す る血小板 と,輸血時の輸血副作用 を誘発す

る危険 因子 の一つで ある白血球 を対 象 と し,マイ クロ化学チ ップ上 に構成 された

微 小流路 中 にお ける細胞 動態 とそ の定 量的イ メー ジ ング計測 法 の開発 に関す る

tyseh icancatecrcrもので ある.マイク ロ化学チ ップは ,MEMS(Mi oEl oMe lS ms)技

術 によって作成 され,細胞や生体 分子 な どの処理や計測 ･分析な ど,種 々の新 し

い応用が期待 されてお り,晩年,応用研究が盛 んに行 われている.血小板凝集能
測定 の従来法 として濁度法や光散乱法が知 られているが,これ らの方法では血小

板凝集能の定量計測 は困難であ り,多血小板血膿 lasCll ltaeeRP;P tr hp
料 の臨床検査へ の適用 も疑 問視 されつつ ある.

本研究 の 目的は,血液細胞で ある白血球および血小板 を対象 とし,それ らの数

とサイズ を計測 して,細胞 の重要な機能で ある血小板凝集,あるいは血栓形成現

象 を直接観察 し,そ の動 的状態 を定量 的 に評価 す る計測法 を開発す る ことで あ

る.成果 の応用 として,血栓性疾患 の状態把握や診断,新薬 開発な どに革新 をも

た らすべ く有用な情報 を提供する ことが期待 される.血管 を模擬 した微 小流路中

を流れ る血液細胞 の動態計測法 を実現 し,これ によって得 られ る情報 を定量的 に

評価す る方法 の研究 を行 う.本論文では,このよ うな臨床応用 を 目指 した微小流

路 中 を流れ る細胞 の動態 とそ の定 量的イ メー ジ ング計測 法 の実現 につ いて述べ

る.

本論文 は全 7章で構成 されて いる.各章 の概要 は以下 のとお りで ある.

第 1章 は序論で あ り,本研究 の背景 と目的 につ いて述べ る.医学,特 に血栓 ･

止血学 にお ける分野で必要 とされ る細胞 計測 とそ の定量的評価 の現状,お よび技

術 的課題 につ いて述べ る.本研究 の応用分野 を白血球 計数 と血小板凝集能計測 に

設定 し,本研究 の意義 と 目的を明 らか に して いる.
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第 2章では,血小板凝集能 を定量化するために有用な指標 を検討 している.従

来の血小板 凝集能測定法 の一つで ある光散乱法で測定 され る,血小板凝集塊 の

｢数｣ と ｢サイズ｣2つの指標 によって血小板凝集能 を定量化す ることのでき

可能性 につ いて検討 した.そのため,本章では血小板凝集反応の新 しい数理モデ

ルを提案 し,光散乱法による血小板凝集計測 に化学反応速度論を適用する ことに

よって,計測結果か ら反応速度定数を求めるという線形逆問題 を設定 し,これを

数値的に解 くことで,血小板凝集反応 の定量化 を試みた.その結果 を示 し,血小

板凝集塊 の数 とサイズが血小板凝集能定量化 の指標 として有用で ある ことを述

べている.

第 3章では,静止蛍光画像 を用 いた 白血球の数 を計測する方法の開発 について

述べている.輸血用血液製剤の品質管理 に重要 とされる,血液製剤 中に混入する

白血球 の計数法の開発 につ いて記述 している.特 に,白血球の蛍光画像 を解析 し,

白血球 のみを抽出 ･計数するためのアルゴ リズム,測定原理 に由来する測定限界

上限を実用 に耐え うる程度 に拡張するための補正アルゴ リズムを述べている.

第 4章では,マイクロ PIV (micro-particleimagevelocimetry)法 を用 いた血液細

胞の数 とサイズの同時計測法,岬 I C法 (microfluidicimagecytometry)の開発 につ
いて述べている.本計測法は,動 く細胞 を計測対象 にした細胞動態計測法であ り,

本論文 を通 じ,本研究で利用する計測法の基盤 となる.動 く細胞 を計測対象 とす

るため動画像 を撮影 し,動画像処理および解析 を用いた計測法を確立 している.

本章では計測系の確立が主 目的であるため,試料にはポ リスチ レン粒子浮遊液 を

用 い,光学的結像特性な ど計測系の特性 について調べ,それ らが計測に及ぼす影

響 を考察 している. また,微小流路中の流れ特性 を利用す ることによって ,2次

元動画像か ら細胞の 3次元位置情報 を抽出する方法 について述べている.さ らに,

確立された計測法 を検証するために行 った実験の結果 について述べ,本計測法を

定量的に評価 している.

第 5章では,蛍光動画像計測 による白血球計数 を行 っている.微小流路に実際

の細胞 を導入する際の問題点 を抽出 し, これ を解決 している.第 3章で開発 した

蛍光染色法,第 4章で確立 した岬 I C法,さ らに蛍光計測系を組み合わせ,蛍光染
色 した 白血球 を微小流路中に流 し,その蛍光動画像 を撮影 し,動画像処理 ･解析

技術 を用 いて 白血球 を抽出 ･計数 している.本手法の妥当性評価実験の結果を示

し,第 3章で開発 した静止画 による白血球計数法 に比べ,細胞計数の測定範囲が

拡張された ことを確認 している.

第 6章では , pFIC法 を用 いた血小板凝集能の定量的イメージングについて述べ
ている.本研究で開発 された これ までの技術 を総合 し,血小板凝集 ･血栓形成現

象の定量的イ メー ジ ングを行 った結果 につ いて述べて いる.微小流路中にお い

て,血液試料 と血小板凝集惹起薬液 を混和す るための機構 として,界面衝突マイ

クロ･リアクタを開発 し,微小流路 中で血小板凝集反応 をイメージングしている.

動画像計測 によ り,数 とサイズの ′経時変化 を計測 し,血小板凝集能 という細胞の

機能 を定量的に評価す ることが可能 となった ことを示 している.

第 7章では,本研究の結論 と将来展望 について述べている.本研究のまとめ と

課題 ,および今後 の展望 について述べている.
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本研 究 は,血液 細胞 の うち,血栓 形成 や止血機 能 , ある いは動脈硬 化 ･心 筋梗

塞 ･脳梗 塞 な どの血栓 性疾患 に関与す る血小板 と,輸血 時 の輸血副作用 を誘発す

る危 険 因子 の一つ で ある 白血 球 を対 象 と し,マイ クロ化学チ ップ上 に構 成 され た

微 小 流路 中にお け る細胞 動態 とそ の定 量 的 イ メー ジ ング計測法 の開発 に関す る も

ので ある.血 小板 凝集能測定 の従来法 と して濁度 法や光散乱法が知 られて いるが,

これ らの方 法 で は血 小 板 凝集 能 の定 量 計 測 は 困難 で あ り, 多 血 小 板 血 衆 RP; 

ma)試料 の臨床検 査へ の適用 も疑 問視 されつ つ ある･ この よ うな

P(

lasicl ltpaeetr hp

問題 を解 決す るた め に, 近年発 展 して い るマイ ク ロ化学チ ップ技術 な どを用 いた

新 しい技術 の開発 を 目指 して いる,

本研 究 の 目的 は,血液細胞 で ある 白血 球お よび血 小板 を対 象 と し,それ らの数

とサ イズ を計測 して ,細 胞 の重 要な機 能 で あ る血 小板 凝集 , あるいは血栓 形成現

象 を直接 観察 し,そ の動的状態 を定 量 的 に評価 す る計測法 を開発す る ことで あ る.

成果 の応 用 と して ,血栓 性 疾患 の状態 把握 や診 断 ,新薬 開発 な どに革新 を もた ら

す べ く有 用 な情報 を提供す る ことが期 待 され る.血管 を模 擬 した微 小流路 中を流

れ る血液 細胞 の動 態 計測 法 を実現 し, これ によ って得 られ る情報 を定 量 的 に評価

す る方法 の研 究 を行 う.本論 文 は, この よ うな 臨床応用 を 目指 した微 小流 路 中を

流れ る細胞 の動態 とそ の定量 的 イ メー ジ ング計測 法 の実現 に関す る研 究 をまとめ

た もので ある.

本論文 は全 7章で構成 され てお り,各 章 の概 要 は以下 の とお りで ある.

第 1章 は序論 で あ り,本研 究 の背景 と 目的 につ いて述べて いる,医学 ,特 に血栓 ･

止血 学 にお ける分 野 で必要 とされ る細 胞 計測 とそ の定 量 的評価 の現状 ,お よび技

術 的課題 につ いて述 べ,本研 究 の意義 と 目的 を明 らか に して いる,
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第 2章では,血小板凝集能 を定量化す るために有用な指標 を検討 している.血

小板凝集反応 の新 しい数理モデル を提案 し,化学反応速度論 を適用す ることによ

って,計測結果か ら反応速度定数 を求めるという線形逆問題 を設定 し,血小板凝

集反応 の定量化を試みた.その結果よ り血小板凝集塊の数 とサイズが血小板凝集

能定量化の指標 として有用であることを述べている.

第 3章では,血液製剤 中に混入す る白血球 を静止蛍光画像 によ り計測す る方法

の開発 について述べている.白血球の蛍光画像 を解析 し,白血球のみを抽 出 ･計

数するためのアル ゴリズム,測定原理 に由来す る測定限界上限を実用 に耐えうる

程度 に拡張す るための補正アル ゴリズムを述べている.

第 4章では,マイクロPIV (micro-particleimagevelocimetry)法を用いた血液細

胞の数 とサイズの同時計測法である岬 IC法 (microfluidic image cytometry)の開
発 について述べている.本計測法は,動 く細胞 を計測対象にした細胞動態計測法

であ り,本論文 を通 じ.本研究で利用す る計測法の基盤 となっている.動 く細胞

を計測対象 とするため動画像 を撮影 し,動画像処理および解析 を用いた計測法を

確立 している.光学的結像特性な ど計測系の特性 について調べ,それ らが計測 に

及ぼす影響を考察 している.また,微小流路 中の流れ特性 を利用することによっ

て ,2次元動画像か ら細胞の 3次元位置情報 を抽出する方法について述べている.

さらに,確立 された計測法 を検証するために行 った実験の結果 について述べ,本

計測法を定量的に評価 している.

第 5章では,蛍光動画像計測 による白血球計数 を行 っている.微小流路 に実際

の細胞 を導入す る際の問題点 を抽 出し, これ を解決 している.第 3章で開発 した

蛍光染色法,第 4章で確立 した岬 IC法,さ らに蛍光計測系を組み合わせ,蛍光染
色 した 白血球 を微小流路中に流 し,その蛍光動画像 を撮影 し,動画像処理 ･解析

技術 を用いて 白血球 を抽出 ･計数 している.本手法の妥当性評価実験の結果 を示

し,第 3章で開発 した静止画 による白血球計数法 に比べ,細胞計数の測定範囲が

拡張された ことを確認 している.

第 6章では , LLFIC法を用 いた血小板凝集能の定量的イメージングについて述べ
ている.本研究で開発された これ までの技術 を総合 し,血小板凝集 ･血栓形成現

象 の定量的イ メー ジングを行 った結果 につ いて述べている.微小流路 中にお い

て,血液試料 と血小板凝集惹起薬液 を混和するための機構 として,界面衝突マイ

クロ･リアクタを開発 し,微小流路中で血小板凝集反応 をイメージングしている.

動画像計測 によ り,数 とサイズの経時変化 を計測 し,血小板凝集能 という細胞の

機能を定量的に評価する ことが可能 となった ことを示 している.

第 7章では,本研究 の結論 と将来展望 について述べている.本研究のまとめ と

課題,および今後 の展望 について述べている.

以上のように,本論文は血液の凝固に関る重要な細胞である血小板の凝集およ

び血栓形成の現象解明のため,微小流路 中の血小板動態 を画像解析する新たな計

測手法 を開発 し,その有効性 を実験的に検証 している.今後,これ らの成果はさ

らに発展 して臨床応用 にまで進み,生体工学の新たな展開に大きく寄与す るもの

と期待 される.

よって,本論文 は博士 (工学)の学位請求論文 として十分な価値 を有す るもの

と認める.




