
血液・造血器疾患血液・造血器疾患
　血液学的異常の大部分は他の疾患に合併あるいは続発することから、臨床症状は多彩で特異的なものは少ない。従って、
貧血症状、原因不明の発熱や体重減少、易感染症、出血傾向、リンパ節腫脹、脾腫などがあれば必ず検査を行なってみます。

■貧血の基準（WHO）
ヘモグロビン濃度（g/㎗）

貧血の基準は、WHOで規定されているが、本邦では、成人男
子は 12.5g/㎗以下、成人女性は 11.5g/㎗以下の基準値が一般
的である。

成人男子 ≦ 13
成人女子 ≦ 12
新生児 ≦ 13
乳幼児 ≦ 11
学童 ≦ 12

高齢者・妊婦 ≦ 11

■貧血の検査による鑑別
①【小球性低色素性貧血、診断のアプローチ】

②【大球性正色素性貧血、診断のアプローチ】

【低色素性貧血の鑑別診断表】
　 鉄欠乏性貧血 腫瘍性及び感染性貧血 鉄芽球性貧血 サラセミア
ヘモグロビン ↓ ↓ ↓ ↓
平均赤血球血色素量 →　～　↓ →　～　↓ ↓ ↓
血清鉄 ↓ ↓ ↑ →　～　↑
総鉄結合能 ↑ →　～　↓ →　～　↓ →　～　↓
血清フェリチン ↓ →　～　↑ ↑ ↑
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Hb分析 サラセミア

〜

甲状腺機能

正赤芽球性

巨赤芽球性

PAS陽性赤芽球

低下

異常
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骨髄異形
成症候群高値

甲状腺機能低下に伴う貧血

肝疾患に伴う貧血

巨赤芽球性貧血

骨髄
穿刺

大 球 性
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血液・造血器疾患血液・造血器疾患
③【正球性正色素性貧血、診断のアプローチ】

｛
｛

陰性

出血あり 急性出血性貧血

発作性夜間血色素尿症

赤血球酵素
異　常　症

球　状
赤血球

←赤血球
　抵抗試験

←Hｂ分析

←赤血球酵素測定陰性

陽性

温式

冷式

正常

異常

陽性

増加

減少
または
正常

溶　　血
スクリー
ニ ン グ
テ ス ト

クームス
試　　験

赤血球
形　態
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骨髄
穿刺

貧血
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貧血
以外の
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寒冷凝集素

ランドスタイナー試験

網赤血球正 球 性
正色素性
MCV　80～100
MCHC 30～35

末
梢
血
検
査

遺伝性球状
赤 血 球 症

楕　円
赤血球

遺伝性楕円
赤 血 球 症

赤血球
断片比

赤芽球
低形成

赤芽球
無形成

低形成

正～
過形成

微小血管症性
溶血性貧血

自己免疫性
溶血性貧血

症候性貧血
　膠原病
　肝疾患
　内分泌疾患
　感染症

血清クレアチニン増加
エリスロポエチン低下

エリスロポエチン高値

鎌　状
赤血球 鎌状赤血球症

異常細胞なし

異常細胞なし 脾腫

異常細胞あり

赤芽球癆

再生不良性貧血

造血器腫瘍
　白血病
　MDS
　多発性骨髄腫
　悪性リンパ腫
　骨髄線維症

癌腫骨髄転移

バンチ症候群

腎不全貧血

　骨髄←生検

　骨髄←生検

溶血性貧血に共通する検査所見

網状赤血球数 ↑
赤血球の大小不同、多形性、多染性 （＋）
間接ビリルビン ↑
LD（特に１、２型） ↑
AST ↑
ハプトグロビン ↓
ウロビリノーゲン ↑
ヘモグロビン （＋）
ヘモジデリン ↑
骨髄　赤芽球過形成 （＋）
赤血球寿命　短縮　51Cr 法 （＋）

Wintrobe 平均赤血球恒数

MCV＝
Ht 値（％）

赤血球（× 106）
× 10（fℓ）

MCH＝
Hb濃度（g/㎗）
赤血球（× 106）

× 10（pg）

MCHC＝
Hb濃度（g/㎗）
Ht 値（％）

× 100（％）
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白血球数の基準値（成人）

白血球数 4,000 ～ 11,000/μℓ
好中球数 2,000 ～ 7,500/μℓ
リンパ球数 1,500 ～ 4,000/μℓ
単球数 200 ～ 800/μℓ
好酸球数 40 ～ 400/μℓ
好塩基球数 20 ～ 100/μℓ

◆好中球増加症の原因
1．感染症・炎症
　　　細菌感染、局所炎症、局所壊死
2．血液疾患
　　　慢性骨髄性白血病、真性赤血球増加症など
3．中毒
　　　薬物中毒、代謝障害
4．その他
　　　CSF産生腫瘍、ステロイド投与、急性出血、急性溶血など

◆単球増加症の原因
1．感染症
　　　 結核、ブルセラ症、亜急性心内膜炎、腸チフス、水

痘、麻疹、マラリア、カラアザールなど
2．血液疾患
　　　慢性骨髄性白血病、ホジキン病など
3．その他
　　　肝疾患など

◆リンパ球増加症の原因
1．感染症
　　　 伝染性単核症、百日咳、風疹、サイトメガロウイルス症、

結核、トキソプラズマ症、ブルセラ症、肝炎、流行性
耳下腺炎

2．血液疾患
　　　 慢性リンパ性白血病、マクログロブリン血症
3．その他
　　　 バセドウ病、アジソン病、クローン病、潰瘍性大腸炎、

栄養失調

◆好塩基球増加症の原因
1．血液疾患
　　　慢性骨髄性白血病、真性赤血球増加症など
2．感染症
　　　水痘、梅毒
3．その他
　　　粘液水腫、潰瘍性大腸炎

◆好酸球増加症の原因
1．アレルギー疾患
　　　気管支喘息、蕁麻疹、薬剤アレルギー、皮膚疾患など
2．寄生虫疾患
3．血液疾患
　　　ホジキン病、骨髄増殖性疾患、好酸球性白血病など
4．好酸球増加症候群
5．その他
　　　 結節性動脈周囲炎、サルコイドーシス、潰瘍性大腸炎など

■白血球の異常
白血球増加症
　定義：末梢血液中の白血球数が 11,000/μℓ以上となった時に白血球増加症と考えられる。

白血球減少症をきたす疾患の検査診断プロセス

末梢検査所見

貧血　Ｍ：Hb＜12.5g/dℓ
　　　Ｆ：Hb＜11.0g/dℓ
　　and／or
血小板減少
　　　PLT＜12×104/μℓ

好中球減少（相対的リンパ球増多）
　　and／or
異型リンパ球
幼若細胞の出現

リンパ球減少

末梢血液検査データ
血液像に異常所見なし

肝機能など一般
スクリーニング検査

・汎血球減少症をきたす疾患
　（脾機能亢進症など）

・血液・造血器疾患
　再生不良性貧血
　急性白血病
　骨髄異型成症候群など
・骨髄占拠性病変
　（癌の骨髄転移など）

・無顆粒症
・ウイルス感染症
・伝染性単核症（初期）
・特殊感染症
・原発性・遺伝性好中球減少症

・原発性免疫不全症候群
・自己免疫疾患（SLEなど）
・AIDS

（経過観察）

●骨髄穿刺（生検）

●骨髄染色体分析

＋

●服薬歴・既往歴

●ウイルス抗体検査

●細菌学的検索
　特殊感染症の検索

●免疫グロブリン定量
　　免疫電気泳動
●自己免疫疾患の検索

●リンパ球サブセット

白血球減少症

（WBC＜3,000／μℓ）
悪性腫瘍化学療法後、放射線
照射などの特定の原因がない

｛
｛
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血液・造血器疾患血液・造血器疾患
白血病の診断
　白血病は、進行の早さ、予後、白血病細胞の分化の程度などから急性白血病と慢性白血病に分けられます。また両者
それぞれが白血病細胞の性格から、リンパ性白血病と非リンパ性白血病とに分けられます。最近では病型分類に細胞遺
伝学や分子生物学的手法が導入され、予後の判定にも役立つようになっています。
急性白血病の分類（FAB分類）

〈AMLの FAB分類〉
ＭＯ：最未分化型骨髄芽球性白血病
　芽球は type Ⅰの形態、光顕MPO、SBB陽性は３％未満、リン
パ球系特異性マーカー陰性、骨髄球系マーカー CD13、CD33 の
一方あるいは両方陽性、電顕MPO陽性。Auer 小体は認めない。
Ｍ１：未分化型骨髄芽球性白血病
　芽球（type Ⅰ＋ type Ⅱ）は非赤芽球骨髄有核細胞（NEC）の 90
％以上、顆粒球系細胞と単球の和はNECの 10％未満、Auer 小
体を認めることもある。光顕MPO、SBB陽性は３％以上。
Ｍ２：分化型骨髄芽球性白血病
　芽球はNECの 30％以上 90％未満、Auer 小体は１個以下、
単球は 20％未満、前骨髄球より分化した顆粒球系細胞が 10％
以上、30％程度の症例に t（８：21）を認める。光顕MPO、SBB
陽性は３％以上。
Ｍ３：前骨髄球性白血病
　芽球は粗大な顆粒をもつ前骨髄球、Auer 小体の束をもつ細
胞（faggot cell）があり、ときに細かい顆粒をもつ前骨髄球の
場合、M3 variant（M3V）。高率にDIC を合併、70％に t（15：
17）。光顕MPO、SBB陽性は３％以上。
Ｍ４：骨髄単球性白血病
　芽球はNECの 30％以上、単球系細胞は 20％以上。末梢血で
単球系細胞は 5,000 ／μℓ以上、末梢血か骨髄所見の片方が満た
されればＭ４と診断。非特異的エステラーゼ陽性、血清・尿中
リゾチーム値は正常値の３倍以上、骨髄中で異常好酸球増加の
場合はM4 with eosinophilia（M4E）。好酸球はNECの５％以上、
粗大な好塩基性顆粒をもち、核の分節なし、M4Eでは高率に
inv（16）。
Ｍ５：単球性白血病
　骨髄中の単球系細胞がNECの 80％以上。未分化型
（M5a）と分化型（M5b）に分類。単芽球が全単球の 80
％以上ならM5a、80％未満ならM5b。M5a の単芽球は
大型、好塩基性、11q23 転座型が多い。MPOは半数例
で陽性。非特異的エステラーゼは 90％以上で陽性、血清・
尿中リゾチーム値は高値。
Ｍ６：赤白血病
　骨髄中の赤芽球が 50％以上。芽球がNECの 30％以
上。赤芽球は異形成が強く（巨赤芽球様変化、多核、
Howell-Jolly 小体など）、PAS染色陽性。

Ｍ７：巨核芽球性白血病
　骨髄線維化の場合、末梢血で診断、巨核芽球は骨髄
あるいは末梢血で 30％以上。MPO、SBB染色は陰性。

電顕での血小板ペルオキシターゼ（PPO）は陽性。免疫学的に
GPIb（CD42）または GP IIb ／ IIIb（CD41）陽性。好塩基性
の細胞突起（bleb）や血小板放出像。

〈急性リンパ性白血病（ALL）の FAB分類〉
Ｌ１：小型で均一な細胞、核は円形、核小体は不明瞭、核／細
胞質（Ｎ／Ｃ）比大
Ｌ２：大型で均一な細胞、核は不整、核小体は明瞭、核／細胞
質（Ｎ／Ｃ）比小
Ｌ３：大型で均一な細胞、核は円形または楕円形、核小体は明
瞭、細胞質広く好塩基性、空胞が多い。Burkitt 型で sIgM陽
性のＢリンパ球。

注） MPO：ミエロペルオキシダーゼmyeloperoxidase、SBB：ズダン黒B 
Sudan black B、NEC：非赤芽球骨髄有核細胞 non-erythroid cells、マ
ーカー：細胞表面マーカー、11q23 転座型：t（4；11）（q21：q23）、t（9；
11）（q22；q23）、t（6；11）（q27；q23）、t（11；19）（q23；p13）な
どでＭ５のみでなく、Ｍ４、ALLにもみられる。

骨髄異型成症候群（MDS：Myelodysplastic syndrome）
　急性白血病と鑑別をしなければならないものにMDSがあ
る。これは異形成を疑わせる細胞の形態変化を認めると同時に、
芽球にアズール顆粒を含まない type Ⅰ blast と少数のアズール
顆粒を有する type Ⅱ blast に分け、分類する。

Ｌ 1とＬ 2判別の為のスコアリングシステム
基　　　準 スコア 以下のものは数えない。

①中間型のものあるいは明瞭でないもの。
② 75％以上の細胞で核形が不規則性のもの。
③ 細胞の大きさに変異性のあるなしにか
かわらず大型細胞 50％以下のもの。

判定は以上の＋と－を合計し、0～＋ 2を
Ｌ 1、－ 1～－ 4をＬ 2とする。

高Ｎ／Ｃ比≧ 75％の細胞 ＋
低Ｎ／Ｃ比≧ 25％の細胞 －
核小体：0～ 1（小型）≧ 75％の細胞 ＋
核小体：1以上（顕著）≧ 25％の細胞 －
核膜の不規則性≧ 25％の細胞 －
大形細胞≧ 50％の細胞 －

分　　類 芽球（％） 特　　徴末梢血 骨　髄
①RA ＜ 1 ＜ 5 　
②RARS ＜ 1 ＜ 5 ringed sideroblast ＞ 15％
③ RAEB ＜ 5 5 ～ 19 　
④ CMMoL ＜ 5 0 ～ 19 単球＋前単球＞ 1,000/μℓ
⑤RAEB in T ≧ 5 20 ～ 29 芽球の％が低くてもAuer 小体を認めたらこの型となる。

骨髄穿刺 標本上、低形成

正ないし過形成 骨髄生検で確認

50％未満

30％以上 30％以上

急性骨髄性白血病（AML） M6MDS

赤芽球を除いた有核細胞中の
分画でM1～M5に分類

30％未満 30％未満

50％以上

全有核細胞中の赤芽球の占める割合（％）

全有核細胞中の
芽球の占める割合（％）

赤芽球を除いた有核細胞中の
芽球の占める割合（％）

１．顆粒球系
１）核異常
　hyposegmentation（偽 pelger 核異常）
　過分葉好中球その他の核異常。２核の未熟顆粒球
　巨大後骨髄球など。異常芽球、異常前骨髄球など
２）顆粒異常
　顆粒の分布異常、顆粒の減少ないし消失
　ペルオキシターゼ陰性好中球など
　アルカリホスファターゼ活性低下など
２．赤芽球系
　巨赤芽球
　核／細胞質の成熟解離
　その他の核異常：karyorrhexis、異常多核型など
　環状鉄芽球：５個以上の鉄顆粒が核周１／３以上に分布
３．巨核球、血小板系
　円形多核巨核球、巨大血小板、過分葉巨核球、巨核球や血小板の顆粒異常

MDSにみられる血球形態異常急性骨髄性白血病とMDS鑑別のための診断手順
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慢性（成熟型）リンパ性白血病
　慢性リンパ性白血病（CLL）は成熟リンパ球の増殖を特徴としますが、以前からCLLにおいて増加するリンパ球は細
胞形態のうえからも、不均一であり、多様性があります。
■慢性（成熟型）リンパ性白血病の FAB分類

Ｂ細胞性
1．慢性リンパ性白血病（chronic lymphocytic leukemia, CLL）
　ａ．小細胞型　small cell type
　ｂ．混合細胞型　mixed cell type
　　1）混合細胞型　CLL／ PL（prolymphocytes）
　　2）大細胞型　CLL／ large lymphocytes
2．前リンパ球性白血病（prolymphocytic leukemia, PLL）
3．有毛細胞白血病（hairy cell leukemia, HCL）
　ａ．定型的　typical
　ｂ．非定型的　variant
4．孤立性脾腫を主徴とする絨毛細胞リンパ腫の白血化　splenic lymphoma with villous lymphocytes（SLVL）
5．非ホジキンリンパ腫の白血化（leukemic phase of NHL）
　ａ．濾胞性リンパ腫（folicular lymphoma）
　ｂ． 中間的非ホジキンリンパ腫ないしmantle zone リンパ腫（intermediate NHL or mantle zone lymphoma）
6． リンパ形質細胞性リンパ腫ないしWaldenströmマクログロブリン血症（lymphoplasmacytic lymphoma or 

Waldenström's macroglobulinemia）
7．形質細胞性白血病（plasma cell leukemiam, PCL）

Ｔ細胞性
1．大顆粒リンパ球性白血病（large granular lymphotic leukemia, LGLL）
2．前リンパ球性白血病（T-prolymphocytic leukemia, T-PLL）
3．成人Ｔ細胞白血病／リンパ腫（adult T-cell leukemia ／ lymphoma, ATLL）
4．セザリー症候群（Sezary syndorome）

■慢性骨髄性白血病（CML：chronic myeloid leukemia）
　CMLは chronic granulocytic leukemia（CGL）ともいわれ、主病変が骨髄における顆粒球系細胞の異常増殖で、かつ
染色体の一定の異常を伴う。臨床的には慢性に経過する腫瘍性疾患である。

慢性骨髄性白血病（CML）類縁疾患分類のためのガイドライン（FAB分類）

BCR＋ CML 非定形CML（aCML） 慢性骨髄単球性白血病
（CMML）

末
梢
血

好塩基球増加 ＋ － －
幼若顆粒球の末梢血出現 ＋ ＋ －
顆粒球の異形成 － ＋ ＋
単球増加 － － ＋
骨髄中の赤芽球 － － +

注：BCR＋ CML：Ph が＋でも－でもBCR（breakpoint cluster region）が＋であればこの範疇

■各種細胞の細胞化学性状
赤芽球 巨核球 好中球 好酸球 好塩基球 単球 リンパ球 形質細胞 マクロ

ファージ 肥満細胞未熟 成熟
ペルオキシターゼ （－） （－） （±～２＋） （２＋） （２＋） （±） （＋） （－） （－） （－） （－）
ズダン黒Ｂ （－） （－） （±～２＋） （２＋） （２＋） （±） （＋） （－） （－） （－） （－）
ナフチルアセテート （－） （＋） （－） （－） （－） （－） （２＋） （－～＋） （＋） （２＋） （－）
ナフチルブチレート （－） （－～＋） （－） （－） （－） （－） （２＋） （－～＋） （－） （２＋） （－）
クロロアセテート （－） （－） （±～＋） （２＋） （－） （－） （－） （－） （－） （－） （２＋）
酸ホスファターゼ （＋） （２＋） （±～＋） （＋） （＋） （＋） （２＋） （－～＋） （２＋） （２＋） （＋）
アルカリフォスファターゼ （－） （－） （－） （±～２＋） （－） （－） （－） （－） （－） （－～＋） （－）
PAS （－） （＋） （－～＋） （＋） （＋） （＋） （＋） （－～＋） （＋） （－） （＋）
トルイジンブルー異染性 （－） （－） （－） （－） （－） （＋） （－） （－） （－） （－） （＋）
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■造血器腫瘍の遺伝子検査
　白血病の遺伝子検査の中で最も有用性が示されているのは、転座型白血病に対するものです。転座型白血病では染色
体転座によって転座点近傍の癌遺伝子などを活性化して発症に関与すると考えられています。転座型白血病に対する点
は、染色体転座と白血病の病型がよく相関することです。

造血器腫瘍にみられる代表的な染色体異常と遺伝子異常
疾患名（病型） 染色体異常 関与する遺伝子

急性非リンパ性白血病
　Ｍ 2 t（8；21）（q22；q22） ETO／MTG-8、AML-1
　Ｍ 2（Ｍ 4） t（6；9）（p23；q34） DEK、CAN
　Ｍ 3 t（15；17）（q22；q21） PML，RARα
　Ｍ 4（好酸球増多） inv（16）（p13；q22）　 PEBP2 β、MYH11
　 t（16；16）（p13；q22） MYH11、CBFB
　 del（16）（q22）　　　　 MYH11、CBFB
　Ｍ 5 t（11；19）（q23；p13.1） MLL-ELL、MEN
（Ｍ 4稀にＭ 1、Ｍ 2） t（11；19）（q23；p13.3） MLL、ELL
　 t（9；11）（p22；q23） 　
　 t／ del（11q23）　　　 MLL
　Ｍ 7 t（3；3）（q21；q26） EVI-1
慢性骨髄性白血病
　慢性期 t（9；22）（q34；q11） c-ABL、BCR
　急性転化 t（3；21）（q26；q22） EVI-1、AML-1
Ｂ細胞系腫瘍
　preB-ALL t（1；19）（q23；p13） PBX-1、E2A
　 t（9；22）（q34；p11） ABL、BCR
　 t（12；21）（p13；q22） TEL、AML1
　B-ALL Hyperdiploidy ＞ 50 　
　 Hypodiploidy 　
　ALL／ AML t（4；11）（q21；q23） AF4 ／ LTG4、HRX／MLL／ ALL-1
　 t（9；11）（q21；q23） AF9 ／ LTG9、HRX／MLL／ ALL-1
　B-CLL t（14；19）（q32；q13） BCL-3、IgH
　B-lymphoma t（11；14）（q13；q32） BCL-1 ／ PRAD1、IgH
　B-lymphoma t（14；18）（q32；q21） BCL-2、IgH
　Burkitt's t（8；14）（q24；q32） MYC、IgH
　Burkitt's t（2；8）（p11；q24） MYC、Ig κ
　Burkitt's t（8；22）（q24；q11） MYC、Ig λ
Ｔ細胞系腫瘍
　T-ALL t（8；14）（q24；q11） MYC、TCRα
　T-ALL t（1；14）（p32；q11） SCL／TAL-1／ TCL-5、TCRα／δ
　T-ALL t（7；9）（q34；q32） TAL-2、TCRβ
　T-ALL t（7；19）（q35；p13） LYL-1、TCRβ
　T-ALL t（11；14）（p15；q11） Phom-1 ／ TTG-1、TCRα／σ
　T-ALL t（11；14）（p13；q11） Phom-2 ／ TTG-2、TCRα／σ
　T-ALL t（10；14）（q24；q11） HOX11 ／ TCL-3、TCRα／σ
　T-ALL t（1；7）（p34；q34） LCK、TCRβ
　T-ALL t（7；9）（q34；q34.4） TAN、TCRβ
　T-ALL Hypodiploidy 　
　T-CLL inv（14）（q11；q32） TCRα／σ、TCL-1
　T-lymphoma t（2；5）（p23；q35） ALK、NPM

◆急性前骨髄球性白血病（APL，FAB：M3）
　DIC を高頻度に合併する白血病で、約 70％の症例に t（15；17）転
座が認められます。この結果、15 番染色体上の PML遺伝子と 17 番染
色体上のRARα遺伝子間で組み換えが生じ、PML／ RARαキメラ型
m-RNAを形成します。またこのタイプのAPLでは大量のATRA（all-
trans レチノイン酸）療法で完解が期待できます。
　RT-PCR 法でこのキメラ遺伝子を検出することは、APLの診断や治療
方針決定に有用です。また高感度であることから、治療後の微少残存白
血病細胞（MRD）の検出に応用が可能です。

図 .APLの t（15：17）転座とPML／RATα遺伝子

15
15q+

17q-17

RARα

PMLPML
RARα

ProPML Cys α-Helices
IL-ZI

Ser

RARα DNA RA

ProPML-RARα Cys
IL-ZI

↑
切断点

DNA RA
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第９番染色体 第 22 番染色体 t（9:22）（q34:q11）

図． Ph1の形成とBCR／ABLキメラ遺伝子

q11

ABL

第22番染色体

5’ 1

1

1 11 112

23
bcr

BCR ABL

q34

11 112 3’

第9番染色体

bcr-ablbcr

bcr-abl  キメラ遺伝子

8.5kb mRNA（b3a2 message）

210KD 蛋白

図． Ｂ細胞の分化と免疫グロブリン遺伝子の再構成

Pro B Pre-Pre B Pre B

μ lgM
lgM もしくは
lgG,lgE,lgA

B Plasma cell

Ｈ鎖遺伝子

Ｌ鎖遺伝子

発現されるIg

胚細胞型

胚細胞型

－

DJ

胚細胞型

－

VDJ-Cμ

胚細胞型

細胞質μ鎖

VDJ-Cμ
 

VJ-Cκ
もしくは
VJ-Cλ

細胞表面
IgM

VDJ-Cμ
 

VJ-Cκ
もしくは
VJ-Cλ

分泌型
IgM、G、E、A

あるいはVDJ-Cγ、
ε、α

◆慢性骨髄性白血病（CML）

　CMLの約 90％の症例にはフィラデルフィア染色
体（Ph1）が認められます。Ph1 は t（9；22）転座に
より形成された異常染色体です。これにより9番
染色体上の c-ABL 遺伝子と 22 番染色体上のBCR
遺伝子間で組み換えが生じ、BCR／ ABLキメラ型
m-RNAを形成します。この遺伝子産物であるキメ
ラ蛋白は、正常な蛋白と異なりチロシンキナーゼ活
性が上昇しており、このことは癌遺伝子を活性化す
ることを示唆しています。
　また、Ph1 は分子生物学的には２種類に大別され
ます。BCR遺伝子での切断点による違いで、M-BCR
とm-BCRがあります。CMLで高頻度にみられるの
はM-BCRで、ALLで はM-BCRとm-BCRが 同 程
度みられるが、CMLほど頻度は高くなく約 20％の
症例に Ph1 が認められます。

◆リンパ系腫瘍
　免疫グロブリン（Ig）遺伝子とＴ細胞抗原受容体（TCR）遺伝子はそれぞれ、Ｂ細胞およびＴ細胞の分化初期に再構
成され、これより抗原特異性や抗原認識の多様性が決定されます。リンパ系腫瘍の診断には表面マーカーの検索で診断
が可能ですが、この解析でも決定できない型の症例もあります。
　リンパ系腫瘍における遺伝子の再構成を解析することは単クローン性の決定、細胞の起源や分化の方向と段階の決定
に有用です。
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■WHO分類
　WHO分類は形態学所見、細胞表面マーカー、遺伝子、細胞遺伝学所見、臨床所見により、それぞれの病型を個々の
疾患単位として定義したものである。
　Ⅰ．骨髄系腫瘍　myeloid neoplasma
　　１．慢性骨髄増殖性疾患群：Chronic myeloproliferative diseases（CMPD）
　　２．骨髄異形性／骨髄増殖性疾患群：Myelodysplastic ／ myeloproliferative diseases（MDS／MPD）
　　３．骨髄異形性症候群：Myelodysplastic syndromes（MDS）
　　４．急性骨髄性白血病：Acute myeloid leukemias（AML）

WHO分類－Chronic myeloproliferative diseases（CMPD）
Chronic myeloproliferative diseases（CMPD） 慢性骨髄増殖性疾患群

Chronic myelogenous leukemia (Ph chromosome, t(9;22)
(q34;q11), BCR/ABL positive) 慢性骨髄性白血病

Chronic neutrophilic leukemia 慢性好中球性白血病
Chronic eosinophilic leukemia and the hypereosinophilic syndrome 慢性好酸球性白血病、好酸球増加（多）症候群
Polycythemia vera 真性多血症（真性赤血球増加症）
Chronic idiopathic myelofi brosis 慢性特発性骨髄線維症
Essential thrombocythemla 本態性血小板増加（増多）症
Chronic myeloproliferative disease, unclassifi able 慢性骨髄増殖疾患群、分類不能

WHO分類－Myelodysplastic ／ myeloproliferative diseases（MDS／MPD）
Myelodysplastic ／myeloproliferative diseases 骨髄異形成／骨髄増殖性疾患

CMML 慢性骨髄単球性白血病
Atypical CML 非定形慢性骨髄性白血病
Juvenile myelomonocytic leukemia 若年型骨髄単球性白血病
Myelodysplastic ／myeloproliferative diseases, unclassifi able 骨髄異形成 /骨髄増殖性疾患群、分類不能

WHO分類－Myelodysplastic syndromes（MDS）
Myelodysplastic syndromes 骨髄異形成症候群 FAB

Refractory anemia 不応性貧血 RA
Refractory anemia with ringed sideroblasts 環状鉄芽球性不応性貧血 RARS
Refractory anemia with multilineage dysplasia 多系統異形成を伴う不応性血球減少症
　RCMD 非環状鉄芽球 RA
　RCMD-RS 環状鉄芽球 RARS
Refractory anemia with excess blasts 芽球増加を伴う不応性貧血
　RAEB-1 Blast　5 ～ 9％（骨髄） RAEB
　RAEB-2 Blast　10 ～ 19％（骨髄） RAEB
Myelodysplastic syndrome, unclassifi able 骨髄異形成症候群、分類不能
5q-syndrome 5q- 症候群 RA
注：FAB分類の RAEB-t（Blast 20％以上）は廃止され、AMLと分類することとなった

WHO分類－ Acute myeloid leukemias（染色体異常を伴う）
Acute myeloid leukemia 急性骨髄性白血病 FAB

AML with recurrent genetic abnormalities 染色体異常を伴うAML 　
　AML with t(8;21)(q22;q22);(AML1/ETO) 　 （M2）
　 AML with abnormal bone marrow eosinophils 
inv(16)(p13q22) or t(16;16)(q13;q22);(CBF α／MYH11) 　異常骨髄好酸球を伴う M4eo

　 APL [AML with t(15;17)(q22;q12);(PML／ RARβ ) and variants] 　 M3
　AML with 11q23(MLL)abnormalities 　 　
AML with multilineage dysplasia 多系統異形成を伴うAML 　
　 Following a myelodysplastic syndrome or myelodysplastic 
syndrome／myeloproliferative disorder 　骨髄異形成先行＊ 　

　Without antecedent myelodysplastic syndrome 　骨髄異形成先行＊ 　
AML and MDS, therapy-related 治療関連AML／MDS 　
　Alklating agent-related AML and MDS 　アルキル化剤関連 　
　 Topoisomerase type II inhibitor-related AML (some may be lymphoid) 　トポイメソラーゼⅡ阻害剤関連（リンパ性あり） 　
　Other types 　その他 　
＊ 3q －、－ 5、5q －、－ 7、7q －、＋ 8、＋ 9、11q －、12p －、－ 18、－ 19、20q －、＋ 21、t（1；7）、t（2；11）、complex
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WHO分類－ Acute myeloid leukemias（その他のAMLなど）

Acute myeloid leukemias 急性骨髄性白血病 FAB
AML not otherwise categorized その他のAML
　Acute myeloid leukemia minimally diff erenteated 　最未分化型AML Ｍ 0
　Acute myeloid leukemia without maturation 　非成熟型AML Ｍ 1
　Acute myeloid leukemia with maturation 　成熟型AML Ｍ 2
　Acute myelomonocytic leukemia 　AMoL Ｍ 4
　Acute monoblastic and monocytic leukemia 　AMoL Ｍ 5
　Acute erythroid leukemia 　急性赤芽球性白血病
　　ａ）erthroleukemia 　　赤白血病 Ｍ 6
　　ｂ）pure erythroid leukemia 　　赤血病
　Acute megakaryoblastic leukemia 　急性巨核芽球性白血病 Ｍ 7
　Acute basophillic leukemia 急性好塩基球性白血病
　Acute panmyelosis with myelofi brosis 骨髄線維症を伴う急性汎骨髄症
　Myeloid sarcoma 　骨髄系肉腫
Acute leukemia of ambiguous lineage 急性混合表現型白血病
　Undiff erentiated acute leukemia
　Bilineal acute leukemia
　Biphenotypic acute leukemia

Ｂ細胞性リンパ腫の新WHO 分類

ー

ー
ー

ー
＋

前駆Ｂ細胞性腫瘍 リンパ芽球性白血病／リンパ腫

濾胞性リンパ腫

びまん性大細胞リンパ腫

慢性リンパ白血病／小細胞性リンパ腫
マントル細胞リンパ腫
前リンパ球性リンパ性白血病
有毛細胞白血病
リンパ形質細胞性リンパ腫

MALT随伴辺縁帯リンパ腫
節性辺縁帯リンパ腫
脾濾胞辺縁帯リンパ腫
バーキットリンパ腫種

形質細胞腫
形質細胞性骨髄腫

濾胞性

びまん性

中間型

大細胞型

形質細胞型

小／中間細胞型

 Ｂ細胞
CD20＋
CD22＋
CD79a＋

末
梢
Ｂ
細
胞
性
腫
瘍

CD23

CD23

CD5

+

TdT

+

+

T/NK 細胞性リンパ腫の新WHO 分類

ー

ー
ー

前駆Ｔ細胞性腫瘍 Ｔ細胞性リンパ芽球性白血病／リンパ腫

Ｔ細胞性

NK細胞性

末
梢
Ｔ
細
胞
な
ら
び
に
Ｎ
Ｋ
細
胞
性
腫
瘍

CD3

CD4 ＋
CD8 －

CD4 －
CD8 ＋

TIA-1
  granzymeB

+

+

TdT

+

 Ｔ細胞
CD45RO＋

白血化　Ｔ細胞前リンパ球性白血病

白血化　Ｔ細胞大顆粒リンパ性白血病

未分化大細胞リンパ腫

節性／皮膚　成人Ｔ細胞白血病／リンパ腫

肝臓／脾臓　脾臓γ／σＴ細胞リンパ腫

白血病　NK 細胞性白血病

節外　鼻ならび鼻型 NK ／ T 細胞リンパ腫

節性　末梢Ｔ細胞リンパ腫、非特定
節性　血管免疫芽球Ｔ細胞リンパ腫
皮膚　菌状息肉腫

皮膚　原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫
皮下　皮下蜂蒿織炎様Ｔ細胞リンパ腫
小腸　腸管症型Ｔ細胞リンパ腫

皮膚　セザリー症候群

　１． B細胞腫瘍：B-cell neoplasma
　２． T細胞／NK細胞腫瘍：T-cell and NK-cell neoplasma
　３． ホジキンリンパ腫（ホジキン病）：Hodgkin's lymphoma（Hodgkin's disease）

■リンパ系腫瘍　Lymphoid neoplasma
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血液疾患（凝固、線溶系）
　止血機構には血管および血管周囲の結合組織、血小板、血液凝固、繊維素溶解（線溶）、凝固線溶系因子に対する阻止
因子、血行力学的要因が密着に関与し、互いにバランスを保っています。止血機構の破綻により出血傾向をきたしますが、
この止血機序は状況により血栓形成機序ともなり、出血性素因と血栓性素因は各種疾患の病態、合併症として血液疾患
の領域で重要視されてきています。

■出血性素因の凝固学的スクリーニングテスト ■止血異常の分子マーカー
1．血管系
　　⑴出血時間
　　⑵毛細血管抵抗試験※

2．血小板系
　　⑴出血時間
　　⑵毛細血管抵抗試験※

　　⑶血小板数
3．凝固系
　　⑴活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）
　　⑵プロトロンビン時間（PT）
　　⑶フィブリノーゲン
4．線溶系
　　⑴フィブリン分解産物（FDP）
5．血小板、凝固、線溶系（全体像）
　　⑴トロンボエラスグラム（TEG）※

1．血小板関連
　　⒜βトロンボグロブリン（βTG：放出） ⒝血小板第 4因子（PF4：放出）
　　⒞トロンボキサンB2（TXB2：TXA2 産生） ⒟グリコカイシン（膜障害）
　　⒠ GMP140（膜障害）
2．凝固関連
　　⒜プロトロンビンフラグメント 1＋2（Ｆ1＋2） ⒝トロンビン－アンチトロンビンⅢ複合体（TAT）
　　⒞フィブリンペプチドＡ（FPA） ⒟可溶性フィブリンモノマー複合体（SFMC）
3．線溶関連
　　⒜プラスミン－α 2プラスミンインヒビター複合体（PIC）
　　⒝ Bβ15-42 ペプチド（Bβ15-42）
　　⒞フィブリン／フィブリノーゲン分解産物　total、Ｄダイマー、Ｅ分画
4．血管関連
　　⒜組織プラスミノーゲンアクチベーター（tPA）
　　⒝プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター－ 1（PAI － 1）
　　⒞可溶性トロンボモジュリン（TM）

　※これらの２項目は検査施設によっては省略されます。

■出血性素因のスクリーニングテストと推定される疾患

（Ｎ）：正常、　（AN）：異常、　　↑：延長または増加、　　↓：低下
補正※1：APTT、PTとも正常血漿添加補正試験
補正※2：APTTの正常血漿添加補正試験
補正※3：PTの正常血漿添加補正試験

出
血
時
間

血小板数↓
APTT↑、PT↑→FDP↑、フィブリノーゲン↓

APTT（N）、PT（N）→FDP（N）

DIC、重症肝疾患

血小板減少性紫斑病

無または異常フィブリノーゲン血症

von Willebrand 病

血小板機能異常症

血管性紫斑病の一部

本態性血小板血症

Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅹ因子の異常（肝障害など）

抗凝血素（ルーブスアンチコアグラントなど）

Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ、プレカリクレイン、高分子
キニノーゲン異常（血友病など）
抗凝血素（抗Ⅷ、抗Ⅸ因子）

Ⅶ因子の異常

抗凝血素

XⅢ因子の異常

一次線溶亢進

血管性紫斑病の一部

続発性血小板増加症

PT↑→フィブリノーゲン↓、血小板機能（AN）

PT（N）→血小板機能（AN）

血小板機能（AN）

血小板機能（N)

APTT↑

APTT（N)

血小板数（N）

血小板数↑

｛
｛
｛

PT↑

PT（N）

補正※1（＋）

補正※1（－）

補正※2（＋）

補正※2（－）

補正※3（＋）

補正※3（－）

尿素溶解試験（＋）

尿素溶解試験（－）

APTT↑

APTT（N)

｛
｛

｛

｛↑

出
血
時
間

血小板数（N）

血小板数↑

｛｛
PT↑

PT（N）

｛
FDP↑

FDP（N）｛
｛（N）
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　　　　　　　精密検査
１．アンチトロンビンⅢ（ATⅢ） 低下
２．プラスミノーゲン 低下
３．α ₂プラスミン・インヒビター（α ₂Pl） 低下
４．可溶性フィブリン・モノマー複合体（SFMC） 増加
５．分子マーカー　TAT、FPA、PTF1および2 増加
　　　　　　　　　　　プロテインＣ 減少
　　　　　　　　　　　PIC、tPA、PAI － 1、Bβ ₁₅-₄₂ 増加
　　　　　　　　　　　βTG、PF－ 4、TXB₂、フィブロネクチン、トロンボスポンジン 増加
　　　　　　　　　　　TM 増加

スクリーニング検査
１．血小板数 減少
２．PTと APTT 延長
３．フィブリノーゲン 減少
４．赤沈 亢進
５．FDP 高値

基礎疾患および病態
癌腫、白血病、重症感染症
妊娠、火傷

■DIC（播種性血管内凝固症候群）
　DIC は何らかの原因により急激に全身の微小血管内に血栓が形成される結果、凝固因子量・血小板数の低下、線溶亢
進による出血や臓器障害に基づく症状をきたします。DIC は臨床症状が出現する前にDIC 準備状態（pre-DIC）をとら
えることが重要です。
 DIC の検査診断

基礎疾患の治療
（原因の除去）

抗凝固療法

全身管理

補充療法
（血小板、凝固因子）

エンドトキシン
ショック
動脈癌
血管腫

血管内皮
細胞障害 組織因子

エンドトキシン

単球

血管内凝固活性化

DICの病態と病態からみた治療的アプローチ

トロンビン生成

血管内凝固
（フィブリン血栓）

血小板・凝固因子の
消費性低下

出血

細小血管障害性
溶血性貧血

虚血性臓器障害二次線溶亢進

癌
白血病

細胞崩壊

外傷
ショック

アシドーシス

組織障害

｛
｛
｛

｛
｛

｛

｛
｛｛
｛

｛
｛

 DIC の診断基準 　　　　 1988 年改訂
Ⅰ　基礎疾患 得点
　　　あり 1
　　　なし 0
Ⅱ　臨床症状
　　１）出血症状（注１）
　　　あり 1
　　　なし 0
　　２）臓器症状
　　　あり 1
　　　なし 0
Ⅲ　検査成績
　　１）血清 FDP値（μg/mℓ）
　　　40 ≦ 3
　　　20 ≦　　＜ 40 2
　　　10 ≦　　＜ 20 1
　　　10 ＞ 0
　　２）血小板数（× 104 ／μℓ）（注１）
　　　 5.0 ≧ 3
　　　 8.0 ≧　　＞ 5.0 2
　　　12.0 ≧　　＞ 8.0 1
　　　12.0 ＜ 0
　　3）血漿フィブリノーゲン濃度（mg/dℓ）
　　　100 ≧ 2
　　　150 ≧　　＞ 100 1
　　　150 ＜ 0
　　４）プロトロンビン時間
　　　　　時間比（正常対照値で割った値）
　　　1.67 ≦ 2
　　　1.25 ≦　　＜ 1.67 1
　　　1.25 ＞ 0

Ⅳ　判定（注２）
　　１）７点以上　　DIC
　　　　６点以上　　DICの疑い（注３）
　　　　５点以下　　DICの可能性少ない
　　２）白血病その他注１に該当する疾患
　　　　４点以上　　DIC
　　　　３点　　　　DICの疑い（注３）
　　　　２点以下　　DICの可能性少ない
Ⅴ　診断のための補助的検査成績、所見
　　１）可溶性フィブリンモノマー陽性
　　２）D-Dダイマーの高値
　　３）トロンビン - アンチトロンビンⅢ複合体の高値
　　４）プラスミン - α ₂- プラスミンインヒビター複合体の高値
　　５） 病態の進展に伴う得点の増加傾向の出現。特に数日内での血小板数あるいはフィブリノゲ

ンの急激な減少傾向ないし FDPの急激な増加傾向の出現
　　６）抗凝固療法による改善
Ⅵ　注１： 白血病および類縁疾患、再生不良性貧血、抗腫瘍剤投与後など骨髄巨核球減少が顕著で、

高度の血小板減少をみる場合は血小板数および出血症状の項は０点とし、判定はⅣ－２）
に従う。

　　注２：基礎疾患が肝疾患の場合は以下のとおりとする。
　　　ａ： 肝硬変および肝硬変に近い病態の慢性肝炎（組織上小葉改築傾向を認める慢性肝炎）の

場合には、総得点から３点減点した上で、Ⅳ－１）の判定基準に従う。
　　　ｂ：劇症肝炎および上記を除く肝疾患の場合は、本診断基準をそのまま適用する。
　　注３： DIC の疑われる患者でⅤ．診断のための補助的検査成績、所見のうち２項目以上満たせ

ばDICと判定する。
Ⅶ　除外規定
　　１）本診断基準は新生児、産科領域のDICの診断には適用しない。
　　２）本診断基準は劇症肝炎のDICの診断には適用しない。

DICの治療の基本

早期診断
1．DIC を合併しやすい疾患を知る
　　　 急性前骨髄球性白血病、その他の白血病、骨髄転移性癌、感染

症、敗血症、ショック、肝不全、劇症肝炎、術後消化管縫合不全、
常位胎盤早期剥離、羊水塞栓症、大動脈瘤、巨大血管腫、不適
合輸血

2．DIC である可能性を常に念頭に置く
3．積極的に凝血学的検査を行う
早期治療
1．基礎疾患ないし病態の治療
　　　 抗癌剤、抗白血病薬、抗生物質、感染巣除去、排膿ドレナージ、

子宮内容除去術、血管病変の手術、ショック管理など
2．抗凝固療法
　　　 ヘパリン、低分子ヘパリン、アンチトロンビン濃縮製剤、メシ

ル酸ガペキサート、メシル酸ナファモスタットなど
3．補充療法
　　　血小板（濃厚血小板、多血小板血漿）
　　　凝固因子（新鮮凍結血漿、フィブリンノゲン製剤）
　　　アンチトロンビン濃縮製剤
4．全身管理
　　　 バイタルサインのモニター、補液、電解質バランス・血圧の維持、

臓器症状・合併症の治療など
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血液・造血器疾患血液・造血器疾患
■血液学的検査と臨床的意義及び関連疾患

検　査　項　目 臨　床　的　意　義 高　　　値 低　　　値

白血球数（WBC） 白血球数の増減は好中球、リンパ球によるものが最も大きく影
響します。各種疾患のスクリーニングに欠かせない検査です。

感染症（球菌・桿菌）、白血病、
自己免疫疾患、心筋梗塞、ストレ
ス

薬剤アレルギー、MDS、再生不
良性貧血、ウイルス感染症、抗癌
剤、放射線

赤血球数（RBC）
ヘモグロビン量（Hb）
ヘマトクリット値（Ht）

貧血の検査には欠かせない項目で、この 3項目より計算される
赤血球恒数と合わせ、貧血の鑑別を行います。

真性多血症、二次性赤血球増多症
（脱水など）

再生不良性貧血、急性白血病、巨
赤芽球性貧血、消化管出血、溶血
性貧血

網赤血球 骨髄赤血球造血能、すなわち貧血の鑑別診断や貧血治療のモニ
ターなどに利用されます。

大量出血後、貧血治療の反応時、
溶血性貧血、DIC

再生不良性貧血、急性白血病、骨
髄線維症

血小板数 止血・凝固に重要な役割を果たし、数及び機能異常は出血性素
因をきたします。

骨髄増殖性疾患、摘脾後、急性出
血後

ITP、急性白血病、再生不良性貧
血、肝硬変、DIC

ペルオキシダーゼ染色 急性白血病の FAB分類に不可欠で、骨髄性白血病診断に役立
ちます。

（陽性細胞）: 各成熟段階の顆粒球
単球

（陰性細胞）: リンパ球、赤芽球、
巨核球、未熟芽球

アルカリホスファターゼ染色 成熟好中球と一部のマクロファージに陽性で、骨髄増殖性疾患
の鑑別に利用されます。

（スコア高値）: 真性多血症、妊娠
感染症、類白血病反応

（スコア低値）: 慢性骨髄性白血病
発作性夜間血色素尿症

鉄染色 Hbの未合成の鉄を染色し、環状鉄芽球はMDSのRARSや
悪性貧血にみられます。

鉄芽球性貧血 鉄欠乏性貧血

血清鉄（Fe） 血清鉄濃度は赤血球系造血器の機能を反映する。 再生不良性貧血、急性白血病、鉄
芽球性貧血

鉄欠乏性貧血、ネフローゼ症候群、
症候性貧血（感染症など）

総鉄結合能（TIBC） 鉄輸送蛋白であるトランスフェリン総量に相当します。 鉄欠乏性貧血、真性多血症 悪性腫瘍、肝硬変、悪性貧血感染
症、腎疾患

エリスロポエチン 腎臓から分泌され、赤血球増多症の鑑別診断や腎性貧血の診断
に有用です。

鉄欠乏性貧血、再生不良性貧血
二次性多血症、MDS

腎性貧血、真性多血症

プロトロンビン時間（PT） 凝固因子第Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ因子の総合活性を知る事により、
外因系凝固機能及び肝機能の把握に有用です。

肝疾患、外因系凝固因子異常
循環抗凝血素の増加、白血病
DIC

凝固亢進状態

活性化部分トロンボプラスチン
時間（APTT）

凝固因子第Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅷ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ因子の総合活性を知る
事により、内因系凝固機能の把握に有用です。

重症肝疾患、内因系凝固因子異常、
血友病

凝固亢進状態

フィブリノーゲン 肝で合成される凝固因子で、肝障害や凝固因子消費亢進をみる
上で有用です。

炎症、悪性腫瘍、手術後、 肝疾患、骨髄腫、SLE、DIC

フィブリン分解産物（FDP） FDPの存在は生体内の線溶現象を意味し、出血傾向や血栓症、
DICの診断に有用です。

DIC、悪性腫瘍、急性白血病

プラスミノーゲン 出血の原因が線溶亢進によるものか否かの判定、肝疾患の診断、
経過観察に有用です。

経口避妊薬服用
妊娠末期

DIC、肝障害（肝硬変、劇症肝炎）

アンチトロンビンⅢ（AT- Ⅲ） 肝疾患の重症度及び凝血能亢進の診断、経過観察に有用です。 急性出血 肝硬変、DIC、敗血症
悪性腫瘍、糖尿病

βトロンボグロブリン（βTG） 血小板から放出され血小板活性化のマーカーとして、有用性が
あります。

虚血性心疾患、脳血栓、TTP、
HUS、DIC、骨髄増殖性疾患、
悪性腫瘍、膠原病

血小板減少症

血小板第 4因子（PF-4）

プラスミン - α ₂ プラスミンイ
ンヒビター複合体（PIC）

線溶亢進状態すなわちプラスミンの産生される状態では高値を
示し、DIC診断に必須です。

DICおよびその基礎疾患

組織プラスミノーゲンアクチベ
ーター（t-PA）

t-PAは血管内皮から放出され、PAI-1 と複合体を形成します。
血管が刺激された状態もしくは血管病変が存在する場合に血中
に放出されると考えられています。

DIC、MOF、狭心症、心筋梗塞、
肝硬変、感染症、糖尿病

プラスミノーゲンアクチベータ
ーインヒビター（PAL-1）

ビタミンB12（VB12） VB12 摂取不良、VB12 吸収障害による悪性貧血の診断に有用で
す。

慢性骨髄性白血病、真性多血症肝
癌、骨髄繊維症

悪性貧血、慢性膵炎、吸収不良性
貧血、妊娠

葉酸 葉酸摂取不良、葉酸吸収障害による巨赤芽球性貧血の診断に有
用です。

高メニオニン血症 巨赤芽球性貧血、妊娠、白血病

Dダイマー 生理的に生じた止血局所のフィブリンは引き続き生成するプラ
スミンにより二次線溶が生ずる。
血栓症を中心とする各種の疾患・病態で二次線溶が亢進し、
FDP、Dダイマーが上昇する。
DICや線溶療法、急性前骨髄球性白血病などで血中に過剰の
プラスミン活性が生じた時には一次線溶が亢進するが生理的な
条件下ではフィブリノゲンの分解は起こらない。

DIC、各種血栓症、動脈瘤、手術後、
心筋梗塞、脳梗塞、肺梗塞、深部
静脈血症、閉塞性動脈硬化症、肝
硬変、妊娠、炎症性疾患、悪性腫
瘍、血腫、ITP、HUS

PIVKAⅡ PIVKA- Ⅱは、血液凝固第Ⅱ因子であるプロトロンビンの肝に
おける生合成不全に由来する異常蛋白で、新生児メレナをはじ
めとするビタミンK欠乏性出血症の診断にこれが有用な指標
となることは以前から知られていたが、α - フェトプロティン
（AFP）とは相関性のない全く新たな肝細胞癌の特異的マーカ
ーとしても確認されている。
また検査法により血液凝固異常にのみ適用されるものがある
ので検査法の選択には注意を要する。腫瘍マーカーとしての
PIVKA- Ⅱには ECLIA 法、凝固異常の指標には LA（ラテッ
クス凝集比濁法）を用いる。

ビタミンKの欠乏症、肝細胞癌、
転移性肝癌

可溶性フィブリン・モノマー複
合体（SFMC）

フィブリンモノマー複合体は、凝固活性化の早期にあらわれ、
その血中濃度はトロンビンの生成を反映することから、本検査
は、DIC（播種性血管内凝固症候群）や血栓症等における病態
把握や治療効果判定の指標として有用と考えられる。なお、可
溶性フィブリンモノマーの測定結果は、厚生省血液凝固異常症
調査研究班によるDIC診断基準に、補助的検査成績として採
用されている。

DIC、血栓症
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