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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　尿試料をシース液に包んで尿試料流を形成するシースフローセルと、
　尿試料流に光を照射する光照射手段と、
　尿試料流中の各粒子が放出する光信号を検出する光検出手段と、
　検出した光信号に基づいて尿試料流中の粒子から赤血球を同定する同定手段と、
　同定した赤血球の粒度分布図を作成する粒度分布作成手段と、
　粒度分布において、小さいほうからの累積赤血球数が総血球数の６０～９０パーセント
のうちの所定値となるときの赤血球の大きさの値と、赤血球の大きさの設定値とを比較し
、赤血球の由来を、前記赤血球の大きさの値が設定値より小さい場合には糸球体由来、設
定値以上の場合には非糸球体由来であると判定する判定手段と、
　判定結果を出力する出力手段を備えてなる尿中赤血球の鑑別装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記赤血球の大きさの値と、赤血球の大きさの第一設定値および第二
設定値とを比較し、赤血球の由来を、前記赤血球の大きさの値が第一設定値より小さい場
合には糸球体由来、第二設定値以上の場合には非糸球体由来、第一設定値以上かつ第二設
定値より小さい場合には糸球体由来および非糸球体由来の混合であると判定する請求項１
記載の尿中赤血球の鑑別装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、赤血球粒度分布の中央部領域分布幅の値に基づいて赤血球の種類をさ
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らに判定する請求項１および２に記載の尿中赤血球の鑑別装置。
【請求項４】
　尿試料をシースフローセル内でシース液に包んで尿試料流を形成し、
　光照射手段により尿試料に光を照射し、
　尿試料流中の各粒子が放出する光信号を光検出手段により検出し、
　検出した光信号に基づいて同定手段により尿試料流中の粒子から赤血球を同定し、
　粒度分布作成手段により同定された赤血球の粒度分布図を作成し、
　粒度分布において、小さいほうからの累積赤血球数が総血球数の６０～９０パーセント
のうちの所定値となるときの赤血球の大きさの値と、赤血球の大きさの設定値とを比較し
、赤血球の由来を、前記赤血球の大きさの値が設定値より小さい場合には糸球体由来、設
定値以上の場合には非糸球体由来であると判定する尿中赤血球の鑑別方法。
【請求項５】
　前記赤血球の大きさの値と、赤血球の大きさの第一設定値および第二設定値とを比較し
、赤血球の由来を、前記赤血球の大きさの値が第一設定値より小さい場合には糸球体由来
、第二設定値以上の場合には非糸球体由来、第一設定値以上かつ第二設定値より小さい場
合には糸球体由来および非糸球体由来の混合であると判定する請求項４に記載の尿中赤血
球の鑑別方法。
【請求項６】
　赤血球粒度分布の中央部領域分布幅の値に基づいて赤血球の種類をさらに判定する請求
項４および５に記載の尿中赤血球の鑑別方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、尿中に含まれる粒子の分析をする装置および方法に関し、さらに詳しくは
、尿中に含まれる赤血球の由来および種類を鑑別する装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　尿中に赤血球が混じる血尿の原因としては２通りある。それは腎糸球体由来の血尿は腎
炎などの内科的疾患によって起こり、非糸球体由来の血尿は膀胱癌、腎癌、尿路結石など
の泌尿器科的疾患によって起こる。血尿の場合にはその原因を追求しなければならない。
尿中赤血球を腎糸球体由来（内科的疾患）か非糸球体由来（泌尿器科疾患）かを鑑別する
方法として、（ａ）顕微鏡を用いて赤血球の形態の違いを鑑別するという方法と（ｂ）自
動血球計数装置を用いて赤血球の大きさの違いにより鑑別する方法が従来から知られてい
る。
【０００３】
　しかし、（ａ）の方法には、検査のための作業が煩雑であり時間がかかるという問題や
、人間の目視判定に基づくため信頼性を維持することが難しく熟練をようするなどの問題
がある。（ｂ）の方法には、尿試料の電気伝導度を一定にして測定する必要があるため予
め遠心分離などの前処理を必要とする問題や、細菌や結晶成分などの赤血球以外のものを
赤血球と誤検出し判定精度を低下させるという問題がある。
【０００４】
　上記の課題を解決するために、（ｃ）フローサイトメータから得られる粒子の散乱光や
蛍光強度信号の光信号を処理することにより、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱および細
菌を弁別して、弁別された赤血球の粒度分布の偏り状態に基づいて尿中の赤血球を鑑別す
る装置が新たに知られている。（特許文献１）
　これは、糸球体由来の赤血球が非糸球体由来のものに比べて一般的に粒度が小さいとい
う特徴を利用し、粒度分布が粒度の小さい方に偏ったものを糸球体由来型、大きい方に偏
ったものを非糸球体由来型と分類する装置である。
【０００５】
　具体的には赤血球粒度分布において、粒度下限値Ｌａ，上限値をＬｚ，設定値をＬ１と
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Ｌ２（Ｌａ＜Ｌ１＜Ｌ２＜Ｌｚ）とするとき、ＬａとＬｚとの間に属する赤血球数Ｒａｚ
と、ＬａとＬ２との間に属する赤血球数Ｒａ２と、Ｌ１とＬｚとの間に属する赤血球数Ｒ
１ｚを算出する。そしてＲａ２／Ｒａｚが第１所定値より以上であれば赤血球を糸球体由
来型と判定し、Ｒａ２／Ｒａｚが第２所定値以上であれば赤血球を非糸球体由来型と判定
する。また、いずれでもない場合には両者の混合型と判定し、いずれも満たす場合は非糸
球体由来型と判定するとされている。
【０００６】
【特許文献１】特開平８－２４０５２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来法（ｃ）の判定は、非糸球体由来の赤血球粒度分布はピークが大きなサイズの方に
あり、糸球体由来の赤血球粒度分布はピークが小さいサイズの方にあるが、両者間にはサ
イズの重なる部分（オーバーラップ）が存在することより考案された方法である。即ち、
サイズの重なる部分を含めたある大きさ以上の赤血球の比率により非糸球体由来赤血球を
捉え、サイズの重なる部分を含めたある大きさ以下の赤血球の比率により糸球体由来赤血
球を捉えて、赤血球の由来を判定する方法である。
【０００８】
　しかし、この判定を実際に検査室で用いても鏡検の観察等とあまり合致しないことがし
ばしば見受けられた。その原因としては、この判定が非糸球体由来赤血球は血液中と同じ
ような形態を保持していると仮定し、赤血球の信号が小さなサイズであれば糸球体由来赤
血球であると判定していた。しかし、赤血球は尿中でダメージを受けて信号のサイズが小
さくなってしまうことがある。このダメージと酸性尿や低張尿などでは、膀胱内滞留中や
利尿後尿試料中で起こる赤血球のダメージを指す。尚、糸球体由来型とは変形赤血球の比
率が多い尿を指し、変形赤血球とは腎臓の糸球体を通過することによって、特徴的な形態
となった赤血球を指し、酸性尿や低張尿などでダメージを受けた赤血球とは形態が異なる
。即ち、従来法で鑑別できるのは赤血球が尿中でダメージを受けていない条件下に限られ
てしまう。
【０００９】
　この発明は、酸性尿や低張尿でも尿中の赤血球の由来および種類を精度よく判定できる
装置および方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明は尿試料をシース液に包んで尿試料流を形成するシースフローセルと、尿試料
流に光を照射する光照射手段と、尿試料流中の各粒子が放出する光信号を検出する光検出
手段と、検出した光信号に基づいて尿試料流中の粒子から赤血球を同定する同定手段と、
同定した赤血球の粒度分布図を作成する粒度分布作成手段と、粒度分布において、小さい
ほうからの累積赤血球数が総血球数の６０～９０パーセントのうちの所定値となるときの
赤血球の大きさの値と、赤血球の大きさの設定値とを比較し、赤血球の由来を、前記赤血
球の大きさの値が設定値より小さい場合には糸球体由来、設定値以上の場合には非糸球体
由来であると判定する判定手段と、判定結果を出力する出力手段を備えてなる尿中赤血球
の鑑別装置およびその方法によって、前記の課題の解決を提供するものである。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明は、酸性尿や低張尿などで赤血球がダメージを受けることがあっても尿中の赤
血球の形態を監視し、赤血球の由来および種類を精度よく判定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面に示す実施例に基づいてこの発明を詳述する。これによってこの発明が限定
されるものではない。
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【００１３】
　この発明における尿試料とは、例えば、原尿あるいは尿を希釈液で希釈したのち蛍光染
料を加えて染色したものである。
【００１４】
　また、尿試料流を形成するシースフローセルとは、尿試料をシース液で包んで流すこと
により流体力学効果によって細い試料流を形成させることのできるフローセルであり、こ
れには、従来公知のものを用いることができる。
【００１５】
　尿試料流に光を照射する光照射手段とは、尿試料流に連続的に光を照射する手段であり
、これには、例えば、レーザ、ハロゲンランプ又はタングステンランプのような光源をも
ちいることができる。
【００１６】
　尿試料流の各粒子とは、尿に含まれる有形成分、つまり、赤血球、白血球、上皮細胞、
細菌、酵母様真菌および精子などである。粒子が放出する光の強度を検出する光検出手段
には、例えば、散乱光の強度を検出する光検出手段として、フォトダイオードやフォトト
ランジスタを、蛍光の強度を検出する光検出手段として、フォトマルチプライヤを用いる
ことができる。
【００１７】
　また、尿試料流中の粒子から赤血球を同定する同定手段とは、例えば、各粒子から検出
された散乱光強度と蛍光強度をパラメータとして２次元スキャッタグラム（分布図）を作
成し、所定の分布領域内に分布する粒子を赤血球として判定するものである。
【００１８】
　つまり、尿試料中の粒子は、その散乱光強度と蛍光強度について、表１と図３に示すよ
うな特徴を有することが既知であるので、スキャッタグラム上において、散乱光強度４０
～１４０ｃｈ、蛍光２０～３０ｃｈの領域に含まれるものは赤血球であると同定できる。
このｃｈは散乱光強度の相対度数を表わし、１００ｃｈが赤血球サイズに換算すると約５
μｍに相当した。なお、赤血球の同定方法は、これに限定されるものではない。
【表１】

【００１９】
　同定した赤血球の光信号強度に基づいて赤血球の粒度分布を作成する粒度分布作成手段
とは、一般に散乱光強度、特に前方散乱光度が粒子の断面積（粒径）に対応する性質を有
するため、散乱光強度をパラメータとするヒストグラムを粒度分布図として作成するよう
にしたものである。側方散乱光強度の場合、赤血球の形状あるいは表面状態の影響を受け
やすいが、前方散乱光の代りに用いることも可能である。
【００２０】
　粒度分布の小さいほうからの累積赤血球数が総赤血球数の可過半数である所定値となる
赤血球の大きさの値に基づいて赤血球の由来を判定するとは、赤血球粒度分布の中央値（
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メディイアン）より大きい方に所定の値に設定された粒度分布位置の赤血球の大きさの値
に基づいて、尿中の赤血球の発生源が糸球体由来か非糸球体由来かを判定することである
。
【００２１】
　この判定は、尿中の赤血球のダメージは膀胱滞留などで起こるため、赤血球によってダ
メージを受ける条件は異なり、赤血球の膜抵抗性自体も赤血球によって異なるため、赤血
球によってはもとの形態もしくはもとに近い形態を保持しているものが残っていることに
注目したものである。つまり、赤血球粒度分布の中央値（メディアン）より大きい方に設
定された所定のところの赤血球の大きさの値をみることにより、形態を保持している赤血
球が残っていないのかを監視する。これは、この赤血球の大きさの値が所定値より大きけ
れば、形態を保持している赤血球が残ってるので非糸球体由来型であることを判定する。
逆にこの赤血球の大きさが小さければ、形態を保持している赤血球が残っていないので糸
球体由来型であることを判定するものである。またこの赤血球の大きさの設定値を２つ設
け、その間であればどちらの型とも判定されない混合型と判定することもできる。
【００２２】
　具体的には、所定値Ａ％（５０＜Ａ＜１００）を設定し、赤血球粒度分布の小さいほう
からの累積赤血球数が総赤血球数のＡ％となる個所を演算して、その位置での赤血球の大
きさＸｃｈを演算する。そして赤血球の大きさの設定値Ｑｃｈを設けて、Ｘ＜Ｑであれば
糸球体由来型と判定し、Ｘ≧Ｑであれば非糸球体由来型と判定して、判定結果を表示する
。さらに第１設定値Ｑ１ｃｈと第２設定値Ｑ２ｃｈを設定し（Ｑ１＜Ｑ２）、Ｘ＜Ｑ１で
あれば糸球体由来型と推定し、Ｘ≧Ｑ２であれば非糸球体由来型と推定し、Ｑ１≦Ｘ＜Ｑ
２であれば糸球体由来と非糸球体由来のどちらにも推定されない混合型と判定することが
できる。
【００２３】
［赤血球鑑別装置の構成］
　図１はこの発明の尿中赤血球鑑別装置であるフローサイトメータの光学系の構成を示す
構成図である。図１において、シースフローセル１は、予め蛍光染色処理された尿試料を
サンプルノズル２よりシース液に包んで尿試料流を形成する。アルゴンレーザ光３が尿試
料流の粒子４を照射する。尿試料流を直接透過する光はビームストッパ５で遮断され、粒
子４が放出する前方散乱光および前方蛍光はコレクターレンズ６で集光され、前方散乱光
はダイクロイックフィルター７で反射されてフォトダイオード８により検出される。一方
、前方蛍光はダイクロイックフィルター７を通過してフォトマル９により検出される。フ
ォトダイオード８およびフォトマル９の検出信号はそれぞれ信号処理装置１０に入力され
る。
【００２４】
　このような構成による基本動作を図２のフローチャートを用いて説明する。まず尿を希
釈液で希釈したのち染色液を加えて作成した尿試料をサンプルノズル２より、シース液と
共にシースフローセル１に供給し尿試料流を形成する（ステップ１）。それと同時にアル
ゴンレーザ光３を尿試料流に照射し、各粒子４が発する前方散乱光と前方蛍光をそれぞれ
フォトダイオード８とフォトマルチプライヤ９で検出し、検出した前方散乱光強度と前方
蛍光強度を信号処理装置１０に格納する（ステップ２）。
【００２５】
　次に、信号処理装置１０は、前方蛍光強度と前方散乱光強度とをパラメータとする２次
元スキャッタグラムを作成して表示する（ステップ３）。図３は本装置の「蛍光一散乱光
」強度の２次元分布図（スキャッタグラム）の例を示す。ＦＳＣは前方散乱光強度で細胞
の断面積を、ＦＬは蛍光の染色強度を表わす。核染色ではＤＮＡ、ＲＮＡの量を反映する
。染色は核染色のみでは結晶と核を持たない物と赤血球を区別できないので膜染色も同時
に行っている。このようにして粒子の大きさと蛍光強度より赤血球、白血球、上皮細胞、
細菌、真菌、円柱、結晶成分を明確に分けることが可能であり、各々の数を測定できる（
ステップ４）。
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【００２６】
　次に同定された赤血球の粒度分布図、ここでは前方散乱光強度をパラメータとするヒス
トグラムが作成される（ステップ５）。前方散乱光強度について、赤血球の大きさの値に
対する第１設定値Ｑ１ｃｈ、第２設定値Ｑ２ｃｈおよび赤血球の大きさの幅に対する第３
設定値Ｗｃｈを設定する（ステップ６）。赤血球粒度分布の大きさが小さい方からの赤血
球累積数が赤血球総数のＡ％（５０＜Ａ≦１００）となるところの赤血球の大きさＸｃｈ
と、粒度分布の中央に赤血球総数のＢ％となる領域の赤血球の大きさの幅Ｙｃｈとが、そ
れぞれ算出される（ステップ７）。
【００２７】
　次に設定値Ｑ１ｃｈ、Ｑ２ｃｈ、Ｗｃｈが設定されるとＬＡ＜Ｑ１の場合には赤血球は
糸球体由来型、Ｑ１≦Ｘ＜Ｑ２の場合には赤血球は非糸球体由来と糸球体由来の混合型、
Ｑ２≦ＸかつＹ＜Ｗの場合には赤血球は非糸球体由来型、Ｑ２≦ＸかつＷ＜Ｙの場合には
赤血球は非糸球体由来と糸球体由来の混合型、と判定され、判定結果が表示される（ステ
ップ８）。
【００２８】
　鑑別の試料としては、病院の検査室にて糸球体由来型、非糸球体由来型および混合型の
当日尿６６検体を上記の装置にて測定した。鑑別結果の対照としては、レーザ顕微鏡を用
い、変形赤血球が７０％以上含まれている尿を糸球体由来型、変形赤血球が３０％以上７
０％未満含まれている尿を混合型、変形赤血球が３０％未満しか含まれていない尿を非糸
球体由来型と分類した。
【００２９】
　まず、従来法にてこの試料の赤血球鑑別を行なってみた。設定条件としては、実施例に
あげられている設定値である、Ｌ１を８４ｃｈ、Ｌ２を１２６ｃｈとして、Ｒａ２／Ｒａ
ｚ≧０．８以上であれば糸球体由来型、Ｒａ１／Ｒａｚ≧０．８以上であれば非糸球体由
来型と判定し、いずれでもない場合は混合型、いずれも満たす場合は非糸球体由来型と判
定するようにした結果を表２に示す。鏡検による非糸球体由来型と判定された３４検体の
うち、１４検体を糸球体由来型と従来法では誤判定してしまう。
【表２】

【００３０】
実施例１
　粒度分布の中心より大きい方に設定された所定の粒度分布値が、大きさの保持された非
糸球体由来赤血球の存在を反映するように、赤血球粒度分布の大きさが小さい方からの赤
血球累積数が赤血球総数Ａ％となる位置とする。Ａの値については、Ａが５０％に近い値
では粒度の中心と同様な値となりダメージを受けた赤血球の影響を受けやすく、１００％
に近い値では極少数の非糸球体由来赤血球の影響を受けるため精度が出にくく、Ａは６０
～９０％が好ましい。Ａの値を７０％と設定して、その粒度分布値の赤血球の大きさＸｃ
ｈを表わしたのが図４である。
【００３１】
　糸球体由来型と判定する第１設定値Ｑ１を８０ｃｈとし、非糸球体由来型と判定する第
２設定値Ｑ２を１００ｃｈとして、その間を混合型と判定した結果が表３である。従来法
では非糸球体由来型３４検体のうち１４検体をも糸球体由来型と誤判定していたが、本判
定では糸球体由来型と誤判定したものは４検体と大幅な改善がみられた。
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【表３】

【００３２】
　図５は本装置の分析による非糸球体由来型の典型的な粒度分布を示す。この検体は非糸
球体由来赤血球が尿中でダメージを受けておらず、その分布の中心が大きなサイズの方に
あり、分布幅も狭い粒度分布となる。このような検体は粒度分布が大きいサイズに偏って
いるので従来法でＲａ２／Ｒａｚ＝０．０７、Ｒａ１／Ｒａｚ＝０．９９で非糸球体由来
型と正しく判定される。本法でもＸ＝１４８ｃｈで非糸球体由来型と正しく判定される。
【００３３】
　図６は本装置の分析による糸球体由来型の典型的な粒度分布を示す。この分布の中心が
小さいサイズの方にあり、分布幅が広い粒度分布となる。このような検体は粒度分布が小
さいサイズに偏っているので従来法でＲａ２／Ｒａｚ＝０．９７、Ｒａ１／Ｒａｚ＝０．
１４で糸球体由来型と正しく判定される。本法でもＸ＝６１ｃｈで糸球体由来型と正しく
判定される。
【００３４】
　図７は本装置の分析による尿中でダメージを受けた非糸球体由来型の粒度分布の例を示
す。この検体は粒度分布分布は全体的に小さいサイズの方にシフトした例である。このよ
うな検体は粒度分布は小さいサイズに偏っているため従来法ではＲａ２／Ｒａｚ＝０．９
２、Ｒａ１／Ｒａｚ＝０．７０で糸球体由来型と誤判定してしまう。しかしある程度形態
を保持した赤血球が残っているので本法ではＸ＝１１３ｃｈで非糸球体由来型と正しく判
定される。
【００３５】
　図８は本装置の分析による尿中でダメージを受けた非糸球体由来型の別の粒度分布例を
示す。この検体はダメージを大きく受けた度合いが赤血球によって異なり２つのピークが
できた例である。従来法ではこのような検体は粒度分布が小さいサイズの方に偏っている
ためＲａ２／Ｒａｚ＝０．８９、Ｒａ１／Ｒａｚ＝０．４４と糸球体由来型赤血球と判定
してしまう。しかしある程度形態を保持した赤血球が残っているので本法ではＸ＝１０３
ｃｈで非糸球体由来型と正しく判定される。
【００３６】
実施例２
　赤血球の種類を判定するため、赤血球の粒度分布の幅情報として、粒度分布の中央に赤
血球累積数が総赤血球数のＢ％となる領域を設定し、その領域の赤血球の大きさの分布幅
Ｙを判定に用いた。Ｂの値については、粒度分布全般が反映されるように、５０～９０％
が好ましい。Ｂの値を６０％と設定して、その粒度分布値の赤血球の分布幅Ｙｃｈを表わ
したのが図１０である。
【００３７】
　赤血球の種類を判定する設定値Ｗを４０ｃｈとして、Ｙ≧４０を多彩型、Ｙ＜４０を単
一型と判定した結果が表４である。この判定によって、赤血球が糸球体由来もしくは非糸
球体由来かの単一型かどちらの由来とも判定されない混合型である多彩型かを判定するこ
とができる。非糸球体由来型の検体で多彩型と判定されているのは、非糸球体由来赤血球
であるが、ダメージを受けて形態を保持していない状態にあることを示す。
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【表４】

【００３８】
実施例３
　さらにこの粒度分布の幅Ｙと大きさＸを組み合わせることにより、赤血球の形態を反映
した情報により由来および種類をより精度良く判定することができる。この赤血球の分布
幅Ｙｃｈと実施例１の赤血球の大きさＸｃｈとをプロットしたのが図１０である。具体的
には、赤血球の大きさＸｃｈがＸ≧１００ｃｈである非糸球体由来型の領域を、赤血球の
幅Ｙｃｈにて、Ｙ＜５０ｃｈであれば単一型である非糸球体由来型、これはダメージをあ
まり受けず形態が保持されている非糸球体由来赤血球の単一な型と判定し、Ｙ≧５０ｃｈ
であれば多彩型である混合型、ダメージをうけた赤血球が含まれる混合型と判定すること
ができる。尚、図８の検体は赤血球の幅Ｙが６８ｃｈのため、多彩型である混合型と判定
される。このようにして判定した結果を表５に示す。
【表５】

【００３９】
　臨床的な運用としては、Ｘ≧Ｑ２かつＹ＜Ｗとなる領域に現れる検体は形態を保持した
非糸球体由来型と判定し、それ以外の領域に現れる検体を形態の保持されていない検体と
して、レーザ顕微鏡で赤血球の形態を調べるようにすれば、効率的かつ精密に検査を行う
ことができる。
【００４０】
実施例４
　また、この分布幅Ｙと赤血球の由来との関係に注目してみると、この分布幅Ｙの値だけ
でも赤血球の由来を判定することができる。単一型と判定された検体をさらに調べてみる
と非糸球体由来型は糸球体由来型よりもこの分布幅Ｙの値が小さい。具体的には赤血球の
由来を判定するための設定値として、第１設定値Ｗ１を４０ｃｈ、第２設定値Ｗ２を３２
ｃｈとして、Ｙ≧Ｗ１を混合型、Ｗ１＞Ｙ≧Ｗ２を糸球体由来型、Ｗ２＞Ｙを非糸球体由
来型と分類することができる。その結果を表わしたものが表６である。
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【表６】

【００４１】
　尚、鏡検での判定基準については現状統一されていなく、由来型を判定する変形赤血球
の比率もまちまちである。よって、この判定方法も目的とする感度に合わせ判定値を変え
て運用してゆくことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】実施例の装置の光学系を示す構成説明図。
【図２】実施例の装置の基本動作を示すフローチャート。
【図３】実施例の装置の「蛍光―散乱光」強度のスキャッタグラムの例。
【図４】実施例の判定パラメータである赤血球の大きさＸの説明図。
【図５】実施例の装置による赤血球粒度分布例
【図６】実施例の装置による赤血球粒度分布例
【図７】実施例の装置による赤血球粒度分布例
【図８】実施例の装置による赤血球粒度分布例
【図９】実施例の判定パラメータである赤血球の幅Ｙの説明図。
【図１０】実施例の判定パラメータである赤血球の大きさＸと赤血球の幅Ｙをプロットし
たグラフ。
【符号の説明】
【００４３】
１  シースフローセル
２  サンプルノズル
３  アルゴンレーザー光
４  粒子
５  ビームストッパー
６  コレクターレンズ
７  ダイクロックフィルター
８  フォトダイオード
９  フォトマル
１０  信号処理装置
１１  赤血球出現領域
１２  細菌出現領域
１３  酵母様真菌・精子出現領域
１４  白血球出現領域
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