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多項目自動血球計数装置による赤血球粒度分布とパターン
認識法による赤血球形態との関係について
高官

僑1),奥村由美2･3),笠原素子2),田中恒二2)

Red Cell Distriblltion tlSing Automated Cell Counter and Morphology of Blood Red Cells
using Automated Blood Cell Different,主al Analyzer

We evaluated the correlation between plane size of red blood cell on smear and
distribution of the volume measured by an automated blood cell counter. The former was
measured by an automated blood cell differential analyzer, the latter by two kinds of
automated cell counters based on electronic impedance method and optical method using

focused laser beam. The red cell parameters seemed to be mutually related each other in

detected total samples. Comparedwith groupwith normalMCV, however, the groupwith
MCV of below 80 tend not to have the relationship between red blood cell dimension
distribution or morphological changes on smear for peripheral blood and red blood cell

distribution width or cell volume from both automated cell counters. The red cell pare‑
meters measured by different counters or analyzers reflected to not only depend on red cell
size but also their red cell characteristics.
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よるPrice‑Jones曲線を作製するか,専用の
は

じ

め

に

従来,赤血球粒度分布の測定は,検鏡法に

粒度分布測定装置が使用され,多数検体を‑
度に,迅速に測定することは容易でなかった｡
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今日では,多項目自動血球計数装置の発達

赤血球を200カウント

して測定した｡

により,赤血球粒度分布の測定は短時間で血

Hematrak360はパターン認識法により末血

球計数とともに測定されるに至った｡赤血球

塗抹標本上の白血球および赤血球の分操を行

形態は白血球形態に比べて情報量が少なく,

う｡赤血球は平均赤血球サイズRBC size

赤血球粒度分布と赤血球形態との関係を検討

mean (RSM),赤血球サイズ標準偏差RBC

した成績は多くはない｡

size SD (RSSD)の値とPoikilocyte, Micro‑

今回,私どもは測定原理の異なる2つの血
球計数測定法‑レーザー散乱光測定法,電気

抵抗法‑とパターン認識法による自動血球分
類装置を用いた赤血球形態を比較し,若干の
知見を得たので報告する｡

対象と方法
1.平均赤血球容積(MCV)と赤血球容積分

cyte, Macrocyte, Polychromasia, Sphero‑
cyte, Target cellの出現率が表示される1)0

4.対象

血液はEDTA 2K加採血管に採血し,採血

後5時間以内に測定ならびに塗抹標本を作製
した｡血液学的検査所見に異常のみられな
かった健常成人30例を対照群とした｡
mode, median,粒度分布幅のいずれかが対

布幅(RDW)の測定

照群の±3SDを外れる検体を粒度分布異常

Coulter Counter Model SP (Coulter社,

とした｡国立大阪病院外来患者血液235検体を

米国)で測定した｡本装置は電気抵抗法を測

測定し, MCVが80fl以上から105fl以内の

定原理とし, CBC12項目(complete blood cell

もので,粒度分布正常群をN群(n‑75),粒

count)を同時測定する全自動多項目血球計

度分布異常群をabn群(n‑58)とし, MCV

数装置である｡赤血球系パラメーターには赤

が80fl以下のものをS群(n‑68), 105fl以

血球数(RBC), ‑モグロビン濃度(HGB),

上のものをL群(n‑34)とした｡

‑マトクリット(HCT), MCV,平均‑モグ

ロビン量(MCH),平均‑モグロビン濃度
(MCHC), RDWがある｡ RDWは赤血球容

積分布の変動係数を示す｡

2.赤血球粒度分布の測定

成

績

1.各群の赤血球パラメター
対照群, N群, abn群, S群, L群の各々の

パラメクーの平均値±SDを表1に示した｡

ELT‑800 (Ortho Diagnostic System, #

abn群は他の群に比して粒度分布幅の異常

国)で測定した｡本装置はレーザー散乱光を

を反映したRDWが最も高値を示した｡とこ

測定原理とし, 8項目を同時測定し, CRTに

ろが,塗抹標本上では, abn群のPoikilocyte

粒度分布曲線を表示することが可能である｡

の出現率はN群に比して著しい差は見られ

この粒度分布曲線は測定数値が示されないた

る事はなく,むしろS群で高値となった｡ S

め,分布曲線からmode(y軸からピークまで

群の粒度分布はmodeとmedianの成績から

の長さcm), median(y軸から分布曲線の中

も類推されるように対数正規型を示した｡塗

線までの長さcm)および粒度分布幅cmを

抹標本上ではMCVを反映してMicrocyte

測定した｡

の出現率が最も高くなったが, Poikilocyte

3.未血塗抹標本上の赤血球分類

の出現率も最も高値であった｡ L群のmode

Hematrak360 (Geometric Data,米国)で

およびmedianはMCVと相関するも,粒度

赤血球粒度分布と赤血球形態の関係について

分布幅はabn群と同様に大きく, RSSD,

閑関係をえた｡ 4群ともmodeとMCVとは

RDWもN群に比べ高値を示した｡塗抹標本

ほぼ同じ分布を示したが, medianとMCV

上ではMacrocyteの出現率が最も高値と

との関係はS群のmodeがmedianに比べて

なった｡

大きい値をとるため,他の3群と異なった分
布を示した(図1a,b)0
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図I a ModeとMCVとの関係

2. modeおよびmedianとMCV

､1■日

図I b MedianとMCVとの関係

3. RSMとmode, median, MCV

modeとMCVとは各々, N群: r‑0.77,

標本上での赤血球の大きさと電気抵抗法お

abn群: r‑0.66, S群: r‑0.81, L群:

よびL,‑ザ‑散乱光測定法による赤血球容横

r=0.66となったo

の関係を検討したところ, modeとRSMは

また, medianとMCVと

は各々, N群: r‑0.73, abn群: r‑0.77,

各々, N群: r‑0.31, S群二

S群: r‑0.79, L群: r‑0.63と良好な相

い相関関係がみられた｡abn群はr ‑0.10, L

r‑0.31と弱

4

群はrニー0.02と相関関係はみられなかっ

medianとMicrocyteはrニー0.55といずれ

た｡

も逆相関関係を示した0‑万, L群は

medianとRSMはN群: r‑0.23,S群:

Microcyte, L群はMacrocyteが高率に出現

r‑0.48となったが, abn群(r‑0.21)とL

した｡そこでS群のmodeおよびmedianと

秤(rニー0.13)には相関関係がみられなかっ

Microcyteとの出現率の関係をみると, mode

た｡

とMicrocyteはrニー0.48, medianと

MCVとRSMはN群: r‑0.37, abn

Microcyteはrニー0.55といずれも逆相関関

秤: r‑0.34, S群: r‑0.55と相関がみら

係を示した｡ L群のmodeとMacrocyteの出

れたが, L群(r‑0.05)には相関関係はみ

現率とはr ‑0.04, medianとMacrocyteと

られなかった｡

はrニー0.09となった｡

4.粒度分布幅, RDW, RSSDの関係

7.鉄欠乏性貧血患者の各パラメーターの経

粒度分布幅とRDWとの関係はN群:
r‑0.32,

abn群:

r‑0,61,

S群:

r‑

0.54, L群はr‑0.53とすべての群で相関が

過

治療中の鉄欠乏性貧血患者一例の赤血球各
パラメーターを経過観察した｡

鉄剤による治療経過とともに赤血球粒度分

みられた｡
粒度分布幅とRSSDとはN群: r‑0.32,
abn群: r‑0.50, L群: r‑0.45と相関が

みられたが, S群(r‑0.13)には相関がみ

布は右方移動し,治療6週日には2相性のパ
ターンが観察された(図2)｡
治療経過とともにMCV, mode, medianは

増加するも, 2相性のパターンが観察された

られなかった｡
RDWとRSSDとは各々, N群二

r‑

7月12日にはmodeはmedianの値より高値

0.46,abnq: r‑0.54, L#; r‑0.70, S

となり,粒度分布パターンの変化と一致した｡

秤: r‑0.52と全ての群に相関関係がみられ

一方, medianと分布幅がほぼプラトーに達

た｡

した後もmodeとMCVは増加した｡治療経

5. MCVと標本上のMicrocyteと

過とともに粒度分布幅も増加したが, RSSD

Macrocyteとの出現率

は減少傾向を示した｡ Microcyteの出現率は

MCVとMacrocyteの出現率はL群以外

MCV, mode, medianの増加とともに減少

の3群には弱い相関関係が見られた｡また,

し, RSMは増大した(図3)0

MCVとMicrocyteの出現率も同様にL群

以外の3群に逆相関関係が見られた｡ S群の
MCVとMicrocyteの出現率の関係が最も良

察

近年,多項目自動血球計数装置やパターン
認識法による自動血球分類装置は精度,迅速

好であった｡
6. modeおよ

考

びmedian

と標本上の

也,再現性,省力化などの利点より多くの血

MicrocyteとMacrocyteとの出現率

液検査室に導入されてきた｡これらの装置は

S群はMicrocyte, L群はMacrocyteが高

数十秒のうちに血球計数や白血球分煩の成績

率に出現した｡そこでS群のmodeおよび

と同時に従来労力と時間を費やしてきた赤血

medianとMicrocyteとの出現率の関係をみ

球PriceJones曲線や粒度分布を得ることが

ると, modeとMicrocyteはrニー0.48,

出来る｡また,これらは従来には日常検査で

赤血球粒度分布と赤血球形態の関係について
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鉄欠乏性貧血患者の治療経過
一赤血球粒度分布パターンー
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はえられなかった赤血球関連パラメーターが
コンビュクーによって瞬時に算出される｡し

かしながら,方法や原理の異なる測定装置で
算出された赤血球関連パラメーターの成績が
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鉄欠乏性貧血患者の治療経過
一赤血球関連パラメーター‑

互いにどのように関係をもつかは明かでな
い｡

なった分布を呈した｡相馬らほ球状赤血球症

SimelらはRDWは鏡検成績とよく一致す

や非薄赤血球をともなう貧血症ではRDW

ると報告した2)｡また,われわれも無作意に抽

と検鏡成績は一致しないことがあると報告

出した成績ではHematrak360によるRSSD

し,標本上での赤血球の広がり方により,餐

とRDWには有意の相関があると報告し

積分布と面積分布が異なると述べた5)｡我々

た3)｡しかし,本成続ではRDWは粒度分布の

も潮定方法は異なるも同じ容積分布の比較

異常をよく反映したが, Poikilocyteの出現

(粒度分布幅とRDW)では良好な相関が見

率ならびにRDDSはRDWや粒度分布の異

られた｡ところが,面帯分布と容積分布の比

常を必ずしも反映することはなっかた｡とく

較では,RSMとmodeおよびmedianはN群

に, S群は粒度分布の異常と関係なく,他の

とS群のみに弱い相関関係が見られたが,

3群に比べて最もPoikilocyteの出現率が高

RSMとMCVではL群にのみ相関関係が見

値であった｡前田らは小球性赤血球群のみの

られなかった｡また, RDWはRSSDでは全

分布幅の増大がRDWが高値の原因になる

ての群に相関が認められなっかった｡前田ら

ことを報告した4)｡本成績でも, modeと

ほMCVの異常例ではRDWが高値となっ

MCV, medianとMCVは4群とも良好な相

ても,必ずしも大小不同とは言い難いと述べ

関関係にあるも, S群のみがmodeより

た6)｡MCVとMicrocyteの出現率の関係はS

medianが大きな値となり,他の3群と異

群が最も良好であった｡modeおよびmedian

6

はMicrocyteあるいはMacrocyteとS群で

cytosis. Arch Inten Med" 148 : 822‑824, 1988.

よく反映した｡鉄欠乏性貧血患者一例の治療

3)高官

経過に伴う赤血球各パラメーターを観察した

1979.

ところ,面積分布ならびに容積分布の各赤血

球パラメーターは治療経過の粒度分布をよく

俺
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