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(57)【要約】
【課題】単一の病理組織標本または細胞診標本から、走
査型電子顕微鏡を含む複数の観察手段による同一視野の
観察を可能とすること。
【解決手段】本発明の一実施形態に係る病理組織標本ま
たは細胞診標本の走査型電子顕微鏡による観察方法は、
染色された病理組織標本または細胞診標本に、生存環境
付与成分、糖類および電解質を主成分として含有する電
子顕微鏡観察用保護剤と、水、有機溶媒または水と有機
溶媒の混合溶媒を含む標本用保護液を塗布し、電子線ま
たはプラズマを照射して前記標本の表面に薄膜を形成す
る工程を含むことを特徴とする。
【選択図】図２

(2)

JP 2020‑34410 A 2020.3.5

【特許請求の範囲】
【請求項１】
病理組織標本または細胞診標本の走査型電子顕微鏡による観察方法であって、染色され
た病理組織標本または細胞診標本に、生存環境付与成分、糖類および電解質を主成分とし
て含有する電子顕微鏡観察用保護剤と、水、有機溶媒、または水と有機溶媒の混合溶媒を
含む標本用保護液を塗布し、電子線またはプラズマを照射して前記標本の表面に薄膜を形
成する工程を含む、方法。
【請求項２】
前記標本用保護液が、前記電子顕微鏡観察用保護剤と、両親媒性溶媒、または水と両親
媒性溶媒の混合溶媒を含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
前記両親媒性溶媒がエタノールである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記標本の染色が、一次抗体、標識二次抗体、および標識二次抗体に特異的に結合する
化合物で表面が修飾されたナノ粒子によってなされた免疫染色である、請求項１〜３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
単一の標本を用いた病理組織標本または細胞診標本の観察方法であって、
染色された病理組織標本または細胞診標本を光学顕微鏡で観察し、対象の部位をマーキ
ングする工程、
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前記標本の表面に生存環境付与成分、糖類および電解質を主成分として含有する電子顕
微鏡観察用保護剤を含む標本用保護液を塗布し、前記標本用保護液が塗布された標本に電
子線またはプラズマを照射して前記標本の表面に薄膜を形成する工程、
前記薄膜が形成された標本を走査型電子顕微鏡による観察に供し、前記マーキングされ
た部位を観察する工程、
前記標本に形成された薄膜を除去する工程、および
前記薄膜が除去された標本を別の観察手段に供する工程
を含む、方法。
【請求項６】
前記標本用保護液の溶媒が水、有機溶媒、または水と有機溶媒の混合溶媒である請求項
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５に記載の方法。
【請求項７】
前記標本用保護液の溶媒が両親媒性溶媒、または水と両親媒性溶媒の混合溶媒である、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記両親媒性溶媒がエタノールである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記標本の表面に標本用保護液を塗布する前に、前記標本に塩化金による核染色を施す
、請求項５〜８のいずれか一項に記載の方法。
40
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、病理組織標本または細胞診標本の走査型電子顕微鏡による観察方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
従来、病理組織標本の電子顕微鏡による観察には、主に光学顕微鏡や透過型電子顕微鏡
（ＴＥＭ）が活用されているが、組織標本の作製や観察の実施には熟練した技術を要する
。近年、光学顕微鏡観察用のパラフィン包埋切片を、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用い
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て観察する手法が提案された（非特許文献１）。このようにＳＥＭを用いて組織標本を観
察することによって、光学顕微鏡やＴＥＭによる二次元データでは得られない三次元デー
タを取得し、対象の病理組織に関する情報を簡便かつ迅速に解析することが期待されてい
る。
【０００３】
また、昨今、液状化した細胞診検体から作製された病理診断用標本を用いる液状化細胞
診（Liquid based cytology、ＬＢＣ）が頻繁に行われており、自然に近い三次元構造、
凝集構造を保った状態で細胞塗抹標本を作製する試みなどが行われている。このような細
胞診標本をＳＥＭ観察し、細胞表面の微細構造の三次元データを取得することによって、
新たな診断基準となり得る病理情報を解析することが期待されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１５／１１５５０２号
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Inaga S., Hirashima S., Tanaka K., Katsumoto T., Kameie, T., Nak
ane H., Naguro T.

Low vacuum scanning electron microscopy for paraffin section

s utilizing the differential stainability of cells and tissues with platinum blu
e.

, Archives of Histology and Cytology, Vol. 72, pp101‑106, December 2009
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、上記のような従来の観察方法では、ヘマトキシリン・エオジン染色（Ｈ
Ｅ染色）、特殊染色、免疫染色等を施したパラフィン包埋切片をそのままＳＥＭ観察に用
いることはできず、新たにパラフィンブロックから連続切片を作製する必要があるため、
異常が確認された部位自体をＳＥＭ観察することは困難であるという課題があった。
【０００７】
また、ＳＥＭ観察では、光学顕微鏡とは異なり、可視光よりも短い波長の電子線を用い
て試料を観察するため、電子シグナル増強剤として機能する染色剤として白金ブルーなど
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が用いられるが、この場合、白金（重金属）で覆われた状態の組織像を観察することにな
り、試料そのものの構造を観察することが困難であるという課題があった。
【０００８】
加えて、ＳＥＭ観察においては、病理組織標本や細胞診標本の試料は真空下に置かれる
ため、組織・細胞の萎縮を防ぎ、試料の含水状態を維持したまま観察することが求められ
る。
【０００９】
本発明者等はこれまでに、真空下においても哺乳動物、植物の組織や培養細胞、単一細
胞等の含水状態の生物試料を変形させずに、生きたままの状態を保護できる真空下での電
子顕微鏡観察用保護剤とそれを用いた電子顕微鏡による試料の観察、診断の方法を提案し
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ている（特許文献１）。本発明者等による先行発明では、生体から摘出した含水状態の癌
細胞またはこれを含む組織に電子顕微鏡観察用保護剤を塗布し、電子線またはプラズマを
照射して試料表面に薄膜を形成して覆うことによって、電子顕微鏡による画像診断を可能
とするものであった。具体的には、例えば、ヒト胃癌の病理標本の観察結果から、癌細胞
と正常細胞との形態の差異を確認することや、皮膚癌患者から採取した癌細胞を培養した
試料を観察することによって、当該癌細胞が転移株か非転移株であるのかを診断すること
などが可能であることを示している。
【００１０】
しかしながら、病理組織標本による診断内容は多岐に渡ることに鑑みると、種々の細胞
や組織における病変の観察に適した条件の最適化が必ずしも十分とは言えなかった。また
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、細胞診標本については、病理組織標本に比べて少ない処理工程で作製されるというメリ
ットはあるものの、従来の技術では癌でないのに癌と診断されたり、癌であるのに癌でな
いと見落とされたりすることがあり、細胞診だけで最終診断とせず、推定診断として行わ
れるようになってきている状況に鑑み、上記の先行発明の技術が適用可能であることに関
して、より具体的な検討の進展が望まれていた。
【００１１】
本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、単一の病理組織標本または細胞診標
本から、走査型電子顕微鏡を含む複数の観察手段による同一視野の観察を可能とすること
を課題としている。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
本発明の病理組織標本または細胞診標本の走査型電子顕微鏡による観察方法は、染色さ
れた病理組織標本または細胞診標本に、生存環境付与成分、糖類および電解質を主成分と
して含有する電子顕微鏡観察用保護剤と、水、有機溶媒、または水と有機溶媒の混合溶媒
を含む標本用保護液を塗布し、電子線またはプラズマを照射して前記標本の表面に薄膜を
形成する工程を含むことを特徴とする。
【００１３】
この観察方法の好ましい態様では、前記標本用保護液が、前記電子顕微鏡観察用保護剤
と、両親媒性溶媒、または水と両親媒性溶媒の混合溶媒を含む。
また、この観察方法の好ましい態様では、前記両親媒性溶媒がエタノールである。
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また、この観察方法の好ましい態様では、前記標本の染色が、一次抗体、標識二次抗体
、および標識二次抗体に特異的に結合する化合物で表面が修飾されたナノ粒子によってな
された免疫染色である。
【００１４】
本発明の単一の標本を用いた病理組織標本または細胞診標本の観察方法は、
染色された病理組織標本または細胞診標本を光学顕微鏡で観察し、対象の部位をマーキ
ングする工程、
前記標本の表面に生存環境付与成分、糖類および電解質を主成分として含有する電子顕
微鏡観察用保護剤を含む標本用保護液を塗布し、前記標本用保護液が塗布された標本に電
子線またはプラズマを照射して前記標本の表面に薄膜を形成する工程、
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前記薄膜が形成された標本を走査型電子顕微鏡による観察に供し、前記マーキングされ
た部位を観察する工程、
前記標本に形成された薄膜を除去する工程、および
前記薄膜が除去された標本を別の観察手段に供する工程
を含むことを特徴とする。
【００１５】
この観察方法の好ましい態様では、前記標本用保護液の溶媒が水、有機溶媒、または水
と有機溶媒の混合溶媒である。
また、この観察方法の好ましい態様では、前記標本用保護液の溶媒が両親媒性溶媒、ま
たは水と両親媒性溶媒の混合溶媒である。
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また、この観察方法の好ましい態様では、前記両親媒性溶媒がエタノールである。
また、この観察方法の好ましい態様では、前記標本の表面に標本用保護液を塗布する前
に、前記標本に塩化金による核染色を施す。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、単一の病理組織標本または細胞診標本から、走査型電子顕微鏡を含む
複数の観察手段による同一視野の観察を可能とする方法が提供される。
また、本発明によれば、走査型電子顕微鏡による観察において、後述する標本保護膜に
よって標本の帯電（チャージアップ）が軽減されるため、染色された病理組織標本または
細胞診標本の光学顕微鏡観察等で特定された病変部位（観察対象部位）の同一視野を、走

50

(5)

JP 2020‑34410 A 2020.3.5

査型電子顕微鏡によって鮮明に観察することができる。加えて、必ずしも標本に色素や蛍
光による染色が施されていなくても、ナノ粒子（例えば、金粒子）を用いた免疫染色の増
感処理を組み合わせることによって、走査型電子顕微鏡による観察において、病変部位（
観察対象部位）の鮮明な画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】種々の病原体を含む標本の観察画像。（ａ）：ＨＥ染色されたアスペルギルス菌
体を含む標本の画像。（ｂ）：（ａ）と同一の標本のＦＥ−ＳＥＭ画像。（ｃ）：（ｂ）
の拡大画像。（ｄ）：ＨＥ染色されたアメーバ虫体を含む標本の画像。（ｅ）：（ｄ）と
同一の標本のＦＥ−ＳＥＭ画像。（ｆ）：（ｅ）の拡大画像。（ｇ）：ＨＥ染色された細
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菌標本の画像。（ｈ）：（ｇ）と同一の標本のＦＥ−ＳＥＭ画像。（ｉ）：（ｈ）の拡大
画像。
【図２】サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）核内封入体を有する細胞を含む組織標本の観察
画像。（ａ）：ＨＥ染色された標本の画像。（ｂ）：（ａ）と同一の標本のＦＥ−ＳＥＭ
画像。
【図３】（ａ）：図２（ｂ）のＦＥ−ＳＥＭ画像の拡大画像。（ｂ）：（ａ）中の四角で
囲んだ部分の拡大画像。
【図４】卵巣境界悪性細胞の細胞診標本の観察画像。（ａ）：パパニコロウ染色された標
本の画像。（ｂ）：（ａ）と同一の標本のＦＥ−ＳＥＭ画像。（ｃ）：（ａ）と（ｂ）の
合成画像。（ｄ）、（ｅ）：（ｂ）における細胞表面の拡大画像。（ｆ）：（ｂ）におけ
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る細胞突起の拡大画像。
【図５】標本に施した染色に対する、標本用保護液の効果の一例を示す画像。（ａ）ＨＥ
染色を施した多臓器切片を含む標本（対照Ａ）、（ｂ）原液：エタノール＝１：１０の比
率で調製した標本用保護液を用いてＳＥＭ観察した後の標本、（ｃ）原液：水＝１：１０
の比率で調製した標本用保護液を用いてＳＥＭ観察した後の標本。（ｄ）：ＳＥＭ観察後
の（ｂ）の標本にエオジンによる再染色を施した標本。（ｅ）：ＳＥＭ観察後の（ｃ）の
標本にエオジンによる再染色を施した標本。（ｆ）ＨＥ染色を施した肺組織切片を含む標
本（対照Ｆ）、（ｇ）原液：エタノール＝１：１０の比率で調製した標本用保護液を用い
てＳＥＭ観察した後の標本、（ｈ）原液：水＝１：１０の比率で調製した標本用保護液を
用いてＳＥＭ観察した後の標本。（ｉ）：ＳＥＭ観察後の（ｇ）の標本にエオジンによる
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再染色を施した標本。（ｊ）：ＳＥＭ観察後の（ｈ）の標本にエオジンによる再染色を施
した標本。
【図６】標本に対する標本保護膜の帯電抑制効果を示す卓上ＳＥＭ画像。（ａ）対照、（
ｂ）導電性効果を有する市販の塗布剤を用いた場合、（ｃ）原液：水＝１：１０の比率で
調製した標本用保護液を用いた場合。（ｄ）原液：エタノール＝１：１０の比率で調製し
た標本保護液を用いた場合。
【図７】塩化金による核染色を施した胃癌（印環細胞癌）標本および悪性中皮腫標本の観
察画像。（ａ）：ＨＥ染色された胃癌（印環細胞癌）標本の画像。（ｂ）：（ａ）の標本
に塩化金染色を施した標本の卓上ＳＥＭによる反射電子像。（ｃ）：（ｂ）と２次電子像
の合成画像。（ｄ）：ＨＥ染色された悪性中皮腫標本の画像。（ｅ）：（ｄ）の標本に塩
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化金染色を施した標本の卓上ＳＥＭによる反射電子像。（ｆ）：（ｅ）と２次電子像の合
成画像。
【図８Ａ】塩化金による核染色を施した子宮頸癌の悪性細胞の細胞診標本の卓上ＳＥＭに
よる反射電子像。
【図８Ｂ】塩化金による核染色を施した子宮頸癌の悪性細胞の細胞診標本の観察画像。（
ａ）塩化金染色を施した標本の卓上ＳＥＭによる反射電子像。（ｂ）塩化金染色を施して
いない標本（対照）の卓上ＳＥＭによる反射電子像。
【図９】塩化金による核染色を施した副腎標本および骨格筋標本の観察画像。（ａ）：Ｈ
Ｅ染色された副腎標本の画像。（ｂ）：（ａ）と同一のブロックからの連続切片標本の卓
上ＳＥＭによる反射電子像（対照；塩化金染色なし）。（ｃ）〜（ｆ）：（ａ）の標本を
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作製したのと同じパラフィンブロックから作製した副腎標本に塩化金染色を施した連続切
片標本の卓上ＳＥＭによる反射電子像；（ｃ）０．００１％塩化金水溶液を用いた場合；
（ｄ）０．０５％塩化金水溶液を用いた場合；（ｅ）０．１％塩化金水溶液を用いた場合
；（ｆ）１％塩化金水溶液を用いた場合。（ｇ）ＨＥ染色された骨格筋標本の画像。（ｈ
）（ｇ）と同一のブロックからの連続切片標本の卓上ＳＥＭによる反射電子像（対照；塩
化金染色なし）。（ｉ）〜（ｌ）：（ｇ）の標本を作製したのと同じパラフィンブロック
から作製した骨格筋標本に塩化金染色を施した標本の卓上ＳＥＭによる反射電子像；（ｉ
）０．００１％塩化金水溶液を用いた場合；（ｊ）０．０５％塩化金水溶液を用いた場合
；（ｋ）０．１％塩化金水溶液を用いた場合；（ｌ）１％塩化金水溶液を用いた場合。
【図１０】免疫染色された標本に対して塩化金染色を施した標本の観察画像。（ａ）：Ｄ

10

ＡＢ染色された、平滑筋アクチン（smooth muscle actin; SMA）抗原陽性部位を含む標本
の光学顕微鏡像（倍率２５倍）。（ｂ）：（ａ）の標本に塩化金染色を施した標本の、同
一視野の卓上ＳＥＭによる反射電子像。（ｃ）：（ａ）の標本に塩化金染色を施した標本
の、同一視野の卓上ＳＥＭによる反射電子像。（ｄ）：（ａ）と同一の標本の光学顕微鏡
像（倍率１００倍）。（ｅ）：（ａ）の標本に塩化金染色を施した標本の、（ｄ）と同一
視野の卓上ＳＥＭによる反射電子像。（ｆ）：（ａ）と同一の標本の光学顕微鏡像（倍率
１０００倍）。（ｇ）：（ａ）の標本に塩化金染色を施した標本の、（ｆ）と同一視野の
卓上ＳＥＭによる反射電子像。（ｈ）：ＣＤ１ａ抗原陽性部位（樹状細胞）を含む標本の
光学顕微鏡像（倍率２５００倍）。（ｉ）：（ｈ）の標本に塩化金染色を施した標本の、
同一視野のＦＥ−ＳＥＭによる反射電子像と２次電子像の混合像。（ｊ）：（ｈ）の標本

20

に塩化金染色を施した標本の、同一視野のＦＥ−ＳＥＭによる２次電子像。
【図１１】免疫染色された乳癌のＨＥＲ２病理組織標本に対して塩化金染色を施した標本
の観察画像。（ａ）：ＤＡＢ染色された乳癌のＨＥＲ２スコア３＋標本の光学顕微鏡像。
（ｂ）：（ａ）の標本に塩化金染色を施した標本の、同一視野の卓上ＳＥＭによる反射電
子像。（ｃ）：（ｂ）の反射電子像の拡大画像。（ｄ）：ＤＡＢ染色された乳癌のＨＥＲ
２スコア０標本の光学顕微鏡像。（ｅ）：（ｄ）の標本に塩化金染色を施した標本の、同
一視野の卓上ＳＥＭによる反射電子像。（ｆ）：（ｅ）の反射電子像の拡大画像。
【図１２】金粒子を用いた免疫染色による、乳癌のＨＥＲ２病理組織標本の観察画像。（
ａ）：ＤＡＢ染色された乳癌のＨＥＲ２スコア３＋標本の光学顕微鏡像。（ｂ）：（ａ）
の標本に金粒子による免疫染色の増感処理を施した標本の、卓上ＳＥＭによる反射電子像

30

。白点：４０ｎｍ金粒子像。（ｃ）：（ｂ）の拡大画像。白点：４０ｎｍ金粒子像。（ｄ
）：乳癌のＨＥＲ２スコア０標本の光学顕微鏡像。（ｅ）：（ｄ）の標本の卓上ＳＥＭに
よる反射電子像。（ｆ）：（ｅ）の拡大画像。
【図１３】ＥＤＸによる病理組織標本の元素分析結果。（ａ）：ＨＥ染色された鉄沈着症
の肝臓組織標本の光学顕微鏡像。（ｂ）：（ａ）と同一の標本の卓上ＳＥＭによる反射電
子像。（ｃ）：（ａ）と同一の標本のＥＤＸ分析装置による観察画像（Ｆｅ

Ｋα１）。

（ｄ）：ＨＥ染色された炭粉沈着症の肺組織標本の光学顕微鏡像。（ｅ）：（ｄ）と同一
の標本の卓上ＳＥＭによる反射電子像。（ｆ）〜（ｉ）：（ｄ）と同一の標本のＥＤＸ分
析装置による観察画像；（ｆ）Ａｌ
；（ｉ）Ｏ

Ｋα１；（ｇ）Ｍｇ

Ｋα１；（ｈ）Ｓｉ

Ｋα１

Ｋα１。（ｊ）：グロコット染色された真菌症の病理組織標本の、卓上ＳＥ

40

Ｍによる反射電子像。（ｋ）〜（ｌ）：（ｊ）と同一の標本のＥＤＸ分析装置による観察
画像；（ｋ）Ａｕ

Ｍα１；（ｌ）Ａｇ

Ｌα１。

【図１４】電子顕微鏡観察用保護剤の原液によるマーキングを行った標本の観察画像。（
ａ）、（ｂ）：マーキングを行った標本のＳＥＭ画像、（ｃ）：（ａ）および（ｂ）のＳ
ＥＭ観察後、標本用保護膜を除去した標本の光学顕微鏡画像。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、具体的な形態は以下の実施形
態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計の変更等があっ
ても本発明に含まれる。
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【００１９】
本明細書において、「電子顕微鏡観察用保護剤」の用語は、本発明者等による先行発明
（特許文献１）に開示される、生存環境付与成分、糖類および電解質を主成分として含有
する溶液（Surface Shielding Enhancer(SSE)溶液）をいう。
【００２０】
本発明者等による先行発明（特許文献１）では、病理標本や細胞試料に、生存環境付与
成分、糖類および電解質を含有する電子顕微鏡観察用保護剤を塗布し、電子線またはプラ
ズマを照射して当該標本または試料の表面に薄膜を形成して覆うことによって、電子顕微
鏡による画像観察を行うことが開示されている。
【００２１】

10

本発明者等は、ＨＥ染色等が施された病理組織標本について、上記電子顕微鏡観察用保
護剤を用いたＳＥＭ観察、病理診断を重ねた結果、単一の標本で、走査型電子顕微鏡を含
む複数の観察手段を用いて同一視野を観察できることを具体的に確認し、さらにその手法
について鋭意検討を重ねて、本発明を完成させるに至った。
【００２２】
本発明の一実施形態に係る病理組織標本または細胞診標本の走査型電子顕微鏡による観
察方法は、染色された病理組織標本または細胞診標本に、生存環境付与成分、糖類および
電解質を主成分として含有する電子顕微鏡観察用保護剤と有機溶媒を含む標本用保護液を
塗布し、電子線またはプラズマを照射して前記標本の表面に薄膜を形成する工程を含む。
【００２３】

20

＜第一の実施形態＞
病理組織標本および細胞診標本の作製法は当該分野で公知である。例えば、病理組織標
本（以下、単に「標本」ともいう。）は、典型的には、スライドグラス上にパラフィン包
埋切片を載せ、脱パラフィン処理、染色処理の後、カバーガラスを載せて封入して作製さ
れる。
【００２４】
作製した標本を光学顕微鏡で観察し、対象の部位（病変部位）を特定し、マーキングす
る。マーキングは、例えば、後述するカバーガラスの取り外し工程で用いる溶媒（例えば
、封入剤がマリノールである場合はキシレン）に抵抗性のマジックペンを用いて、標本の
表側（標本の表面、またはカバーガラスの上面）および／または裏側（スライドグラスの
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下面）に印を付すことによって行うことができる。このマーキングは、同一の標本を光学
顕微鏡以外の観察手段（例えば、ＳＥＭ）で観察する際に、観察対象の部位の特定を容易
にするために行われる。そのため、マーキングは上述した以外の任意の手法を用いてもよ
い。
【００２５】
ここで、必要に応じて、光学顕微鏡による写真撮影、あるいは、市販のガラススライド
用スキャナによるスキャンによって、標本の画像を取得してもよい。
【００２６】
次いで、標本のカバーガラスを、溶媒（例えば、キシレン）を用いて取り外し、標本上
の溶媒を乾燥させる。その後、標本をエタノール、水の順で処理し、標本の表面を親水化

40

する。
【００２７】
次いで、カバーガラスを外した標本に、電子顕微鏡観察用保護剤を塗布する。電子顕微
鏡観察用保護剤の塗布手段としては特に限定されないが、標本を損なわないようにするた
めに、標本に直接触れることなく適用することが望ましい。例えば、一般に用いられるピ
ペッターを用いて電子顕微鏡観察用保護剤を標本に塗布することができる。また、微量な
液滴を塗布する装置を用いてもよい。
【００２８】
電子顕微鏡観察用保護剤の組成は特に限定されないが、代表的には、以下の組成を例示
することができ、これを原液とすることができる。
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電子顕微鏡観察用保護剤の原液の組成および調製方法の具体例：水
クロース
ン酸

５ｇ、フルクトース

５ｇ、塩化ナトリウム

１．２５ｇ、グルタミン酸ナトリウム

５００ｍＬに、ス

５ｇを溶解させたものに、クエ

０．０５ｇを加え、ｐＨを７．４に調整し

、この水溶液とグリセリンを、水溶液：グリセリン＝１：２の比率で混合する。
電子顕微鏡観察用保護剤は、上述した原液をそのまま用いてもよく、原液を任意の溶剤
で希釈して用いてもよい。溶剤としては、例えば、水、有機溶媒、および水と有機溶媒の
混合溶媒が挙げられる。本明細書において、上記の組成に代表される電子顕微鏡観察用保
護剤の原液を任意の溶剤で希釈して調製される溶液を、「標本用保護液」という。
【００２９】
本実施形態では、上記原液を水で希釈して、標本用保護液を調製する。希釈割合として

10

は、例えば、原液：水の比率を、１：１〜１：３０の範囲とすることができ、１：２〜１
：２０の範囲が好ましく、１：５〜１：１０の範囲がより好ましい。
【００３０】
標本用保護液を塗布した標本は、必要に応じてスピンコート装置を用いてスピン乾燥さ
せるとともに、標本上の標本用保護液の層をより均一にする。
【００３１】
次いで、標本を走査型電子顕微鏡の試料台に載置し、電子線またはプラズマを照射して
標本の表面に薄膜を形成する。本明細書において、標本に塗布された標本用保護液に電子
線またはプラズマを照射して形成される薄膜を、「標本保護膜」という。
20

【００３２】
標本保護膜が形成された標本を、ＳＥＭ観察に供し、上記マーキングされた病変部位を
観察する。本実施形態では、標本保護膜によって標本の帯電（チャージアップ）が軽減さ
れるため、光学顕微鏡による観察で特定した病変部位の同一視野を、ＳＥＭ観察によって
鮮明に得ることができる。また、先の工程で取得した標本画像とＳＥＭ画像とを組み合わ
せることで、従来にない新たな標本画像を生成することができる。このことは、本発明者
等による新たな知見であり、実際に特定の標本を用いて初めて実証された。
【００３３】
図１は、種々の病原体を含む標本の観察画像である。
図１（ａ）〜（ｃ）は、アスペルギルス菌体を含む標本の観察画像である。図１（ａ）
は、ＨＥ染色されたアスペルギルス菌体を含む標本をガラススライド用スキャナ（浜松ホ
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トニクス社製のNanoZoomer。以下同様。）でスキャンした画像である。図１（ｂ）は、図
１（ａ）と同一の標本のＦＥ−ＳＥＭ画像である。図１（ａ）と同一視野のＦＥ−ＳＥＭ
画像において、アスペルギルス菌体の三次元情報を含む立体的な像が得られていることが
分かる。なお、図１〜４に関してのＳＥＭ観察には、電界放出型走査電子顕微鏡（ＦＥ−
ＳＥＭ；日立製

Ｓ−４８００）を用いた。以下、特に記載しない限り、図１〜４に関し

ては「ＳＥＭ観察」とは、上記のＦＥ−ＳＥＭを用いた観察をいい、「ＳＥＭ画像」とは
、上記のＦＥ−ＳＥＭを用いて得られた２次電子像または反射電子像をいう。図１（ｃ）
は、図１（ｂ）のＳＥＭ画像の拡大画像である。
【００３４】
図１（ｄ）〜（ｆ）は、アメーバ感染症と診断された病理組織標本（アメーバ虫体を含
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む標本）の観察画像である。図１（ｄ）は、ＨＥ染色されたアメーバ虫体を含む標本をガ
ラススライド用スキャナでスキャンした画像である。図１（ｅ）は、図１（ｄ）と同一の
標本のＳＥＭ画像である。図１（ｄ）と同一視野のＳＥＭ画像において、病変部位の三次
元情報を含む立体的な像が得られていることが分かる。図１（ｆ）は、図１（ｅ）の病変
部位の拡大ＳＥＭ画像である。
【００３５】
図１（ｇ）〜（ｉ）は、細菌標本の観察画像である。図１（ｇ）は、ＨＥ染色された細
菌標本をガラススライド用スキャナでスキャンした画像である。図１（ｈ）は、図１（ｇ
）と同一の標本のＳＥＭ画像である。図１（ｇ）と同一視野のＳＥＭ画像において、細菌
の三次元情報を含む立体的な像が得られていることが分かる。図１（ｉ）は、図１（ｈ）
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のＳＥＭ画像の拡大画像である。
【００３６】
図１（ａ）〜（ｉ）に示されるように、ＨＥ染色された病理組織標本において特定され
た病変部位（観察対象部位）を、同一の標本を用いて走査型電子顕微鏡で観察することが
でき、単一の標本から病変部位の三次元データを取得することができることが確認された
。
【００３７】
図２は、サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）核内封入体の形成が認められる細胞を含む組
織標本の観察画像である。図２（ａ）は、ＨＥ染色された標本をガラススライド用スキャ
ナでスキャンした画像である。図２（ｂ）は、図２（ａ）と同一の標本のＳＥＭ画像であ
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る。図２（ａ）と同一視野のＳＥＭ画像において、ＣＭＶ核内封入体の三次元情報を含む
立体的な像が得られていることが分かる。
【００３８】
図３は、図２（ｂ）のＳＥＭ画像の拡大画像である。図３（ａ）に示されるように、Ｃ
ＭＶ核内封入体の三次元構造を鮮明に確認することができる。図３（ｂ）は、図３（ａ）
において四角で囲んだ部分の拡大画像である。図中に矢印で示したように、ＣＭＶ粒子が
細胞外へ放出される様子が確認できる。このように、本実施形態によれば、単一の標本を
用いて、走査型電子顕微鏡を含む複数の観察手段による同一視野の観察が可能であり、対
象の病理組織に関する情報を簡便かつ迅速に解析するこができることが実証された。
【００３９】
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図４は、卵巣境界悪性細胞の細胞診標本の観察画像である。図４（ａ）は、パパニコロ
ウ染色された標本をガラススライド用スキャナでスキャンした画像である。図４（ｂ）は
、図４（ａ）と同一の標本のＳＥＭ画像である。図４（ａ）と同一視野のＳＥＭ画像にお
いて、卵巣境界悪性細胞の三次元情報を含む立体的な像が得られていることが分かる。図
４（ｃ）は、図４（ａ）と図４（ｂ）の画像を合成して得られた画像である。このように
、本実施形態によれば、単一の標本を用いて、走査型電子顕微鏡を含む複数の観察手段に
よる同一視野の観察が可能であるので、得られた観察画像を合成処理することによって、
従来の技術では得られなかった三次元データを含む新たな観察像を簡便かつ迅速に得るこ
とができる。これにより、対象の病理に関する新たな診断基準となり得る病理情報を解析
することも可能であると考えられる。
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【００４０】
図４（ｄ）、（ｅ）は、図４（ｂ）のＳＥＭ画像について、細胞表面を拡大した画像で
ある。図４（ｆ）は、図４（ｂ）のＳＥＭ画像について、細胞突起を拡大した画像である
。このように、細胞診標本において特定された病変部位（観察対象部位）を、同一の標本
を用いて走査型電子顕微鏡で観察することができ、単一の標本から観察対象部位の三次元
データを取得することができることが確認された。
【００４１】
本実施形態では、走査型電子顕微鏡による観察の後、標本を、水、エタノール、キシレ
ン（使用する封入剤の種類によって選択される溶媒）の順で処理し、標本用保護膜を部分
的に除去することができる。なお、エタノール処理としては、例えば、70％エタノール、

40

80％エタノール、95％エタノール、100％エタノールを用いることができるが、これらに
限定されない。また、各溶媒を用いた処理は、各々１回ずつ行ってもよく、必要に応じて
複数回行ってもよい。
【００４２】
ここで、驚くべきことに、標本用保護膜を除去した標本は、同一の標本を用いてそのま
ま光学顕微鏡観察等に供することができる程度に染色された状態が維持されている。すな
わち、本実施形態では、単一の標本で、光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡による同一視
野の観察が可能であることに加えて、上記の一連の観察工程を経た後の標本を（たとえ標
本用保護膜の除去が完全でなくても、保護膜は可視光に対して透明であるため）、再び、
光学顕微鏡や走査型電子顕微鏡による観察、あるいは別の観察手段を用いた観察に供する
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ことができる。このことは、本発明者等による新たな知見であり、実際に特定の標本を用
いて初めて実証された。
【００４３】
なお、標本用保護膜の除去後の標本は、必要に応じて、改めて染色処理を施すこともで
きる。一般に、ＨＥ染色を施した標本の場合、組織切片が乾燥すると変色が生じ、変色前
の状態には戻らないとされているが、本実施形態では、標本用保護膜の除去後に肉眼で確
認し得るような変色は生じず、ヘマトキシリンおよびエオジンの一方または両方による再
染色を施すことによって、走査型電子顕微鏡による観察前の染色状態に戻すことができる
。このことは、標本用保護膜が有する水／ガスバリア性能（Surface Shielding Effect、
SS効果）によるものと考えられる。

10

【００４４】
＜第二の実施形態＞
以下では、上記第一の実施形態からの変更点について説明する。第一の実施形態と同様
の工程についてはその説明を省略する。
【００４５】
本実施形態では、上記第一の実施形態における電子顕微鏡観察用保護剤の原液を有機溶
媒で希釈して、標本用保護液を調製する。有機溶媒としては特に限定されないが、例えば
、エタノールなどの両親媒性溶媒を用いることができる。原液の希釈割合としては、例え
ば、原液：有機溶媒の比率を、１：１〜１：３０の範囲とすることができ、１：２〜１：
２０の範囲が好ましく、１：５〜１：１０の範囲がより好ましい。

20

【００４６】
このようにして調製される標本用保護液を用いることによって、本実施形態では、標本
のカバーガラスを溶媒（例えば、キシレン）を用いて取り外し、標本上の溶媒を乾燥させ
た後、標本用保護液を塗布することができる。すなわち、本実施形態では、第一の実施形
態における、標本の表面の親水化処理工程を省略することができ、観察時間をより短縮す
ることができる。また、これにより、標本に施された染色が退色すること、あるいは退色
が生じた場合であっても退色の程度を低減することができ、観察の精度をより高く保つこ
とができる。また、有機溶媒を用いることによって、標本に対する標本用保護液の塗布の
均一性をより高めることができる。そのような観点では、電子顕微鏡観察用保護剤の原液
を、水と有機溶媒を任意の割合で混合した混合溶媒で希釈することも有効である。
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【００４７】
加えて、有機溶媒で希釈して調製される標本用保護液から形成される標本用保護膜は、
走査型電子顕微鏡による観察において、より優れた帯電抑制効果を発揮し得る。具体的に
は、原液：エタノールの比率を１：１０として調製した標本用保護液の場合、１５ｋＶの
加速電圧条件でのＳＥＭ観察において十分な帯電抑制効果が確認されている。このことは
、同一の標本をＥＤＸ分析等に供することが可能であることを示している。
一方、１０ｋＶ以下の加速電圧条件（例えば、５ｋＶ〜１０ｋＶの範囲の加速電圧条件
）でのＳＥＭ観察であれば、上述した第一の実施形態のように電子顕微鏡観察用保護剤の
原液を水で希釈して調製した標本用保護液を用いた場合でも、優れた帯電抑制効果が発揮
され得る。
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【００４８】
図５は、標本に施した染色に対する、標本用保護液の効果の一例を示す顕微鏡画像であ
る。
図５（ａ）は、ＨＥ染色を施した多臓器切片を含む標本（対照Ａ）をガラススライド用
スキャナでスキャンした画像であり、図５（ｂ）は、対照Ａの標本に、原液：エタノール
＝１：１０の比率で調製した標本用保護液を適用してＳＥＭ観察した後の画像であり、図
５（ｃ）は、対照Ａの標本に、原液：水＝１：１０の比率で調製した標本用保護液を適用
してＳＥＭ観察した後の画像である。図５（ｂ）および（ｃ）の標本は、図５（ａ）の標
本（対照Ａ）と比較して、部分的にエオジンによる細胞質等の赤もしくはピンク色の染色
の退色が認められるが、ヘマトキシリンによる細胞核等の青もしくは紫色の染色は保持さ
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れている。これらの標本は、そのまま光学顕微鏡観察等に供することもできるし、必要に
応じてエオジンによる再染色を施すことによって対照Ａの標本と同様の染色状態とした後
、光学顕微鏡観察等に供することもできる（図５（ｄ）および（ｅ））。
図５（ｆ）は、ＨＥ染色を施した肺組織切片を含む標本（対照Ｆ）をガラススライド用
スキャナでスキャンした画像であり、図５（ｇ）は、対照Ｆの標本に、原液：エタノール
＝１：１０の比率で調製した標本用保護液を適用してＳＥＭ観察した後の画像であり、図
５（ｈ）は、対照Ｆの標本に、原液：水＝１：１０の比率で調製した標本用保護液を適用
してＳＥＭ観察した後の画像である。図５（ｇ）および（ｈ）の標本では、図５（ｆ）の
標本（対照Ｆ）と比較して、エオジンによる細胞質等の赤もしくはピンク色の染色の大部
分が退色しているが、ヘマトキシリンによる細胞核等の青もしくは紫色の染色は保持され
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ている。これらの標本は、そのまま光学顕微鏡観察等に供することもできるし、必要に応
じてエオジンによる再染色を施すことによって、対照Ｆの標本と同様の染色状態とした後
、光学顕微鏡観察等に供することもできる（図５（ｉ）および（ｊ））。
【００４９】
図６は、標本に対する標本保護膜の帯電抑制効果を示すＳＥＭ画像である。図６（ａ）
は、ＨＥ染色を施した肺組織標本（対照）であり、図６（ｂ）は、対照の肺組織標本に、
走査型電子顕微鏡による観察において導電性効果を有することが報告されている市販の塗
布剤（ライオン社製）を適用したもの、図６（ｃ）は、対照の肺組織標本に、原液：水＝
１：１０の比率で調製した標本用保護液を適用したもの、図６（ｄ）は、対照の肺組織標
本に、原液：エタノール＝１：１０の比率で調製した標本用保護液を適用したものである
。各標本を、１５ｋＶの加速電圧条件で卓上ＳＥＭ（日立製

Ｍｉｎｉｓｃｏｐｅ
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ＴＭ

４０００ｐｌｕｓ）を用いて１００倍、５００倍、１０００倍の倍率で観察した。図６に
示されるように、本実施形態の標本用保護液によって形成された標本保護膜による標本の
帯電（チャージアップ）の抑制効果は、より高い倍率で観察を行うほど、より顕著に認め
られる。特に、本実施形態の標本用保護液を適用することによって、５００倍および１０
００倍の倍率においても、三次元データを含む鮮明な像として、標本の観察が可能である
ことが分かる。このことは、本発明の第一の実施形態および第二の実施形態によって対象
の病理組織に関する三次元データを含む情報をより簡便かつ迅速に解析することにおいて
、標本の表面に形成された標本保護膜が有意に寄与していることを示している。
30

【００５０】
上述したように、本発明の第一の実施形態および第二の実施形態の標本用保護液によっ
て形成された標本保護膜により、観察対象の標本の帯電（チャージアップ）が有意に軽減
されることが具体的に実証された。
そこで、本発明者らは、従来、走査型電子顕微鏡による観察には適用し得ないと考えら
れていた増感法を組み合わせることによって、標本における病変部位（観察対象部位）の
より鮮明な画像を得ることができることを想到した。
増感法としては、例えば、組織や細胞の染色が挙げられ、具体的には、核染色、細胞小
器官（オルガネラ）の染色、細胞内タンパク質の染色などが挙げられる。
【００５１】
図７は、塩化金による核染色を施した胃癌（印環細胞癌）標本（（ａ）〜（ｃ））およ
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び悪性中皮腫標本（（ｄ）〜（ｆ））の観察画像である。核染色に用いた塩化金は１％水
溶液であり、標本に対する処理時間は５分間とした。染色後の標本は純水で洗浄した。
なお、本明細書において、「塩化金」とは、金の塩化物、すなわち塩化金酸をいい、具
体的には、例えば、塩化金(III)（ＡｕＣｌ３）、塩化金(I)（ＡｕＣｌ）、八塩化四金（
Ａｕ４Ｃｌ８）などが挙げられる。
図７（ａ）は、ＨＥ染色された胃癌（印環細胞癌）標本をガラススライド用スキャナで
スキャンした画像である。図中に矢印で示した部分は、腫瘍細胞である。図７（ｂ）は、
図７（ａ）の標本に塩化金染色を施した後、卓上ＳＥＭ（日立製

ＴＭ４０００ｐｌｕｓ

）を用いて観察した反射電子像である。腫瘍細胞の核が、細胞膜や細胞質よりも淡く白み
がかって見えることが確認できる。図７（ｃ）は、図７（ｂ）の反射電子像と２次電子像
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を合成して得られた画像である。
図７（ｄ）は、ＨＥ染色された悪性中皮腫標本をガラススライド用スキャナでスキャン
した画像である。図中に矢印で示した部分は、腫瘍細胞である。図７（ｅ）は、図７（ｄ
）の標本に塩化金染色を施した後、卓上ＳＥＭ（日立製

ＴＭ４０００ｐｌｕｓ）を用い

て観察した反射電子像である。腫瘍細胞の核が、細胞膜や細胞質よりも淡く白みがかって
見えることが確認できる。図７（ｆ）は、図７（ｅ）の反射電子像と２次電子像を合成し
て得られた画像である。図７（ｅ）、（ｆ）ともに、細胞突起が明瞭に観察することがで
きる。
【００５２】
図８Ａおよび図８Ｂは、０．１％TritonX PBSで洗浄後に塩化金による核染色を施した

10

子宮頸癌の悪性細胞の細胞診標本の観察画像である。核染色に用いた塩化金は１％水溶液
であり、標本に対する処理時間は１０分間とした。染色後の標本は純水で洗浄した。
図８Ａは、塩化金による核染色を施した子宮頸癌の悪性細胞の細胞診標本の卓上ＳＥＭ
による反射電子像である。白色矢印で示すように細胞核を容易に同定することができる。
図８Ｂは、図８Ａとは異なる検体から作成した細胞診標本について、塩化金染色を施し
た場合（図８Ｂ（ａ））と、塩化金染色を施していない場合（図８Ｂ（ｂ）；対照）の、
卓上ＳＥＭによる反射電子像である。いずれも観察倍率は１０００倍である。図８Ｂ（ｂ
）の標本（対照）では、悪性細胞の外形が確認できる程度であり、細胞核を同定すること
はできないが、塩化金染色を施すことによって、図８Ｂ（ａ）のように細胞の構造のコン
トラストが向上し、細胞核を容易に同定することができる。
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【００５３】
図９は、塩化金による核染色を施した副腎標本（（ａ）〜（ｆ））および骨格筋標本（
（ｇ）〜（ｌ））の観察画像である。核染色に用いた塩化金は０．００１％水溶液、０．
０５％水溶液、０．１％水溶液および１％水溶液であり、標本に対する処理時間は５分間
とした。染色後の標本は純水で洗浄した。
図９（ａ）は、ＨＥ染色された副腎標本をガラススライド用スキャナでスキャンした画
像である。図９（ｂ）は、図９（ａ）と同一のブロックからの連続切片標本を、卓上ＳＥ
Ｍ（日立製

ＴＭ４０００）を用いて観察した反射電子像である。なお、この標本は、塩

化金による核染色を施していない対照である。図９（ｃ）〜（ｆ）は、図９（ａ）の標本
を作製したのと同じパラフィンブロックから作製した連続切片標本に、０．００１％水溶
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液、０．０５％水溶液、０．１％水溶液または１％水溶液を用いて塩化金染色を施した標
本の、卓上ＳＥＭによる反射電子像である。
図９（ｇ）は、ＨＥ染色された骨格筋標本をガラススライド用スキャナでスキャンした
画像である。図９（ｈ）は、図９（ｇ）と同一のブロックからの連続切片標本を、卓上Ｓ
ＥＭ（日立製

ＴＭ４０００）を用いて観察した反射電子像である。なお、この標本は、

塩化金による核染色を施していない対照である。図９（ｉ）〜（ｌ）は、図９（ｇ）の標
本を作製したのと同じパラフィンブロックから作製した副腎標本に、０．００１％水溶液
、０．０５％水溶液、０．１％水溶液または１％水溶液を用いて塩化金染色を施した標本
の、卓上ＳＥＭによる反射電子像である。
【００５４】

40

図７、図８Ａおよび図８Ｂに示されるように、本発明の重金属を用いない標本用保護液
によって形成された標本保護膜と、重金属を用いない塩化金による核染色を組み合わせる
ことにより、走査型電子顕微鏡による観察において、病理組織標本および細胞診標本にお
ける対象の部位（病変部位）のより鮮明な画像を得ることができることが実証された。ま
た、図９に示されるように、対象の組織または細胞の種類に応じて、核染色に用いる塩化
金水溶液の濃度を調整することができることが確認された。
【００５５】
図１０は、免疫染色（ＤＡＢ（ジアミノベンジジン）染色）された標本に対して塩化金
染色を施した標本の観察画像である。用いた塩化金は１％水溶液であり、標本に対する処
理時間は５分間とした。染色後の標本は純水で洗浄した。

50

(13)

JP 2020‑34410 A 2020.3.5

図１０（ａ）は、ＤＡＢ染色された、平滑筋アクチン（smooth muscle actin; SMA）抗
原陽性部位を含む標本の光学顕微鏡像（倍率２５倍）である。図１０（ｂ）は、図１０（
ａ）の標本に塩化金染色を施した標本の、同一視野の卓上ＳＥＭによる反射電子像である
。図１０（ｃ）は、図１０（ａ）の標本に塩化金染色を施した標本の、同一視野の卓上Ｓ
ＥＭによる反射電子像である。
図１０（ｄ）および（ｆ）は、図１０（ａ）と同一の標本の光学顕微鏡像（倍率１００
倍および倍率１０００倍）である。図１０（ｅ）および（ｇ）は、それぞれ、図１０（ａ
）の標本に塩化金染色を施した標本の、図１０（ｄ）または（ｆ）と同一視野の卓上ＳＥ
Ｍによる反射電子像と２次電子像の混合像である。
図１０（ｈ）は、ＣＤ１ａ抗原陽性部位（樹状細胞）を含む標本の光学顕微鏡像（倍率

10

２５００倍）である。図１０（ｉ）は、図１０（ｈ）の標本に塩化金染色を施した標本の
、同一視野のＦＥ−ＳＥＭによる反射電子像である。図１０（ｊ）は、図１０（ｈ）の標
本に塩化金染色を施した標本の、同一視野のＦＥ−ＳＥＭによる２次電子像である。
【００５６】
図１０に示されるように、免疫染色（ＤＡＢ染色）された標本に対する塩化金染色と、
本発明の標本用保護液によって形成された標本保護膜を組み合わせることにより、標本に
おける対象部位（免疫染色部位）のより鮮明な画像を得ることができることが実証された
。また、ＤＡＢ染色などの免疫染色が施された標本の光学顕微鏡観察によって特定された
発色部位を、同一の標本を用いて走査型電子顕微鏡で観察することができ、対象部位の三
次元情報を含む立体的な像を得ることができることが確認された。
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従来、免疫染色された観察試料に対して、四酸化オスミウム（ＯｓＯ４）、酢酸ウラニ
ル、鉛などの重金属またはその化合物を用いて電子顕微鏡像のコントラストを増大するこ
とが行われていた。しかしながら、四酸化オスミウムは揮発性が高く、毒性があり、その
取扱いは容易ではないという問題があった。これに対して、本発明によれば、従来の増感
剤よりも取扱いが容易な塩化金と、本発明の標本用保護液によって形成された標本保護膜
を組み合わせることにより、走査型電子顕微鏡による観察において、ＤＮＡ特異的にコン
トラストが増大した画像を得ることができる。
【００５７】
図１１は、免疫染色（ＤＡＢ染色）された乳癌のＨＥＲ２病理組織標本に対して塩化金
染色を施した標本の観察画像である。用いた塩化金は１％水溶液であり、標本に対する処
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理時間は５分間とした。染色後の標本は純水で洗浄した。
【００５８】
図１１（ａ）は、ＤＡＢ染色された乳癌のＨＥＲ２スコア３＋標本の光学顕微鏡像であ
る。図１１（ｂ）は、図１１（ａ）の標本に塩化金染色を施した標本の、同一視野の卓上
ＳＥＭによる反射電子像である。図１１（ｃ）は、図１１（ｂ）の反射電子像の拡大画像
である。
図１１（ｄ）は、ＤＡＢ染色された乳癌のＨＥＲ２スコア０標本の光学顕微鏡像である
。図１１（ｅ）は、図１１（ｄ）の標本に塩化金染色を施した標本の、同一視野の卓上Ｓ
ＥＭによる反射電子像である。図１１（ｆ）は、図１１（ｅ）の反射電子像の拡大画像で
ある。
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【００５９】
図１１に示されるように、免疫染色（ＤＡＢ染色）された標本に対する塩化金染色と、
本発明の標本用保護液によって形成された標本保護膜を組み合わせることにより、走査型
電子顕微鏡による観察において、標本における対象部位（免疫染色部位）のより鮮明な画
像を得ることができることが実証された。また、ＤＡＢ染色などの免疫染色が施された標
本の光学顕微鏡観察によって特定された発色部位を、同一の標本を用いて走査型電子顕微
鏡で観察することができ、対象部位の三次元情報を含む立体的な像を得ることができるこ
とが確認された。
【００６０】
一方、従来のＤＡＢなどの色素や蛍光を用いた免疫染色による、標本における病変部位
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の同定には、染色の程度（光学顕微鏡観察において確認される発色の程度）が影響し、染
色処理の条件（温度、時間など）に依存し得ることが知られている。
そこで、本発明者等は、ナノ粒子（例えば、金粒子）を用いた免疫染色によって、病理
組織標本に色素や蛍光を用いた免疫染色を施すことなく、病変部位（観察対象部位）の走
査型電子顕微鏡による観察を行った。
図１２は、金粒子を用いた免疫染色による、乳癌のＨＥＲ２病理組織標本の観察画像で
ある。
図１２（ａ）は、ＤＡＢ染色された乳癌のＨＥＲ２スコア３＋標本の光学顕微鏡像であ
る。図１２（ｂ）は、図１２（ａ）の連続切片標本に金粒子による免疫染色の増感処理を
施した標本の、卓上ＳＥＭによる反射電子像である。図中、白色の点として確認されるも

10

のが金粒子である。図１２（ｃ）は、図１２（ｂ）の拡大画像である。金粒子に相当する
白色の点がより明瞭に確認される。
金粒子（ナノ粒子）による免疫染色の増感処理としては、例えば、一次抗体、標識二次
抗体、および標識二次抗体に特異的に結合する化合物で表面が修飾されたナノ粒子を用い
る方法が挙げられる。具体的には、一次抗体として抗ＨＥＲ２抗体を用い、二次抗体とし
てビオチン標識抗マウス抗体を反応させた後、表面がアビジンで修飾されたナノ粒子（例
えば、平均粒径が４０ｎｍ程度の金粒子）を用いて標識することによって行うことができ
る。
図１２（ｄ）は、乳癌のＨＥＲ２スコア０標本の光学顕微鏡像である。図１２（ｅ）は
、図１２（ｄ）の標本の卓上ＳＥＭによる反射電子像である。図１２（ｆ）は、図１２（
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ｅ）の拡大画像である。白色の点として認識される金粒子はみられない。
【００６１】
図１２に示されるように、本発明の標本用保護液によって形成された標本保護膜とナノ
粒子による免疫染色の増感処理を組み合わせることにより、従来の色素や蛍光による免疫
染色を用いることなく、ナノ粒子を指標とする抗原抗体反応を利用して、病理組織標本の
抗原陽性部位の同定・観察をより迅速かつ簡便に行うことができることが実証された。
【００６２】
図１３は、ＥＤＸ分析（エネルギー分散型Ｘ線分析）による、病理組織標本の元素分析
結果である。
図１３（ａ）は、ＨＥ染色された鉄沈着症の肝臓組織標本の光学顕微鏡像である。図１
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３（ｂ）は、図１３（ａ）と同一の標本の卓上ＳＥＭによる反射電子像である。図１３（
ｃ）は、図１３（ａ）と同一の標本のＥＤＸ分析装置による観察画像である。標本におけ
る鉄（Ｆｅ）の沈着の様子をはっきりと確認することができる。なお、ＥＤＸ分析装置は
、卓上ＳＥＭ（日立製

Ｍｉｎｉｓｃｏｐｅ

ＴＭ４０００ｐｌｕｓ）に備え付けのオッ

クスフォード社製の装置を用いた。
図１３（ｄ）は、ＨＥ染色された炭粉沈着症の肺組織標本の光学顕微鏡像である。炭粉
の沈着が黒色の点として確認される。図１３（ｅ）は、図１３（ｄ）と同一の標本の卓上
ＳＥＭによる反射電子像である。図１３（ｆ）〜（ｉ）は、図１３（ｄ）と同一の標本の
ＥＤＸ分析装置による観察画像である。図１３（ｆ）において、緑色の部分はアルミニウ
ムの存在を示す。図１３（ｇ）において、黄色の部分はマグネシウムの存在を示す。図１
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３（ｈ）において、赤色の部分はケイ素の存在を示す。図１３（ｉ）において、緑色の部
分は酸素の存在を示す。
図１３（ｊ）は、グロコット染色された真菌症の病理組織標本の、卓上ＳＥＭによる反
射電子像である。図１３（ｋ）および（ｌ）は、図１３（ｊ）と同一の標本のＥＤＸ分析
装置による観察画像である。図１３（ｋ）において、緑色の部分は金の存在を示す。図１
３（ｌ）において、青色の部分は銀の存在を示す。
【００６３】
図１３に示されるように、病理組織標本に対して本発明の標本用保護液を用いて標本保
護膜を形成することにより、同一の標本を用いて、光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡に
よる観察、およびＥＤＸ分析を行うことができることが実証された。
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【００６４】
＜第三の実施形態＞
以下では、上記第一の実施形態からの変更点について説明する。第一の実施形態と同様
の工程についてはその説明を省略する。
【００６５】
本実施形態では、上記第一の実施形態における標本用保護液を塗布した標本を必要に応
じてスピンコート装置を用いてスピン乾燥させた後、電子線またはプラズマを照射して標
本の表面に薄膜を形成する前に、電子顕微鏡観察用保護剤の原液を用いて、対象の部位（
病変部位）またはその周辺をマーキングする。当該原液は、標本用保護液よりも粘稠性を
有していることが好ましく、これにより、標本上に滴下した際に、マジックペンを用いた
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場合と同程度の径を有する液滴を形成することができる。なお、標本用保護液を調製する
際に用いた電子顕微鏡観察用保護剤の原液の組成に応じて、本実施形態のマーキング処理
に用いる溶液の組成を適宜調整することができる。
【００６６】
標本上に当該原液を適用する手段としては特に限定されないが、標本を損なわないよう
にするために、標本に直接触れることなく適用することが望ましい。例えば、一般に用い
られるピペッターを用いて、当該原液を標本上に滴下することができる。また、市販の微
量液滴装置を用いて、当該原液を標本上に滴下してもよい。
【００６７】
このようにして標本上に形成した電子顕微鏡観察用保護剤の原液によるマーキングは、
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当該マーキング自体が三次元的な形状を有しているので、走査型電子顕微鏡による観察に
おいてマーキングした場所の特定がより容易になり、その結果、観察対象の病変部位をよ
り迅速に特定することができ、観察時間のさらなる短縮が可能となる。
【００６８】
また、上記マーキングは、走査型電子顕微鏡による観察の後、標本用保護膜を除去する
工程において標本用保護膜と一緒に標本から除去されるので、標本に対して損傷が生じる
可能性をより軽減し、同一の標本を用いて次の観察を行う必要がある場合により望ましい
。例えば、上述したように、光学顕微鏡での観察においてマジックペンを用いてマーキン
グを施した標本を用いて走査型電子顕微鏡による観察を行った場合、走査型電子顕微鏡で
の観察の後、標本に再度染色処理を施すと、組織にマジックペンの痕が残り、当該組織の
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一部に損傷が見られることがあるが、本実施形態では、そのような損傷が生じることを抑
制することができる。
【００６９】
図１４は、電子顕微鏡観察用保護剤の原液によるマーキングを行った標本の観察画像で
ある。図１４（ａ）および（ｂ）は、卓上ＳＥＭを用いて、マーキングを行った標本をＳ
ＥＭ観察した画像であり、（ａ）は位相コントラストイメージング（phase contrast ima
ging）、（ｂ）は反射電子像である。図１４（ｃ）は、図１４（ａ）および（ｂ）のＳＥ
Ｍ観察後、水、エタノール、キシレンの順で処理して標本用保護膜を除去した標本の、光
学顕微鏡画像である。図１４（ａ）および（ｂ）に示されるように、本実施形態によれば
、走査型電子顕微鏡による観察におけるマーキング部位の特定が容易であり、これにより
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、観察対象の病変部位をより迅速に解析することができる。また、図１４（ｃ）に示され
るように、標本用保護膜の除去処理によりマーキングが取り除かれ、染色が維持された状
態で、同一の標本を光学顕微鏡等の別の観察手段による観察に供することができることが
分かる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
上述した本発明の実施形態により、本発明者等は、単一の病理組織標本または細胞診標
本から、走査型電子顕微鏡を含む複数の観察手段による同一視野の観察が可能であること
を具体的に確認した。単一の標本を複数の観察手段による観察に供する場合、従来の手法
では、重金属を用いた染色剤を用いることによって標本の再染色が必須であったり、標本
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の損傷が避けられないといった問題があったが、本発明によれば、標本の損傷は最小限に
抑えられ、必ずしも再染色処理を行うことを要せず、同一の標本を複数の観察手段に供し
、対象の病理組織に関する三次元情報を簡便かつ迅速に解析することができる。加えて、
標本を観察前のもとの状態にもどすことが可能となる。これにより、貴重な症例を損失す
ることなく、従来発見されていなかった新たな病理所見等が得られ、新たな診断基準の策
定や診断法の開発のきっかけにつながることが期待される。
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