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Summary

　偏光顕微鏡を用いた関節液の鏡検は結晶性関節炎の
診断のゴールドスタンダードである。関節液を一滴垂
らしカバーガラスをかけて鏡検するだけで，炎症の有
無，結晶の有無の判断が迅速に可能である。偏光顕微
鏡がない場合でも，通常の光学顕微鏡を用いた明視野
での観察でも結晶は多くの場合で同定可能である。偏
光板（ポラライザとアナライザ）を使用すると暗視野と
なり偏光性を有する結晶のみを観察することができ
る。偏光顕微鏡はコンペンセータ（ファーストオー
ダーレッド）と回転テーブルの使用ができるため，尿
酸一ナトリウム塩（尿酸塩）では負の複屈折性，ピロリ
ン酸カルシウムでは正の複屈折性を色の変化で確認す
ることができる。新鮮な関節液を臨床医が鏡検するこ
とにより，迅速かつ確実な診断が可能となり，また不
要な検査を防ぐことができる。本邦では関節液の鏡検
はこれまで軽視されてきたが，今後は学会を中心に教
育啓蒙を行う必要がある。

はじめに

　結晶性関節炎の代表は痛風関節炎とピロリン酸カル
シウムによる関節炎である。たとえば母趾の繰り返す
関節炎で高尿酸血症があれば痛風関節炎と診断し，膝
の急性単関節炎の患者で軟骨石灰化を単純X線写真で
みられればピロリン酸カルシウムによる関節炎と診断
している医師が多い。しかし，典型的な臨床像と思わ
れても診断が誤っていることは少なくない。尿酸一ナ
トリウム塩（尿酸塩）でもピロリン酸カルシウムでも急
性から慢性，単関節から多関節の多彩な関節炎を呈す
るため，炎症性関節炎の診察時には結晶性関節炎を鑑
別にいれることが大切である。
　偏光顕微鏡を用いた関節液の鏡検は結晶性関節炎の
診断のゴールドスタンダードである。2015年に改訂さ
れた米国リウマチ学会の痛風性関節炎の分類基準に
は，関節超音波所見などの項目が加わり，臨床診断の
感度と特異度が向上した1）。関節超音波は結晶性関節
炎の診療で関節穿刺の困難な場合には特に有用である
が，感度と特異度には限界があるため，関節液の鏡検
が確定診断には必須である。
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　尿酸塩の針状結晶を最初に記述したのは自作の単眼
顕微鏡で数々の発見をしたAntonie van Leeuwenhoek
である。臨床での使用は筆者が研修したペンシルバニ
ア大学で行われ，その後各地で広まった。痛風患者の
関節液で尿酸塩をJoseph L. Hollanderが光学顕微鏡
で，その後部下のDaniel J. McCartyらが偏光顕微鏡を
用いて発見した2）。当時は痛風結節に存在する尿酸塩
が 痛 風 発 作 の 原 因 と 考 え ら れ て い な か っ た が，
McCartyは自分とフェローの膝を実験台にして尿酸塩
を関節注射して急性の関節炎が惹起することを証明し
た（疼痛，腫脹，発汗，後に失神）3）。またMcCartyが
上記の発見をする前に観察した最初の 2 例は桿状の結
晶で，ピロリン酸カルシウムによる偽痛風であったこ
とは興味深い4）。その後同大学のRalph Schumacher 
が関節液の鏡検の普及に尽力した5）6）。

1 関節液の鏡検

　関節液の鏡検は，グラム染色などの手技に比べると
非常に簡単で，関節液を一滴垂らしカバーガラスをか
けて鏡検するだけである。結晶を発見し，同定すると
いう 2 ステップで行い，特に同定時には偏光顕微鏡が
有用であるが光学顕微鏡（明視野）でも結晶の形状から
ほとんどの場合は同定可能である。米国リウマチ学会
では偏光顕微鏡がほとんどの教育施設に設置されてい
るため，偏光顕微鏡を用いた鏡検方法を指導してい
る。一方，欧州リウマチ学会では偏光顕微鏡の普及が
進んでいないことを考慮し，通常の光学顕微鏡（明視
野）の使用でも結晶の観察ができることを強調してい

る。本邦では偏光顕微鏡が普及していないため，まず
は光学顕微鏡（明視野）を用いた鏡検（可能な限り偏光
板も活用）から始めることが現実的と思われる7）。結晶
が確認できた場合のみ“crystal-proven”として確定診断
する。病歴では，患者問診での「痛風」（“self- reported 
gout”）は「痛風の疑い」と記載し，医師の診断した「痛
風」であっても，関節液の検査がされていない場合は，

「痛風（臨床診断）」と記載することが誤診を減らす一助
となる8）。

2 関節液の鏡検の方法：一滴診断

1 ．準備（図 1 ）
　まず観察時のアーチファクトを防ぐためにカメラの
レンズの埃を除去するブロアなどを用いてスライドガ
ラスやカバーガラス，ポラライザ上の埃を除去する。
次に関節液をスライドガラスに一滴垂らし，さらにカ
バーガラスを被せる。もしカバーガラスからはみ出し
た場合は拭き取る（レンズに付着し固まると除去が困
難である）。針先しか採取できなくてもスライドガラ
スに吹き付けて鏡検することは可能である。

2 ．結晶の観察
1） 通常の光学顕微鏡による明視野での観察
　関節液を一滴鏡検するだけで炎症の有無，結晶の有
無の判断は可能である。まずは10（〜20）倍の対物レン
ズにおいて細胞成分（白血球と赤血球）で焦点を合わせ
る。埃などのアーチファクトを無視するのが重要であ
る（細胞成分が少ない場合はカバーガラスの端で試す

図 1．スライドの作成手順（写真右の針先の一滴でも診断可能である）
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とよい）。細胞成分より大きい不整な形状の塊はアー
チファクトと考えてよい。その後，対物レンズを40倍
にして観察をする。 1 視野に白血球が 1 個あれば約
500/mm3と考えてよい。すなわち数個以上各視野にあ
れば2,000/mm3を超えるため炎症性の関節液である。
結晶の形状からほとんどの場合は結晶の種類の判別が
可能である9）。たとえば長い針状結晶であれば尿酸塩
で，平行六面体・桿状の小さな結晶であればピロリン
酸カルシウムである（図 2 ）。痛風性関節炎の場合，最
初の視野で尿酸塩結晶が観察できることが多い。なお

粒状の場合は白血球の顆粒や細胞内封入体などの可能
性があるため“sharp edge”を有するもののみ陽性とす
べきである（図 3 ）。結晶が観察された場合，細胞内か
細胞外かも大切である。細胞成分は時間とともに崩壊
するため，特に細胞内の結晶の観察は時間とともに難
しくなる。細胞内のほうが臨床的に重要で，細胞外に少
数のみ認める場合は臨床的解釈が難しい。たとえば，
結晶が１つしかない場合や結晶の存在が疑わしいが典
型的な結晶の形状でない場合は，より典型的な結晶が
みつかるまでは診断は慎重になるべきである。

尿酸一ナトリウム塩
（尿酸塩）

光学顕微鏡（明視野）

針状

偏光板使用（暗視野）
偏光顕微鏡

（コンペンセータを使用）

強い偏光 負の複屈折性

ピロリン酸カルシウム 平行六面体・桿状・針状 弱い偏光～偏光なし 正の複屈折性

Z軸（λ）Z軸（λ）

Z軸（λ）Z軸（λ）

Z軸（λ）Z軸（λ）

Z軸（λ）Z軸（λ）

図 2．尿酸一ナトリウム塩とピロリン酸カルシウムの結晶の鏡検像
左：光学顕微鏡，中：クロスニコル状態，右：偏光顕微鏡

（写真：Eliseo Pascual先生ご提供）
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2） 偏光板を用いた暗視野での観察
　通常の光学顕微鏡でも 2 つの偏光板（必ず検査室に
はある）を装着することにより試料の偏光特性を輝度
の変化として観察可能である。偏光板は特定方向に偏
光，または偏波した光だけに限って通過させる板で，

「櫛」の役割をする。光源から発生した光はあらゆる方
向に振動しているが，光源とコンデンサ部の間の光路
に偏光板（ポラライザ：偏光子）を装着すれば試料に特
定の方向の振動の光を通過させることができる。そし
てポラライザの偏光角度と直角の偏光板（アナライ
ザ：検光子）を対物レンズと接眼レンズの間の光路に
挿入することにより（クロスニコル状態），背景は暗く
なる（暗視野）（図 4 ）。暗視野になるので結晶の観察に
は明視野より光量を増やす必要がある。偏光特性を有
する試料を通過して直角になった波長の光のみ輝度と
して観察することができる。

　偏光特性の強い尿酸塩では輝度は強く，偏光特性の
弱いピロリン酸カルシウムでは輝度は弱い（図 2 ）。ピ
ロリン酸カルシウムの結晶では偏光がない結晶も 5 分
の 1 に認めるため，暗視野より明視野のほうがむしろ
観察しやすい。
　上述したように偏光を用いなくてもほとんどの場合
は結晶の形状から尿酸塩とピロリン酸カルシウムの判
別は可能であるが，ピロリン酸カルシウムでも針状結
晶を呈することがあり，その場合は偏光の強さが参考
となる。なお痛風用偏光アナライザ（U-GAN）を使用
できる場合，ファーストオーダーレッドを用いたとき
と同じ色で結晶の観察ができる。結晶をみつけたら
λプレートの角度を90度回転させるレバーを用いて観
察する。
　なお偏光顕微鏡でない通常の光学顕微鏡のステージ
は固定されているため結晶の数が少ないと観察は困難

図 3．関節リウマチの患者の関節液でみられた所見
左：細胞内封入体，中央：コレステロール結晶，右：コルチコステロイド結晶

図 4． 2 つの偏光板の装着の仕方
左：ポラライザ（偏光子），中央：アナライザ（U-GAN），右：テーブルの回転ネジ
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である。ステージ前方のネジを緩めると回転できる場
合があるが偏光顕微鏡のようにスムーズに回転できな
いため焦点の微調整が必要である。
3） 偏光顕微鏡を用いた観察（図 5 ）
　偏光顕微鏡は主に鉱物学や結晶学の研究で使用され
る光学顕微鏡の一種で，コンペンセータの装着が可能
でテーブルは試料を回転できるようになっており，試
料の偏光特性を色の変化として観察することができ
る。尿酸塩およびピロリン酸カルシウムの結晶を観察
するときは，上記のクロスニコル状態でファースト
オーダーレッド（λプレート）というコンペンセータを用
いる。結晶の長軸をファーストオーダーレッドのZ軸
と平行になるように回転させると，尿酸塩は黄色，ピ
ロリン酸カルシウムは薄い青色になる。さらに90度回
転させZ軸と垂直にすると尿酸塩は青色，ピロリン酸

カルシウムは黄色となる。この変化をそれぞれ負の複
屈折性（negative birefrigence），正の複屈折性（positive 
birefringence）という（図 2 ）。暗視野のときと同様に
尿酸塩の輝度は高く，ピロリン酸カルシウムの輝度は
低い。
　
3 ．細菌の観察（さらにグラム染色もできる場合）
　検査室に任せてもよいが，グラム染色を自分で行う
場合はカバーガラスを外してさらにグラム染色を行
う。米国リウマチ学会のワークショップでは可能であ
れば結晶観察とグラム染色をセットで行うことを提案
している。針先程度の微量の関節液は培養も困難であ
るが，自分ですれば結晶鏡検とグラム染色の両方が可
能である。

A　接眼レンズ（×10） 
B　アナライザ
C　コンペンセータ
D　対物レンズ（×10，×40）
E　回転ステージ
F　ポラライザ
G　光源

G　光源
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図 5．偏光顕微鏡の概念図（左上），偏光顕微鏡の写真（左下），偏光顕微鏡の原理（中央），コンペンセータ
（右上），ポラライザ（右中央），回転テーブル（右下）
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3 多忙な臨床医が関節液の鏡検を
行うべき理由　　　　

　関節液の鏡検は結晶性関節炎の診断のゴールドスタ
ンダードである8）。一般的に結晶の鏡検は検査室で技
師が行うことが多いが，診断の感度と特異度は技師の
習熟度に依存することに注意が必要である10）。自分で
鏡検する医師は迅速かつ正確な診断が可能となり，ま
た無駄な検査を防ぐことにもつながる。結晶の数が少
数の場合，技師は陰性と判断するかもしれないが，医
師の場合は検査前情報もふまえて所見を陽性と判断す
ることができる。また新鮮な関節液のほうが診断しや
すいというメリットもある。そのため顕微鏡はなるべ
く患者の近くにあることが望ましい。多忙な医師が病
理検査科に出向いて鏡検するのは困難である（当院で
は外来と病棟に１台ずつ設置しているがいずれもほぼ
毎日稼働している状況である）。

4 今後の課題

　関節液の鏡検は結晶性関節炎の診断のゴールドスタ
ンダードであり，尿沈渣の鏡検（27点）のように保険診
療で実施料が算定されるべきである。本邦では関節液
の鏡検は医師の依頼で検査技師が偏光板（U-GANな
ど）を用いて診断していることがほとんどであり，技
師の習熟度によっては検出感度はかなり低いことが想
定される。一方，関節液の鏡検を試みた医師は，たと

え偏光顕微鏡でなくても，すぐに関節液を鏡検すれば
結晶を感度高く検出できることに驚くであろう。その
有用性を知る医師が増え，偏光顕微鏡も普及するよう
になれば，迅速な精度の高い鑑別診断が可能となり本
邦の関節炎診療自体のレベルも向上すると思われる。
　米国リウマチ学会や欧州リウマチ学会では関節液の
鏡検は専門医カリキュラムに含まれ，関節液の鏡検の
ハンズオンのワークショップなどの教育啓蒙が継続的
に行われている（図 6 ）。本邦でも2019年の日本リウマ
チ学会総会ではじめてのハンズオンのワークショップ
が開催予定であるが，今後も学会を中心とした継続的
な取り組みが必要である。
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