
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度第１回 四国臨床検査技師協議会 

 血液検査研究班研修会 
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（実際の質疑応答に、訂正および調査確認結果を含めた内容となっております） 

 

 

 



 

「巨赤芽球性貧血」 

 

Ｑ：破砕赤血球と細片化奇形赤血球の鑑別がわかりません。両者は同じものですか？ 

Ａ：「破砕赤血球」という用語が、狭義と広義の２通りで使用されているものがあることが混乱を招

いている要因と思われます。狭義では、細血管凝固症候群(TMA)で見られる「血栓により分裂した赤

血球（schistocyte）」を差し、広義では今回の熱傷なども含めた「様々な原因で生じる赤血球断片

（RBC fragments）」が含められます。質問にある「破砕赤血球」は狭義の意味を、「細片化奇形赤血

球」は広義の赤血球断片の方を指していると思われます。狭義の破砕赤血球schistocyteの標準化

については、以下の文献を参照ください。 

「ICSH recommendations for identification, diagnostic value, and quantitation of schistocytes」 

Zini G1, d'Onofrio G, Briggs C, Erber W, Jou JM, Lee SH, McFadden S, Vives-Corrons JL, 

Yutaka N, Lesesve JF; International Council for Standardization in Haematology (ICSH)  

Int J Lab Hematol. 2012 Apr;34(2):107-16. doi: 10.1111/j.1751-553X.2011.01380.x. Epub 2011 

Nov 15. 

これにある赤血球形態に関する部分をあえて（誤解のないように）原文のまま記載します。 

According to ICSH, thus, schistocytes are always smaller than intact RBCs and should be 

defined as follows : 

(i) small fragments of varying shape, sometimes with sharp angles or spines (triangles), with 

straight borders or sometimes with a round outline on one side (microcrescents), often distorted, 

usually staining darkly, occasionally pale as a result of loss of hemoglobin at the time of 

fragmentation (Lesesve et al., 2005; Bain, 2006a); microcrescents should be distinguished, on 

the basis of their size, from the irreversibly sickled cells (drepanocytes) of sickle cell disease; 

(ii) helmet cells, which are damaged erythrocytes with one single, rarely a double, amputated 

zone highlighted by a straight border, with sharp angulated edges: the missing cell portion 

corresponds to the fragments that have been split off as a result of a break on a fibrin strand 

(Lynch, 1990); 

(iii) damaged cells larger than small fragments, which have a pair of spicules separated by a 

semicircular concave segment of membrane, sometimes even two or three pairs: they are 

usually named keratocytes (cells with horns). They occur in the same conditions as triangles, 

crescents, and helmet cells and have been formed by rupture of one or more peripheral 

pseudovacuoles and subsequent fusion of the cell membrane (Bessis, 1972, 1976). 

Morphologically identical cells occur in Heinz body hemolytic anemia (e.g. glucose-6-phosphate 

dehydrogenase deficiency), as a result of removal of a Heinz body by a macrophage (Bain, 

2006b; Barth & Hirschmann, 2007): they are distinguished from keratocytes as part of TMA by 

assessing the context in which they occur. 

(iv) small-sized hyperdense RBCs with a round shape and increased staining (Figure 1c): they 

are named microspherocytes (Bain, 2006a) or spheroschizocytes (Bessis, 1972). A pale central 

zone is absent. Microspherocytes are a secondary manifestation of fragmentation and should 

be included within the schistocyte count only in the presence of the schistocyte shapes 

mentioned in points (i) to (iii): they are likely formed when the rupture reduces the membrane 

surface in relation to the remaining cytoplasmic volume (Bain, 2006b) or as a result of a shape 



change of other schistocytes, which takes place in the more flattened areas of the smear, close to 

the feathered edge of the smear (Lesesve et al., 2002). They should not be confused with 

spherocytes of hereditary spherocytosis or immune hemolysis, which have decreased diameter 

but are not so small (although partial overlapping in both morphology and terminology does 

exist). 

 なお、これは血栓性微小血管障害症（TMA）診断に重きをおかれた schistocyte判定の標準化で

す。余談として、ICSH に参加されている JCCLS のある先生によると、欧米では日本に比べてヘ

モグロビン異常症が多く、ハインツ小体などに起因する端を噛みちぎられたような bitecyte と

schistocyteの鑑別に欧米の先生方はこだわるところがあるそうです。 

 日常業務的には、schistocyte＋RBC fragmentsを破砕赤血球としているのが現実でしょう。赤血

球より小さく、濃く染まり、セントラルパーラーがなく、鋭角の切れ端があるを基本に見ていくと、

血管内で破壊された赤血球断片と有棘赤血球の断片(?)やＭＤＳで見られるできそこない(?)の赤血

球とは鑑別可能ではないでしょうか。 

 なお、四国血液検査研究班が検討している「破砕赤血球の判定方法に関する検討」は、血管内で

機械的に破壊された赤血球と、ＭＤＳや肝疾患で生じる破壊によらない形態的に類似した他の奇形

赤血球（有棘赤血球Acanthocyte）そして、脾臓にてちぎれた赤血球（ハインツ小体性貧血にてみ

られる小型球状赤血球）とを鑑別し、それらを類破砕赤血球として分類することを容易にするため

の判定方法を目指したものであり、この文献とはやや目的が異なることにご注意ください。 

 

Ｑ：巨赤芽球性貧血のＭＣＶは120を超えることが多いですが、110前後でも巨赤芽球性貧血（VB12

や葉酸欠乏）の症例はありますか？ 

Ａ：あります。貧血の原因が問題なのであって、血球計数値はそこにたどり着くためのひとつの情

報にすぎません。できる限り情報（検査結果）を集めて判断すべきであり、ビタミンＢ12や葉酸欠

乏が貧血の原因であれば、ＭＣＶの値に関係なく巨赤芽球性貧血です。 

 2-3 年前の検査血液学会の論文にＭＤＳと巨赤芽球性貧血の形態的特徴の検討をしていたものが

あります。それによると巨赤芽球性貧血でもＭＣＶが110台の症例があるそうですが、貧血進行に

伴ってＭＣＶが高くなるため、病初期の症例では120を超えないことが想定されます。 

 

Ｑ：ビタミンB12と鉄欠乏が同時におこると、小型と大型が混在しますか？ 

Ａ：可能性はあるでしょう。巨赤芽球性貧血ではメチオニン合成が低下し、ＤＮＡ合成障害が起こ

りますが、ＤＮＡの断裂や分裂障害も起こり、しばしば赤芽球の４倍体が存在します。鉄欠乏によ

るヘモグロビン合成低下があってもこの現象は起こると思われますますので、低色素性の大型赤血

球（扁平大赤血球：Thin macrocyte）が見られるかもしれません。 

 

Ｑ：ＭＣＶは小球性なのに、スメアでは大型の赤血球が見られることがありますが、これは？ 

Ａ：ＭＣＶは平均値ですので、赤血球の粒度分布グラフ（図）を見るようにして下さい。粒度分布

で、一見すると大きさが揃っているように見えても裾野が広がっている場合もあり、その場合は粒

度分布のＳＤやＣＶも大きくなりませんが、スメアでは赤血球の大小不同が見られます。 

 前述の扁平大赤血球のことだと思われます。慢性肝疾患の約半数ぐらいの症例では、ＭＣＶ正常

にも関わらず標本上では大型赤血球を呈します。 

 

 



 

Ｑ：｢巨赤芽球｣とは前赤芽球から正染性赤芽球の各成熟段階のうちで、どの段階が大きくなったも

のを指しているのでしょうか？  

Ａ：すべての成熟段階において巨赤芽球のクロマチンが観察されれば、巨○○赤芽球となります。

昔の骨髄分類用カウンターには、各成熟段階の巨赤芽球カウント用のボタン（当時は、「巨」ではな

く「大」と表現されていました）が、正常赤芽球用とは別に装備されていました。ただし、前赤芽

球や正染性赤芽球段階の判定は難しいかもしれません。 

 

Ｑ：「巨赤芽球」とする判定（分類）基準はありますか？ 

Ｑ：巨赤芽球性貧血と骨髄異形成症候群の形態的な違いはありますか？ 

Ａ：巨赤芽球のクロマチンが生じるメカニズムの詳細は明確な報告・説明がなされていませんが、

巨赤芽球（様）クロマチンはＤＮＡ合成障害が表現されたもの、核融解像はアポトーシスが表現さ

れたものと推察されます。また、巨赤芽球（様）クロマチンに標準化のような判定基準と呼べるも

のはなく、朝長先生の「正常より小さい顆粒クロマチン構造が核に均等に分布し、スポンジ状とも

表現される」という説明をもとに（主観的な）形態判断に依存しています。ちなみに核融解像とは、

核クロマチンの不均一な異常凝集（塊）を指します。医学検査 vol.51 No.7 2002の目で見るペー

ジと総説などを参考にして下さい。 

ＭＤＳの疾患概念は 30 年以上前からあり、その形態異常の表現である巨赤芽球様クロマチンとい

う表現が以前から普及していたのに対して、核融解像という表現はここ数年で用いられるようにな

りました。実際の症例報告などでは、核融解像と表現とすべきところを、巨赤芽球様クロマチンと

表現されているケースが多いように思われます。朝長先生も前述の医学検査において、ＭＤＳにお

いて巨赤芽球様クロマチンは稀で、多くは核融解像であると記述されています。 

巨赤芽球性貧血とＭＤＳでは、赤芽球系の形態異常のみによる鑑別は難しいかもしれません。顆粒

球の大型化は両者で見られますが、ペルゲル様核異常や顆粒減少は巨赤芽球性貧血では観察されま

せんので鑑別のポイントになり得るでしょう。また、巨赤芽球性貧血では前赤芽球から巨赤芽球化

しますが、ＭＤＳの多くは多染性赤芽球にて巨赤芽球様変化／核融解像がみられるのが特徴です。 

 

Ｑ：高齢化により巨赤芽球様核変化が軽度みられると言われていましたが？ 

Ａ：高齢化による形態変化は、一定した見解は得られていません。しかし、急性白血病の多段階発

症のようにＭＤＳも遺伝子的な異常の蓄積により多段階発症するとされます。高齢になると遺伝子

的な異常（ＤＮＡの塩基配列の異常だけを指すものではありません）が積み重なってきている可能

性はあり、ＭＤＳのような病態に至っていない方でも、巨赤芽球様変化などの形態変化が見られる

可能性は否定できないと思われます。そのような形態的変化が少数（10%未満）でＭＤＳの診断に

いたらなかった症例については、他の貧血原因が見つからなければ、経過を追う必要があると思い

ます。 

 

Ｑ：悪性貧血という言葉は現在も使用されていますか？ 

Ａ：使用されています。悪性貧血は、巨赤芽球性貧血のうち抗内因子抗体や抗胃壁抗体によるもの

を指します。この定義は、何十年も前から存在し、変わりません。が、未だに混同されることがあ

ります。 

 

 



 

Ｑ：巨赤芽球性貧血で、白血球や血小板が減少するのはなぜですか？ 

Ｑ：ＬＤの増加は、なぜおこるのですか？ 

Ａ：ＤＮＡ合成障害は赤芽球だけに起こるものではなく、すべての細胞で起こります。したがって、

すべての細胞でＤＮＡ合成障害による細胞数の減少が起こります。血液細胞だけでなく他の細胞も

同様で、先天的（母胎内）にVB12欠乏となった巨赤芽球性貧血の新生児を経験したことがありま

すが、著しい形態異常とともに、発育不全を認めました。 

ＬＤの増加については、ＭＤＳと同様に無効造血があるため、それを反映した検査結果（ＬＤ増加、

間接ビリルビンの軽度増加、ハプトグロビンの低下など）が得られます。 

 

Ｑ：巨赤芽球性貧血で、後骨髄球や桿状核球は大型化する一方で、なぜ過分葉になるのですか？ 

Ｑ：過分葉は５分葉からという記述を見ましたが？ 

Ａ：大型化は前述のとおり、分裂障害によるものと考えることができます。過分葉の機序は明確で

はありませんが、分裂障害による個体中のＤＮＡ量の増加からくるものかもしれません。 

通常、６分葉以上を過分葉としています。ただし、好中球分葉指数（または成熟指数）というもの

が古くからあります。これによると健常人における５分葉は２％程度であり、５分葉以上が３％以

上存在すると過分葉（右方移動）とする考えもあります。 

 

 

Ｑ：ＬＤやハプトグロビンなどの溶血性貧血の所見がなく、ＶＢ12 も基準範囲内で、巨赤芽球も

観察されず、亜鉛と葉酸が欠乏している場合にはどのように検査を進めたらよいでしょうか？ 

Ａ：微量金属の欠乏による貧血としては、銅欠乏性貧血が有名です。この場合には、鉄代謝で銅イ

オンが必要ですので、結果的に（鉄芽球性貧血に類似した）鉄欠乏性貧血を起こします。また、活

性酸素を分解する酵素にも銅イオンが必要で、その酵素活性が下がることにより、細胞膜障害が起

きるとされ、赤芽球などに空胞が観察されるのはそのためとされます。ちなみに、銅と同じく通常

はおこさないのですがコバルトが不足するとビタミンB12欠乏を起こします。 

 亜鉛は種々の酵素の活性中心に存在し、欠乏すると味覚障害を起こすことや、スポーツ選手の汗

からの亜鉛排泄また透析患者の亜鉛欠乏により貧血の一因となることが知られています。腎障害、

透析患者で EPO 不応性貧血のなかに亜鉛欠乏による貧血も含まれるとされます。一方で、欠乏で

はなく過剰になっても鉄欠乏や銅欠乏を起こすとされます。亜鉛欠乏の場合は、しばしば鉄欠乏も

伴っているそうですが、亜鉛単独の欠乏による貧血または亜鉛投与による貧血の改善に関する詳細

な説明はなされていません。（質問の症例は、透析患者さんでしょうか？） 

 葉酸欠乏に関しては、遭遇する症例はアルコール多飲による摂取不足がほとんどです。これらの

なんらかの不足・欠乏による貧血が疑われる場合は、投与による改善を観察する手段がとられるこ

とも多いように聞きます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

「無顆粒球症」 

 

Ｑ：糖尿病治療薬で無顆粒球症を起こす頻度は？ 

Ａ：各薬剤の添付文書に臨床試験における発生頻度などが記載されている薬剤も多数あります。各

薬剤で異なりますので、そちらを参照して下さい。なお、副作用に好中球減少が記載されている薬

剤は250件程度とのことです。 

 発生頻度の多くは１％未満ですが、高いとされるものには（糖尿病薬ではありませんが）、統合失

調症薬のクロザリルや抗血小板薬のチクロピジン（いずれも2.5%程度？）などが挙げられます。 

 少し前の資料ですが、平成 19 年度に厚生省が作製した「重篤副作用疾患別対応マニュアル 無

顆粒球症」www.pmda.go.jp/files/000143662.pdf を参照ください。 

 

Ｑ：薬剤性好中球減少症の場合、抗好中球抗体が産生されるとのことですが、MPO-ANCA（ミエ

ロペルオキシダーゼ抗好中球抗体）や、PR3-ANCA（抗好中球細胞質抗体）などが高値になるの

でしょうか。 

Ａ：自己免疫機序による薬剤性好中球減少症は、薬剤がハプテンとして好中球の細胞膜と結合し産

生された自己抗体によるとされています。したがって、細胞質内成分に対する抗体である

MPO-ANCAやPR3-ANCAは高値にはならないと思われます。 

 一方で、細胞内に侵入する薬剤による好中球減少は、核内や細胞質内物質への結合による前駆細

胞への直接毒性とされます。 

 

Ｑ：抗血小板薬により無顆粒球症が起こった場合、薬効は低下しますか？ 

Ａ：チクロピジンのことを言われていると思います。薬効の変化については不明ですが、それ以前

に重篤な感染症になる恐れがありますので、薬剤服用の中止や代用薬を検討すべきでしょう。 

 

Ｑ：骨髄中では芽球や前骨髄球が増え、それ以降の細胞が傷害されるのか？ 

Ｑ：薬剤の機序により形態的に鑑別できるようなことはあるのでしょうか？ 

Ａ：無顆粒球症の骨髄では、中毒性顆粒を有した前骨髄球（～骨髄球）段階の好中球比率が増加し

た症例をしばしば経験します。また、芽球比率が増加し、以降の成熟段階が減少する場合もあるよ

うです。好中球減少により好中球産生の増加に傾くものの、成熟障害が起こる結果、幼若段階の比

率が増加するとされています。なお、幹細胞が免疫学的機序で傷害されれば再生不良性貧血（様）

の所見となるでしょう。 

 

Ｑ：CBC以外で無顆粒球症を疑うような検査所見は何かありますか？ 

Ａ：高熱、寒気など臨床所見が重要であると思われます。感染症による症状とそれに伴う検査結果

の異常値（CRPやPCT,P-SEPの増加など）が得られるでしょう。 

 

Ｑ：鑑別が必要な症例のスライドにあった、急性前骨髄球性白血病のファゴット細胞というのは定

義というのはあるのでしょうか？ 

Ａ：アウエル小体の束が何本以上など、数値としてのファゴット細胞に対する定義は示されており

ません。経験例では、AML-M2の白血病細胞（芽球）においても3～4本のアウエル小体を認めた

症例を経験した事があるとの事です。 



 

「伝染性単核球症」 

 

Ｑ：ＥＢＶは主にＢ細胞に感染しますが、その際にＢ細胞はどうなるのでしょうか？ 

Ａ：ＥＢＶは、Burkitt リンパ腫由来の培養リンパ球から発見されました。γヘルペスウイルス亜

科に分類されるヒトヘルペスウイルスで、線状の二本鎖DNA ウイルスです。潜伏感染ではエピゾ

ームという環状構造をとって細胞内に潜んでいます。ＥＢＶは、鼻咽頭上皮細胞と（主に）Ｂ細胞

に感染し、生涯Ｂ細胞内に潜伏感染し、免疫抑制時などに再活性化します。大多数が小児期に感染

し、ＥＢＶの初感染は不顕性に経過するのがほとんどですが、伝染性単核球症を発症する場合があ

ります。また、初感染年齢が高い程、伝染性単核球症を発症しやすいとされます。 

 したがって、ウイルス侵入によりＢ細胞が壊されることはないと考えられますが、伝染性単核球

症の急性期のようにB細胞表面にEBV関連抗原を発現している場合には免疫機構の攻撃対象とな

り、反応性リンパ球である異型リンパ球（CD8+HLA-DR+T 細胞、EBV 抗原特異的キラーT 細胞

が主、一部CD4＋T細胞やNK細胞）が増加し、ウイルス感染細胞は破壊される反応が起こります。

急性期ではB細胞は減少するとされます。この反応が沈静化するとともに、EBVの増殖が停止し、

EBV 関連抗原の発現が制限された潜伏感染細胞が残ります。一方、キラーT 細胞もメモリーCTL

として残ります。 

 

 

Ｑ：ＥＢＶの検査のＶＣＡ，ＥＡ，ＥＢＮＡとは？ 

Ａ：いずれもＥＢウイルス抗体で、ＶＣＡ（外殻抗原）、ＥＡ（早期抗原）およびＥＢＮＡ（核内抗

原）のそれぞれの抗原に対する抗体です。ＥＢＶ初感染ではＶＣＡ-ＩｇＭ抗体が出現し、ＶＣＡ-

ＩｇＧ抗体は既往感染で陽性となり、再活性化により異常高値となります。ＥＢＮＡ抗体は初感染

の回復期から陽性になり持続的に検出されます。伝染性単核症の診断では、ＶＣＡ-ＩｇＭ抗体とＥ

ＢＮＡ抗体または、ＶＣＡ-ＩｇＧ抗体とＥＢＮＡ抗体を検査します。再活性化したＥＢＶによる慢

性活動性ＥＢＶ感染症では、ＶＣＡ-ＩｇＧ抗体やＥＡ-ＤＲ-ＩｇＧ抗体を検査します。 

 

 

Ｑ：異型リンパ球の細胞質は、なぜ好塩基性（青く）になるのですか？ 

Ａ：ロマノウスキー（系）染色（ギムザ、ライト、メイグルンワルドなどの総称に使用される）で

青く染まるのは、正（＋）に荷電した塩基性色素（アズールＢ、メチレン青など）イオンによるも

のなので、「好塩基性」と表現されます。核は負（－）に荷電したＤＮＡリン酸基があるのでアズー

ルＢが、リンパ球や単球の細胞質はリボゾームのＲＮＡリン酸基にメチレン青が結合します。 

 小児 EBV 感染患者に出現する異型リンパ球の表面抗原（マーカー）では、多くの場合は活性化

T 細胞のマーカーを示します。この場合、活性化あるいは反応性リンパ球と表現されるように、サ

イトカインなどの産生が亢進しています。これらのもとになるＲＮＡや産生蛋白の細胞質内での増

加により青み（好塩基性）が強くなります。同様の染色性の例としては、免疫グロブリンが著増し

た多発性骨髄腫のスメアの外観が青く見えるのも、血清蛋白の増加によるものです。 

 

 

 

 



Ｑ：強制乾燥ではなく、自然乾燥でリンパ球形態を観察する手法が海外では主流になっていると聞

きましたが、ＨＣＬ以外で適用可能な方法なのでしょうか？ 

Ａ：気候（特に湿度）が地域により異なり、欧米では日本よりも湿度が低いところが多いと思われ、

欧米における塗抹標本は自然乾燥です。日本の気候的条件で自然乾燥すると、観察に適した標本と

ならず、日本では強風乾燥となっています。なお、日本と欧米では塗抹方法の違いによって、ＣＬ

Ｌ細胞の形態が異なるとの指摘もあります。  

 

 

Ｑ：乳幼児では成人と比べてリンパ球数が多いですが、ＥＢＶ感染ではどの程度まで増加します

か？ 

Ａ：リンパ球数の年齢による変動は成書を参考にして下さい。あいにく統計的なデータは持ち合わ

せておりませんので、第 39 回日本小児感染症学会 ミート・ザ・エキスパーツの 脇口 宏：感

染症診断のピットホール －ＥＢウイルス感染症から学んだこと－：小児感染免疫 Vol.20 

No.2:213-218:2008 に記載のある Sumaya CV, Ench Y：Epstein－Barr virus infectious 

mononucleosis in children.II. Heterophil antibody and viral－specific responses. Pediatrics 

75:1011－1019, 1985から引用・改変された小児伝染性単核球症の診断基準を下記に示します。 

臨床所見：以下のうち3項目以上を満たす． 

 1）発熱 

 2）扁桃・咽頭炎 

 3）頸部リンパ節腫脹 

 4）肝腫大あるいは脾腫 

検査成績 

 1）末梢血リンパ球数≧50％あるいは≧5,000／μl 

 2）異型リンパ球数≧10％あるいは≧1,000／μl 

 3）CD8＋DR＋≧10％もしくは≧1,000／μl 

血清学的所見：以下のうち1項目以上を満たす． 

 1）急性期VCA－IgM抗体陽性 

 2）ペア血清でVCA－IgG抗体の4倍の上昇 

 3）急性期～早期回復期EA－IgG抗体の一過性上昇 

 4）急性期VCA－IgG抗体陽性でのちにEBNA抗体が陽転 

 

 また、上記文献中に、ＥＢＶおよびＣＭＶ（サイトメガロウイルス）感染小児のCD8+HLA-DR+T

細胞％の年齢別分布が掲載されており、それによると年齢が上がるにつれて、初期感染時の

CD8+HLA-DR+T 細胞％が増加しており、異型リンパ球％や CD8+HLA-DR+T 細胞％の評価は、

小児では年齢を考慮すべきとの記載があります。また、ＥＢＶとＣＭＶの重複感染では、各ウイル

スの単独感染に比べ、CD8+HLA-DR+T細胞％がより増加するとあります。 

 

 

 

 

 

 



Ｑ：異型リンパ球は何％出現していれば有意となりますか？ 

Ｑ：異型リンパ球は何％出現していれば、ＥＢＶ感染を疑いますか？総合的な判断になるのでしょ

うか？ 

Ａ：免疫的に静かな状態であれば、スメアで200カウントして検出される程の異型リンパ球は出現

しません。異型リンパ球が見られるということは、免疫的な反応が起こっているということになり

ます。ただし、それが治療や対処が必要な病的な状態か否かは別です。一般的に使用される、成人

３％以下、小児５％以下というのは、ただちに病的な状態とは考えにくいということだと理解して

ください。ただし、ＥＢＶ感染や薬疹では異型リンパ球がしばしば著増しますが、他のウイルス感

染では少数の出現に留まることも多く、少ないからといって報告しないで良いということにはなり

ません。ＥＢＶ感染に限らず、診断は身体所見や検査結果などを総合的に（診断基準があれば、そ

れに照らし合わせて）医師が判断するもので、異型リンパ球の増加は判断のための情報のひとつで

す。 

 

Ｑ：異型リンパ球のスライドで顆粒を持ったものがありましたが、ＮＫ細胞の可能性はないのでし

ょうか？また、反応性という意味では異型リンパ球に算定してよいのでしょうか？ 

Ｑ：異型リンパ球がＴ細胞由来、Ｂ細胞由来、ＮＫ細胞由来のものかを形態的に鑑別できますでし

ょうか？ 

Ａ：異型リンパ球の算定は、検査血液学会ないしは日本臨床検査技師会の形態的な判断基準にした

がってください。異型リンパ球は形態的判断（表現）であり、それがＴ細胞，Ｂ細胞，ＮＫ細胞，

あるいは形質細胞のいずれなのかは表面抗原を確認しないと判らないことです。 

 前述のように、小児EBV感染において増加する異型リンパ球の多くはCD8+HLA-DR+T細胞で

すが、形質細胞様形態の異型リンパ球が多数出現した症例の表面マーカー検査を実施したところ、

形質細胞が多数確認されたことはあるとのことです。 

 

 

Ｑ：提示された症例のリンパ球数からして、異型リンパ球の比率が少ないように思われます。もっ

と多いのではないでしょうか？ 

Ｑ：提示された症例では骨髄検査（表面マーカー、染色体検査を含む）は実施されましたか？リン

パ腫との鑑別の意味でも、ＥＢＶ感染疑い時に骨髄検査にて血球貪食を確認する必要はないのでし

ょうか？ 

Ａ：提示した症例では、リンパ球数の増加がみられ、それらは反応性のリンパ球増加が示唆されま

す。それと比べると異型リンパ球比率（数）がやや低いように思われます。しかし、反応性に増加

したリンパ球のすべてが異型リンパ球の形態的な判定基準を満たすものではなく、形態的な異型リ

ンパ球による判定基準では表面マーカーによる値より低めの値になるのが一般的で、正確な反応性

リンパ球比率（数）の確認が必要な場合は、表面マーカー検査を実施すべきと思われます。 

 この症例では、骨髄検査は実施しておりません。同じリンパ節腫脹でも可動性や圧痛の有無も感

染性（反応性）か腫瘍性かの鑑別所見となるように、悪性リンパ腫や血球貪食が示唆される症状や

他の検査結果が伴わないと骨髄検査の実施には至らず、伝染性単核球症はウイルス抗体価などで診

断可能で、骨髄検査を実施する例は少ないと思われます。もちろん、他の検査項目（フェリチンや

血小板数など）で血球貪食症候群が疑われる場合は、骨髄検査が実施されるべきでしょう。 

 

 



Ｑ：ＥＢＶによる血球貪食症候群で、骨髄移植に至った症例の寛解率はどれくらいですか？ 

Ａ：残念ながら統計的なデータは持ち合わせておりません。 

 EBV感染による血球貪食症候群には、いくつか種類があるので注意が必要です。伝染性単核球症

の重症例にも血球貪食を認めることがありますが、これとは別にEBV 関連T/NK 細胞リンパ増殖

疾患であるEBV-HLH（hemophagocytic lymphocytosis）やNK/Tリンパ腫があります。発症直後

は両者の臨床像は酷似しますが、伝染性単核球症では対症療法で軽快し予後良好ですが、後者は対

応が遅れると重篤になり、鑑別が重要です。 

 EBVがB細胞以外のリンパ系細胞に感染し、異常増殖した場合の疾患が、EBV関連T/NK細胞

リンパ増殖疾患です。これに、EBV-HLHや慢性活動性EBV 感染症（CAEBV）、NK/T細胞性リ

ンパ腫が含まれます。これらの共通点は、感染細胞のクローン性増殖をおこすことや血球貪食に至

るような高サイトカイン血症や悪性化することなどです。 

 骨髄移植に至ったEBV-HLHの経験例はありませんが、慢性活動性ＥＢＶ感染症の骨髄移植例は

数例の自施設例があり、いずれも寛解常態で良好に経過中です。 

 

 

 



「免疫性血小板減少症」 

 

Ｑ：ＥＤＴＡによる偽血小板減少の回避方法で紹介されていたプレーン管は販売されていますか？

（ＦＣ管の間違いかな．．．．） 

Ａ：プレーン管とは何も入っていない採血管なので、市販されています。ＦＣ管とは、本来はイン

スリン・血糖測定用の採血管で、ＥＤＴＡ-２Ｋに加え、フッ化Ｎａとクエン酸Ｎａの3種類の抗凝

固剤が添加されています。ただし、フッ化Ｎａは白血球数や白血球分類に影響を与える可能性があ

りますので、EDTAによる偽血小板減少の患者さんに使用する場合は、血小板数測定のみに使用し

ます。 

 

Ｑ：血小板凝集を起こしている検体は、ＩＰＦ値が高値となりますか？ 

Ｑ：ＥＤＴＡによる偽血小板減少症で、ＩＰＦ値が高値となっていましたが、なぜですか？ 

Ｑ：血小板数が30,000/μＬ以下のように減少した場合でもＩＰＦ値は信用できますか？ 

Ａ：網血小板と幼若血小板を同義語として使用されているケースが見られますが、正確には異なり

ますので、最初に用語を説明しておきます。まず、標本上でニューメチレン青にて染色し、封入体

が観察される血小板が網血小板 reticulated platelets(RP)と名づけられました。その後、網血小板

比率（PR%）を thiazole orange（TO）にて染色しフローサイトメトリーで測定する方法が開発さ

れました。一方、幼若血小板比率（IPF）はこの測定原理を応用して、自動血球計数装置にて測定

可能とした方法で得られる値です。核酸染色用色素を使用し、健常人において出現率が約３％とな

る陽性領域に出現する血小板の全血小板に対する比率で表現されます。 

 IPFは血小板中の残存核酸成分を検出しますので、大型血小板や血小板凝集では１個の血小板（凝

集の場合は凝集塊）の容積が大きいため、残存核酸量が多くなり陽性となりやすくなります。凝集

例での高値は、これが原因です。これ以外の IPFの問題点としては、血小板低値域での再現性が指

摘されています。質問にあるような血小板減少例では、多重測定により信頼性を上げる必要があり

ます。また、ITP症例で必ずしも IPFの増加が認められるわけではなく、5割程度とする報告もあ

ります。IPFは、有効な検査が少ない ITPでは非常に参考になりますが、再現性の問題とも合わせ、

IPFの増加がなければ ITPではないとするのは問題があるように思われます。 

 

 

Ｑ：末梢血の抗ＧＰⅡｂ/Ⅲａ抗体産生Ｂ細胞はどうやって検査しますか？ＦＣＭですか？ 

Ａ：フローサイトメトリー（ＦＣＭ）ではありません。GPⅡb/Ⅲa抗原（蛋白）をプレートに固相

化し、そのウェル内でB細胞を培養します。抗GPⅡb/Ⅲa抗体産生B細胞が存在する場合には、

産生された抗GPⅡb/Ⅲa抗体と固相化された抗原が結合します。それを酵素標識された抗ヒト IgG

抗体を用いて検出します。 

 また、抗GPⅡb/Ⅲa抗体は血小板細胞膜上のGPⅡbⅢa抗原と抗体の複合体を遊離させ、抗GP

Ⅱb/Ⅲa抗体が固相化されたプレートを用いて、GPⅡbⅢa抗原をサンドイッチする方式で同様に検

出します。 

 いずれも、血小板関連ＩｇＧがＩＴＰ特異性に欠けることもあり、ＩＴＰに特異的な検査方法と

して期待され、新しいＩＴＰの診断基準案にもＩＰＦとともに採用されています。 

 

 

 



Ｑ：説明の中であったMay-Hegglin異常とはどのような疾患ですか？ 

Ａ：先天性血小板減少症の中で巨大血小板の出現が特徴的です。メイ・ヘグリン（May-Hegglin）

異常、セバスチャン（Sebastian）症候群、フェクトナー（Fechtner）症候群、エプスタイン（Epstein）

症候群が、同一の遺伝子（MYH9遺伝子）異常に起因することが明らかとなり、これらをまとめて

May-Hegglin症候群またはMYH9異常症と呼ばれています。末梢血塗抹標本では、血小板減少と

巨大血小板、およびデーレ小体様の顆粒球封入体が観察されます。腎炎、難聴、白内障といったア

ルポート（Alport）症状は本疾患を示唆する所見となります。MYH9異常症のそれぞれの臨床的特

徴は、 

メイ・ヘグリン異常：明瞭な顆粒球封入体を認める 

セバスチャン症候群：やや不明瞭な顆粒球封入体を認める 

フェクトナー症候群：アルポート症状（腎炎・難聴・白内障）を認める 

エプスタイン症候群：アルポート症状を認めるが、顆粒球封入体は同定困難 です。 

 また、ＩＴＰでも大型血小板がしばしば観察されますが、多くの血小板は正常の大きさです（大

小不同）。一方で、先天性の巨大血小板症では、ほぼすべての血小板が大型あるいは巨大となります。

ＩＴＰの疑いの標本を観察する場合には、大小不同なのかすべてが大型なのかに注意し、好中球内

封入体の有無も確認する必要があるでしょう。なお、メイ・ヘグリン異常症やベルナール・スーリ

エ症候群（いずれも自経例）でもＩＰＦ値は高値となります。 

 

Ｑ：巨核球の細胞質における血小板の小集合化とは？ 

Ａ：血小板の小集合化とは、巨核球の細胞質内に存在するアズ―ル顆粒が小集合したものを指して

おり、過去の研究者が提唱した巨核球分類の基準には「どのようになれば血小板産生と判断するの

か」の記載がみあたらないため、基準値が異なります。そこで、基準をあらかじめ 4段階（アズ―

ル顆粒が充満した場合、アズ―ル顆粒が小集合化した時点、アズ―ル顆粒が小集合化し、区画形成

した時点、胞体集辺に多くの血小板がみられる場合）に決めて、検討した結果、巨核球の細胞質内

に存在するアズ―ル顆粒が小集合化した時点を血小板産生と提案しました。報告の詳細は、医学検

査 2008年 2月発行の Vol.57 No.2 p167 「骨髄巨核球の血小板産生基準に関する検討  丸本 浩

二ほか」を参照ください。 

 

Ｑ：提示していただいた巨核球の分類方法では、ＥＴなどの血小板増多症やＩＴＰ以外の血小板減

少症では、どうなりますか？それによりＩＴＰと他の血小板減少症との鑑別が可能でしょうか？ 

Ａ：血小板増多症では倍数性が増し、大型の巨核球（32×、64×、128×）が目立ち、血小板産生

率も高くなります。ただし、反応性増多とＥＴとの区別は巨核球分類では困難です。典型的なＣＭ

Ｌでは一つの特徴があり、巨核球の倍数性左方移動がみられます。また、ＩＴＰ以外の血小板減少

症では3つのパターン（造血障害像、破壊亢進像、消費亢進像）になります。特に破壊亢進像を示

す血小板減少症の代表はＩＴＰと肝硬変症です。あくまで、ＩＴＰは除外診断です。 

 

Ｑ：裸核の巨核球は、どのような場合に増加しますか？ 

Ａ：裸核巨核球は巨核球の成熟最終状態であり、巨核球回転が盛んであったことを意味しています。

20年前に九州地区研修会にて血小板産生が亢進した場合に増加するとの評価がなされ、それを裏付

けるＥＴや反応性増多症などの症例が提示されました。しかし、血小板産生巨核球の比率は30-40％

ですので、半数以上の血小板非産生巨核球も裸核になるわけですから何とも言えません。しかし、

確かにＥＴや反応性では裸核は増多しています。 



Ｑ：提示された２ヶ月の男児症例は、先天性のＩＴＰですか？母親はＩＴＰでしたか？ 

Ａ：提示症例の詳しい情報はわかりません。先天性ＩＴＰ（母親がＩＴＰ）ですが、血小板自己抗

体が胎盤通過しているなら子供も血小板減少を示しますが、多くの症例では1年以内に血小板は正

常域になっています。血栓止血誌19(2): 202~205, 2008「ITPと妊娠中の問題点」山田秀人（北海

道大学大学院医学研究科 病態制御学専攻 生殖・発達医学講座産科・生殖医学分野）によると、

妊娠中の血小板減少原因のうち，ITPやSLEなどの自己免疫性血小板減少症は約4％と少なく、ITP

合併妊娠では，妊娠中および分娩時の出血リスクが増大し，約14％の頻度で新生児血小板減少症を

発症するとのことです。 

 なお、小児 ITP および先天性血小板減少症・異常症の診断については、日本小児血液·がん学会 

血小板委員会 ホームページ（http://www.jspho.jp/disease_committee/itp.html）に示されている 

・小児 ITP診断基準 http://www.jspho.jp/pdf/itp/siryou.pdf 

・先天性血小板減少症·異常症の診断アルゴリズム 日本小児血液·がん学会  血小板委員会 

http://www.jspho.jp/pdf/itp/HPshindan.pdf 

・小型および正常サイズの血小板を有する先天性血小板減少症の診断と分子病態における最近の知 

見 笹原 洋二，大内 芽里（東北大学大学院医学系研究科小児病態学分野）、今泉 益栄（日本小

児血液・がん学会血小板委員会） 

http://www.jspho.jp/pdf/itp/bunken1.pdf 

・先天性巨大血小板症の鑑別診断 國島 伸治（国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センタ

ー高度診断研究部） 

http://www.jspho.jp/pdf/itp/bunken19.pdf  などの文献を参照下さい。 

 また、成人の血小板減少症の鑑別診断については、血栓止血誌19(4): 447~450, 200「血小板数の

低下する疾患・病態の鑑別」 尾崎由基男（山梨大学大学院医学工学総合研究部内科系臨床医学講

座）などを参照下さい。 

 

 

Ｑ：血小板減少があり微小巨核球のみの異型性がある場合は、ＭＤＳですか？ＩＴＰですか？ 

Ａ：ＩＴＰで微小巨核球は観察されません。前述の新しいＩＴＰ診断基準案にも形態異常を認めな

いことが条件とされています。質問の症例は形態異常あり（比率は？）とのことで、ＭＤＳの可能

性が高いと思われます。 

 そもそもＩＴＰは除外診断ですので、総合的な判断が必要になります。急性ＩＴＰなら、先行す

るウイルス感染があり、出血班や紫斑などの症状があり、血小板減少を引き起こす病態がなく、骨

髄像では巨核球の造血障害（血小板産生低下と左方移動）のみが異常所見になるはずです。慢性Ｉ

ＴＰであるなら、骨髄像は正常であり、他に血小板減少を起こす疾患が見当たらないことが条件に

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｑ：成人で（慢性）ＩＴＰとの診断で、ステロイドパルス治療と摘脾によりＰＬＴ数が正常化して

いた患者さんが再度血小板減少をきたしました。ＩＴＰの再燃と考えるべきでしょうか？なお、Ｌ

Ｄは 1000 で、骨髄検査を実施しましたが、末梢血の混入が多く判定できませんでした。一応提出

した染色体とマーカーでは異常なしでした。 

Ａ：ＩＴＰ治療に関してですが、プレドニゾロン投与が第一選択となることが多いですが，緊急性

が高い時や効果が弱い場合には免疫グロブリン大量投与なども選択されます。最終的には摘脾しま

すが、摘脾した症例のうち、血小板が正常化するのは50％以下だとされています。その場合、血小

板が回復しなくとも、出血などの致命的リスクは軽減されていると言われています。摘脾の自経例

で有効であったものでは、おおむね1年以内に元の血小板減少に戻りました。従って、この症例は

詳しい症例情報がなくＩＴＰ再燃も否定できませんが、ＬＤＨが 1000 と増加していることから、

ＭＤＳなどを含めて他の腫瘍性疾患を引き起こした可能性も考慮する必要があるように思われます。 

 



「その他」 

 

形態サーベイ94回症例Bの質問の追加 

 

アザシチジンについて 

１）DNAのメチル化 

 DNAのCpGという配列の部分でCに-CH3（メチル基）がつくのがDNAメチル化です。遺伝

子を使うか使わないかを制御している部分（プロモーター）がメチル化されると、その遺伝子は使

われなくなります。DNAメチル化はヒトにとって必須の仕組みですが、DNAメチル化のパターン

が異常化（過剰、低減など）することが多くのヒト悪性腫瘍と関連しています。 

２）アザシチジン（ビダーザ）の作用機序（添付文書より） 

 アザシチジンはDNA 及びRNA に取り込まれることで、主にタンパク質合成を阻害し、殺細胞

作用を示す。なお、MDS では、がん抑制遺伝子プロモーター領域の DNA の高メチル化、及び当

該がん抑制遺伝子の発現抑制が報告されており、DNAに取り込まれたアザシチジンは、DNAのメ

チル化を阻害することにより、細胞増殖抑制作用を示す可能性も報告されている。 

 MDSを根治するには骨髄移植しかないのが現状でありますが、MDSは骨髄移植の適用にならな

い高齢者が圧倒的に多い。また、輸血依存状態となることが MDS 患者さんのQOL を下げる要因

となります。アザシチジンによる効果は、輸血依存状態からの脱却と生存期間の延長（臨床試験で

は比較対象と比べ9ヶ月程度の延長）にあり、高齢者低リスクMDS治療薬の第一選択肢的な存在

となっています。 

 

遺伝性ペルゲル異常について 

 遺伝性ペルゲル核異常の原因遺伝子は、2002 年ドイツのHoffmann らにより報告（下記に論文

のabstractを引用）されました。細胞周期間期の核クロマチンは核脂質二重膜を形成している核膜

上の蛋白であるラミン B レセプター（LBR）と強く結合し転写抑制複合体を形成していますが、

LBR の量的減少や分子異常がペルゲル異常を引き起こします。最も多いヘテロ接合体異常では、

好中球は２分節でメガネ状となりますが、極めて稀なホモ接合体では短角の丸い核となります。 

 

Mutations in the gene encoding the lamin B receptor produce an altered nuclear morphology in 

granulocytes (Pelger-Hueet anomaly). 

HOFFMANN K (Max Delbrueck Center for Molecular Medicine, Berlin, DEU)、DREGER C K 

(German Cancer Res. Center, Heidelberg, DEU)、OLINS A L (Foundation for Blood Res., Maine, 

USA)・・・ 

Nat Genet :31 号：4 ページ：410-414, 2002/08/10 

 

Abstract 

Pelger-Huët anomaly (PHA; OMIM *169400) is an autosomal dominant disorder characterized 

by abnormal nuclear shape and chromatin organization in blood granulocytes. Affected 

individuals show hypolobulated neutrophil nuclei with coarse chromatin. Presumed 

homozygous individuals have ovoid neutrophil nuclei, as well as varying degrees of 

developmental delay, epilepsy and skeletal abnormalities. Homozygous offspring in an extinct 

rabbit lineage showed severe chondrodystrophy, developmental anomalies and increased pre- 

and postnatal mortality. Here we show, by carrying out a genome-wide linkage scan, that PHA 

is linked to chromosome 1q41-43. We identified four splice-site, two frameshift and two 

nonsense mutations in LBR, encoding the lamin B receptor. The lamin B receptor (LBR), a 



member of the sterol reductase family, is evolutionarily conserved and integral to the inner 

nuclear membrane; it targets heterochromatin and lamins to the nuclear membrane. 

Lymphoblastoid cells from heterozygous individuals affected with PHA show reduced 

expression of the lamin B receptor, and cells homozygous with respect to PHA contain only 

trace amounts of it. We found that expression of the lamin B receptor affects neutrophil nuclear 

shape and chromatin distribution in a dose-dependent manner. Our findings have implications 

for understanding nuclear envelope-heterochromatin interactions, the pathogenesis of 

Pelger-like conditions in leukemia, infection and toxic drug reactions, and the evolution of 

neutrophil nuclear shape. 

 

 

 


