
リンパ節細胞診検査の
スキルアップ

群馬県立がんセンター 病理検査課

土田 秀



本日の内容

・ 検体取扱い

・ 反応性病変

・ 腫瘍性病変

・ 症例提示



リンパ節の細胞診の役割

・ 悪性リンパ腫は治療薬や治療方法の進歩により，
早期に的確な診断がなされれば，多くの症例で
良好な治療結果が期待できるようになってきた．

・ 悪性リンパ腫の診断は病理組織学的になされるのが
基本であるが，リンパ節病変の診断では細胞診の
果す役割も大きい．

・ リンパ節病変の細胞診で最も重要なことは，
穿刺吸引細胞診で
良性疾患および腫瘍の転移を確実に診断すること，
悪性リンパ腫を疑う場合は組織学的検索のための
リンパ節生検を誘導すること．



穿刺吸引細胞診
目的

良悪性の推定を的確に行い，

組織学的な検索であるリンパ節生検が必要か否かの判断．

標本作製法

・引き伸ばし法

・すり合わせ法

血液の混入が多い場合に適する．

・合わせ法

細胞の重なりが高度でGiemsa染色は不向き．

Pap.染色は転移性腫瘍である癌細胞の観察に優れる．



・液状化細胞診（LBC）法

Giemsa染色標本は作製不能．

新たな未染標本の作成が可能．

免疫組織細胞化学的検索や分子病理学的検索等．

それぞれの方法には利点・欠点があり，
Pap.染色，Giemsa 染色に適した方法を選択し，
臨機応変に検体処理にあたることが重要．



穿刺部位の細胞が混在して標本に出現する．

穿刺吸引細胞診標本



捺印細胞診

目的
組織診の補助的役割．
詳細な細胞形態情報を得るため．
穿刺吸引細胞診標本の診断にフィードバック．
迅速診断

標本作成法
・捺印法
リンパ節に割を入れた直後の
新鮮な割面の捺印が望ましい．
表面が乾いたら，
新たな割面で捺印する．



捺印細胞診標本

細胞分布はある程度組織を反映した細胞診標本．



乾燥再水和処理法
微小検体で捺印など標本作製中に細胞の乾燥が予想される．

標本乾燥後，
生理的食塩水に30秒間浸透，
通常のアルコール固定．

通常処理 ×40 乾燥後湿固定 ×40 再水和処理×40



リンパ節の処理・保存法

細胞浮遊液
・FCM
・染色体検査
・培養
・機能検査
・捺印標本

最大割面（幅3～5mm）
・病理組織検査

10%ホルマリン固定

新鮮材料
・凍結保存
・遺伝子検査
・免疫染色

必要に応じて
・電子顕微鏡検査

3％グルタールアルデヒド

必要に応じて
・微生物学的検査



明調域

暗調域

マントル層

リンパ節の基本構造

被膜化下にBリンパ球を主体としたリンパ濾胞が形成される．
明るくみえる胚中心と胚中心を取り囲むマントル層からなる．
胚中心は暗調域と明調域に分けられる．

辺縁洞



暗調域 ×100 明調域 ×100

マントル層 ×100 副皮質 ×100

胚中心芽球

濾胞樹状細胞（FDC）

胚中心細胞

小リンパ球 小リンパ球



リンパ球系細胞の分類

栗田宗次，他．悪性リンパ腫細胞診アトラス，名古屋大学出版会，1994

小リンパ球
リンパ球を構成する細胞で最も小さい．
大多数を占め，
マントル層や副皮質領域の小リンパ球が相当．
核径8μm（Pap.染色5μm）前後，円形から類円形核，
クロマチン凝集は高度，核小体は目立たない，
細胞質は狭小で弱塩基性，
萎縮の著しい濃縮状の小リンパ球も含まれる．

中型リンパ球
核径10μm前後（Pap.染色5～7μm） ，
細胞径13～15μm．
胚中心に存在する胚中心細胞が相当．
核は類円形からくびれ状，
核クロマチン凝集は小リンパ球に比べ軽度．
核小体を認めるものと認めないものがある．

リンパ芽球
類円形核，
核縁は薄く核クロマチンは微細で密に分布し淡染する．
小型核小体を認めるものが多い．
細胞質は狭小でN/C比は高い．
非腫瘍性のリンパ節では判定困難．



リンパ球系細胞の分類

栗田宗次，他．悪性リンパ腫細胞診アトラス，名古屋大学出版会，1994

大型類リンパ球
細胞径15～20μm （Pap.染色8μm以上）
類円形から多辺形を示す大型のリンパ球．
クロマチン凝集は軽度で細網状．
1～複数個の中型核小体
胚中心を構成する胚中心芽球，
副皮質領域の芽球化したT細胞．

免疫芽球
大型類リンパ球よりも大型で，
豊富な好塩基性の細胞質を有する．
細胞径20～30μm．
核クロマチン凝集は中等度で細網状，
1～2個の大型核小体．

形質細胞
偏在性の核，車軸状を呈する核クロマチン凝集．
細胞質はGiemsa染色では好塩基性，
Pap.染色でライトグリーン強染性．核周明庭．

類形質細胞
大型リンパ類球大の細胞で細胞形態が形質細胞に類似．



大型類リンパ球

免疫芽球

小リンパ球

核濃縮小リンパ球

免疫芽球

大型類リンパ球

小リンパ球



リンパ節細胞診の進め方

臨床情報の確認
・ リンパ節腫脹の時期や腫脹パターン
・ 圧痛の有無，限局性か全身性，増大傾向の有無

若年者で有痛性腫脹：炎症性，

高齢者で無痛性腫脹：腫瘍性
局所的な大きなリンパ節腫脹：B細胞リンパ腫，
小さいリンパ節（2cm以下）が全身性に腫脹：T細胞リンパ腫

・ 血清LDHおよび可溶性IL-2レセプターの値
血性LDHが基準値内または軽度上昇：非腫瘍性もしくは

低悪性度リンパ腫
血性LDHが高値 ：高悪性度リンパ腫
可溶性IL-2レセプターが高値 ：悪性リンパ腫
ホジキンリンパ腫は両者とも著しい異常値になることは少ない．



標本の観察
・ 弱拡大で全体像を観察 対物×10倍
・ 癌やホジキンリンパ腫を思わせる大型異常細胞の有無

・ 強拡大で個々の細胞観察 対物×40倍，100倍
・ 非腫瘍性小リンパ球の確認と出現率

多い（70％以上）か少ないか
・ 多彩な細胞像か単調な細胞像か
・ 中型～大型リンパ球の異常の有無，出現率
・ 異常と判定した細胞の割合，形状，均一性，N/C比，

核型不整，核クロマチン，核小体，細胞質の性状など
・ その他の細胞（組織球，核片貪食組織球：TBM，

濾胞樹状細胞:follicular dendritic cell：FDC，
形質細胞，好酸球，好中球）の出現の有無，出現率

以上の総合判定



重要所見
第一判定基準 非腫瘍性小リンパ球の出現率
○ 反応性70％以上，悪性リンパ腫は以下

第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か
○ 多彩：反応性，一部の悪性リンパ腫
○ 単調：悪性リンパ腫

第三判定基準 核型不整
○ 高度：悪性リンパ腫

副所見
その他判定基準
○ 組織球，TBM，LHAの出現：反応性に多い
○ 形質細胞，好酸球の出現：ホジキンリンパ腫，

T細胞リンパ腫に多い
LHA：Lymphohistiocytic aggregates
リンパ球，濾胞樹状細胞，組織球（TBM）が一塊となった集塊．胚中心の存在が示唆される．
良性リンパ節病変の約70％に出現（濾胞性リンパ腫でも出現することがある）



細胞診が診断に有用な疾患

・細胞診が診断に有用なのは

・病変特異性の高い細胞や背景所見が

出現する疾患．

・臨床所見を参考にできる疾患．

・細胞診は

・長所：個々の細胞の詳細な観察は容易．

・短所：組織構造が評価しにくい．



非腫瘍性病変

・ 反応性リンパ濾胞過形成

・ Castleman病・硝子血管型

・サルコイドーシス

・菊池病

・ Piringer節炎

・猫引っかき病

・結核性リンパ節炎

・皮膚病性リンパ節症

公益社団法人日本臨床細胞学会編 細胞診ガイドライン4 金原出版株式会社



反応性リンパ濾胞過形成

・ 最もよく遭遇する反応性リンパ増殖疾患．

・ 小児や若年者ではごく普通にみられ，

・ ウイルス感染等の既往を有することが多く，

・ 痛みを伴う急速なリンパ節腫脹．

・ 限局性が多い．

・ 中高齢者では関節リウマチ，

Epstein-Barr（EB）ウイルス，

後天性免疫不全ウイルス感染．

・ 担癌患者の表在リンパ節にもみられることがある．



反応性リンパ濾胞過形成と濾胞性リンパ腫の
鑑別に有用な臨床所見

反応性リンパ濾胞過形成 濾胞性リンパ腫

年 齢 若年 高齢者

痛 み あり なし

触診所見 柔らかく，可動性がある 硬く，可動性がない

発 症 急激 ゆっくりと進行性

既 往 歴
あり

(ウイルス感染や炎症性疾患)
全身症状はない

部 位 限局性 全身性

60歳を超えると関節リウマチやHIV感染症などを除けば
反応性リンパ濾胞増生は稀．



反応性濾胞とGrade1/2の濾胞性リンパ腫の
鑑別のための組織所見

反応性胚中心 腫瘍性胚中心

リンパ節の基本構造 保たれている 消失

マントル層 明瞭 欠如あるいは薄い

胚中心の極性 保たれている 消失

胚中心の構成細胞
胚中心芽球 >
胚中心細胞

胚中心細胞 >
胚中心芽球

FDC あり あり

核分裂像 多い 非常に少ない

TBM しばしば多数 なし

リンパ節外の胚中心形成 非常に稀 しばしば



・反応性リンパ濾胞過形成と濾胞性リンパ腫の
鑑別は細胞診では難しいとされる．

・細胞標本では組織標本で確認しうる
反応性リンパ胚中心に特徴的な
胚中心の極性を確認できないからである．

明調帯

暗調帯

非腫瘍性の濾胞胚中心は
極性がみられる（H.E.×10）

反応性リンパ濾胞過形成
（Pap.×10）

濾胞性リンパ腫
（Pap.×10）



FDC

核分裂像

過形成胚中心（Pap.×100）

TBM

反応性リンパ濾胞過形成



FDC

濾胞性リンパ腫（Pap.x100）

細胞標本では胚中心の極性は読めないが

・反応性濾胞過形成との鑑別が

問題となる，比較的小型の

細胞を主とする濾胞性リンパ腫

Grade1/2とは，

・FDCを見出し胚中心を確認し，

・胚中心芽球を比較的多く認め，

・多数の核分裂と

TBMを認める症例は，

・悪性リンパ腫を推定することは

避けられると思われる．



反応性胚中心 腫瘍性胚中心

重要所見

第一判定基準 非腫瘍性小型リンパ球の出現率

第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か

第三判定基準 核型不整

Pap.×100 Pap.×100

その他判定基準

TBM，核分裂像の有無と出現率



類上皮細胞の出現する疾患は
その組織像を反映することがある

・ サルコイドーシス：類上皮細胞の集塊は大きく，

壊死や好中球の出現はみられない．

・ 結核性リンパ節炎：類上皮細胞の集塊は大きく，

背景に乾酪壊死を認める．

・ Piringerリンパ節炎：類上皮細胞の集塊は小さく，

背景に単球様B細胞や胚中心構成要素を認める．

・ 猫引っかき病：類上皮細胞の集塊の大きさは

時期によって異なり，背景に好中球がみられ

単球様B細胞を認めることがある．



類上皮細胞は広く淡明な細胞質を有し，
卵円形と紡錘形の2種類の核がみられる．

Pap.×40 Pap.×100

類上皮細胞



類上皮細胞が小集塊で出現する疾患
Piringerリンパ節炎

・ 猫を介した後天性トキソプラズマ感染によるリンパ節炎．

・ 臨床的には，耳後部のリンパ節の腫脹を来す事が多く，

猫の飼育歴があるかを聴くことが重要である．

・ 病理学的特徴は,リンパ濾胞増生，単球様B細胞の増殖巣，

類上皮細胞の小集簇巣

(胚中心内に見られる所見は本疾患に特徴的)がみられる．

*伝染性単核球症では同様の組織像を呈することがある．

・ 穿刺吸引細胞診の有用性は高く，

感度81.8%，特異度98.8%とする報告もあり，

・ 類上皮細胞の小集塊の出現は診断的価値が高い．



（H.E.×4）

胚中心内の類上皮細胞
（小集塊）

濾胞間に分布する単球様B細胞

過形成性の胚中心

Piringerリンパ節炎



単球様B細胞
・ Piringerリンパ節炎のほか，HIV感染，猫引っかき病，

伝染性単核球症でも出現する．
・ 中型で腎形の核，1-3個の小さな核小体，淡明で広い

細胞質をもつstandard typeと，
・ 大型で類円形の核，水泡状のクロマチン，

1-3個の中型の核小体をもち胚中心細胞に類似する
large cell typeがある．

・ 単球様B細胞の増殖巣には好中球，
形質細胞，組織球を伴う．

・ 髄洞，辺縁洞や濾胞間に分布する．
・ large cell typeが多数見られる場合，

悪性リンパ腫との鑑別に迷う場合もある．
・ 非腫瘍性の単球様B細胞はbcl-2/CD43は陰性である．
・ 細胞診標本ではGiemsa染色がみやすい．



*

胚中心

*

BCL-2×4

胚中心

H.E.×4

H.E.×100

M.G.×100



単球様B細胞に加え好中球や組織球がみられ，
単球様B細胞の増殖巣を反映

組織球

好中球
単球様B細胞

M.G.×40

Piringerリンパ節炎



・ 10数個程度からなる類上皮細胞の小集塊．
・ 類上皮細胞は卵円形・紡錘形の2種類の核がみられる．

Pap.×40

Piringerリンパ節炎



胚中心内の類上皮細胞の小集簇巣を反映する
胚中心芽球と類上皮細胞．

FDC

Piringerリンパ節炎

Pap.×100Pap.×100



類上皮細胞が大きな集塊で出現する疾患
サルコイドーシス

・ 原因不明の非乾酪壊死性の

類上皮細胞肉芽腫病変の形成を主徴とする全身性疾患．

・ 男女比は1：2で女性に多い．

・ リンパ節では肺門部が高頻度に侵され，

両側の肺門リンパ節腫脹が認められる．

・ 癌所属リンパ節のサルコイド様反応も同様の

細胞所見を呈する．



サルコイドーシス

H.E. ×20 CD68 ×20

小リンパ球，類上皮細胞の集簇巣，ラングハンス型多核巨細胞．



Pap.×40Pap. ×40 Pap. ×100

サルコイドーシス

Pap. ×100

背景のリンパ球は小リンパ球
類上皮細胞の集簇，ラングハンス型多核巨細胞



・ 猫などに引っかかれた後，所属リンパ節に

みられる化膿性リンパ節炎であるが，

・ 秋から冬にかけて多いという季節性，

・ 猫などの動物との接触歴，

・ 病理学的に2種類の膿瘍形成性肉芽腫が存在し，

・ 起炎菌の多くはBartonella henselae である．

・ Bartonella henselaeとBartonella Quintana，

2種の起炎菌で同様の組織像を呈する．

類上皮細胞の集塊の大きさが

時期により異なる疾患
猫引っかき病



猫引っかき病の膿瘍形成性肉芽腫

・ 早期膿瘍：

膿瘍を囲む類上皮細胞の集簇巣は薄く疎で，

膿瘍の辺縁に大型の単球様B細胞が多数みられる．

・ 後期膿瘍：

膿瘍を囲む類上皮細胞の集簇巣は厚く密で，

膿瘍内には単球様B細胞は少数含まれるか

あるいはみられない．

・ 2種類の膿瘍が混在することがある．



類上皮細胞肉芽腫は薄く，類上皮細胞は疎に分布する．
壊死巣付近に多数の単球様B細胞がみられる．

早期膿瘍

H.E. ×10 H.E. ×40



単球様B細胞

早期膿瘍

好中球

組織球 大小のリンパ球



類上皮細胞の小集簇巣

H.E. ×40

早期膿瘍



・ 菊池病とは好中球が多数みられる点が異なる．

・ 単球様B細胞が多数みられる

Piringerリンパ節炎では，

猫引っかき病に比べて

出現する好中球が非常に少ない．

・ 大型の細胞が多数みられる場合は

悪性リンパ腫との鑑別も必要であるが，

リンパ球は小リンパ球が中心．

早期膿瘍の鑑別疾患



膿瘍を囲む類上皮細胞の層は厚い．
単球様B細胞はごく少数あるいはみられない．

後期膿瘍

H.E. ×10 H.E. ×40



上皮細胞の大きな集簇に
リンパ球や好中球が絡みつくようにみられる．

後期膿瘍

好中球



後期膿瘍の鑑別疾患

結核性リンパ節炎

後期膿瘍の中には好中球を欠き，
乾酪壊死に類似の所見を示す場合があり，
結核性リンパ節炎と鑑別困難な症例は存在する．



菊池病
三日月型の組織球が出現する疾患

・ 10歳以下～40歳代（平均25～30歳）までに発症．

・ 女性にやや多く，

・ 原因不明の微熱，高熱を伴い，

・ 可動性，有痛性の数個連なるリンパ節腫脹．

・ 大部分は頸部リンパ節が侵される．

・ 経過に差はあるが自然寛解する．

・ 血清LDHの上昇が比較的多くの症例でみられ，

特に壊死病変が高度な症例に多い．

・ 穿刺吸引細胞診の有用性が非常に高い．



菊池病

・ 壊死巣に大型のＴリンパ球，小型リンパ球，

組織球や中型でリンパ芽球に類似した

形質細胞様樹状細胞がアポトーシスを伴い出現する．

・ 好中球や肉芽腫形成はみられず，

形質細胞はみられても少数．

・ 初期病変が悪性リンパ腫と鑑別を要する．

・ 好中球は出現しない. 



菊池病

リンパ濾胞を温存し境界明瞭な病変．
多数の貪食組織球，大小のリンパ球．
Myeloperoxidase陽性組織球．

H.E. ×5 H.E. ×100
Myeloperoxidase 
×60



菊池病

大小のリンパ球（主体は小リンパ球）
多数の貪食組織球．

Pap. ×40



菊池病

小リンパ球を主体とした大小のリンパ球．
三日月状の核を有する核片貪食組織球．

Pap. ×100 W.G.. ×100



・ 男性に圧倒的に多く，

年齢分布は10歳から30歳代に多い．

・ 発生部位は頭頸部，上下肢に多いが，

特に耳下腺，顎下腺領域に好発する．

・ 多くは無痛性の腫瘤が主症状で，

大きさは雀卵大から超手拳大に達する．

・ 腫瘤の摘出後の再発は約3分の1の症例にみられる．

・ 末梢血の好酸球増多，IgEの増加がみられるが，

腫瘤摘出後は多くの症例で減少する．

木村病
多数の好酸球が出現する疾患



木村病

・ リンパ濾胞の増生と著しい好酸球の浸潤がみられ，

時に濾胞内外に好酸球膿瘍を形成する．

・ リンパ濾胞は胚中心を有し，

好酸性物質の網状沈着がみられる．

・ 好酸球を主とする細胞浸潤が胚中心を巻き込み

胚中心の崩壊がみられる（follicular lysis）．

・ 胚中心には多核細胞（Warthin- Finkeldey型）が

出現する．

・ 濾胞間には肥満細胞が増加．



胚中心への好酸球侵入像（Eosinophilic follicular lysis）

木村病

H.E. ×10 H.E. ×40



木村病

多数の好酸球



好酸球

FDC

胚中心内の好酸球

木村病

胚中心芽球



木村病は穿刺吸引で診断可能

・ 大小のリンパ球に加え，多数の好酸球の出現．

・ 初発時には好酸球の多い悪性リンパ腫，

Langerhans 組織球症などの除外のため生検が必要．

・ 再発時に有効．

・ 臨床所見が参考になる．



細胞診が診断に有用と考えられる
リンパ増殖疾患に出現する特徴的な細胞と背景所見

疾患 所見

Piringerリンパ節炎* 類上皮細胞の小集塊，単球様B細胞，胚中心構成要素

猫ひっかき病* 類上皮細胞の大小の集塊，単球様B細胞，好中球

サルイコイドーシス* # 類上皮細胞の大きな集塊

結核* 類上皮細胞の大きな集塊，乾酪壊死

反応性リンパ濾胞過形成** 胚中心構成要素

木村病** 好酸球，Warthin-Finkeldey型多核細胞，
繊維性組織, 胚中心構成要素

Castleman腫瘤硝子血管型** 核腫大した濾胞樹状細胞

菊池病* 三日月形の核を持つ組織球，アポトーシス

皮膚病性リンパ節症* Interdigitating dendritic cells，メラニン，鉄

*  細胞診が診断の確定に有用と考えられる疾患．
** 細胞診が補助診断として有用であると考えられている疾患．
#  サルコイド様反応も同様の細胞所見を呈する．



悪性リンパ腫

・ びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

・バーキットリンパ腫

・濾胞性リンパ腫

・マントル細胞リンパ腫

・節性辺縁帯リンパ腫

・血管免疫芽球性T細胞リンパ腫

・ホジキンリンパ腫

・形質細胞腫



びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

臨床
・ 本邦でも多くみられる最も頻度の高いリンパ腫．
・ 悪性リンパ腫の30～40％，

B細胞リンパ腫の40～50％を占める．
・ あらゆる年齢層に認められるが，小児には稀．

60～70歳代を中心とした中高年齢層に多く，
・ 男性がやや多い．
・ 急速なリンパ節腫脹の増大．
・ 約1/3でB症状（発熱，体重減少，盗汗）のうち

1つ以上を認める．
・ 血清LDHおよび可溶性IL-2レセプターの上昇．

（diffuse large B-cell lymphoma；DLBCL）



びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
（diffuse large B-cell lymphoma；DLBCL）

病理

・ 正常マクロファージの核と同等あるいはそれ以上，

あるいは小リンパ球の2倍以上の大きさの

核をもつ大型異型B細胞が

びまん性に増殖している腫瘍．

・ 大型細胞の形態から，

中心芽球型，免疫芽球型，未分化型などの

亜型に分けられる．



DLBCL（中心芽球型）

大型（小リンパ球の2倍以上）異型細胞が単調に出現．
背景にlymphoglandular body

Pap. ×40



DLBCL（中心芽球型）

大型異型細胞が単調に出現し色調も比較的単調．

W.G. ×40



DLBCL（中心芽球型）

核クロマチンは微細で不均等に凝集．
1から複数の核小体，核膜に付着．

Pap. ×100



DLBCL（中心芽球型）

細胞質は好塩基性，単調な色調．

W.G. ×100



DLBCL（免疫芽球型）

大型異型細胞が単調に出現．
背景にlymphoglandular body

Pap. ×40



DLBCL（免疫芽球型）

小リンパ球が混在し，やや多彩な色調．

W.G. ×40



DLBCL（免疫芽球型）

類円形で偏在性の核，核クロマチンは微細で不均等に凝集．
中型～大型で明瞭な核小体．核形不整．

Pap. ×100



DLBCL（免疫芽球型）

類円形で偏在性の核，中型～大型で明瞭な核小体．
細胞質は好塩基性，

W.G. ×100



DLBCLの鑑別診断

融合性に出現した場合は癌との鑑別が問題となる．
背景の壊死の有無，lymphoglandular bodyの出現，N/C比．
結合性の有無の確認はGiemsa染色が有用．

Pap. ×100Pap. ×40

W.G. ×100



第一判定基準 非腫瘍性小リンパ球の出現率 少ない
第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か 単調
第三判定基準 核型不整 あり（著明）

×100 ×100

DLBCL

Pap. ×100Pap. ×40



バーキットリンパ腫

臨床
・ 悪性リンパ腫の1～2％で，
・ 小児では悪性リンパ腫の25～40％を占める．
・ 男女比は2.5：1と男性に多い．
・ 後天性免疫不全症候群（AIDS）患者に

合併するリンパ腫として頻度が高い．
・ 腫瘍の増殖はきわめて速く，骨髄，

中枢神経系へ浸潤し，
・ 進行期では血清LDH，可溶性IL-2レセプターは

急速に上昇する．

（Burkit lymphoma；BL）



バーキットリンパ腫

病理

・ リンパ腫細胞のびまん性融合性増殖を示す．

・ 核片を貪食するマクロファージが非常に多く，

starry sky （星空）像を示す．

・ 腫瘍細胞は組織球の核よりやや小型から同程度の

大きさで均一，

・ 核は類円形でわずかなくびれを示す細胞が混在する．

・ 核膜は薄く，核クロマチンは粗顆粒状，

2～5個程度の小型核小体がみられることが多い．

（Burkit lymphoma；BL）



BL

H.E. ×20 H.E. ×100

腫瘍細胞の核は組織球の核より小型，もしくは同程度．
中型異型細胞が単調に出現．TBMの混在（starry sky像）．



BL

組織球の核と同程度の中型異型細胞が単調に出現．TBMの混在．
背景にlymphoglandular body

Pap. ×40



BL

中型異型細胞が単調に出現．TBMの混在．
Giemsa染色標本では単調な色調．

W.G. ×40



BL

核小体のみられる中型異型細胞が単調に出現．
TBMの混在

Pap. ×100



BL

中型異型細胞が単調に出現．
Giemsa染色で細胞質は好塩基性，脂肪空胞．

W.G. ×100



第一判定基準 非腫瘍性小リンパ球の出現率 少ない
第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か 単調
第三判定基準 核型不整 あり
その他判定基準 TBM，好塩基性細胞質，脂肪空胞

Pap.×40 W.G.×100

BL



濾胞性リンパ腫
（follicular lymphoma；FL）

臨床
・ 本邦の悪性リンパ腫の13.5％を占める．
・ 代表的な低悪性度B細胞性リンパ腫．
・ 発症年齢中央値は60歳代で，

20歳以下の若年者の発症は稀．
・ 男女比は1：1.7と女性に多い．
・ 基本病態は多発性リンパ節腫大を生ずる節性リンパ腫．

後腹膜・腸管膜リンパ節の発生は限局的だが，
巨大腫瘤（10cm以上）のことも多い．

・ 血清LDHおよび可溶性IL-2レセプターは
基準内～軽度上昇．



濾胞性リンパ腫の原発/主病変部位

116
55
23
38
14
8
1

悪性リンパ腫 臨床と病理 –WHO分類（第4版）に基づいて- 先端医学社

頸部
後腹膜，傍大動脈領域
腸間膜領域
鼠径・大腿部
骨盤腔，傍腸骨動脈域
腋窩部
鎖骨下



濾胞性リンパ腫
（follicular lymphoma；FL）

・ 胚中心B細胞を起源とし，病変の一部に濾胞構造をみる．

・ リンパ節割面の弱拡大像で

胚中心様構造の密な増生を認める．

・ 腫瘍細胞は胚中心細胞と胚中心芽細胞からなり，

正常胚中心と同様に濾胞樹状細胞の介在を認める．

・ 高倍率視野で中心芽細胞の割合によりgrade分類される．

grade 1：胚中心芽細胞が5個以下 / 強拡大

grade 2：胚中心芽細胞が6～15個 / 強拡大

grade 3：胚中心芽細胞が16個以上 / 強拡大



反応性リンパ濾胞過形成と濾胞性リンパ腫の
鑑別に有用な臨床所見

反応性リンパ濾胞過形成 濾胞性リンパ腫

年 齢 若年 高齢者

痛 み あり なし

触診所見 柔らかく，可動性がある 硬く，可動性がない

発 症 急激 ゆっくりと進行性

既 往 歴
あり

(ウイルス感染や炎症性疾患)
全身症状はない

部 位 限局性 全身性



反応性濾胞と
Grade1/2の濾胞性リンパ腫の鑑別

反応性胚中心 腫瘍性胚中心

リンパ節の基本構造 保たれている 消失

マントル層 明瞭 欠如あるいは薄い

胚中心の極性 保たれている 消失

胚中心の構成細胞
胚中心芽球 >
胚中心細胞

胚中心細胞 >
胚中心芽球

濾胞樹状細胞 あり あり

核分裂像 多い 非常に少ない

TBM しばしば多数 なし

リンパ節外の胚中心形成 非常に稀 しばしば



濾胞性リンパ腫の診断精度を高めるには

・ 濾胞構造の有無を推測することは的確な診断を

する上で欠かすことができない．

・ 胚中心を構成する要素として胚中心細胞，

胚中心芽球と共にFDCやTBMがあり，

これらを認識することで胚中心を伴う濾胞構造の

存在が推定できる．

・ 通常，濾胞性リンパ腫では

TBMの出現はみられないことから，

胚中心細胞，胚中心芽球，FDCが濾胞性リンパ腫の

三大要素といえる．



胚中心細胞の形態的特徴
Grade1/2の濾胞性リンパ腫の正診率を上げるためには
胚中心細胞を確実に認識することが重要である．

Pap.染色

短軸4.0～6.0μm，

長軸6.0～8.5μm

斑状のクロマチン凝集

核小体（時に核小体明庭）

核のくびれ

二核様細胞（V字核・U字核）

核縁肥厚

Giemsa染色

短軸9.0～10.0μm，

長軸11.0～13.0μm

繊細でザラついたクロマチン

細胞質不明瞭

軽度の核型不整

以上の特徴をもつ胚中心細胞がG1では単調に出現する．
G2では胚中心芽球が6～15と幅を有することから，症例により多彩さの程度が異なる．

×100



中型リンパ球を中心に出現．

Pap. ×40

FL



中型リンパ球が中心に出現し，比較的単調な色調．

W.G. ×40

FL



中型で核にくびれのみられる胚中心細胞が主体．
FDCとTBM，核分裂像の確認．

Pap. ×100

FL



中型で核にくびれのみられる胚中心細胞が主体．
FDCとTBM，核分裂像の確認．

W.G. ×100

FL



第一判定基準 非腫瘍性小リンパ球の出現率 少ない

第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か 比較的単調

第三判定基準 核型不整 あり

その他判定基準 FDC，胚中心細胞と胚中心芽球の割合，

TBMと核分裂像の有無

×100 ×100

FL



マントル細胞リンパ腫
（mantle cell lymphoma；MCL）

・ MCLは本邦の悪性リンパ腫の2.0％と稀な組織型．
・ マントル層内側の前濾胞中心細胞に由来する．

・ 男女比約2:1と男性に多い．

・ 中高年での発症が多く，発症年齢中央値は60歳代．
・ 多くは節性で，

診断時には全身に広範なリンパ節腫大を認める．

・ 消化管病変に起因する体重減少，貧血を
認める頻度が高い．

・ 大半は血清LDHは正常範囲内か軽度上昇．



MCL

H.E. ×40 H.E. ×100

胚中心細胞類似の小～中型腫瘍細胞．
細胞質がピンク色の組織球の混在．

軽度の多型性



MCL

Pap. ×40

小リンパ球よりやや大きい小～中型異型細胞．
組織球の混在．



MCL

W.G. ×40

小型リンパ球よりやや大きい小～中型異型細胞が単調に出現．
色調も比較的単調．



MCL

Pap. ×100

類円形核，軽度の核のくびれ（少数混在），小型核小体．
大型類リンパ球様の異型細胞も混在．



MCL

W.G. ×100

類円形核，細網状の核クロマチン，複数の小型核小体．
細胞質は白色から好塩基性でやや豊富．



第一判定基準 非腫瘍性小リンパ球の出現率 なし

第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か 単調

第三判定基準 核型不整 あり（軽度）

その他判定基準 組織球（ピンクヒスチオサイト）

×40 ×100

MCL



・ 反応性リンパ濾胞の外側から濾胞間に病変の主座が

存在する．

・ 濾胞辺縁帯B細胞に類似し，

中型~大型の核でくびれを有する

胚中心細胞様(centrocyte-like cell :CCL）細胞や，

・ 淡明な細胞質を有する単球様B細胞様の形態を呈する．

・ 腫瘍細胞が形質細胞への分化を示すこともある．

・ 節性・節外性ともに類上皮細胞反応を伴うことがある．

節性辺縁帯リンパ腫
（nodal marginal zone lymphoma；NMZL）



NMZL

H.E. ×40H.E. ×40

中型~大型の核でくびれを有するCCL細胞．
広く淡明な細胞質を有する単球様B細胞様の形態．



NMZL

Pap. ×40

中型リンパ球，大型類リンパ球大の細胞が比較的単調に出現．



NMZL

W.G. ×40

中型～大型類リンパ球大の異型細胞．単球様B細胞様の形態．
Giemsa染色では比較的単調な色調．



NMZL

Pap. ×100

中型リンパ球大で核のくびれ．（CCL細胞）
大型類リンパ球，形質細胞が混在．



NMZL

W.G. ×100

単球様B細胞様の形態

CCL細胞

中型リンパ球大で核のくびれ．
細胞質が豊富で淡染性，軽度のクロマチン凝集，核小体．



第一判定基準 非腫瘍性小リンパ球の出現率 少ない

第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か 比較的単調

第三判定基準 核型不整 軽度

その他判定基準 CCL細胞，単球様B細胞の形態の異型細胞

×100
×100

NMZL

×40



血管免疫芽球性T細胞リンパ腫

・ 比較的高齢者に多く，性差はほとんどない．

・ 無痛性の小さなリンパ節が全身性に腫脹

・ 脾腫，肝腫大，皮疹，発熱，体重減少，

多発性関節炎，胸腹水などを認める．

・ 血清LDHおよび

可溶性IL-2レセプターの著しい上昇．

（angioimmunoblastic T-cell lymphoma：AITL) 



血管免疫芽球性T細胞リンパ腫

・ 高内皮細静脈の増生，濾胞樹状細胞の増殖，

・ 小型~中型主体の異型細胞，

（一部は淡明細胞の形態）

・ 小型のB細胞，大型のB免疫芽球，形質細胞，

好酸球，類上皮細胞，濾胞樹状細胞など

反応性の細胞成分が種々の程度で混在し，

多彩な細胞構成を示す．

（angioimmunoblastic T-cell lymphoma：AITL) 



ALTL

H.E. ×40 H.E. ×100

高内皮細静脈の増生．
細胞質が豊富で淡染性，軽度のクロマチン凝集，核小体．



ALTL

Pap. ×40

大小多彩なリンパ球，中型リンパ球大の細胞が主体．

淡明細胞はPap.染色で認識困難．



ALTL

大小多彩なリンパ球，中型リンパ球大の細胞が主体．
Giemsa染色では多彩な色調．淡明細胞が認められる．

W.G. ×40



ALTL

Pap. ×100

中型リンパ球大の異型細胞が主体．
小型細胞にも核異型，核内に濃染部．



ALTL

W.G. ×100

淡明細胞

類形質細胞

免疫芽球様細胞

中型リンパ球大の異型細胞が主体．小型細胞にも核異型．
淡明細胞は中型核と淡明で広い細胞質，核小体がみられる．



AITLにおける診断的ポイント
チェック項目

・ 年齢が60歳以上である．

・ 出現細胞は中型細胞が主体，類形質細胞を多く認める．

・ 核クロマチンは粗大顆粒状，軽度凝集を認める．

・ 比較的小型の細胞の核にまで核形不整がみられ，

核内に濃染部を認める．

・ 多彩な細胞所見を呈する．

・ 細胞質が淡明化した細胞をみる．

・ 背景に紡錘形細胞が出現している．



第一判定基準 非腫瘍性小リンパ球の出現率 少数

第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か 多彩（中型細胞主体）

第三判定基準 核型不整 比較的小型の細胞にもみられる

その他判定基準 淡明細胞，免疫芽球様細胞，類形質細胞

×100 ×100

ALTL



・ リンパ球，形質細胞，好酸球，組織球など

多彩な炎症細胞を背景に，

絶対数の少ない腫瘍細胞が増殖する．

・ 腫瘍細胞は特徴的でHodgkin（H）細胞 ，

Reed-Sternberu（RS）細胞（HRS細胞）．

・ 組織球が類上皮細胞の形態を示すことがある．

（混合細胞型・結節硬化型）

ホジキンリンパ腫
（Hodgkin lymphoma）



ホジキンリンパ腫

リンパ球、組織球、好酸球などの多彩な炎症性細胞．
HRS細胞を認める．



ホジキンリンパ腫

Pap. ×40

大小多彩なリンパ球，好酸球，組織球．HRS細胞．



ホジキンリンパ腫

W.G. ×40

大小多彩なリンパ球，好酸球，組織球．HRS細胞．
Giemsa染色では多彩な色調．好酸球が認められる．



ホジキンリンパ腫

小リンパ球の核と同じあるいはそれより大きい核小体．
背景は大小多彩なリンパ球

Pap. ×100



ホジキンリンパ腫

大小多彩なリンパ球，好酸球．色調は多彩．

W.G. ×100



第一判定基準 非腫瘍性小リンパ球の出現率 多数

第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か 多彩

第三判定基準 核型不整 著明

その他判定基準 HRS細胞，好酸球

Pap.×40 Pap.×100

ホジキンリンパ腫



・ B細胞の最終分化段階である，形質細胞の

単クローン性増殖からなる疾患．

・ 単一の骨（骨孤立性形質細胞腫）もしくは

骨髄以外の臓器（骨外性形質細胞腫）で増殖．

・ 形質細胞腫は口腔，鼻咽頭に発生することが

多く，リンパ節，膀胱，甲状腺，乳腺，

精巣などにもみられる．

・ 約20％にM蛋白（多くはIgA型）で，

・ 臓器障害は示さない．

形質細胞腫
（plasmacytoma）



H.E. ×20

形質細胞の腫瘍性増殖．
車軸状の核クロマチンパターン．

形質細胞腫

H.E. ×40



Pap. ×40

中型リンパ球大の核をもつ細胞が単調に出現．

形質細胞腫



W.G. ×40

形質細胞腫

中型リンパ球大で偏在性の核をもつ細胞が単調に出現．
細胞質は好塩基性．



偏在性核．2核・3核細胞の混在．
Pap．染色標本では車軸状の核クロマチンパターン．

Pap. ×100

形質細胞腫



好塩基性の細胞質，核周明庭．偏在性核．
2核・3核細胞，類形質細胞の混在．

W.G. ×100

形質細胞腫



第一判定基準 非腫瘍性小リンパ球の出現率 小数

第二判定基準 多彩な細胞像か単調な細胞像か 比較的単調

第三判定基準 核型不整 あり

その他判定基準 形質細胞，類形質細胞

Pap.×40 W.G.×100

形質細胞腫



細胞診が診断に有用なのは

・ 病変特異性の高い細胞や
背景所見が出現する疾患．

・ 臨床所見を参考にできる疾患．



臨床情報の確認 + 標本観察：細胞情報

細胞診が診断に有用なのは
臨床所見を参考にできる疾患．
病変特異性の高い細胞や背景所見が出現する疾患．

リンパ節細胞診
診断精度向上のために

細胞診では診断困難な疾患(症例)も存在する．
判定に迷った際は，
病理医，臨床医へ相談．

無理な判定はしない．



ご清聴ありがとうございました

平成28年度 第1回茨城県臨床細胞学会研修会

COI開示

土田 秀

今回の講演に関して開示すべきCOIはありません.


