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1. はじめに 

今年度は，昨年度の成績を踏まえて，設問1～6は健常人で作成した末梢血液標本，

設問7～10をウイルス感染症の症状を呈する症例の末梢血液標本から出題した。写真は

すべてMay-Giemsa二重染色を施した標本である。 

 

2. 参加施設 

参加施設数   49 施設（前年度 57施設） 

回答施設数   48 施設    回答率 98 ％ 

 

3. 施設正答率 

100 ％   21施設（43.8 ％） 

90 ％   10施設（20.8 ％） 

 80 ％    7施設（14.6 ％） 

 70 ％    5施設（10.4 ％） 

 60 ％    2施設（ 4.2 ％） 

 50 ％    2施設（ 4.2 ％） 

 40 ％    1施設（ 2.1 ％） 

正答率70 ％以上 参加施設中 89.6 ％ （前年度 87.5 ％） 

 

4. 解答と解説 

● 設問1～6は健常人から作製した末梢血液像標本である。 

<設問1> 

 正答  051 単球 

大きさは17µⅿ，類円形の細胞で、細胞質は豊富で灰青色（すりガラス状）を呈し、

透明感が見られず，アズール顆粒が認められる。核クロマチン構造は比較的繊細（レ

ース状）で核が折り重なっているように見られる。単球と判断した。偽ペルゲル核異

常の回答があったが，写真は細胞質の色が好中球のような淡橙赤色を示しているとは

言えず，また，偽ペルゲル核異常と判断する「クロマチン凝集が強く類円形の2つの核

が核糸でつながった成熟好中球（ヘテロ接合体）」には当てはまらない。 

  



回答名 回答施設数 回答率（％） 

 単球 40 83 

 顆粒球系細胞異常 偽ペルゲル核異常 5 10 

 顆粒球系細胞異常 顆粒消失 1 2 

 腫瘍性（異常）リンパ球 1 2 

 反応性（異型）リンパ球 1 2 

 

<設問2> 

正答 006 好中球分葉核球 

 大きさは16µⅿ，細胞質に微細な好中性顆粒があり淡橙赤色を呈している。核クロマ

チン構造は濃縮し結節状に見られる。核形は分葉しており核糸でつながっている。好

中球分葉核球と判断した。 

 

<設問3> 

正答 008 成熟好酸球 

 大きさは15µⅿ，細胞質に赤橙色を呈する粗大な好酸性顆粒を有する。核クロマチン

は分葉核球と同様で，核形は2核で眼鏡状を呈することが多い。成熟好酸球と判断し

た。 

回答名 回答施設数 回答率（％） 

 成熟好酸球 46 96 

 顆粒球系細胞異常 1 2 

 反応性（異型）リンパ球 1 2 

 

<設問4> 

 正答 061 リンパ球 

 大きさは12µⅿ，やや楕円形で細胞質は広く澄んだ淡青色で透明感があり，顆粒は認

められない。核は濃染し核クロマチン構造は濃縮している。反応性（異型）リンパ球

とする施設もあったが，細胞質の好塩基性の程度は弱く，大きさは赤血球と比較して

もあまり大きくないと思われる。また，写真の核内は少し濃淡があるが核小体は認め

られない。正常なリンパ球と判断した。 

  

回答名 回答施設数 回答率（％） 

 好中球分葉核球 47 98 

 顆粒球系細胞異常 顆粒消失 1 2 



回答名 回答施設数 回答率（％） 

 リンパ球 42 88 

 反応性（異型）リンパ球 5 10 

 骨髄芽球 1 2 

 

<設問5> 

正答 010 成熟好塩基球 

 大きさは14µⅿ，細胞質には暗紫色の大小不同の粗大顆粒が見られ，核の上にも分布

している。核は長径と短径の比が3：1（＝3/1：1）より大きく成熟していると考え

る。成熟好塩基球と判断した。 

回答名 回答施設数 回答率（％） 

 成熟好塩基球 40 83 

 幼若好塩基球 6 13 

 前骨髄球 1 2 

 好塩基性斑点 1 2 

 

<設問6> 

正答 157 血小板 

 大きさは2～2.5µⅿ，淡青色の細胞質にアズール顆粒が含まれている。血小板であ

る。大型血小板，巨大血小板の定義も加えてご確認いただきたい。 

回答名 回答施設数 回答率（％） 

 血小板 48 100 

 

● 設問７～10は，10才 男児の末梢血液像で，発熱，咳嚇，鼻汁罹患後，左頚部の腫

瘤を認めている症例である。その後の検査でウイルス感染症の診断となった。 

<設問7> 

正答 005 好中球桿状核球 

 大きさは16µⅿ，細胞質に微細顆粒を含み淡橙赤色を呈している。核クロマチンは粗

剛で，核形はウインナーソーセージ状であり，核の最小幅部分は赤血球直径の1/4以上

である。好中球桿状核球と判断した。 

回答名 回答施設数 回答率（％） 

 好中球桿状核球 46 86 

 顆粒球系細胞異常 偽ペルゲル核異常 1 2 

 顆粒球系細胞異常 デーレ小体(様封入体) 1 2 

 

  



<設問8> 

正答 051 単球 

 大きさは29µⅿ，細胞質は豊富で灰青色（すりガラス状）を呈し，透明感が見られな

い。核クロマチン構造は比較的繊細（レース状）である。細胞質と核内に大小さまざ

まな空胞が形成され，細胞も大型化しているが，急性感染症で見られる所見である。

単球と判断した。腫瘍性（異常）リンパ球の回答も多かったが，細胞質の好塩基性の

程度が弱いこと，核網が比較的繊細であり核小体も認められないため，当てはまらな

いと思われる。 

回答名 回答施設数 回答率（％） 

 単球 34 71 

 腫瘍性（異常）リンパ球 11 23 

 反応性（異型）リンパ球 2 4 

 前単球 1 2 

 

<設問9> 

正答 063 反応性（異型）リンパ球 

大きさは20µⅿ，類円形で，細胞質はやや好塩基性が強く，全体に広がりを持ってい

る。核は腎臓型を呈しクロマチン構造は粗剛化している。異型リンパ球でも核小体を

認めることがあるが，写真の細胞には認められない。反応性（異型）リンパ球と判断

した。 

回答名 回答施設数 回答率（％） 

 反応性（異型）リンパ球 41 85 

 単球 3 6 

 腫瘍性（異常）リンパ球 2 4 

 前単球 1 2 

 巨大後骨髄球 1 2 

 

<設問10> 

正答 061 リンパ球 

 大きさは12µⅿ，<設問4>と同様，楕円形で細胞質は狭く澄んだ淡青色で透明感があ

り，顆粒は認められない。核は濃染し核クロマチン構造は濃縮している。ヘアリー細

胞と判断された施設があったが，細胞質の透明性が高いこと，ヘアリー細胞の核クロ

マチンは粗荒で，写真の方は凝縮が強い。正常リンパ球と判断した。設問の細胞の隣

の細胞は反応性（異型）リンパ球と思われる。 

  



回答名 回答施設数 回答率（％） 

 リンパ球 33 69 

 反応性（異型）リンパ球 6 13 

 腫瘍性（異常）リンパ球 5 10 

 ヘアリー細胞 3 6 

 骨髄芽球 1 2 

 

5. 考察 

昨年の精度管理の反省点を踏まえ，健常人の末梢血液標本を用いて基礎的な細胞を取り

上げた。正答率は良好であったが，できれば100％を達成したいところである。何かしら

の病態を持った患者の血液像の観察することは，正常細胞を押さえたうえで考察しなけれ

ばならない。いつもと違う細胞と出会った場合は，カルテや担当医師からの情報が必要と

なるため，今回のような精度管理の写真だけではなおさら回答しにくいと思われるが，健

常人に観察される通常の細胞は，アトラスや研修会の参加などでしっかり認識できるトレ

ーニングを受け，経験を重ねていくことが血液検査技師に求められる。設問1～6で正答が

得られなかった施設においては，さらなる研鑽を積んでいただきたい。 

症例の標本にはよく観察される感染症を取り上げた。やはり，リンパ球と単球の区別は

難しく，リンパ球も多様な変化が現れてくると判断に迷うことが多いと思われる。リンパ

球と単球は，口頭ではっきりと違いを言えるようにしておくのも判断を可能にする良い方

法である。この方法は，リンパ球系と骨髄球系の区別にも言える。また，リンパ球は壊れ

やすい細胞でもあるため，発熱が想定される血球数算定結果が得られた場合，白血球5分

画のフローサイトの結果の検討や標本作製方法を工夫することなどが必要になってくる。

反応性リンパ球，異常リンパ球の判断は非常に難しいが，ぜひ指摘できるように学んでい

きたい。 

 

6. まとめ 

精度管理成績はおおむね良好であった。しかし、リンパ球と単球の区別，とくにリン

パ球の形態変化の判断が難しいため，今後も取り上げていきたい。 
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【アンケート調査集計結果】 

今回の精度管理調査にご回答いただいた全 48 施設から回答があった。 

 

1. 末梢血液検査の１日の依頼数は何件ですか。（土日を除いた、昨年１年間の平均）件数

を記載してください。 

 1～10 件    5 施設 

 10～50 件   19 施設 

 50～100 件   9 施設 

 100～200 件   4 施設 

 200～500 件   8 施設 

 500 件以上   3 施設 

 

2. 血液検査担当臨床検査技師は何名ですか。（兼任も含む） 

 1 名    12 施設 

 2 名    13 施設 

 3 名以上  23 施設 

 

3. 血液検査専任の臨床検査技師がいますか。 

 はい    9 施設 

 いいえ  39 施設 

 

4. 日常の検査で血液像観察と報告は行っていますか。 

 はい   39 施設 

 いいえ   9 施設 

 

5. 日常の検査で骨髄像観察と報告は行っていますか。 

 はい   11 施設 

 いいえ  37 施設 

 

6. 血液像観察はどのように学習しましたか。（複数回答） 

 自己学習                 29 施設 

 自施設の上司あるいは同僚         28 施設 

 その他に研修会への参加，医師に師事など   2 施設 

 

ご協力ありがとうございました。   

  



【平成30年度血液検査部門出題説明】 

 

< 設問１ ～ 設問６ > 写真：フォトサーベイＮｏ.１参照 

設問１から設問６まで，矢印の細胞を分類するとすれば最も考えられるものを血液像関連

コード表より選んで記入してください。 

染色はMay-Giemsa二重染色、倍率は1,000倍です。 

 

< 設問７ ～ 設問１０ > 写真：フォトサーベイＮｏ.２参照 

写真は，10才 男児の末梢血液像です。発熱，咳嚇，鼻汁罹患後，左頚部の腫瘤を認めて

います。設問７から設問１０まで，矢印の細胞を分類するとすれば最も考えられるものを

血液像関連コード表より選んで記入してください。 

染色は May-Giemsa 二重染色、倍率は 1,000 倍です。 

《 診察時臨床検査データ 》 

末梢血：WBC 13.2×109/L  RBC 4.97×1012/L  Hb 10.3g/dL  Ht 34.5％ 

  MCV 69.4 fL  MCH 20.7 pg  MCHC 29.9g/dL  Plt 379×109/L 

  LDH 481 U/L  CRP 17.545mg/dL 

 

 



平成 30年度血液検査部門フォトサーベイ No.1 

 

  

設問５ 

設問４ 設問３ 

設問２ 

設問６ 

設問１ 



平成 30年度血液検査部門フォトサーベイ No.2 

 

設問７ 設問８ 

設問１０ 設問９ 



【末梢血関連コード（フォトサーベイ）】 
 

コード   コード   コード   

Ⅰ.顆粒球系 Ⅳ.赤血球系 Ⅴ.血小板系 

001 骨髄芽球 112 赤血球大小不同 153 巨核球様細胞 

002 前骨髄球 113 二相性（不同色素性） 157 血小板 

003 骨髄球 114 正常赤血球 158 大型血小板 

004 後骨髄球 115 多染性赤血球 159 巨大血小板 

005 好中球桿状核球 116 標的赤血球 160 EDTA依存性血小板凝集 

006 好中球分葉核球 117 菲薄赤血球 161 血液凝固による血小板凝集 

007 幼若好酸球 118 楕円赤血球   

008 成熟好酸球 119 破砕赤血球   

009 幼若好塩基球 120 球状赤血球   

010 成熟好塩基球 121 口唇状赤血球   

011 顆粒球分裂像 122 鎌状赤血球   

012 巨大後骨髄球 123 有棘赤血球   

*** 顆粒球系細胞異常 124 うに状赤血球    

013 *** 巨大桿状核球 125 涙滴赤血球 Ⅵ.その他 

014 *** 過分葉核球 126 網赤血球 191 へアリー細胞 

015 *** アウエル小体 127 有核赤血球 192 セザリー細胞 

016 *** ファゴット細胞 128 ハウエル・ジョリー小体 193 フォリキュラー細胞 

017 *** 顆粒消失 129 パッペンハイマー小体 194 ＡＴＬ細胞 

018 *** 偽ペルゲル核異常 130 ハインツ小体   195 アポトーシス細胞 

019 *** 中毒性顆粒 131 好塩基性斑点   

020 *** デーレ小体（様封入体） 132 カボット環   

   133 シュフナー斑点   

Ⅱ.単球系 134 熱帯熱マラリア原虫寄生赤血球   

051 単球 135 三日熱マラリア原虫寄生赤血球   

052 前単球 136 四日熱マラリア原虫寄生赤血球   

053 単芽球 137 卵形マラリア原虫寄生赤血球   

  138 鉄芽球   

Ⅲ.リンパ球系 139 環状鉄芽球   

061 リンパ球 140 赤血球連銭形成   

062 顆粒リンパ球 141 赤血球凝集   

063 反応性（異型）リンパ球     

064 形質細胞     

065 腫瘍性（異常）リンパ球     

      

      

      

      

      

 


