
【MDSとは】
骨髄異形成症候群（myelodysplastic syndromes：以下
MDS）は　血球の形態異常と無効造血を特徴とする造
血幹細胞腫瘍である。　MDSは未熟な幹細胞に生じた
異常によって造血細胞の異常な増殖とアポトーシスが

引き起こり 1）無効造血 2）造血細胞の形態学的な異形
成 3）末梢血における血球減少といった特徴を生じる。
MDSの病態は多岐にわたり、急性骨髄性白血病
（AML）や骨髄増殖性腫瘍（MPN）などの腫瘍性疾患
や再生不良性貧血（AA）などの骨髄不全症候群との鑑
別が必要となるが、鑑別困難な症例もときに認められ

る。

MDSの病型分類はWHO分類により行われ、WHO分
類は 2017年に改定された。WHO分類 2017では病型
の名称変更が行われ、また赤芽球比率に関わらず芽球

比率の分母は全有核細胞（ANC）になった。
MDSを診断するための末梢血液像からのアプローチに
は、まずMDSの疾患概念とWHO分類 2017を理解し
ておく必要がある。そして血球減少の原因を検索し、

絞り込んでいくことが重要である。

【血球減少の定義】

血球減少の定義：好中球数 1800/μL未満、ヘモグロビ
ン濃度 13ｇ/ｄL未満（男性）または 12ｇ/ｄL未満
（女性）、血小板数 15万/μL未満
血球減少は 2017年に厚生労働省から発表された
MDS診療の参照ガイドでの定義がわが国では広く用い
られている。WHO分類 2017に比べ大幅にゆるくなっ
ているが、より早期の診断を目指した変更と推測され

る。

【血球減少の鑑別】

・貧血の鑑別診断：MCVで貧血の原因が何であるか大
別し、血清鉄・ TIBC（UIBC）・フェリチン、網状赤
血球数、ビタミン B12・葉酸などの増減があるか検査
結果を確認する。

・血小板減少の鑑別診断：末梢血塗抹標本の目視での

確認、凝固検査、既往歴、薬物投与歴、治療歴、自己

抗体などの検査結果・情報を確認する。

・白血球減少の鑑別診断：好中球減少がないか、芽球

の出現がないか、汎血球減少になっていないか、異形

成がないか、脾腫、感染症、自己免疫性疾患、薬物治

療歴がないかを確認する。

【形態学的異形成】

形態学的異形成はカテゴリー Aとカテゴリー Bに分類
される。カテゴリー AはMDSに特異性が高いとされ
る。カテゴリー BはMDS以外の疾患でも出現するが、
10％以上の頻度で認められる場合にはMDSが示唆さ
れる異形成である。

カテゴリー A：低分葉（偽ペルゲル核異常）好中球、
脱顆粒（無～低顆粒）好中球、微小巨核球、環状鉄芽

球

カテゴリー B：（代表例）過分葉好中球、小型または
大型好中球、単核巨核球、分離多核巨核球、巨赤芽球

（様）変化、核断片化（赤芽球）、多核赤芽球、核間

架橋（赤芽球）など

【MDSにおける末梢血液像の観察】
末梢血液検査において重要なことは、MDSの特徴を理
解し、血球減少と形態学的異形成を捉えることである。

CBC、スキャッタグラムなどのデータから「正常との
違い」を感じ、もしかしてMDSかも？と想定し、血
液像で異形成を捉え、骨髄検査へ導いていただきたい。

当日はMDSの疾患概念とMDSの末梢血でのポイント、
当院のMDS症例のスキャッタグラムと異形成などを
紹介する。

連絡先 0859-38-6822

MDSを末梢血液検査からアプローチ

～CBC、スキャッタグラム、形態～
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骨髄異形成症候群（myelodysplastic syndromes：以下
MDS）は，異形成を伴う造血細胞の異常な増殖とアポ
トーシスによる細胞死によって特徴づけられる造血器

腫瘍である。また、特徴として無効造血・造血細胞の

形態学的な異形成・末梢における血球減少を持つ骨髄

のクローン性腫瘍疾患であり、しばしば急性骨髄性白

血病（acute myeloid leukemia:AML）へ移行する。
MDSの病態は多岐にわたり、AMLや骨髄増殖性腫瘍
（myeloproliferativeneoplasm: MPN）などの腫瘍性疾患
や再生不良性貧血（aplastic anemia: AA）などの骨髄不
全症候群との鑑別が必要となるが、鑑別困難な症例も

ときに認められる。

今回のシンポジウム全体の内容としては『MDS診断
へのアプローチ』と題して末梢血・骨髄・鑑別疾患な

ど多方向からのアプローチに焦点を当ててお話してい

く。私の与えられた小題としてMDSへの『骨髄検査』
からのアプローチとなっており、まずは信頼性のある

骨髄標本の作製が必要となるため脂肪滴の混入や末梢

血混入の際の実標本の提示、骨髄微小片からの細胞密

度の観察方法の提示を行う。次に末梢血での検査値

（白血球数増減・貧血、多血・血小板増減）や細胞像

から骨髄標本を観察した際の疾患を限定していく考え

方の構築や無効造血とはどういう際に考えるのかなど

の提示を行う。次に標本観察時に着眼すべき多種多様

な異形成所見の紹介をお話する。異形成にはMDSに
有意なものとそうでないものも含まれており、それら

の組み合わせで異形成所見の評価を行う必要がある。

これらのことから臨床検査技師は骨髄像からまず異形

成の有無を鑑別し、その後出現する異形成がMDSに
有意なのかどうかのカテゴライズする必要があるため、

精度よく異形成評価することに我々の判読能力が必要

となってくるのである。次に骨髄像より知りえる異形

成頻度、優位に増減している血球系統の判断はもちろ

んのこと芽球比率や染色体異常の存在から診断確度を

区分していく必要があるため、芽球の判定基準や

MDSに有意な染色体異常の紹介を行い、それらを用い
て診断確定までの流れを提示していく。最後に

MDS各論の紹介、また前述した内容を踏まえたうえで
実症例での活用などをお話しする。また骨髄検査から

MDSへのアプローチはもちろんのこと、末梢血でのア

プローチやそれらを踏まえて類縁疾患の存在もある中

でどのように診断に必要な検査を提供していけるのか

などをシンポジウム全体通して総合的に話を進めてい

く。

骨髄検査に従事しておらずMDSに触れる機会の少
なかった技師の方々などへ末梢血には末梢血の、骨髄

には骨髄のアプローチ方法があり、またその他診断要

因、補助要因でも十分に判断することは可能であるた

め、本会を通して皆様の『MDSかもしれない』が増え
ればと考えている。

(連絡先：検査室直通 088-855-8770)

MDS診断へのアプローチ～骨髄検査編～
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骨髄異形成症候群（myelodysplastic syndromes：MDS）
は，無効造血による末梢血での血球減少と腫瘍細胞の

形態学的な異形成を特徴とした造血器腫瘍である．

MDSは遺伝子変異が段階的に獲得されることで発症し，
その遺伝子変異の組み合わせによってMDSの多様性，
病期の進展が引き起こされると考えられている．この

多様性が類縁疾患との鑑別を困難にしている一因でも

ある．

鑑別疾患としては，慢性の血球減少を呈し，反応性の

形態異常を来たしうる疾患はすべて除外対象であり，

急性骨髄性白血病，骨髄増殖性腫瘍，再生不良性貧血

（Aplastic anemia：AA），巨赤芽球性貧血などの血液
疾患はもちろんのこと，感染症や炎症性疾患，肝疾患

やアルコール過剰摂取，栄養障害，薬剤性など多岐に

渡る．今回，これらの鑑別すべき疾患すべてについて

解説することは時間的に出来ないが，具体的な症例を

用いてカテゴリー Aである環状鉄芽球，低分葉好中球
（偽ペルゲル核異常）や無または低顆粒好中球（脱顆

粒），そして微小巨核球は本当にMDSに特異的なの
か？を検証していきたい．

また，低形成MDSと AAの鑑別診断を通じて，両疾
患の病態の違いや骨髄不全症について整理したい．

MDSは前述したように造血幹細胞または骨髄前駆細胞
の遺伝子変異によるクローナルな造血障害で，血球の

形態異常を伴う．一方，AAは自己免疫機序による造
血幹細胞の障害で，骨髄の低形成と末梢血での汎血球

減少を特徴とする．本来，MDSと AAの発症機序は異
なるが，MDSの一部にも免疫病態が関与し，骨髄の低
形成を来たす症例があり，AAの中にも染色体異常を
持ち，赤芽球に軽度の異形成を呈するものがあるなど，

両疾患の間には病態の重複がみられる．このように，

造血幹細胞の減少または異常によって，血球の産生が

持続的に低下した病態を総称して骨髄不全症と呼び，

後天性の骨髄不全症にMDS，AA，発作性夜間血色素
尿症が分類される．また，これらの疾患は境界が不明

瞭で，病型の移行が見られることもあるなど，従来の

定義通りにMDSと AAを明瞭に鑑別できない症例も
あるため，遺伝子解析の応用による今後の病態解明が

待たれる．

以下，本講演で使用する症例①～③を提示する．

症例①：環状鉄芽球 56%，巨赤芽球様変化，空胞変性
あり．

60代，男性，胃全摘後 4年．
主訴：下肢の脱力感，ふらつき、転倒しやすくなった．

CBC：WBC 4.2×10^3/µL，RBC 2.38×10^6/µL，Hb 
8.0g/dL，Ht 23.8%，MCV 100.0fL，MCH 33.6pg，
MCHC 33.6g/dL，PLT 132×10^3/µL
末梢血分類：Seg 61.0%，Lym 33.0%，Mono 6.0%
生化学：AST 17U/L，ALT 14U/L，LD 178U/L，T-BIL 
0.4mg/dL，CRP 0.223mg/dL

症例②：偽ペルゲル核異常および脱顆粒あり，末梢血

に Blast 3.0%（アウエル小体+）．
50代，男性，既往歴なし．
主訴：全身倦怠感，不明熱（37～38度）．
CBC：WBC 6.1×10^3/µL，RBC 2.46×10^6/µL，Hb 
9.4g/dL，Ht 28.2%，MCV 114.6fL，MCH 38.2pg，
MCHC 33.3g/dL，PLT 32×10^3/µL
末梢血分類：Band 3.0%，Seg 44.0%，Lym 43.5%，
Mono 2.5%，Meta 2.0%，Myelo 2.0%，Blast 3.0%
生化学：AST 16U/L，ALT 17U/L，LD 680U/L，T-BIL 
0.5mg/dL，CRP 9.718mg/dL

症例③：低形成，PNH型血球（顆粒球，赤血球）陽性．
70代，男性．
主訴：労作時息切れ，近医で汎血球減少を指摘され紹

介．

CBC：WBC 2.9×10^3/µL，RBC 3.18×10^6/µL，Hb 
11.3g/dL，Ht 33.2%，MCV 104.4fL，MCH 35.5pg，
MCHC 34.0g/dL，PLT 39×10^3/µL
末梢血分類：Band 1.0%，Seg 61.0%，Lym 31.0%，
Mono 6.0%，R-Lym 1.0%
生化学：AST 30U/L，ALT 19U/L，LD 228U/L，T-BIL 
0.6mg/dL，CRP 0.015mg/dL

検査データや形態学的所見を基にMDSの鑑別診断を
行うことで，臨床検査的な診断アプローチを復習する

とともに，MDSの病態理解の一助になれば幸いである．

連絡先：082-221-2291（内線 5416）

MDSの鑑別診断にいどむ
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