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教科書で知ることの出来ない血液学（その２） 

 中竹 俊彦 

はじめに 

巨核球は骨髄内で「血小板を産生する」のでしょうか？（これを疑ってみませんか？） 

 巨核球は成熟とともに類洞の近くに移動して位置すると書かれた本があります。なぜそこへ移動するのでしょうか。

では、実態はどうでしょう？ 骨髄塗抹標本では、なぜ「巨核球の血小板産生像」と言われるのでしょうか。巨核球分

類の難しさを感じていませんか？ 

ITP は教科書の記述で「白血球系と赤芽球系には異常がない」とあります。（果たしてそうでしょうか？） 

それは巨核球系を重視するあまり、他の２系統は血液疾患というほどの異常がないという意味ですから、違うらしい

というなら、なぜやや違う印象をもつことが時々症例の中にあるのでしょうか？ じつは細菌感染症の１つ（ヘリコバ

クターピロリ感染症）でも ITP が発症する事実が確認されて、すでに 10 年近く経過していると思います。 

前赤芽球の塩基好性は、形質細胞や骨髄芽球の塩基好性と形態学的に「何かが違う」のでしょうか？ 

塩基好性の本体は、超微構造体として比べたときこの３系統とも全く同じでしょうか。リボソームは細胞質でどのよ

うに存在するのかという場合の疑問点です。 

等々と、思いつくままに列挙してみました。骨髄像観察の経験を重ねると、いずれはこれらの背景の意味や実態を理

解できるとしても、その前に、予備知識も必要でしょう。 

そこで今回は、教科書にあったような、あるいは、記述がなかったようなことから「記憶を振り返って」この機会に

鮮明に整えることから入っていき、次いで日常的に経験しても教科書の理解ではなお理由が分からない血液学の核心

（コア）の部分へ踏み込んでみましょう。 

「教科書で知ることのできない血球学（２）」というタイトルの触れ込みですから、さらに基本に立ち返って見ると、 

血液はなぜ赤いのか？ 

血液は血管内でなぜ固まらずに流れられるのか？（どんなに上手に採血しても、採血後は固まります） 

感染や炎症がなくとも、興奮すると白血球はなぜ増加するのか？（泣いている子供の白血球数は多いのです。採血の

現状として、泣かせても採血していませんか？） 

このように、「問われてみると疑問点」が出てくることでしょう。 
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１．血液は血管内で凝固しないわけ、血栓ができるわけは？（上手に採血しても採血後は固まります）（スライド２－

２、スライド 2-３） 

上記の質問内容を理解して考察し、説明するには、血液凝固の抑制機構を復習すると、現在の教科書の情報はスライ

ドのようになります。 

 

２．感染や炎症がなくとも、興奮すると白血球はなぜ増加するのか？  

昔から、「運動の直後では、末梢血の白血球数は増加する」と記述されています。それを御存知の皆さんは、泣きな

がら採血を受けた幼児の血液検査結果に「泣いている状態で採血した」というコメントを付けて報告なさいますか？ 

今の時代、臨床では血液検査結果がどのように受け止められているのか、検査室側から確認できる方法はできました

か？ 

また最近では、運動すると好中球数だけではなく、NK活性リンパ球の増加や機能が増大することも分かっています

から、臨床サイドへの検査スタッフからのコミュニケーションスキルの底上げも重大な局面を迎えました。 

皆さんは、骨髄像検査の結果を臨床へどのようにフィードバックしようと考えていらっしゃいますか？ 英語圏での

日本人の日常英語だけではなく、実地臨床へ検査技師のコミュニケーションスキルを看護師に引けをとらないくらいに

心がけていくべき時代でしょう。 

 

１．血中の凝固抑制因子の働き
２．血管内皮細胞の働き

１）凝固抑制
２）線溶促進

３．線溶因子の仕組み

抗トロンビン

１）トロンボモジュリン

２）ｔ－PA：プラスミノゲンアクチベータ）
プラスミン（フィブリ
ン溶解酵素）

分解産物へ

トロンビン

血栓ができないように、
できても解かせる仕組
みを完備

2-２

血管内で血液が凝固しないわけ

１．血中の凝固抑制因子の働き低下
２．血管内皮細胞の傷害

１）凝固抑制
２）線溶促進

３．線溶因子の異常な低下

×抗トロンビン

１）トロンボモジュリン

２）ｔ－PA：プラスミノゲンアクチベータ）×プラスミン（フィブリ
ン溶解酵素）

血栓傾向

トロンビン

癌など血栓ができやすい仕組み、
できると溶解できない仕組みの遺伝

2-３

血栓ができるわけ

凝固
血栓

遺伝性抗トロンビン低下症

遺伝性プラスミン異常症

×線溶不能
虚
血

全身性血管炎
多臓器不全(症候群）
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３．巨核球系について 

１）巨核芽球辺縁の空胞化（スライド 2-４） 

症例は免疫性血小板減少性紫斑病（いわゆる、ITP）です。このような辺縁の空胞化は、ITPに特異的とは言えない

ものの、正常な巨核球系では、一般に認められません。ITPの病態を呈している例でこのような空胞化や、萎縮して濃

染した巨核球系を認めるときは、免疫性血小板減少性紫斑病に整合すると考えられます。 

上記のほかに、自己免疫性血小板減少には自己免疫性溶血性貧血に併発するエバンス症候群、そして比較的慢性に経

過する特発性血小板減少性紫斑病の一部があります。後者は全部が自己免疫性ではないことが過去 10 年以内に明らか

になりました。それはヘリコバクターピロリ感染症の一部に ITP 病態を呈する例が明らかになり、除菌治療をおこなう

と ITP 症状が改善し、再感染で再発するという事実です。血小板数に異常のないピロリ菌除菌療法のみの症例では、血

小板数が健常範囲から動かないことも明らかです。ピロリ菌感染で血小板抗体があれば巨核球系にも当然、結合してい

ると考えなければなりませんが、実際に巨核球の表面で血小板抗体が証明されたという報告例を私は見ていません。 

ウイルス感染ではなく細菌感染で血小板関連抗体を獲得したのか、血小板と交差反応を呈するのか（推定のみでは？）、

その免疫学的背景・理由がよくわかりません。一般にピロリ菌陽性率とITP患者における陽性率に差はないとされます。

また、ピロリ菌感染が単独で ITP の発症を誘導するのか疑問であるとか、ピロリ菌の持続感染が ITP の病態を修飾して

増悪因子として働いているという考えも提唱されています。 

いずれにしても、血小板結合 IgG（PAIgG）の増加は ITP に特異的ではないものの、PAIgG が正常の場合は ITP を除外

するのに役立つとされます。ITP は出血、血小板減少を来たす疾病の除外診断が必要で、鑑別されるべき疾患の例は白

血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、播種性血管内凝固、血球貪食症候群（ことに VAHS では ITP の Mf 貪食像が

類似）などがあります。白血球数正常で、貧血も通常伴わない(慢性に多量に出血している場合には伴う)とされます。

白血球分画にも異常はみられないとされます。 

しかし、私の経験は、好中球の細胞質をよく観察すると、感染症を推定させるのに十分な所見の症例があるとみてい

ます。比較的高齢者で ITP の病態を呈する例の末梢血・骨髄像検査に出会うことが多くなっています。核構造の変化や

細胞質の所見は油浸レンズ（または高倍率の非油浸レンズ）で「見直す余裕」も必要だと考えます。 

 

2-４

巨核芽球の辺縁の空胞化：
（鮮明化を比較するための画像処理方法の-5）

顕微鏡画像の提示のために、市販の一般的デジカメで安価なキャノンIXY5.0MPIXELを使
用して、顕微鏡接眼レンズ視野をズームX3.8（3.8倍）の条件で撮像しました。
画像処理（左52.2KB、右600-400PIXEL）して再現性を比較し、両条件は同じレベルになること
も確認しました。さて、この巨核芽球を観察して、辺縁の空胞形成の意義を解説できるように、予
備知識を整えましょう。ブレブ（bleb）あるいはブリスター（blister）は、これほど異常に生じること
は健常ではありません。症例は自己免疫性血小板減少性紫斑病（いわゆる、ITP）です。血小板
抗体は巨核球系にも当然、結合していると考えなければなりません。
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２）proplateletとは：血小板産生像について（スライド 2-５） 

Proplatelet（血小板前駆体）とは、巨核球の細胞質が成熟して、血小板を産生する直前に突起状・紐状に細胞質から

出てきて、血小板を分離する直前の形態変化と理解されています。トロンボポエチンの添加実験で観察できた経緯があ

ります。最近、血液検査学教科書にも用語として登場しましたが、詳しい説明は省かれています。巨核球の成熟に伴う

機能的な形態変化と捉えてみると、後述のように、血小板の分離・放出には必須のできごとと考えられます。 

 

３）骨髄の巨核球観察はどういう形態所見を読み取るべきでしょうか（スライド 2-６） 

巨核球系の観察では、巨核芽球については核の倍数性を、前巨核球では顆粒の産生を、そして成熟巨核球では顆粒の

集合と紐状の連続性（proplatelet 形成の準備段階）を重視しましょう。核の倍数性の推定は、核の面積と染色濃度が

リンパ球の２N相当の核や前骨髄球の４N相当の核などと相互比較すると推定ができ、訓練にもなると考えます。 

成熟の整った巨核球を詳細に観察すると、細胞質には血小板大に凝集してきた顆粒の「行列」が観察できます。 

血小板の産生は、造血巣から「類洞内へ出る小孔」を通って proplatelet が出て、一斉に血小板に分離されるという

のです。したがって、proplatelet は骨髄塗抹標本ではほとんど観察できません。 

血小板の凝集は巨核球の辺縁へ付着した像があり、これを「血小板産生像」だと捉えて評価することは無理がありそ

うです。なぜなら、分離速度は分単位で一斉に血小板産生を完了するとされます（長くとも約 3 時間以内）。したがっ

て、血小板分離膜で細胞質全域が血小板に区分され、原型が完備している必要があるのです。 

 

４）巨核球の細胞質：巨核球が類洞に接近して成熟する意義（スライド 2-７） 

巨核球は組織学的には類洞に接近して成熟します。細胞質はこの画像のように、周辺の細胞が込んでいても、成熟に

伴って十分に膨らんでいくことが重要です。これとは逆に、萎縮して濃厚に染色されているのは、血小板分離膜の陥入

や血小板への形成の段階が完成できない機能障害と考えられます。 

ITPの巨核球系分類では、萎縮しているために細部がよく観察できず、分類作業で苦慮することも多いものです。巨

核球は細胞質の塩基好性が強いときはアズール顆粒も当然十分には産生できていませんから、「強い塩基好性」即ち「未

成熟」という一元的な関係はありますが、萎縮・変性した状態でも同様に濃く見えますから、注意が必要でしょう。顆

粒の量や凝集傾向など、成熟傾向を加味して鑑別することになります。 

 

３

proplateletとは？：巨核球系の細胞質所見からの考察

血小板分離膜の陥入

血小板サイズの形成

Proplateletの形成は、血小板の分離の準備

突起は類洞壁小孔から出る

Proplateletは、突起
形成

2-５

類
洞
壁

巨核球は類洞に接近して成熟します。細胞質は、成熟
に伴って十分に膨らんでいくことが重要です。これとは
逆に、萎縮して濃厚に染色されているのは、血小板分離
膜の陥入や血小板への形成の段階が完成できない機
能障害と考えられます。

2-７

巨核球の観察では、どういう形態変化を読み取る
べきでしょうか
巨核球系の観察では、巨核
芽球について「は核の倍数性を、前
巨核球では顆粒の産生を、成熟巨核
球では顆粒の集合と紐状の連続性
（proplatelet形成の準備段階）を重視。

血小板の産生は、造血巣から「類
洞内へ出る小孔」を通ってproplatelet 
が出て、一斉に血小板に分離される
のです。したがって、 proplatelet は
骨髄塗抹標本ではほとんど観察でき
ません。

血小板の凝集は巨核球の辺縁へ付
着した像があり、これを「血小板産生
像」だと評価することは無理がありそ
うです。なぜなら、分離速度は分単位
で一斉に血小板産生を完了するとさ
れます。したがって、血小板分離膜は
細胞質全域で血小板に区分され、原
型が完備している必要があるのです。

紐状の顆粒の列は、血小板分離・産生への準備の完了です

2-６
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５）巨核球の画像をグレースケールで見ると（スライド 2-８） 

同一場面の画像ですが、巨核球画像をパソコン上のグレー スケールで見ると、顆粒の凝集がコントラストよく見え

てきます。その細胞質が成熟に伴って十分に膨らんでいくことが重要です。これとは逆に、萎縮して濃厚に染色されて

いるのは、血小板分離膜の陥入や血小板への区分・形成の段階を完成できない機能障害と考えられます。 

 

６）proplateletの背景（スライド 2-９） 

巨核球系は成熟に伴って、類洞壁の近くに移動すると言われるだけの理由があります。仮に造血巣内で血小板が分離

されるのならば、分離された血小板群は自力で類洞へ効率よく出るだろうか、という疑問に到達します。しかし血小板

は遊走能がなく、活性化されると凝集します。したがって、血小板の凝集活性は生理的に抑制されています。通常の血

小板粘着能や凝集能検査でも、健常人では採血後 30 分以上にわたって抑制が掛かっているのが事実で、その後は徐々

に ADP 添加凝集能でみても復活していきます。 

造血巣と類洞間の壁には類洞壁小孔があります。類洞内壁を内皮細胞が、外壁を類洞外膜細胞が覆っています。両側

の細胞が共に、機能的な刺激を受容し開く必要が生じたとき、両面の細胞が収縮（赤色の矢印）して、開いた最大幅が

５μmの類洞壁小孔から紐状の proplatelet が出るのです。類洞内へ出ると、血小板分離は分単位で 3時間以内に完了

するという記述があります。したがって、骨髄の造血巣で、巨核球が塩基好性の強い未熟な段階から少数ずつ血小板を

長時間にわたって産生・分離し続けるというのは、細胞学的に不合理で、実態の説明には不十分だと考えられるのです。

個々の巨核球の細胞質構造と周辺に付着した血小板構造とをよく比較してみましょう。 

 

７）萎縮している巨核球系の所見（スライド 2-10） 

 ４枚の画像はいずれも萎縮し濃染した巨核球です。これらの巨核球が健常人としての血小板を維持するには、細胞質

の広がりが不十分です。いずれも ITP の症例の同一標本から採取した画像ですが、塩基好性の残った所見からこのまま

萎縮して処理されていくことが想定できます。 

 

巨核球画像をグレースケールでみると、顆粒の凝集がコント
ラストよく見えてきます。その細胞質が成熟に伴って十分に膨
らんでいくことが重要です。これとは逆に、萎縮して濃厚に染
色されているのは、血小板分離膜の陥入や血小板への形成
段階を完成できない機能障害と考えられます。

2-８

血小板に相当す
る顆粒の凝集像

仮に造血巣内で血小板が分離されるのならば、自力で類洞へ効率よく出るだろ
うか？血小板は遊走能がなく、活性化されると凝集します。したがって、血小板

の凝集活性は抑制されています。類洞内皮細胞と類洞外膜細胞が収縮（赤色の
矢印）して開いた最大幅が５μmの類洞壁小孔からは、紐状のproplatelet しか出
られないのです。血小板分離は分単位で完了するという記述があります。

Proplatelet とは
、血
小
板
産
生
の
直
前
の
突
起

2-９

骨
髄
静
脈
の
起
始
部
は
類
洞

造
血
巣

類洞壁は３層構造

巨核球系は成熟に伴って、類洞壁の近く

に移動するといわれる理由があります。
骨髄巨核球の血小板産生イメージ

2-１０



 2- 6

４ 骨髄芽球・塩基好性赤芽球・形質細胞の塩基好性（スライド 2-11） 

赤芽球系は塩基好性の細胞質構造が形質細胞あるいは骨髄芽球と形態学的に「何かが違う」のでしょうか？ それと

も全く同じ（超微細の構造体）でしょうか。リボソームの存在様式に対する教科書レベルでの疑問点です。 

骨髄芽球・塩基好性赤芽球・形質細胞の塩基好性部分は構造的にどうなっているのでしょうか。 

骨髄検査も「造血細胞の生物学」になりますが、細胞が塩基好性の細胞質を保持し、何をする意味があるのかを考え

ながら観察するのがよいと思います。 

リンパ球や骨髄芽球は塩基好性の程度は違いますが、なぜ塩基好性なのでしょうか。 

塩基好性赤芽球はどうでしょうか。また、形質細胞の塩基好性部分はどうでしょうか？ 

１）顆粒産生細胞：粗面小胞体上の polyribosome：ポリソーム 

２）赤芽球系（Hb合成細胞）：分散 polyribosome：ポリソーム 

３）抗体産生細胞：粗面小胞体上の polyribosome：ポリソーム 

まだまだ、疑問点は湧いて出てくることと思います。以下に、疑問点を思いつくままに挙げてみますと、 

１．核小体（仁）について（一体、何なのか？ その正体は？） 

１）rRNAを合成してから後の物語（筋書きを生物学から学ぶ） 

２）rRNAはリボソーム（粒子）の約半分 

２．リボソーム、ポリリボソーム、分散ポリソームについて 

芽球段階（骨髄芽球、前赤芽球、巨核芽球、形質細胞の塩基好性の共通面と固有性） 

また、蛋白の合成とシグナルペプチド、小胞体（粗面小胞体・滑面小胞体）など。 

１）骨髄芽球：顆粒成分の合成開始部位はどこか 

２）Hbの合成とは？ 

３）細胞質免疫グロブリンと表面免疫グロブリン 

４）形質細胞は意外に IgGを含まない（正常な分泌と分泌抑制：抗体価の抑制） 

３．鉄芽球性貧血とHb合成（２峰性赤血球分布の謎とは？） 

１）なぜ環状鉄芽球になるのか？ 

２）核の周りになぜ並ぶ？ 鉄ミセル 

３）ミトコンドリアは俵型なのか？ 

2-１１

骨髄芽球・塩基好性赤芽球・形質細
胞の塩基好性部分は構造的にどうなっ
ているのだろうか

－蛋白合成とシグナルペプチドの有無－

１）顆粒産生細胞：粗面小胞体上のribosome

２）Ｈｂ合成細胞：分散ポリソーム

３）抗体産生細胞：粗面小胞体上のribosome 骨髄芽球の
塩基好性

塩基好性赤芽
球の塩基好性

形質細胞の塩基好性まで、それぞれの意義は？
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４．巨赤芽球か巨赤芽球様か 

１）本質的な差はどこか 

２）欠乏症と細胞の遺伝子異常は赤血球でどのように発現されるのかその違い 

３）Hb合成正常（巨赤芽球）か、ヘム合成低下（鉄芽球性）なのかという血球鑑別（MCH、MCVで平均化すると

鑑別できない欠点、塗抹標本の所見の利点） 

５．大球性低色素性（macrocytic hypochromic）？とは、どういうことか 

１）胃粘膜所見から VB12と鉄の欠乏は同時進行 

２）栄養失調・肝障害（アルコール依存症）と貧血分類 

６．リンパ球関連 

１）リンパ球細胞質は、なぜ塩基好性なのか 

２）異型リンパ球の戦略（開始と終焉の形態） 

３）形質細胞の蓄積像 

今後、機会があれば以上のような話題についてもて提供したいと思います。 
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参考図書・臨床血液学研究室の「血液・骨髄形態学の HP」などの御案内（スライド 2-12、13） 

１） 中竹俊彦：骨髄像の解析と表現法（第１巻） 

２） 中竹俊彦：骨髄像の解析と表現法（第２巻）－リンパ球を追う－ 

 いずれも、杏林大学保健学部臨床血液学研究室のホームページから、 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/textbook/textbook.html 
で参考書のページへ行けます。 
また、骨髄形態学のページは、 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/link/morphorogy.html 
リンパ球の世界もあります。 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/0.lym.html 

１．臨床血液学研究室トップページ 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/index.html 
２．研究室について 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/about.html 
３．NEW（ニュー）の目次（アップデート履歴） 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/new.html 
４．リンパ球の世界目次 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/0.lym.html 
５．テキスト「骨髄像の解析と表現法（１）、（２）」ブック案内のページ 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/textbook/textbook.html  
６．CD-ROM教材：Blast Master (ユニバーサルコンピュータ HP) 
http://www.uni-com.com/blastmast/blastTop.html 
７．骨髄形態学 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/link/morphorogy.html 
 ８．血液形態学インデックス 
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/link/m_index.html 
 

（その２、終わり）H.19.5.18.in Miyazaki 
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http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/about.html

３．NEW（ニュー）の目次（アップデート履歴）
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/new.html

４．リンパ球の世界目次
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/0.lym.html

５．テキスト「骨髄像の解析と表現法（１）、（２）」 ブック案内のページ
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/textbook/textbook.html

６．CD-ROM教材：BlastMaster (ユニバーサルコンピュータHP)
http://www.uni-com.com/blastmast/blastTop.html

７．骨髄形態学
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杏林大学保健学部臨床血液学研究室HPリンクへの御案内

２－１２

血液形態学の自己研修用テキスト

１）骨髄像の解析と表現法（第１巻）

２）骨髄像の解析と表現法（第２巻） －リンパ球を追う－

２－１３


