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はじめに 

血液検査学の道を進んでいらっしゃる皆様は、ある日突然、「好中球の核はなぜ分葉するのか？」とか、「好中球系のアズー

ル顆粒はペルオキシダーゼ陽性なのに、特異顆粒ではなぜ陰性なのか？」、あるいは「好中球アルカリホスファターゼ（NAP）

染色は、顆粒状に染まるが本当に顆粒にあったのか、細胞質のどこに局在しているのか？」などの疑問が生じた記憶はありま

せんか。末梢血の強烈な POD 染色をスケッチした記憶では、あの POD 陽性所見の「つぶつぶ（顆粒）」は、好中球の超微構造

ではどの部分だったのでしょうか。 

「リンパ球のアズール顆粒はペルオキシダーゼが陰性なのはなぜか？」となったら、どういう文献検索を試みますか。アズ

ール顆粒が必ずしも POD を含まない理由が分かればとくに悩むことではなさそうです。ところが、学生時代に悩みとして感じ

ると、教科書にはこうした「なぜか」に答えてくれる索引がありません。もちろん、こうした「秘密」めいた謎解きは、教科

書以外にも手短にそこかしこに情報があるというものではありません。 

 

血小板には血小板ペルオキシダーゼ（PPO）の問題もあります。様々な疑問を持っている方々がありそうです。（スライド２） 

さて皆さん、もっと困る例は、テレビでいうトリビアの泉のようで申し訳ないのですが、次の例はどうしましょう。「多染

性赤芽球-正染性赤芽球-網状赤血球-赤血球」は、教科書では絶対に正しいと思われるのに、これは赤芽球系の成熟の順序と

して正しいのかと聞かれると、「えー？ 違うの？」と驚くか、聞かれてもどうにもならない気分にもなりませんか。 

そこで、知っているようで改めて聞かれると返事に困る、そういうことはたくさんあるという実例を血液同好の皆さんへ投

げかけてみましょう、というのがこのシリーズの発端です。そして、その考え方の一端を独断的に解説してみようと思います。

騙されないように「眉にツバ」をつけて聞き、考えてみてください。 

まず、好中球分節核からアズール顆粒へいきましょう。アズール顆粒と呼んでも、血小板、リンパ球にもあります。 

 

のそこが分からん！

１．核は、なぜ分葉（分節）するのか？

２．アズール顆粒はPOD陽性なのに、特異顆
粒はなぜ陰性なのか？

３．NAPは顆粒状に染まる。細胞質のどこか？

（４．リンパ球のアズール顆粒はペルオキシ
ダーゼが陰性なのはなぜか？

5. 巨核球・血小板のPPO陽性とは？）

成熟好中球

２
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1．好中球の分節核のでき方、分節の意義（スライド３） 

 好中球系は骨髄で顆粒球系を代表する白血球です。顆粒の性質は中性色素に染まる点が特徴で、様々な酵素類を含みます。

ところが、教科書にはその特異顆粒成分をほとんど記述しません。これは「不思議だ」と思いませんか。臨床血液学では話題

性がないのです。 

それはさておき教科書では、骨髄の杆状核球から分節核球までは、「骨髄内にとどまって」、つまり待機している群：（storage 

pool 貯蔵プール）」という記述があります。これは「不思議だ」と思いますか。否？ では、なぜ留まっているのでしょうか。 

また、「残りは末梢血液中に遊出する」とあります。好中球の働きを理解できると、このような記述も「不思議」に思いま

せんか。残りが留まるのではなく遊出する、その仕組みとは何でしょうか？ 末梢血へ出るのは記述されたように残りでしょ

うか、それとも留められた好中球は「とどまる理由」が、何かチェックされて「残された」ものだけでしょうか。 

さて、ここで「好中球の分節核の意義と、留まる理由」とが問題になりそうです。以上の経緯は、どのように教科書から読

み取ると合理的でしょうか。好中球の機能性（遊走に適した形態と運動能）、これが本日のテーマの主要な部分です。 

 

１）好中球の核分節の仕組み（スライド４） 

核分節の仕組みは全く不明です。分節の仕組みに関わる超微細構造は、公表された電顕像でも言及した例を見たことがあり

ません。核の外回りには、核を締めつけている線維構造も指摘できません。一般に好中球の核内部の微細構造をみると、核膜

の内壁には断続的にクロマチン塊が付着します。ところが、分節の「核橋」と「核糸」を詳細にみると、くびれの内側にクロ

マチンが存在するか、しないか、という点で異なります。当然、太い「核橋」は、核内成分がくびれた部分に挟まっているの

で、クロマチン塊の有無が第１点でしょう。核橋には確かにクロマチン塊が存在します。 

一方、「核糸」は光学顕微鏡で観察するとその細さで明らかなように、糸の中にクロマチン塊を認めません。それに、「核橋」

のかなり細い例の観察でもやはりクロマチン塊は存在しません。ということは、核糸の部位にはクロマチン塊は無く、移動し

てくることもないということです。 

分節核ができる経緯に当てはまるかどうか、正確に言及できませんが、くびれていく経過中に核辺縁の内側に、半透明のポ

ケット状にクロマチンが存在しない部位を指摘できる場面があります。これは「核ポケット（Bessis 提唱）」と同一視してよ

いか微妙なところです。核ポケットは核の陥没から始まり「洞窟」のように核内へ湾入・陥没して、細胞質と管状に細くても

つながっていることを考察しています。あくまでも「ポケット」で、核内部の空胞や空間ではないのです。 

好中球分節核のでき方、分節の意義
１．骨髄で杆状核球から分節核球まで滞留

１）骨髄内に留まって（待機 ）、とは？

２）残りは末梢血液中に遊出する 、残りとは？

①留まる（Ⅰ）群と残り（Ⅱ）群とは、どういうこと
か？

②何がチェックされているのだろうか？

滞留・停滞中には、
機能性（遊走可能な形態変化、運動能、貪食、殺菌能など）

３

好中球の分節核のでき方、その意義

１）好中球の核分節形成の仕組みは、不明

２）骨髄で核分節する意義

①類洞壁小孔、内皮細胞隙間通過（類洞へ）

②分節核好中球は血中へ、更に組織へ移動

③核の分節と細胞質の伸縮運動能力（遊走）
組織内遊走関連酵素の機能：コラゲナーゼ

３）遊走能の刺激と抑制（サイトカイン）。ときに
はVAHSでは、通行不能、萎縮化、細胞死へ

４
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２）分節の意義 

核の「分節」は好中球の「動きやすさ」の指標の１つです。好中球は骨髄の造血巣から壁を隔てている「sinusoid 類洞（洞

様血管）」に先ず出ないと、血流へ入れません。 

壁の両面は造血側から順に「外膜細胞・壁（小孔あり：内径４μm）・類洞内皮細胞」の３層構造が電顕像で解明できていま

す。杆状核が「分節」すれば、分節数に応じて核は濃縮し、同時に核幅は細くなることが可能で、類洞壁小孔の通過がはるか

に容易になると理解できます（スライド４、５）。 

３）分節核好中球は血中、そして組織へ移動 

好中球は留められて貯蔵プールと呼ばれ、「成熟後の待機（抑制）」がとれて刺激を受けるレセプター機能が完成し、エネル

ギー産生機能、遊走運動の能力も高まると考えられます。やがて類洞の外膜細胞へ（細胞相互の）合図を伝え、「小孔の通行」

および血管内皮細胞側への通り抜け（遊走）を約束されていて、デビューするとみられます。これに相当する小孔通過像も類

洞の内皮細胞の側からみた電顕像で解明されています。 

４）核の分節と細胞質の伸縮運動の能力 

骨髄球や赤芽球のように太い核の細胞は、小孔を出るような状況では、内径４～５μmの小孔を通過できません。また、杆

状核球も運動能が抑制され停滞中は抑制状態にあると解釈でき、通過は困難と想像できます。血中に約５％未満の杆状核球は

ありますが、小孔の直径がやや開いた部位もあることでしょう。遊走能の刺激と抑制はサイトカインです。ときには、通行不

能、萎縮化、細胞死へと誘導されます。   

赤芽球の核は「核の保持が支障」となって小孔の通路では無理があり、「赤芽球の末梢血液への出現」という「異常事態」

がなければ出現は例外的でしょう。 

５）小孔や内皮細胞の隙間（すきま）通過時の運動 

分節核好中球は、血管内皮細胞の隙間を抜けて組織中へ出るとき、最初に偽足を内皮細胞の隙間へ送り込み、細長くなって

少しずつ侵入し、「尻振り運動」で刺激を内皮細胞へ送って通過することが映像として記録されています。赤芽球も同じよう

に自発的に行動するようです。骨髄線維症で涙滴赤血球の形成は線維増成した組織中に長時間渋滞した結果、形状復元不能と

理解されます。 

分節核は分節が多く細かいと、小孔通過の場面では核の「くびれ」ごとの通過時間が細切れで容易であろうとみられます。とこ

ろが、後骨髄球や杆状核球では、核が１個で大きいと抵抗が大き過ぎて、通過は容易でないことが推察できます（スライド６）。 

骨髄の杆状核球・分節核球の行動

核の最大幅が６µmでは、類洞壁の
小孔（ ５µm：青色矢印）から出られな
い：末梢血では４～５µm（これ以下もあ
る）

storage pool：貯蔵プール：出番を待機する理由がありそ
う（遊走能抑制の解除まで）。解除で遊走開始か

遊走：クロマチン塊の濃縮と分節形成で、括れやすく、
核の屈曲性、遊走能の自由度が著しく大きくなる。

類洞壁と小孔

５

造血巣 類
洞
内
へ

骨髄の杆状核は末梢血のものより幅広い！

６µm

末梢血で分節核の一部の濃縮像

組織への遊走の失敗：核の濃縮が、１つの分節に限局した所見：疲弊好中球

６
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６）遊走、通行不能 

怠け者好中球症候群（小児科疾患）があります。 

一般に成人でも、好中球自体への刺激が足りなかったり運動能力が足りなかったりすると、遊走の途中で停止し（疲弊好中

球）、やがて変性して、押し戻されることもわかっています。炎症があるときの好中球は、ときどき分節の１個の核だけが異

常に濃縮しているのが観察されます（スライド７、８、９）。このような軽微な所見は、認識・認知図があれば日常的に観察

可能ですが、しかし白血球分類作業だけに終始すると、ほとんど気づかれることはありません。認知図の形成は特殊な経験を

要し教科書では十分知ることができませんので、学生時代に本格的な取り組みと好中球系の詳細な観察が必要です。（スライ

ド 10）。 

 

 

 

 

 

 

辺縁プールの好中球が離れると組織への遊走に失敗：核の変性（濃縮）が、１つ
の分節のみに限局した所見：疲弊した好中球として観察でき、計数されています。

７

末梢血分節核の一部で、濃縮した核の意義は、どう解釈できますか？

好中球の核濃縮・細胞萎縮の前段階は偽足形成

偽足とは透明な細胞質
の突起形成です。この部
分に顆粒はないのです。

これはデーレ小体と全く
異質の所見です。非油浸
系レンズでも青く見えます
ので、細菌感染とウイルス
感染とを誤解しない注意を。

骨髄内でインターロイキンやイ
ンターフェロンによる活性化が強
いと、疲弊して末梢血液中へ遊走
できなくなり、萎縮・壊死・被貪食
像になります（インターフェロン療
法、高サイトカイン血症、VAHS 、
HPSの例）。

８

成熟好中球の著明な萎縮像（偽足残
存のまま死細胞に近づいています）

好中球の著明な萎縮像で、
偽足が残存したまま

９

血液形態学の歴史がそうであったよ
うに、血球形態学の学習（認知図の形
成）では、考察に要する時間と五感を
使うイメージ形成が必須の作業です。

10

骨髄像の判読、解析では

教科書だけでは、このような学習は不可能です

クロマチンもよく見て、成熟型から幼若な細胞への認知図を形成
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２．ペルオキシダーゼ（ミエロペルオキシダーゼ）を含むのは、アズール顆粒ではなぜ好中球だけなのか 

１）ミエロペルオキシダーゼ(スライド 11) 

ミエロペルオキシダーゼは、好中球系の一次顆粒（アズール顆粒）、好酸球・好塩基球の特異顆粒（二次顆粒）、単球のアズ

ール顆粒にあります。いずれも分化の違いに伴って産生されるので、それぞれがアイソザイムで活性は強弱あり、遺伝子も抗

原性も異なります。 

感染に関連する病態として抗好中球細胞質抗体（c-ANCA：抗原は proteinase-3）も特定疾患（ウエゲナー肉芽腫症）、p-ANCA

（抗原は MPO）は多発性動脈炎（PN）の病態成立に重要とされています。 

２）他のペルオキシダーゼ 

肝細胞を代表として、一般にミトコンドリアを持つ細胞はペルオシダーゼを含む小胞（ペルオキシソーム）を保持していま

す。これらは好中球の一次顆粒に含まれるペルオキシダーゼと比べるまでもなく、それらの活性は脂肪の酸化に関わる酵素で

低く、好中球の殺菌系に関与する強い活性をもつ酵素と遺伝子が異なります。 

３）血小板ペルオキシダーゼ（platelet peroxidase：PPO） 

巨核球系と血小板もアズール顆粒があるし PPO を含むと書いてありますが、アズール顆粒が PPO 染色で染まるという話は聞

いたことがないでしょうね。では PPO はどこにあるのでしょうか。巨核球・血小板系は PPO が核膜および小胞体（滑面小胞体）

でできることが電顕的ペルオキシダーゼ反応で明らかになっています。小胞体内部にあり、ゴルジ装置を経由しません。した

がって、分泌顆粒の成分ではありません。膜成分への供給と同じ行動をとります。膜に結合して膜成分でリン脂質の分解・代

謝に関与することが推定されています。 

 

11

PODはアイソザイムで、一次、二次顆粒に合成時期が違う

好酸球は強
力なPOD

好塩基球は、
弱いPOD

好中球系
のPOD

紫～黄緑～橙
の顆粒がある
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３．顆粒を産生する仕組みとはどういうものでしょうか？ 

例えば、好中球系はペルオキシダーゼが一次顆粒（アズール顆粒）だけに含まれていて、なぜ骨髄球で産生された中性顆粒

（特異顆粒）には含まれていないのかという話です。 

一次顆粒に準備される顆粒の産生は、前骨髄球になるときに顆粒成分の遺伝子の活性化、粗面小胞体上のリボソームによる

合成、産物：酵素蛋白が小胞体内部へ送り込まれ（シグナルペプチドの存在：粗面小胞体内部への誘導要因）、ゴルジ装置へ

の送り込み、酵素蛋白の糖鎖への修飾、顆粒として切り離しとなって顆粒が完成します。遺伝子はどのアイソザイムか、いつ

発現されるかによって、顆粒は産生の時期とアイソザイムとが異なります。 

一方、遺伝子はリボソームのあり方（粗面小胞体上か、遊離リボソームか）および上記のシグナルペプチドの存否などが、

産物が顆粒成分であるのか、膜成分であるのかを決定します。 

 

４．好中球の活性化と萎縮（スライド８、９） 

好中球の活性化は、まず偽足の形成が見られます。骨髄内でも萎縮して活性化を失っていく好中球を指摘できます。リン脂

質分解、アラキドン酸代謝、ロイコトリエン産生の結果として、空胞化（空胞変性）が生じます。 

 

 

 

 

 

 

 

好中球の核濃縮・細胞萎縮の前段階は偽足形成

偽足とは透明な細胞質
の突起形成です。この部
分に顆粒はないのです。

これはデーレ小体と全く
異質の所見です。非油浸
系レンズでも青く見えます
ので、細菌感染とウイルス
感染とを誤解しない注意を。

骨髄内でインターロイキンやイ
ンターフェロンによる活性化が強
いと、疲弊して末梢血液中へ遊走
できなくなり、萎縮・壊死・被貪食
像になります（インターフェロン療
法、高サイトカイン血症、VAHS 、
HPSの例）。

８

成熟好中球の著明な萎縮像（偽足残
存のまま死細胞に近づいています）

好中球の著明な萎縮像で、
偽足が残存したまま

９
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５．好酸球の顆粒はなぜ好中球より POD 活性が強そうなのでしょうか？（スライド 11） 

 まず、好酸球の顆粒は１種類でしょうか？ 教科書には好酸球顆粒が２種類あることが記述されています（皆さんは、お気

づきでしたか？）。１つは最初に前骨髄球にできた顆粒で、電顕では顆粒内に結晶構造を持たず、シャルコー ライデン結晶と

同じ成分を含むとされています。２番目に骨髄球で産生された顆粒は、電顕で顆粒中央に細長い結晶構造を持ち、成熟好酸球

の顆粒の多くはこれに相当するとされています。骨髄球で特異顆粒が産生されるというのはこの２番目の顆粒です。つまり、

好中球の MPO と好酸球の MPO とは、遺伝子が異なり、好塩基球の MPO は活性がやや弱いことなどもアイソザイムであるという

関係になります。好酸球の POD は結晶構造になるほどの高密度に含まれ、容易に放出されず、顆粒が飛び散った状態でも強い

POD 活性を呈するので好中球のものと異なった性質であることがわかります。 

一方、好塩基球顆粒が溶け出しやすく、そのため普通染色では、固定用のメタノール溶液に前もって塩基性色素が含まれた

ものでないと染まりにくいことが知られています。 

 

 

６．好中球アルカリホスファターゼ（NAP）は、好中球のどこに、なぜそこにあるのでしょうか？ 

この理由を実は、ある教科書には書いてあるのですが、教員経験者でないとなかなか読み取れない理由があります：「読書

百遍、その意、自から通ず」の諺（たとえ話）です。 

NAP は細胞内の小胞にある膜系酵素と呼ばれる一群で、顆粒の成分と異なり、超遠心分画でいうところの microsome（ミク

ロソーム）と呼ばれる超微構造の膜内部に結合して膜へ供給されています。加水分解酵素は至適 pH が重要なことは常識です

が、顆粒内に酸性で活性をもつ酵素とアルカリ性で活性を持つ酵素が混在するのは貪食後に不合理ですから、好中球は顆粒を

多種類持つ意義があると考えられます。 
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PODはアイソザイムで、一次、二次顆粒に合成時期が違う

好酸球は強
力なPOD

好塩基球は、
弱いPOD

好中球系
のPOD

紫～黄緑～橙
の顆粒がある
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７．多染性赤芽球から「正染性を経て正常赤血球になる」のでしょうか 

これは間違いない、と信じていませんか？ そう信じてもいいのですか、なぜそう信じたのですか？ 「教科書の行間を読

む」ことの大切さ：これも、例え話です。教科書では正染性赤芽球にカッコを付けて記述してあるのが意味を持ちます。スラ

イド 12 に骨髄像の正常な赤芽球系のできごと部分の参考データを示しました。 

赤芽球系は正染性を必ず経由するというのであれば、多染性赤芽球とほぼ同数だけ正染性赤芽球を経過中の状態がみえるは

ずです。正染性になったら直ちに脱核したということでしょうか？ そうであれば、末梢血に多染性赤血球が１％前後認めら

れる、これが新生赤血球にほぼ等しい数とは言えない事になって矛盾します。 

正常な赤芽球（normoblast：正赤芽球）は、多染性赤芽球で２回の細胞分裂を繰り返していることが核の大きさとクロマチ

ン塊（濃縮クロマチン）の様子から区別できます。多染性の程度も少し弱くなりますが、多染性の状態で脱核しています。 

その最後の分裂後の核は、強い濃縮を経て直系５μmまでになり、脱核している様子が散在して見て取れます。それより大

きい直径の核は、脱核の様子や証拠が見えてきません。 

正染性で脱核しているのは脱核の遅れであり、脱核できない場合は「無効造血」の一部と考えていいと思われます。 

 

８．正染性赤芽球はなぜできるのか 

 正染性赤芽球は脱核の遅れに相当し、骨髄抑制（脱核の遅れ）の原因が何か存在することを推定できます（ウイルス感染、

インターフェロン投与、薬剤性副作用）。抑制の典型は様々な癌の例で抗葉酸剤を使用された二次的所見として見えることが

あります。巨赤芽球を呈するのは続発性の葉酸代謝障害のためです（スライド 13,14）。 

 

正染性赤芽球は、なぜできるのか？

理解に必要な経緯

１．脱核とは、どういうできごとか（自発的分離、Mfが取り去る）
２．脱核の遅れとは（正常人でも少数は生じる：骨髄像基準値）
３．脱核できないと、どうなるか（無効造血となって、崩壊）
４．正染性巨赤芽球とは、どういう状態か（核/細胞質乖離）
５．正染性巨赤芽球の臨床的意義（DNA合成の遅れ）
６．正染性巨赤芽球を指摘できる細胞の例（巨赤芽球性貧血）
７．多染性巨赤芽球（様）細胞は、ありえないのか。骨髄異形成症候群：

MDSではどうだろうか（以下のとき、ありえます）
MDSは巨赤芽球性貧血と本質的な違いがあり、正染性で

はなく、多染性の巨赤芽球様細胞から多染性巨赤血球が生
じます。また、低色素性で多染性赤血球も鉄芽球性のときに
生じます。

13

正赤芽球は、１/１０相当が正染性
１．正染性とは赤血球と同じ色の細胞質

２．多染性赤芽球は、正染性より前で脱核して、
“多染性赤血球に変身”しました。

３．多染性の色調範囲の幅はどれくらい？

４．骨髄の赤芽球は、大部分が多染性という記
述は正しい。

５．多染性赤血球は、成熟赤血球よりも青い！
それは、どういう意味か？（ribosome）
６．青い成分は塩基好性物質（ｒRNA)

14

正常な赤芽球系のできごと
１．多染性赤芽球-（ 正染性赤芽球 ）-網状赤血球-赤血球 （教科書の記述：カッコの意味は）

２．骨髄像の実態（教科書の記述） （ ＊日野志朗先生は、大赤芽球も正赤芽球も分けない）
３．正染性赤芽球はなぜ生じるのでしょうか？

2.631.52.152.18小計１８．７０正染性

11.5018.312.6215.79多染性芽球

1.890.70.271.13塩基好性正赤

3.040.64.362.41小計 0.52正染性

1.680.33.161.76大赤芽球多染性芽球

1.220.31.140.45＊塩基好性大赤

0.10＜0.10.290.300.20前赤芽球

19.6021.320.1122.1119.70赤芽球合計

日野ら 宮田ら 平木ら 鎌谷ら 古庄ら

大赤芽球（中段）は正染性が増加し、正赤芽球系は激減した理由は何だろうか？

12
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９．巨赤芽球と巨赤芽球様細胞の本質的な違いは 

 巨赤芽球は薬剤中止や欠乏ビタミンの補充（VB12 注射）などでその原因が解消されると、急速に細胞分裂が可能になり、24

時間以内に１回目の細胞分裂で macroblast（大赤芽球）に移行します。次の分裂（注射後 48 時間以内）で正赤芽球に追いつ

きますから、正赤芽球数の増加になります。この結果、３日以内での正赤芽球の増加なので、溶血性貧血の赤芽球像に非常に

よく似ていますが、詳細に検索すると巨赤血球の存在と巨大後骨髄球および巨大杆状核球の存在が伴ったままなので３、４日

以内なら観察力があれば鑑別できます。 

骨髄球を通過したはずの「巨大後骨髄球および巨大杆状核球」は、DNA 合成はもはや停止されていて、造血ビタミンは無用

なので、すでに崩壊している裸核か、骨髄内で細胞死を迎える細胞（無効造血の一部）です。巨大杆状核球は、まれには「過

分節核（５～８分節）となって末梢血液へ出て行くのもありますから、初診時の末梢血で指摘すべき所見です。 

一方、巨赤芽球様細胞は遺伝子異常（大まかには染色体異常があるはず）に基づく赤芽球系の分裂異常ですから、造血ビタ

ミンには無反応で改善できず（不応性貧血の呼び名の由来）、Hb 合成も環状鉄芽球の存在では赤芽球自体が低色素性で、なお

かつ塩基好性の残存が強く、巨大な上に多染性なので、「塩基好性で巨赤血球」のものと「正染性の巨赤血球」の意義を理解 

しておくと鑑別できます（スライド 15、16）。参考までに「巨赤芽球性の形態所見

（www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/blood/610BM.Wld(PP).html）」を検索してみてください。                  

（その１、終わり）H.19.5.18.in Miyazaki 

問：骨髄像は赤芽球系から赤血球産生までに、何か、
できごとがあったようですが、推定できますか？

骨髄球のクロマ
チン濃縮が少し遅
れている印象もあ
ります。

１５

7μmの正赤血球

巨赤血球は原則として、直径12μm以上で正染性のはず

多染性巨赤血球はMDSを背景に

好中球系のクロマチン構造も異形成所見が

16
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（次回予告） 

10．巨核球は骨髄内で「血小板を産生する」のでしょうか？ 

11．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。果たしてそうか。 

それは巨核球系を重視するあまり、血液疾患というほどの異常がないという意味で、違うらしいというなら、なぜでしょう

か？ （細菌感染症の１つでも ITP が発症する事実確認） 

12．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？ それとも全く同じ

でしょうか。リボソームの存在様式の疑問点です。 

 

 


