
　現代医療の遂行において臨床検査が不可欠であるこ

とは申すまでもないが、それを如実に表したのが新型

コロナウィルス感染症（COVID-19）である。ワクチン
接種が本格化してきたが、強感染力のデルタ株に世界

中が翻弄され、アフターコロナが見通せない状況が続

く。この混乱の中で、世界的な懸案であった東京オリ

ンピック・パラリンピックが開催された。市民の日常

生活から国際競技大会に至るまで多くの局面で、

COVID-19の検査が取り沙汰されてきた。それにして
も老いも若きも「P・ C・ R」の３文字を唱える時代
が来ようとは、いったい誰が予想しただろう。臨床検

査の意義と重要性が一気に認知されることとなった。

　ところで川崎医大の臨床検査医学は故・柴田進先生

がその礎を築かれ、佐々木匡秀先生をはじめとする門

下生達によって西日本を中心に発展してきた。元々血

液内科医であった筆者が縁あって川崎医大に着任して

早や 20年になるが、筆者なりに「川崎の臨床検査」を
背負ってきたつもりである。岡山の旧川崎病院はリニ

ューアルされて川崎医大総合医療センターとなり、同

僚たちによって新たな検査部が構築された。川崎医療

短大臨床検査科は 40余年の伝統を紡ぎ臨床検査のプロ
を多数輩出しつつ、筆者の在任中に 4年制臨床検査学
科として再出発し、念願の大学院も開設された。

　検査業務の運営や人事・機器更新等に制約を感じな

がら進めるのは他学と同様であるが、それでも病院運

営・学園経営陣の理解と支援のもとに検査サービスを

提供し、学外的には全国規模の学術集会を度々担当さ

せていただいた。学内のみならず県内外の関連各位の

お力添えによるところが大であり、あらためて感謝申

し上げます。

　臨床医学や診療活動に関わる限り、臨床検査から離

れることはあり得ないが、とりわけ診療側（もしくは

患者・受診者等）が気づかない、あるいは想像もして

いないデータに最初に遭遇するのは臨床検査室である

ことを常に意識し、臨床検査からメッセージを出すこ

とに矜持の念を持ちたいものである。本講演では、コ

ロナ禍の中で最近筆者が取り組んでいる低コストの顕

微鏡ライブ画像配信システムについても簡単に紹介す

る。

臨床検査からのメッセージ

◎通山 薫 1)
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原因不明肺炎の流行

2019年新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）がヒトに感染す
ることによって発症する新興感染症である。2019年
12月に中国湖北省武漢市で「原因不明のウイルス性肺
炎」が初めて確認され、世界保健機関（WHO）は、こ
れが新型コロナウイルスによるものであるとする声明

を出した。日本では、2020年 1月 16日に最初の患者
が報告され、2月 1日に指定感染症として「新型コロ
ナウイルス感染症」が定められた。3月 11日には、
WHOはパンデミック（世界的流行）相当との認識を
表明した。

地方衛生研究所における COVID-19検査対応
地方衛生研究所（以下、地衛研）は、都道府県や政

令指定都市等の地方行政単位に連結して配置され、医

療機関および保健所等と連携して、感染症発生動向調

査をはじめとする我が国の感染症サーベイランス事業

において重要な役割を担っている。新興感染症の場合、

国内の検査体制は国立感染症研究所（以下、感染研）

と地衛研によってまず整備される。SARS-CoV-2のゲ
ノム情報が 2020年 1月 10日にウェブ上で公開される
と、感染研は PCR検出系の開発に直ちに着手し、地衛
研と共同して検査マニュアルを作成、1月中に全国全
ての地衛研で PCR検査体制が確立された。これはゲノ
ム情報公開から 2週間あまりのことであり、諸外国と
比べても最も早い部類である。

このとき開発されたリアルタイム PCR法は、SARS-
CoV-2ゲノムの 2か所の遺伝子部位において、それぞ
れ、7コピー、2コピーのウイルス遺伝子を検出でき、
国際的にも最も検出感度の高い方法である。また、特

異度についても 99.99%以上と推定され、本法による偽
陽性の発生は非常に少ないと思われる。平時には約

40種の病原ウイルスの PCR検査のほとんどが地衛研
で実施されているが、医療現場での検査ニーズの増大

に応えるため、2020年 3月 6日から COVID-19の
PCR検査が保険適用となり、医療機関や民間検査会社
などでの検査体制の拡充が図られた。

2020年 4月に「緊急事態宣言」が全都道府県に発令
されて以降、いわゆる第 1波から第 5波の流行を繰り
返し、2021年 8月には 4回目の同宣言が発令されるに

至った。この間、第 4波でのアルファ株（イギリスで
確認）、第 5波でのデルタ株（インドで確認）など、
次々と出現した変異株への対応として、変異検出

PCR検査（N501Y, L452R, E484Kなど）が全国の地衛
研で速やかに開始され、次世代シークエンサーによる

ウイルスの全ゲノム解析も多くの地衛研で実施される

ようになった。全ゲノム解析により、感染拡大の波に

合わせて流行する遺伝系統が変遷することが明らかに

されるとともに、保健所との連携によるクラスター対

策に分子疫学情報が活用されている。

地衛研における COVID-19検査の意義と課題
地衛研は地方行政単位に連結して配置されているた

め、大半が首都圏に集中している民間検査会社と異な

り、各地方の医療機関および保健所等と協力して、多

くの場合、即日ないし翌日に検査結果を報告できる。

また、感染の拡大により、様々な施設で PCR検査を行
うようになったが、各自治体において、PCR検査の経
験が深い地衛研が技術指導を行っていることが、

我々の調査で判明した。さらに、地方感染症情報セン

ターが、原則として地衛研に設置されているため、検

査データに加えて、保健所等からの患者情報を収集・

分析して医師会等の関係機関に提供することで、感染

症の発生や蔓延の防止に寄与しうる、という点も重要

である。全ゲノム解析による分子疫学解析と合わせ、

検査だけでなく、感染症危機管理における地衛研の多

面的な貢献が期待される。

一方、課題として、検査件数が通常よりも大幅に増

加したことから、人員、機器、予算、試薬等の不足が

生じたことがあげられる。また、PCR検査の実施施設
の拡大により、「遺伝子検査の質を保証できるのか」

という懸念が生じている。検体からの RNA抽出、リ
アルタイム PCR操作、検査結果の判定等において、こ
れまでの検査経験や習熟度により、検査施設間で差異

が生じる可能性が指摘されている。今後、検査の質や

検査施設の精度を客観的に評価する取り組みが必要と

思われる。

新型コロナウイルス感染症への地方衛生研究所の検査対応と課題

◎四宮 博人 1)

愛媛県立衛生環境研究所 1)
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【はじめに】

「臨床検査技師は検査室から出て云々…」「チーム医

療に参画…」などと言われ始めてから 20年以上が経つ。
今や、多職種連携は当然となり「チームではない医療」

はもう存在しない。今回、テーマ「いどむ！」による

オープニングアクトとして、臨床検査技師出身である

病院管理者の私見を述べる機会をいただいたので、僭

越ながら会員の皆様に思うことを率直に申し上げる。

【病院管理者について】

研究者・教育者として名を馳せた検査技師出身の先

生はたくさんいるが、宮島会長のように検査の枠を超

えた「病院管理者」として活躍した先人はまだ少ない。

　当院の執行部は医師 9名・歯科医師 2名・看護師・
経営専門家・事務統括 +私の計 15名で組織される。毎
月数回の会議で診療体制・研究・経営・人事など国立

大学病院としての方向性が決定される。審議の席上で

は意見具申が求められ、資料の読み込み等準備には膨

大な時間を要する。コメディカル 10職種約 180名を取
りまとめる「医療技術部長」は 3年任期、病院運営に
関与する「病院長補佐」は 1年任期であり、結果を出
さなければ再任審査で戦力外通告を受け、ただの「臨

床検査技師長」に戻ってしまう。このような非常にシ

ビアな世界に敢えて身を置き、挑戦を続けている。

【臨床検査技師は評価されている】

「検査技師の院内でのヒエラルキーが低い」という

声を未だに耳にする。病院により差異はあるだろうが、

これは自己肯定感の低さによる誤った認識であると言

わざるを得ない。多くの病院管理者は我々を「血液検

査などを行う専門職」と理解しているのみならず、今

般のコロナ禍で、検査技師による検査体制の維持、お

よびコロナ検査体制確立が病院経営に対してどれほど

重要なことかを痛感している。

【院内での地位をさらに高める】

看護師が院内で確固たる地位を築いている理由は、

①医師から直接指示を受け、「患者の近傍で」「侵襲

性の高い業務を行う」、②人数が多い、である（法

律・施設基準等は割愛）。誤解を恐れずに言うと、

我々もこれを見習い、同じ方向性で改革を行えば良い。

①はタスクシフト/シェアで、②はコメディカルを連携
させ組織化することで可能である。

【仕事が法律をつくり、法律が仕事をつくる】

十数年前、放射線部でMRIに従事していた際、
「dynamicは、良いタイミングで造影剤入れて」「ル
ート抜いて」との指示を受けた。「違法ではないか？」

と指摘すると、「採血をする検査技師だったらできま

すよね？」と不思議そうに言われた。その 10年後、放
射線技師に「造影剤自動注入器を用いた造影剤投与」

「造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血」が法律

で認められた。法を遵守することは重要であるが、厚

労省が 20mL以上の採血を認める平成 19年以前でも、
多くの技師が 20mL以上採血していたであろう。現場
での仕事が法律を作るのである。

8月初旬、学生 85名にコロナワクチンを接種した。
コロナ禍がなければ、筋肉注射が認められることはな

かっただろう。またタスクシフトは、臨床検査技師史

上初めての大規模な業務拡大となる。法律が仕事をつ

くってくれたのだから、病院の規模・特性等を鑑み可

能な範囲で新規業務として取り入れてほしい。これら

「患者の近傍で」「侵襲性の高い業務を行う」ことは、

院内での地位を確実に高めることになる。

【数の力】

他のコメディカル職種について、職能団体同士は

敵・ライバルであるが、院内では仲間である。連携し

一体的に組織化することで、大所帯となり「数の力」

を持つのみならず、ほとんどの診療科に影響力を持つ

ことが可能となる。当院では臨床工学技士による即効

性のある手術室でのタスクシフトにより、増員を獲得

し、他の職種でも増員を行う道筋を作った。

【何でも検査できる臨床検査技師の国家資格】

数年前より ODAによる JICAからの委託により、開
発途上国で大学病院検査部を作っている。諸外国では、

検査技師の資格が 2段階となっていることが多いが、
日本の臨床検査技師はたった 3年の教育で検査と医師
への報告ができ、しかも生理検査・採血など侵襲業務

までできる。これは本当に素晴らしいと感じるが、残

念ながら技師間のレベル差は 2段階相当の開きがある。
　未来に向けこれからも、臨床検査技師が積極的に新

しい仕事を獲得することを願う。「生き残り」などと

いうネガティブな理由ではない。「新しい仕事」ほど

ワクワクして楽しくて興奮するものはないのだから。

病院管理者が見る臨床検査技師の未来～大学病院運営にいどんだ技師より～

◎中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)
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【はじめに】

　コンピュータサイエンスの技術革新により、人工知

能（AI: Artificial Intelligence）を活用した自動運転や自
動翻訳システムが実用段階となり、さらなる豊かな社

会が訪れようとしている。我が国の政策としても、数

年前に科学技術基本法を基に Society 5.0と呼ばれる未
来社会の概念が提案され、次世代を担う人たちに向け

た AIリテラシー教育も始まっている。そこで、コン
ピュータサイエンスの中でも、特に、臨床検査技師が

データサイエンス領域を修得する必要性について焦点

を置き、これからの臨床検査技師の役割の変化や、臨

床検査技師に求められる能力とは何かについて考察す

る。

【データに基づく意思決定支援へ】

これまでの臨床検査領域では、生理学的検査や検体

検査の計測に重点が置かれてきたが、これからの臨床

検査技師は、これらの膨大なデータを解析し、データ

に基づく客観的な指標を情報として提示し、診断支援

を行うべきである。また、AI育成の教師役、あるいは、
AIの開発にも携わっていく必要がある。すなわち、デ
ータサイエンス領域を修得して、より客観的で高度な

判断や予測ができる能力を持つことが要求される。こ

れには、膨大なデータからなるデータベースのマネジ

メントや、機械学習アルゴリズムを使いこなす人材が

必要となる。

【データサイエンティストの担い手】

データサイエンティストは、データのクレンジング、

データ分析や解析などを専門で引き受ける職種である。

需要は高まる一方で、現在、人材不足は深刻な状況と

なっている。医学領域では、データ解析時に医学知識

が必要であり、医学知識と情報処理能力の両方が備わ

った人材が実施しなければ、正しい解析を行うことは

不可能に近い。データクレンジング作業を例にとると、

検査法の特徴や精度の知識も必要となる。また、解析

結果の解釈や考察にも、専門領域の知識が必須である。

これらのことから、医学領域では、臨床検査技師がデ

ータサイエンティストとしての職種を担うのが最適で

はないだろうか。

【機械学習を用いたデータ解析事例】

AIを利用したシステムは、さまざまな機械学習アル

ゴリズムを用いたデータ解析が利用される。機械学習

には、大きく分けてクラスタリングとクラシフィケー

ションを用いたアルゴリズムがある。クラスタリング

は、パターンを発見する目的で利用され、アウトカム

となる教師データが無いデータに対して機械が似たも

のを自動的にグループ分けする。一方、クラシフィケ

ーションは、教師データがあるデータからルールを発

見する手法である。

本稿では、膨大な診療データベースから新たな知識

を発見する研究の一例として、検査診断特性ネットワ

ーク分析を行うシステムを紹介する。このシステムで

使う解析手法の基本原理は、臨床検査分野では古くか

ら用いられてきた検査診断特性（ROC）を用いる。
ROCはクラシフィケーションの解析手法に分類される。
これを網羅的に全病名と全検査項目の組み合わせで計

算した結果をデータベース化することで、さらに大規

模で高次元な知識データベースを作成する。この知識

データベースを用い、多次元的な関係性を可視化する

手法として、ネットワーク解析を適用すると、視点が

点から面へと広がり、さらに多次元的になり、疾患と

検査の関係が手に取るように把握できるようになる。

【本学の教育への取り組み】

本学では、病院実習において、実際の診療で蓄積さ

れたリアルワールドデータを匿名化したデータベース

を利用している。さらに、検査診断特性ネットワーク

分析に用いたような、高次元な知識データベースを学

生自身が探索することで、これまでの教科書や論文と

の情報比較を通じて、前向き研究の立案や、新たな知

識の発見を体験できる取り組みを始めている。

【おわりに】

これからの臨床検査技師は、検査データを精確に出

すことはもちろんのこと、それらのデータに付加価値

を付けた情報を発信し、臨床支援を行うべきである。

それには、データサイエンス領域の知識を身に付ける

ことが重要な鍵となる。さらに AI技術が進歩してく
ると、AIを使いこなす能力だけでなく、AIの開発や
育成ができる人材が求められるようになる。より賢い

AIを育成するために、私たちは何を準備すべきかにつ
いて議論しておかなければならない。

データサイエンスが支える臨床検査の未来

◎片岡 浩巳 1)

川崎医療福祉大学 1)

教育講演



令和３年５月 21日(金)、参議院本会議において、「良質
かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する

ための医療法等の一部を改正する法律」の成立において、

医療関係職種の業務範囲の見直しの一環として、「臨床検

査技師等に関する法律」の一部改正が実現した。

この法改正の趣旨は医師の働き方改革を進めるためのタ

スクシフト・シェアの推進であり、医師の独占業務である

医行為や看護師などが行える診療の補助に該当する行為な

ど現行では実施できないものを他の医療関係職種でも実施

可能にすることが必要であるとして、臨床検査技師等に関

する法律など資格法の改正に至ったものである。

職能団体である日本臨床衛生検査技師会としては、以前

から取り組んでいる「業務範囲の拡大」の一環であり、一

度に 10行為が業務拡大できたことは大きな成果であると考
えている。

この 10行為には、静脈採血に伴う静脈路の確保や超音波
造影剤の注入、直腸肛門機能検査での圧センサーやバルー

ン挿入、持続自己血糖測定器の取り付けのための穿刺、経

口・経鼻又は気管カニューレからの喀痰の吸引など、従来

の体内から排出、採取の検体検査に加え、穿刺・抜針、吸

引・注入・接続など、検体採取や生理学的検査に関連する

業務が増えていることが特徴である。

更に、これまでグレーゾーン”と考えられていた行為を

含む 14行為についても、厚生労働省は現行制度の下で実施
可能な業務とし、タスクシフト/シェアを最大限に推進でき
るように具体的な方策を示し、通知するとされている。

さて、平成 26年の検体採取や今回のタスクシフトに関する
法改正の目的は異なるものであるが、その改正内容は業務

範囲の拡大、見直しであり、同一のものであった。

これらの事実を踏まえ、相次いで実現した法改正の本質

は何か。今後の診療現場における臨床検査技師の役割とは

何か、再認識するとともに、ポストコロナ、第 4次産業革
命と向き合う臨床検査技師像について考えてみたい。

「タスクシフトの本質と臨床検査技師の未来」

◎宮島 喜文 1)

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 1)

日臨技企画1



臨床検査データは、日々実施する内部精度管理、自主

的・定期的に参加する外部精度管理調査の受検および、そ

れら結果を受けての是正改善の繰り返しによって、検査デ

ータの品質が保証される。しかし、国民の目からは、どの

検査施設の品質が確保されているのか、見た目だけで判断

することが難しい。品質が国民の誰からも「見える化」さ

れることが必要である。

2018年の医療法改正後、診療、施設の実情に応じた検体
検査の精度管理の確保が求められた。当会では、今までの

検査・分析 ⇒ 検査値の確認を対象とした精度管理調査か
ら、検査行程の全てを範囲とした外部精度管理調査および、

それを第三者機関として確認する施設認証制度が不可欠で

あると考えいる。当会では、臨床検査の品質保証を念頭に

いれた「日臨技 品質保証施設認証制度」を令和 4年度より
開始できるよう作業を急いでいる。新制度では、日臨技主

催の事業に参加し、標準化を目指し、施設で自ら実施する

臨床検査の精度が、日々の内部精度管理を通じて十分保証

されていると評価できる施設に対して、品質保証施設とし

て認証することとしたい。本認証を取得することにより、

是正改善の TATを劇的に短縮し、患者や国民に対して「安
心」と「信頼」を与えることができるものと期待している。

本企画では、その全容について詳説する。

旧制度との主な変更点は、認証分野を、最大 10分野に広
げるほか、１部門からでも外部精度管理調査に参加した項

目については受検可能とし、さらに改正医療法に基づいた

施設認証制度とすることを前提に、現状、医療法上努力義

務となっている内部精度管理を確実に実施することや、継

続した外部精度管理の受検、「検体検査の精度確保に係る

責任者」を中心とした是正改善の取り組みを重視する。総

合報告会での資料を各施設での是正に有効に利用して頂け

るようシステムを変更している。さらに人材育成への自主

的な取り組みを確認する制度も見直すこととしている。ま

た、多くの書類申請等は可能な限り JAMTQC上で可能なよ
うにシステムの改修も実施する。

将来的には、当会外部精度管理調査に参加する全ての施

設が認証を取得することを目指している。

新しい「日臨技 品質保証施設認証制度」について

◎滝野 寿 1)

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 1)

日臨技企画2



神経伝導検査（Nerve conduction study; NCS）は、末梢
神経の機能評価を目的とした臨床検査技師が行える検

査の一つである。

NCSは運動神経伝導検査(Motor-nerve conduction study; 
MCS)と感覚神経伝導検査(Sensory-nerve conduction 
study; SCS)の二つに大別される。MCSでは、検査対象
の神経から複合筋活動電位(Compound muscle action 
potential; CMAP)を導出し運動機能を評価する。神経支
配筋の筋腹に記録電極を置き、神経走行に沿って神経

に刺激を与えると CMAPが導出される。記録された
CMAPの潜時差から伝導速度を、CMAPの振幅の減少
や波形から伝導ブロックや時間的分散の有無を評価で

きる。ただし、MCSでは、上下肢とも上腕、膝窩より
も近位での刺激が困難であり、近位部領域の評価に限

界がある。末梢神経の全長の伝導を反映する F波検査
がこうした限界を補填するため、MCSの際に F波も同
時に測定する。F波は末梢神経を刺激した際の興奮が
逆行性に伝導し、一部の前角細胞が興奮することで生

じる筋の活動電位である。

SCSでは、検査対象の神経の感覚神経活動電位
(Sensory nerve action potential; SNAP)を導出して評価を
行う。SCSも神経に刺激を与えて行うが、電位の記録
が筋からではなく神経である点がMCSとは異なる。
神経刺激部位と記録部位の方向の違いにより順行法(末

梢側で刺激→中枢側で記録)と逆行法(中枢側で刺激
→末梢側で記録)があり、当院では主に逆行法を用いて
いる。

検査においては常に綺麗な波形が得られるよう準備す

る。特に SCSでは小さな電位を扱うため、酒精綿や皮
膚前処理剤を用いて表皮の汚れや汗を除去し皮膚の接

触抵抗を十分に下げる。乾燥でも接触抵抗が高くなる

ので、表皮の保湿にも注意する。シールのディスポー

ザブル電極を使用する場合に、電極の汚れがノイズ混

入の要因となるので、適宜新調する。環境によるアー

チファクト(雑音)にも留意し、電極に接続しているケ

ーブルの揺れによるモーションアーチファクトや、ケ

ーブルが十分束ねられていないことで混じる交流電流

を避ける事も重要である。画面の基線を確認し可能な

限り直線状態になっているかを確認する。

また、神経の伝導速度が温度により影響を受ける事も

知っておく。皮膚温が 1℃下がる毎に、神経伝導速度

は約 2m/s程度遅くなる。そのため、NCSを行う際に
は皮膚温を同時に記録する。冬場などで皮膚温が低い

場合には、ドライヤーや温タオルを用い、検査中の保

温を心掛ける。

ここまでの検査前準備を行った上で、NCSを施行する。
MCSでは筋がもっとも厚い部位である筋腹(Belly)上に
探査電極(-電極)を、筋線維がなく電位が発生しない遠
位の腱(Tendon)上に基準電極(+電極)を設置する(Belly-
Tendon法)。接地電極は、刺激点と探査電極の間に設
置する。刺激を行うにあたっては、最大上刺激が重要

となる。刺激強度を上げて、波形の振幅が変わらなく

なる刺激が最大刺激であり、そこからさらに刺激強度

を 20%程上げると最大上刺激になる。全ての神経線維

を確実に興奮させるためには最大上刺激を行う事が重

要である。電極位置が正しいと、健常人では陰性(上向

き)の波で始まる二相性の筋電図が記録され、潜時や振

幅、波形の形などから末梢神経を評価できる。

SCSでは探査電極を筋肉由来の電位が生じない神経の
直上に設置する。当院では上肢の一般的な検査では指

関節にリング電極を、腓腹神経など表皮から記録する

場合にはシール電極を用いている。

NCSの評価では、神経の異常が脱髄か軸索障害かどち
らが主体かを評価する事が重要である。脱髄は病変の

首座が軸索を覆う髄鞘(Schwann細胞)にある末梢神経
障害で軸索はある程度保たれる。検査所見として伝導

速度低下、時間的分散の増大、伝導ブロックがある。

ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性多発神経炎

などが主な疾患である。

軸索障害は病変の首座が軸索にあり、2次性に髄鞘が
障害される末梢神経障害である。検査所見として振幅

低下が認められ、伝導速度は比較的保たれる場合が多

い。糖尿病性ニューロパチーやアルコール性ニューロ

パチーが主な疾患である。今回の内容は検査の実施を

中心としたものだが、検査に慣れてきたら、末梢神経

障害の分類と得られる検査結果を念頭に検査を進めて

頂きたい。

今回、NCSのコツやピットフォール等を紹介する事で、
少しでも苦手意識を払拭して、好きになってもらうき

っかけになれば幸いである。連絡先-088-633-9306

神経伝導検査を好きになろう！－検査法の基本から、当院の症例を交えてー

◎谷 美紀 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)

シンポジウム



「脳波･･･好きですか？」

学生にこの質問を投げかけて、「好き」と答えた人は

今まで一人もいません。年齢によって波形は変化する

し何が正常で異常か判別しづらい、波形の読み方がわ

からない、手技も面倒くさそう…その気持ち、よくわ

かります。私も実際に関わるまでそう思っていました。

てんかんの診断・治療、意識障害の把握、脳死判定な

ど重要な検査であるにも関わらず、記録しても確実に

異常がわからない事もあり、記録中いつ発作を起こす

かもわからない。電極の装着手技にしても電極の数は

多いし、皮膚抵抗を落とすために頭皮を擦ったり地味

なイメージ。しかし、脳波検査は最終的に「読める脳

波」もしくは「診断に繋がる脳波」を記録する事が重

要であって、検査の過程は自分（各施設）なりの創意

工夫が出来ます。そういう観点から見ると非常に臨床

検査技師らしい技術検査であると私は考えます。そし

て何より今は「デジタル脳波計」という画期的なアイ

テムがあります。デジタル脳波計は 1990年から普及し、
脳波検査に革新的な恩恵をもたらしました。但しこの

アイテムを効率よく利用するためには、脳波の基礎を

よく理解し応用させる基本が肝要となります。基礎は

検査を実施する際に必要な最低限の知識。電極の装着

方法、記録条件、アーチファクト、誘導法、賦活の目

的などを十分理解する事です。加えてデジタル脳波計

の仕組みも理解する必要があります。基本は「目的に

あった脳波」を記録するための know-how。つまり自分
の経験や知識を活用し、測定環境や患者の状態を見極

め、応用の利く脳波記録が出来る事です。例えば緊急

時やオペ後、睡眠脳波記録の場合、必死で皮膚接触抵

抗を 10KΩ以下に落とすよりも抵抗を揃えることを意
識する、筋電図や体動など取り除くことが困難な場合

は、終了後にリモンタージュやリフィルタリングでカ

バーする…など、オリジナル波形をしっかりと記録す

ることで検査（患者）ごとに手技および判読方法を変

える事ができ、効率的な脳波検査が可能となります。

このシンポジウムは、脳波検査の Specialistには物足り
ないかもしれませんが、少し不安を抱えながら脳波検

査を行っている技師の方々（判読医のいない救急総合

病院で日々奮闘している私も含め）と共に、基礎と基

本を振り返りつつ情報共有の場ともなり得るような内

容にしたいと考えています。　「一緒に脳波を楽しみ

ませんか？」

基礎と基本だけで脳波は乗り切れる！

◎高野 静香 1)

高知赤十字病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

呼吸機能検査は術前・術後検査、呼吸機能の経時的変

化の確認などに幅広く用いられる検査である。適正に

得られた結果は患者の呼吸機能を推測・把握可能とな

り、臨床判断に大きく貢献する。

また、呼吸機能検査は生体を対象とする検査の中でも

患者努力の比重が大きい。患者の最大限の努力が得ら

れなければ正確な検査結果を得ることが出来ない為、

担当検査技師の技量によって結果が大きく左右される

検査でもある。

検査実施の上で、検査者には各検査手技の習得、結果

の信頼性に対する判断と妥当なデータの選択、検査に

対する精度管理等の事前準備が求められる。

また、最善の結果を得るためには患者と十分なコミュ

ニケーションを取り、検査に対する理解と協力を得る

ことが重要である。

【手技】

信頼性の高い検査結果を得る為に、検査者には各検査

の標準的手技の習得と、測定結果に対する妥当性の評

価が求められる。

今回、呼吸機能検査の基礎を考える上で、呼吸機能検

査ガイドラインおよび呼吸機能検査技術教本に沿って

肺活量、努力性肺活量、残気量測定、肺拡散能力の検

査手技と、測定時のポイントや、測定結果画面の見方、

妥当性評価、再現性の確認、測定データの選択に関し

て解説する。また、日常的に遭遇しやすい、標準的測

定手技を説明・実践しただけでは、患者の理解が不十

分で適正な結果が得られないケースと、その対応につ

いて紹介する。

これらの経験を多く積むことで、検査過程と結果をあ

る程度パターン化することが出来るようになる。これ

は検査の正確性と迅速性を得ることにつながる。

【急変事例】

呼気と吸気の速度や大きさを調節することで呼吸機能

検査はなされるが、患者体内では大きな循環動態の変

化が発生しており、検査には急変の可能性が常に存在

する。そのため検査者は検査過程で常に患者を観察し、

状態変化がないか注視する必要がある。

急変発生に対処しやすい検査環境の用意も重要である。

臨床へのスムーズな連絡を可能にするための掲示物や、

急変発生に備えた各種救命用具の準備や、検査技師へ

の定期的なトレーニング・検査室内対応マニュアル作

成により、急変事例などの不測の事態に素早く対応で

きる可能性が高まる。

今回、当検査室で経験した、検査中の患者意識消失事

例の経緯と当日の対応、後日の振り返りについて触れ

た後、当検査室で急変発生に対する準備について紹介

する。

【精度管理/日常点検】
ガイドラインに沿った精度管理手技の基本について解

説を行う。

業務前に精度確認を行うことで、検査装置の特徴や微

妙な変化を捉えることが出来るようになり、異常の早

期発見や適切な対処が可能である。

当検査室では点検や保守の際の参考となるように管理

表を作成し、データをチェック表や検査室情報システ

ムへインプットし、測定値変動の確認をすることで精

度管理を実施している。これらの管理手法によって、

測定装置の異常を早期に発見した事例について紹介す

る。

【まとめ】

呼吸機能検査は検査種別が多く、言葉の指す意味は幅

広いが、いずれの検査においても標準的手技の習得と

実践が必須である。しかし、それのみではすべてのケ

ースには対応できない。

それぞれの患者背景やそれに対する理解度、測定装置

の状態など、様々な要因によって測定値は変動し得る。

測定装置の精度管理等、検査への入念な準備をしたう

えで、患者に対して真摯に接し、良好なコミュニケー

ションを築きながら、患者状態をできるだけ正確に把

握しようとすることで、検査不良ケースに対する修正

が容易になり、急変の予兆により気がつきやすくなる。

これらの項目の総合的な能力の獲得が呼吸機能検査の

基礎になると考える。

ヤスイ　ワタル

(連絡先)
島根大学医学部附属病院検査部生理機能検査部門心電

図室

0853-20-2412
w_yasui@med.shimane-u.ac.jp

呼吸機能検査実践のポイント

◎安井 亘 1)、福間 麻子 1)、常松 明莉 1)、石飛 文規 1)、新田 江里 1)、荒木 剛 1)、矢野彰三 1)
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【はじめに】

心電図検査は不整脈や虚血性心疾患の診断など循環器

領域のスクリーニング検査に有用であり、手技が簡便

で検査に要する時間も短く、施設の規模を問わず行わ

れる生理機能検査である。当直帯などでは生理機能検

査担当者以外が施行する場合もあるが、いかなる状況

下であっても、心電図検査は「迅速に、綺麗に、正確

に」記録することが求められる。

【検査前の準備】

電極とリード線の装着状況やリード線の絡みの有無を

チェックし、問題がある場合は必ず適切な状態に調整

する。電極にはリユーザブル電極やディスポーザブル

電極があるが、これらが混在することなく必ず同素材

の電極を使用する。

【電極の装着】

右足は基準点である中性電極の役割を担っていること

から、基準点のインピーダンスが早く安定するように

右足から装着する。不正確な電極の装着は波形に大き

く影響するので、技師間差が生じないように電極の装

着に関する定期的な訓練が必要である。胸部誘導では

1肋間ずれれば波形に変化が生じ、V5、V6が V4と同
じ高さになっていないことや V4～V6が等間隔で装着
されることなどは意外と多く経験するため、これらの

点も踏まえた正しい装着部位の把握が重要である。肋

間の判断に苦慮する時は解剖学的にも特徴のある胸骨

の出っ張った部分の胸骨角（ルイ角）を確認すること

も有効である。これは、第 2肋骨にみられるため、ル
イ角の下に存在するくぼみの部位が第 2肋間となる。
第 1肋間が分かりにくい場合はルイ角を確認すること
で正確に第 2肋間を認識できる。胸部誘導では隣の装
着部位のペーストや電極同士が接触すると波形に影響

を与えるので、特に小児など体が小さい患者の心電図

の際には注意が必要である。

【記録時】

心電図を正しく判読するためにはアーチファクト（筋

電図、基線の動揺、交流障害）の少ない波形を記録す

る必要がある。それぞれのアーチファクトを軽減する

ポイントは以下の通りである。

筋電図：力が入っている筋肉のおおよその部位につい

て心電図波形から推察し、その部位を患者さんに具体

的に伝えるとともに協力を得る。枕が原因となること

もしばしばみられ、枕を外したり、種類を変えること

で軽減される。呼吸に合わせて筋電図が出現消失を繰

り返すパターンは、吸気による呼吸筋力を反映してい

る可能性があるので、安静呼気（FRCレベル）で軽く
息止めをすることが有効となる場合がある。また、手

足の震えや拘縮によって発生する筋電図は、電極を手

首から腕の付け根、足首から足の付け根に移動させ、

体幹に近い位置に装着することで影響の少ない波形を

記録できる。このような対応を行っても筋電図が生じ

る場合は、体幹部に四肢電極を装着する（Mason-
Likar誘導法）。しかし、この方法は標準 12誘導波形
と比較するとⅠ誘導波形が小さくなるなど波形に変化

が生じるため判読時には注意が必要となる。従って、

この誘導を用いる時は、必ず通常の装着位置と異なる

旨のコメントを記載し、注意を促すことが重要である。

基線の動揺：呼吸が原因の場合は安静呼気で息止めを

行い、発汗が原因の場合はティッシュなどで汗を拭き

取ったのち、再度電極を装着する。空調によるコード

の揺れなどが原因となることもあるため、必要に応じ

て空調の向きの変更や一時的な停止も有効である。

交流障害：特定の誘導にのみみられる場合は、対応す

る誘導コードの異常を確認する。電極の接触不良が原

因となることもあるので、電極の錆やペースト不足に

よる接触不良について確認する。

フィルターはアーチファクトの軽減に効果的であるが、

これを使用することで電位の変化が生じ、微小電位の

評価などが不十分となる。従って、フィルターはやむ

を得ない場合を除き使用せず、アーチファクトに関す

る知識の習得とそれに基づいた適切な対応により綺麗

な波形をとることを心がける。

【まとめ】

心電図検査は患者一人一人によって対応すべき内容も

異なり、これまで述べたようにさまざま注意点がある。

今回の発表では、正しい電極位置でアーチファクトの

少ない心電図波形を記録するためのコツや工夫を中心

に報告する。

（連絡先：084―970―2121）

心電図

正しく綺麗な心電図を記録するコツ

◎松田 浩明 1)

公立学校共済組合中国中央病院 1)
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【はじめに】

　運動負荷試験は、不整脈の評価や虚血性心疾患の診

断目的だけでなく、既知の虚血性心疾患の重症度評価、

治療効果判定、予後判定などの目的で広く行われてい

る。検査の種類には、マスター 2階段試験、トレッド
ミル試験、エルゴメーター試験、心肺運動負荷試験な

どがあり、患者の運動耐性や検査目的に合わせて使い

分けていく。

【技師の役割】

当院での運動負荷試験は医師 1人・技師 1人体制で
施行している。技師は検査がスムーズに運ぶように検

査準備、患者準備、検査中の心電図・血圧記録等を行

っている。検査前には患者カルテをチェックし、検査

目的は何か、負荷をかけることにより発生しうる心電

図変化（不整脈や虚血性変化）を予測しておく。負荷

中は、心電図変化や血圧変動を常に監視し、異常が出

現すれば医師に速やかに知らせる必要がある。特に心

室性期外収縮の頻発・連発・多源性などは、致死性不

整脈に移行する可能性もあるため注視する。当院での

負荷終了の判断は医師に委ねられているが、患者の様

子を観察することや中止基準を把握しておくことで終

了のタイミングを予測でき、すばやくリカバリー体勢

へ入ることができる。回復期は迷走神経反射による急

激な心拍数低下・血圧低下が生じることがあるため、

適宜、患者の様子をうかがうようにする。

【運動負荷心電図】

虚血性心疾患の評価は、ST変化の程度を用いて行う。
ST低下の計測は QRSの終末と T波の接合部、いわゆ
る J点の 60-80ms後方が基線より 0.1-0.2mV低下で陽
性とする。STの下降パターン（上向傾斜型、水平型、
下降型）によって、陽性基準が変わることに留意する。

実際に当院で経験した症例も提示しながら解説してい

きたい。

【検査環境】

　非侵襲的な検査であるが転倒事故のほか、虚血や致

死性不整脈が誘発されるなど心事故につながる可能性

もある。緊急時に備えて検査室には救急カートや除細

動器を常備し、いつでも使用できるように、検査前に

は動作確認や備品チェックをしておく必要がある。処

置に必要な物品について日頃から把握しておくことは

大切であり、患者急変時に指示があればすぐ出せるよ

うにはしておきたい。

【おわりに】

　運動負荷試験の概要や検査手技を再確認する。また

患者急変時に備え、環境整備を行うことや技師の安全

教育も大切である。

連絡先：0859-38-6823

運動負荷心電図

◎上川 麻美 1)

国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



【はじめに】血管エコーは大動脈から体表面にある小

さな血管まで評価することが可能であり、血管の評価

において有用な検査法の 1つである。しかし、エコー
は検査者の技術、知識、経験に依存するため、誰がや

っても同じ画像にならないという欠点もある。今回の

講演では、良好な画像を描出するためのポイントや、

知っておくとよい症例などを中心に解説する。

【プローブを使いこなす】血管エコーは基本的にはリ

ニアプローブを使用することが多いが、体表面の血管

を観察したい場合、高周波のプローブがあれば積極的

に使用し、逆に血管が深部に位置し描出が難しい場合

は周波数の低いコンベックスやセクタプローブにかえ

て検査を行う必要がある。例えば、椎骨動脈に逆流を

認めた場合、鎖骨下動脈の狭窄または閉塞が疑われる

ため、鎖骨下動脈を観察する必要があるが、リニアプ

ローブでは鎖骨に当たってしまい、うまく中枢側が描

出できない場合がある。その時はサイズが小さいセク

タプローブやマイクロコンベックスプローブを使うと

鎖骨下動脈がより中枢側まで描出できる場合がある。

また、体表面の血管を描出するときはプローブの圧排

によって血管が潰れてしまうことも少なくない。その

場合はゼリーを大量に塗って検査するか、音響カプラ

を使用すると、血管がより明瞭に描出することができ

る。パルスドプラ法を用いて血流計測を行う場合は、

ドプラ入射角が大きくなるとその計測値の信頼性は低

下するため、入射角を小さくする努力が必要となる。

狭窄による高速血流を正確に計測する場合は、プロー

ブが小さく、ドプラ入射角を小さく計測することがで

きるセクタプローブが有用となることが多い。

【アプローチの仕方や患者の体勢を工夫する】プロー

ブのあて方を少し工夫するだけでも血管の評価に違い

が出ることがある。例えば、血管の長軸像をビームと

ほぼ直角に描出してしまうと血流シグナルがうまくの

らなかったり、ドプラ入射角が大きくなり血流評価の

信頼性が低下するときがある。その時はプローブを少

し傾けてみるだけで、血管が斜めに描出されるため、

血流シグナルがより鮮明となり、入射角も小さくなる。

血管を描出する際、どこからアプローチするかが重要

となる。例えば、大腿静脈の末梢側は背側を走行する

ことが多く、下肢の前方からアプローチすると、血管

が深部に位置するため、血管が鮮明に描出できないこ

とがある。その時は後方からプローブを当てると、大

腿静脈は前方よりも表面に位置しており、より鮮明に

描出が可能である。講演では実際に後方からのアプロ

ーチで血栓をとらえた症例を提示する。また、患者の

体位を少し注意することによって、画像がより鮮明に

描出できることがある。下肢静脈エコーで下腿の静脈

を観察する際、座位で観察することが多いが、寝たき

りの患者や麻痺などの影響で座位になれない場合もあ

る。その際、可能ならば膝を曲げたり、外転させるこ

とで下腿の観察部位を確保することができる。

【病態を理解する】頸動脈エコーが有用であった 2例
を提示する。基本的に左椎骨動脈は左鎖骨下動脈から

分岐するが、大動脈の分岐形態は多彩で、左椎骨動脈

が大動脈弓から直接分岐している場合がある。そのよ

うな患者が左鎖骨下動脈に狭窄や閉塞があっても、椎

骨動脈の逆流が認められないため、鎖骨下動脈を観察

しなければ見逃してしまうことがある。

一過性脳虚血発作（TIA）を数回繰り返す患者の頸
動脈エコーを施行した際、右鎖骨下動脈に可動性プラ

ークを認めた。しかし、右鎖骨下動脈の可動性プラー

クが TIAの原因とは考えにくく、中枢側にも何か異常
があるのではないかと疑い、さらに観察したところ、

腕頭動脈にも可動性プラークを認めた。腕頭動脈の可

動性プラークの報告は少ないが、実際には腕頭動脈や

鎖骨下動脈まで観察しておらず、プラークの検出がで

きていないといった症例もあるのかもしれない。今回

のように TIAを繰り返す症例には,総頸動脈より中枢
側にも塞栓源があると推測し,エコーにて鎖骨下動脈や

腕頭動脈も評価する必要があると思われた。

【まとめ】簡単ではあるが明日から活用できそうなポ

イントを解説し、参考になりそうな症例を報告した。

装置を使いこなし、患者の体位変換やアプローチの仕

方を工夫するだけでも、十分に良好な画像が描出でき、

多くの症例を経験し病態を理解することで、診断に役

立つ所見が得られる。今の自分をさらに高めるために、

日々いどみ続けなければならない。

連絡先：088－886-5811（内線：22110）

明日から変わる血管エコー！

◎宮元 祥平 1)

高知大学医学部付属病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

肝胆膵領域の超音波検査では患者の体形や消化管ガ

スなどの影響により、目的の臓器や部位が描出不良と

なることは少なくない。あきらめて報告書に「描出不

良」と記載するのは簡単ではあるが、検査者の工夫に

より超音波画像が得られれば、検査はより有用なもの

となる。

基本的な走査法で描出できない場合でも、体位変換

やプローブの設定、呼吸や圧迫といった「テクニック」

により描出できる例が数多くある。

今回は、日常検査で遭遇する各臓器の描出不良例に

対して、有効となる「テクニック」を画像や動画を交

えて紹介していく。また、おさらいとして、肝胆膵の

基本的な走査法に加え、見落としの少ない走査法のコ

ツも提示していく。

【肝臓】

・左側臥位、右側臥位

・肋間走査で呼気または吸気

・高周波プローブの使用

【胆嚢】

・左側臥位

・肋間走査、右側腹部からの走査

・高周波プローブの使用

【胆管】

・左側臥位

・高周波プローブの使用

【膵臓】

・左側臥位、座位、右側臥位

・左肋骨弓下走査、左肋間走査

・高周波プローブの使用

【おわりに】

　描出不良に対して、それを回避する手数（走査法）

が多いほど、描出できる可能性は高くなる。しかし、

これらの方法で必ずしも明瞭な画像が得られるとは限

らない。超音波検査にはその特性上、限界があり、ど

う頑張っても描出できないことがある。そのような描

出不良例に対してむやみに様々な方法を試みても、結

局は描出できずに終わってしまい、時間だけがかかっ

てしまうことになる。

　日常の検査では限られた時間内に件数をこなさなけ

ればならない。そのような中で効率よく検査を進めて

いくには、その時の状況に合わせて最適の描出法を選

択し、描出できないと思ったら見切りをつけて切り上

げる、といった判断が必要となってくる。このあたり

は経験を重ねていくしかない。

　今回提示する描出法はありふれた方法が多いが、も

しもまだ試みたことがない方法があれば、ぜひ明日か

らの検査で試していただきたい。

連絡先　0853-22-5111（6461）

「描出不良」で諦めない!!死角をなくすテクニック

◎多久和 昇吾 1)

島根県立中央病院 1)

シンポジウム



【はじめに】乳腺甲状腺に代表される表在超音波は比

較的浅い部位を見るため、存在診断は比較的容易であ

ると考えがちである。しかし質的な判断を求められる

場面も多く、超音波所見により診断が大きく左右され

る。そのため良悪の鑑別のポイントをどこに重点を置

いて観察すべきか、形状の捉え方とともにスキャンの

ポイントと機器設定を合わせて提示する。

【走査条件のポイント】1.視野深度は4cm〜5cmで設定

し、乳房の大きさによって適宜拡大・縮小を行う。大

胸筋までが明瞭に描出できることが重要である。乳房

の厚みで深部減衰が強い場合は肩を開くように腕を挙

上し、乳腺が薄くなるような工夫をする。顔は検査を

していない方に傾けるとさらに内側の皮膚が綺麗に伸

びる。2.フォーカスの位置は適宜動かすことが重要で

ある。スクリーニングの際は乳腺に合わせるが、境界

部や乳管内進展を観察する場合は関心領域にフォーカ

スを合わせることで視認性が向上する。3.走査画像設

定は適正にその都度調節することが重要だが、まずは

Bモードで乳房の構成を把握し、病変に気づくことが重

要である。「何か周囲と違う」「乳腺の流れに抵抗す

るものがある」という認識ができたら、探触子を多方

向からゆっくりと動かすことで、病変が明らかになる。

4.ゲインの調整は重要なポイントである。ダイナミッ

クレンジによるグレースケールの調整は知っておくこ

とが大切であるが、その都度変えなくても良い。異な

る周波数コンパウンド法によるスペックル低減効果や

アプリケーションにより高精細なBモード画像で組織の

境界など、構造視認性を高める機能も充実してきてい

る。しかしこれらはまず基本の走査ができてはじめて

効果的な画像が得られることになる。

撮像チェックポイント①モニタに映った画像の明るさ、

コントラスト、フォーカスは合っているか②大胸筋ま

で乳房全体が明瞭に描出できているか③ビームがまっ

すぐ入っているか④一画面の中心に関心領域があり、

周辺の乳腺が綺麗に描出されているか⑤画像⇄鑑別疾患

の合致する画像かどうか

【観察のポイント】A.腫瘤性病変　形状の観察腫瘤に

気づいたらゆっくりとプローブを動かして境界部、内

部エコー、後方エコーと全体像から内部の詳細をじっ

くりと観察する。形状の捉え方で最も重要なことの一

つは、境界部を丁寧に走査することである。腫瘤の場

合は特に良悪の鑑別ポイントとなる。悪性なら境界部

は浸潤像を呈して腫瘤の一部または全体が粗ぞうもし

くは不明瞭となり、良性もしくは嚢胞性病変なら被膜

で覆われているため全てが明瞭平滑となる。これらは

当たり前の所見であるが、境界部をいかに真の病変に

忠実に描出できるかによって良悪性の鑑別が可能とな

る。フォーカスを合わせて探触子をゆっくりと動かし、

病変の形状に合わせてビームを入れる、すなわちプロ

ーブをしっかりと当てることが重要である。

＜内部エコーのチェック項目＞①嚢胞性の場合：壁の

構造（厚み・不規則な形状）、流動性の有無充実部の

有無、後方エコー、血流パターン②充実性の場合：エ

コーレベル（高・低・嚢胞変性・均質・不均質など）、

石灰化（点、状・粗大）境界部が良悪性の鑑別点で最

も重要であるが、さらに内部エコーの組織特性を読む

ことで病変部の推測が可能となる。

B.非腫瘤性病変　非腫瘤性病変の場合は境界部や病変

の形状から良悪、すなわち乳腺症と非浸潤性乳管癌

（DCIS）の鑑別は困難なことが多い。両者の鑑別は病

変部の分布と参考所見が重要で、乳腺を腺葉系として

捉え区域を意識した撮像が必須である。そのために回

転操作や遠心性、求心性操作が必要である。①低エコ

ー域：乳腺症では両側低エコー域を多数認める。左右

差、点状高エコーの有無のチェックが重要。②石灰化

の描出：点状高エコーの区域性分布は超音波では把握

が困難な場合が多いが、集簇性の場合は注意が必要で

ある。音速補正やコントラストの調整で視認性を上げ

る工夫をする。③構築の乱れ：クーパー靭帯の陰を構

築の乱れと誤認することがあるが、必ず多方向で一点

に集中する歪みを確認することが重要である。これら

に加え乳腺症を背景としたDCISや浸潤癌の存在の頻度

は多く、参考所見なくしては指摘が困難であると言っ

ても良い。

【まとめ】走査方法や画像設定を変えることで病変を

捉え、鑑別疾患を考えることが重要である。病変部の

特徴的な所見を撮像するには腫瘤の場合は形状、非腫

瘤の場合は分布の把握が特に大切である。

連絡先　086-252-2211（内線 13161）

形状を見るコツ　とらえるコツ

◎河田 晶子 1)

社会福祉法人恩賜財団 岡山済生会総合病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

心エコー図検査では得られた画像やドプラ波形を計測

することで左室機能や弁膜症の重症度などの病態を把

握するため，画像の質が検査の質や精度に直結する．

患者の状態や体形，病態により描出不良となる例もあ

るが，検査時間の許す範囲で常にその患者における最

も美しい画像を得る努力をしなければならない．その

ためには画像調整の手段をできるだけ多く知っておく

必要がある．本セッションでは心エコー図検査におい

て，より美しい画像を描出するテクニックを紹介する．

【プローブ操作と患者体位】

　プローブから送信された超音波を対象までいかに届

かせるか，反射した超音波を効率的に受信できるかを

考えながらプローブを操作しなければならない．　

Bモードでは対象物に対して超音波を垂直に当てる
ことを常に意識する．傍胸骨左室長軸像において左室

径，左室流出路径を計測する際は肋間をずらしながら

できる限り対象物に対して超音波が垂直にあたるウイ

ンドウを検索する．僧帽弁の観察では弁に対する超音

波の入射角によって弁が肥厚したように観察される場

合があり注意が必要である．

　超音波では見たい対象の前に音響窓を置くことで明

瞭に描出される例がある．下行大動脈の観察では左心

室や左房が，左心耳を観察場合は肺動脈が，大動脈弁

逆流患者の横隔膜下腹部大動脈を観察する場合は脾臓

や左胸水が音響窓となるため，操作法を覚えておくと

便利である．

　心エコー図検査は左側臥位で心臓を胸壁に近づける

ことが重要である．しかし，血流に対して超音波を垂

直にあてることで明瞭かつ正確な波形が得られるドプ

ラ法では対象の血流に合わせてアプローチ部位の工夫

をするのはもちろん，体位変換を行いドプラ入射角を

小さくする努力が必須となる．また，Bモード法，ド
プラ法ともに右胸壁アプローチを追加することで，よ

り診断価値の高い画像取得へつながる例も多い．右胸

壁アプローチは大動脈弁狭窄症における必須の手技で

あることは知られているが，上行大動脈や上大静脈，

右心耳，心房中隔の描出にも極めて有効なアプローチ

となるので是非実施していただき手技である．

[画像調整と超音波物理]
プローブ操作の工夫や患者体位の調整のみによる画像

描出には限界がある．左手を動かし，装置の設定を調

整することで描出しにくい患者の画像はより見やすく，

美しい画像はより美しくなる．特に心エコー図検査で

は壁厚や左室内径の計測，左室のボリューム計測をす

るにあたり心腔内の血液をより黒く描出しかつ心筋と

の境界を明瞭に描出することが必要である．そのため

にはゲインや視野深度の調整のみでなく，STC 
(TGC)やフォーカスを最適化し，超音波の透過性や距
離-方位分解能，時間分解能を超音波物理の特性をほん
の少し理解したうえで，個々の患者に合わせて画像を

作らなくてはならない．

山口大学医学部附属病院　超音波センター

0836-22-2611

心臓編-工夫したいでここまで見える-

◎有吉 亨 1)

山口大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

腹部エコー検査において，消化管の評価への苦手意識

は未だ残っていることは否めない．しかし，臨床から

の依頼目的に消化管の評価を含めたものあることなら

需要は高まっていると思われる．また，臨床症状から

消化管疾患を考慮して評価すべき状況にも遭遇するは

ずである．今回，日常的な腹部エコー検査における消

化管エコー取り組み方などを解説する．

【消化管の解剖学的理解と系統的走査による観察】

すべての領域の検査に共通していえることであるが，

解剖学の理解は必須である．消化管に関しては固定さ

れている部位（腹部食道，十二指腸，上行結腸，下行

結腸，直腸）を目印に管腔構造を追跡し，消化管エコ

ー研究会で推奨されている系統的走査法を行う．評価

においては，「診断に役に立つ 10のポイント」を理解
し，実践することが基本となる（１．部位，２．壁の

厚み，３．層構造，４．エコーレベル，５．壁の変形，

６．内腔の拡張・狭小化，７．壁の硬さ，８．蠕動，

９．壁外の変化，10．血流評価）．
【日常検査に消化管を観察する】

2021年 4月から 7月に当院で施行した腹部エコー
897件の検査目的について調査した結果，明確に消化
管が目的としたのは 2％．腹部症状の原因検目的は 4％
であった.消化管癌の治療前評価も合わせて 10％未満で
あった．病変の発見には，消化管領域を依頼された場

合以外に偶発的に発見された場合があると思われるが，

消化管の異常所見を指摘できる目を養うためには，ま

ずは，消化管癌の治療前評価の目的などでは，必ず癌

の主病変の描出を試みることで，目を養うことが可能

である．目を養うことを継続しながら，消化管の評価

について必要に応じて行うのではなく，残りの 90％強
のようなスクリーニング検査や経過観察目的の検査に

おいても消化管疾患を想定し検査の一連の手技として

走査する習慣付けが可能であると考える. 
当院では可能なかぎり日常検査で消化管の観察を行っ

ている．日常的に消化管をみる習慣を身に付けること

が重要である，

【病変部の評価】

「診断に役に立つ 10のポイント」を軸に変部の壁肥
厚や壁構造の評価しながら，可能であれば，炎症性疾

患もしくは腫瘍性疾患などの器質的変化を評価する．

関連して周囲の臓器や組織との境界も評価も行い病態

の進行度も評価する，

【症例】

70代，女性.外科より胃癌術前の精査目的で腹部エコ
ーが依頼された．検査目的には，胃の病変部と膵との

境界の評価の依頼を明確に記されていた．境界の評価

には圧迫を加えながら胃病変部と膵表面とのズレを確

認した．

20代，男性. 主訴は，慢性的に続く下痢、臍下部痛で
あり，回腸を主病変とするクローン病と診断された．

入院加療中のエコーで病変部と膀胱の境界が不明瞭で

あり，回腸膀胱瘻を疑った．

【まとめ】

通常検査においても消化管のスキャンを含めた手技を

腹部エコー検査と位置づけることは重要である．既知

の病変がある場合は必ずエコー像を確認し経験値とす

べきである．病変部だけではなく，周囲の臓器や組織

との境界の評価も患者や臨床へ大きな貢献となる．

連絡先　済生会今治病院　検査部

渡邊　亮司

ryoji_wat@yahoo.co.jp

今の自分にいどむ！-明日から変わる！ステップアップ消化管エコー-

◎渡邊 亮司 1)

済生会 今治病院 1)

シンポジウム



●はじめに

がん薬物療法による心毒性は 1960 年頃からすでに報

告されているが，がん治療関連心筋障害 cancer 

therapeutics-related cardiac dysfunction (CTRCD) 

が注目されるようになってきたのはここ 10年より新し

い．その背景には，がん薬物療法の目覚ましい進歩に

よってがん患者ががんで亡くならない時代に突入して

きたことや，心保護薬の早期投与によって心機能が改

善するというエビデンスの蓄積があげられる．がん患

者が QOLを保ったまま最適の治療が受けられるように

サポートするためにも，CTRCDの早期診断が重要であ

り，循環器内科医と腫瘍内科医の連携は欠かせない．

そして私達ソノグラファーも，心エコー図検査を中心

としたモニタリングに参画することは臨床的にも極め

て意義の深いことである．

モニタリングの要とされているのが，左室駆出率

(LVEF)，心筋ストレイン法による長軸方向のストレイ

ン (GLS) である．これらの指標は簡便に計測できる反

面，計測の注意点なども十分に理解しておかなければ

誤った診断を招きかねない．本項では， CTRCD を早期

に診断するための LVEF，GLSのポイントを踏まえ，が

ん薬物療法中の患者に対し私達が精度の高い計測値を

報告するために工夫すべき点について概要する． 

●エコー検査による CTRCDの診断基準

CTRCDの診断基準として「LVEF がベースラインよりも

10%ポイント低下してかつ 50%を下回る」と定義されて

いる．また，LVEFで CTRCDと判断されていない患者 

(LVEFが 10%以上低下しない，あるいは LVEF50%以上) 

も，潜在的な左室機能不全を検出するために GLSを評

価することが推奨され，「GLS がベースラインから相

対的に 15%以上低下している」場合は潜在的機能障害

が疑われ，「心毒性あり」と判断される．（例：GLS 

20% が 16%になると⊿20%の低下となり潜在性の心筋障

害あり）

●EF と GLSの特徴

EFは CTRCDの診断に使われる最も一般的な指標であり，

「biplane disk法」による測定が推奨されている．

LVEFはがん薬物療法中の心エコー図検査のフォローア

ップにおいて必ず評価すべき項目であるが，一方で計

測誤差が問題視されている．そのため，初めて

LVEFが CTRCDの基準を満たした場合は，2-3週以内に

もう一度再検査を実施することが推奨されている．加

えて EFはポンプ機能という観点で心拍出量の規定因子

の１つにすぎず，EFが低下するということは，すでに

多くの心筋損傷が積み重なり代償機転が働かなくなり

つつある状態を意味する．そのため，心毒性を早期に

検出するという目的では，EFは比較的鈍感な指標であ

る．

一方，GLSは長軸方向の心筋の縮みを直接測定して

おり，潜在的な心筋障害をとられることができる指標

である．LVEFが低下する前に心内膜の障害を早期に検

出ことが可能であり，EFよりも鋭敏に CTRCD予備軍が

発見できると期待されている．GLSは，現在はまだ

EFにとってかわる推奨レベルではないが，今後さらに

エビデンスが蓄積すれば，EFと同等もしくは EFより

も優れた指標となるかもしれない．

●精度の高い計測値を報告するために工夫すべき点

【EF】

1．心尖部断層図を正しく描出する

2. Eyeball EFを鍛える

【GLS】

1．技術面を鍛える（約 50例の計測推奨）

2．良好な画像の描出（特に心内膜面）

3. トレースラインの位置確認

4. フレームレート（心拍数の 2/3以上に設定）

5. 同一装置の使用

EF，GLSに共通するモニタリングの工夫点として，

レポートの数値に囚われず過去の画像を見返すことで

ある．加えて，CTRCDを評価する上でベースラインと

の比較が重要となってくるため，当院では，レポート

のコメント欄には一目で経過がおえるコメントを付け

加えている．

●さいごに

CTRCDの診断において LVEFや GLSの計測値の変化は，

がん患者の治療方針を左右する重要な因子である．私

達ソノグラファーはそれぞれの特長を理解し，安全に

がん治療が行えるように心筋障害を早期発見すること

が重要である．（連絡先：088－633－9311）

心エコー -心筋症（Onco-cardiology)-

◎平田 有紀奈、西尾 進 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

肺の換気障害のタイプは、拘束性（restrictive）と閉

塞性（obstructive）に分類される。拘束性障害は、肺、

胸郭系の動きが制限され（コンプライアンスの低下）、

結果として肺気量が低下し、肺活量も低下する。一方、

閉塞性障害は 1秒量、1秒率、FEF25-75、および最大

換気量(MVV)の低下を伴う。

今回のテーマである間質性肺炎は、拘束性障害に属す

る疾患で、肺の間質を中心に炎症や線維化がおこる肺

疾患の総称である。代表的疾患として指定難病である

特発性間質性肺炎が挙げられる。間質性肺炎は疾患名

に「肺炎」とついてはいるが、通常の肺炎（細菌性肺

炎等）とは解剖学的に病変の場が異なる。肺という臓

器をコップにたとえると、コップの中で起こる病気が

通常の肺炎であり、コップ自身が侵される病気が間質

性肺炎である。通常の肺炎より間質性肺炎のほうが一

般的に病変が広く肺胞壁が硬く肥厚する（線維化）た

め、肺胞から毛細血管への酸素の拡散が阻害されやす

い。また、このことが強い呼吸困難をきたす原因とな

る。治療も、通常の肺炎はコップの中を洗えば済むが、

コップ自身の修繕が必要な間質性肺炎は難治性である

事が多い。発症原因としては、アレルギー、リウマ

チ・膠原病性、職業性（粉じん吸入によるじん肺）、

薬剤性、感染症などさまざまであり、特発性間質性肺

炎のように原因不明のものも存在する。

【臨床症状】

自覚症状としては、呼吸困難や空咳が代表的である。

呼吸困難は慢性的に起こり進行していくのが特徴で、

最初は階段や坂道で息苦しさを感じるが、やがて平地

歩行でも息苦しくなってくる。また、手足の指の末端

が太鼓のばちのような形状を呈することもある（ばち

指）。風邪、インフルエンザおよび細菌性肺炎等の感

染症、治療薬剤の減量、抗がん剤治療、放射線治療な

どにより急性増悪をきたすこともある。特発性間質性

肺炎においては肺癌の合併率が高いことも知られてい

る。

【検査】

間質性肺炎に対して行う検査としては、胸部 X線撮影

や、高分解能 CTなどがある。画像検査で確定診断が得

られない場合には気管支鏡や胸腔鏡を用いた組織生検

を行うこともある。血液検査では、KL-6や SP-Dが疾

患マーカーとして有用である。呼吸機能検査では、肺

の間質組織の肥厚により肺胞周囲の毛細血管と肺胞腔

との間に距離が生じ、その結果、分圧差に依存してい

るガス交換効率が低下する。酸素の拡散能は二酸化炭

素の 1/20のため、まず酸素の拡散が障害され、肺拡散

能の低下が見られる。また、線維化が進行した肺では

弾力性が低下し、これにより肺活量が低下する。診断

だけでなく、重症度や治療効果を知るためにも呼吸機

能検査（特に肺拡散能）は有用である。

【治療】

禁煙は呼吸機能の低化や肺癌の合併を予防するために

も必須である。間質性肺炎においては原因や組織型に

より治療法は異なり、抗酸化作用をもつ薬剤、抗線維

化薬、ステロイド薬および免疫抑制薬等の併用などを

行う。呼吸困難が進行し、低酸素血症が生じた場合は

在宅酸素療法が必要になる場合もある。若年の患者で

は肺移植も行われている。

【おわりに】

COVID-19禍における呼吸機能検査は感染リスクを十分

考慮したものでなければならない。しかしながら診断、

治療効果の判定における呼吸機能検査の有用さを考え

ると、目に見えない敵に対して、マスク、手袋、ゴー

グル等で防御し、時には Full PPEで検査を行う慎重さ

も必要であると考えられる。　

連絡先：087-898-5111（PHS:5603）

間質性肺炎と呼吸機能検査

◎中石 浩己 1)

香川大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



ペースメーカー(PM)は徐脈性不整脈における治療法
として現在までに広く用いられており、今や医療従事

者だけでなく、一般の方にも知れ渡った医療機器の代

表格である。

当初は徐脈に対しペーシングを打って脈を出すとい

うシンプルな作動が主であったが、近年では自己心拍

を優先し不必要な心室ペーシングを減らすような設定

ができ、また機械自体も小型化・軽量化が進んだこと

で、患者の QOLを低下させないよう改良がなされて
いる。

私たちは生理検査に携わる中で PM患者と接する機
会が多いが、心電図所見で判断に迷うことは、誰しも

一度は経験したことがあると思う。

この度、シンポジウムの演者の機会をいただき、タイ

トルを「心電図で挑む！ペースメーカー作動と不全を

見抜くポイント」とし、以下の 4つのテーマについて
講演する。

1．PM心電図の原則
心電図波形を判読する時に、その原則が理解できて

いるかは重要なカギとなる。例えば心電図を見て“心

房細動だ”と判読する際、頭の中では「P波がなくて、
f波があって、脈が不整で…」といった具合に答えを
導いていくと思うが、これは心房細動の心電図の原則

を知っているからできることである。

私が考える PM心電図の原則は次の 2点である。
①ペーシングスパイクの後には、P波か QRS波が形成
されなければならない

②自己脈を感知した際には、次の拍まで一定の間隔が

あいているはず。（ただし設定下限レートまで）

例外があることはもちろん承知の上だが、多くの

PM心電図はこの原則にあてはまる。しかし、正しく
理解せずに何となく心電図を「流し読み」していると、

いつの間にか不全を見落としているかもしれない。

2．困ったときはまず「設定」を確認せよ！
1の原則を理解した上で、何かおかしいと感じた時
は、まず PMの「設定」を確認してほしい。設定とは
DDDや VVIなど、アルファベット 3ないし 4文字で
表記されるモードのことである。加えて AV delay（患
者ごとに設定している PQ間隔）の情報があればさら
に有用である。設定により、同じ心電図でも「正常作

動」なのか「不全」なのかが変わることがあるため、

注意したい。そして、各設定によりどのような心電図

波形になるかは、大まかにでも勉強して知識を付けて

おく必要がある。

3．異常っぽいけど正常作動な心電図
少し応用的な話として、1で述べた原則に当てはま
らない事例について紹介する。詳細はスライドにて説

明するが、「一見問題ありそうだが、実は正常作動」

な PM心電図について、実際の症例を交えて解説する。

4．His束 PM（HBP）について
この数年間で話題となった HBPについて、心電図波
形の解説を中心に、当院での植込み経験も含め紹介す

る。

以上 1～4の内容についてお話させていただく予定であ
る。

近年はデバイスの進化がさらに進んでおり、人工知

能が搭載された機器も登場しつつあると聞く。今後、

作動がより複雑になってくると、心電図の判読も一筋

縄ではいかなくなる可能性がある。是非この機会に基

礎を押さえ、日々の心電図から PM不全に挑んでいた
だきたい。

JCHO徳山中央病院 臨床検査部　伊藤大佑
連絡先：0834-28-4411（内線：4111）

心電図でいどむ！ペースメーカー作動と不全を見抜くポイント

◎伊藤 大佑 1)

独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 1)

シンポジウム



1. はじめに
脂肪肝は肝臓に中性脂肪が蓄積した状態であり，ア

ルコール性と非アルコール性に分類されるが，近年メ

タボリック症候群に伴う非アルコール性脂肪性肝疾患

（non-alcoholic fatty liver disease：NAFLD）が増加の一
途をたどっている。NAFLDは組織学的に，病態がほ
とんど進行しない非アルコール性脂肪肝（non-alcoholic
fatty liver：NAFL）と，肝硬変・肝癌に進行しうる非
アルコール性脂肪肝炎（non-alcoholic steatohepatitis：
NASH）とに分類される。NASHは慢性炎症により線
維化を来し，5～10年の経過で 10～20％が肝硬変に進
行し，そこから 1年に約 2％に肝癌が発生すると言わ
れている。しかし NAFLと NASHは速度に違いはある
もののいずれも線維化は進行し，両者は移行し得る同

一病態の別時相と考えられている。

NAFLDの診断は肝生検による組織診断がゴールド
スタンダードであるが，侵襲性が高くまた全例に施行

することは困難である。超音波検査は以前より脂肪肝

の診断に広く用いられているが，超音波の脂肪減衰法

を応用した肝脂肪化の定量評価や，エラストグラフィ

による肝線維化の診断法が開発され，超音波による

NAFLD診断の有用性が注目されている。

2. 肝脂肪化評価
従来，組織学的に 30％以上の肝細胞に脂肪滴を認め
るものを肝脂肪化と定義していたが，現在では 5％以
上の肝細胞に脂肪滴を認めるものとされている。超音

波 Bモード法では,  ①高輝度肝，②肝腎コントラスト，
③深部減衰，④肝内門脈・肝静脈の不明瞭化，が脂肪

肝の所見とされているが，超音波診断装置や設定条件，

検者の主観などに依存し，客観的評価に乏しい。さら

にこれらの所見による脂肪肝の拾い上げは，30％以上
の肝脂肪化の場合には感度・特異度が高いものの，そ

れよりも少ない場合はいずれも低下すると言われてお

り，5％の肝脂肪化を診断することは困難である。一方，
脂肪減衰法は，脂肪肝では正常肝よりも超音波の減衰

が多いことを利用し，肝臓内を伝わる超音波の減衰量

を数値化し脂肪化の程度を定量評価するもので，肝脂

肪化を客観的に評価しかつ 5％以上の脂肪化の検出が
可能となった。

3. 肝線維化評価
NAFLDの予後に関与する因子は脂肪化ではなく線
維化であり，肝線維化の程度を把握することが重要で

ある。一般的には肝線維化は，血清肝線維化マーカー

や年齢・血液生化学検査値を用いた FIB-4 indexおよび
NAFLD fibrosis score（NFS）などで評価される。超音
波 Bモード法では，肝実質の粗雑化や表面の不整，ま
た肝硬変所見などから線維化を推測することができて

も，その程度を評価することは困難である。一方，超

音波エラストグラフィは，肝臓に剪断波を送り肝臓内

での剪断波の伝搬速度を測定して，肝臓の硬さを数値

化するものである。剪断波は組織が軟らかいと遅く，

硬いと速く伝搬するため，その伝搬速度（m/s）あるい
は硬度（kPa）で線維化を評価することができる。当院
で行った NAFLDを対象とし Shear Wave Elastography
（SWE）（キヤノンメディカル社製 Aplio500）を用い
た肝線維化評価の検討では，線維化 stage3以上の進行
した肝線維化 stageのカットオフ値を 1.52m/sとすると，
感度 84.4%，特異度 87.5％，曲線下面積 0.914であっ
た。また，その診断能は肝線維化マーカー（Ⅳ型コラ

ーゲン 7S，M2BPGi，ヒアルロン酸，FIB-4 index）よ
りも高かった。さらに SWEと肝線維化マーカーを組
み合わせた評価では，Ⅳ型コラーゲン 7Sとの組み合
わせが最も良好であった。SWEを用いた超音波検査は
肝線維化を評価し得る有用な検査法であると考えられ

た。

4. おわりに
NAFLDは日常頻繁に遭遇する疾患であるが，肝硬
変や肝癌に進行するリスクが高いことを意識し，慎重

な観察が必要である。予後を予測するためには肝線維

化評価が必須であり，超音波 Bモード法でも線維化を
疑う所見がないかを可能な限り確認することが大切で

ある。さらに客観的な肝脂肪化や肝線維化の評価が可

能な場合は，検診やスクリーニングにおいても積極的

に活用し，今後脂肪肝のルーチン検査となることを期

待したい。

連絡先　086-225-2111（内線）83506

非アルコール性脂肪性肝疾患の超音波診断

◎山下 都 1)

川崎医科大学総合医療センター 1)

シンポジウム



【はじめに】

岡山大学病院では 2013年 12月にてんかんセンター
が開設され、2015年 12月に岡山県のてんかん拠点病
院に認定された。てんかんセンターはてんかん診療に

関連する診療科や各部門が連携し、診療や治療を行う

だけでなく、てんかんの患者や家族が身体的、精神的、

社会的に充実した生活を送ることができるよう多方面

から支援を行うことが求められている。臨床検査技師

は、通常の脳波検査をはじめ長期脳波ビデオ同時記録

検査(long-term video EEG monitoring:VEEG)、頭蓋内脳
波検査、脳機能マッピング、術中神経モニタリング

(Intraoperative neurophysiological monitoring:IOM)など多
岐にわたる神経生理機能検査を担っている。今回、薬

剤抵抗性である難治てんかんの診断から外科的治療に

おける臨床検査技師の役割について紹介する。

【難治てんかんとは】

てんかんと診断された患者において、2～3種類の適
切な薬剤の単剤または併用療法で発作が抑制されなけ

れば難治てんかんとされる。しかし、難治てんかんの

中には「真の難治てんかん」と「見せかけの難治てん

かん」が混在するとされ、難治てんかんとされている

約 15～30％がてんかんではなかったという報告がある。
てんかんセンターでは、真の難治てんかんか診断を見

直し、適切な薬剤が選択されているか、外科的治療が

可能かどうかなど今後の治療方針を検討していく。

【長期脳波ビデオ同時記録検査:VEEG】
　難治てんかんにおいて、脳波検査は診断の初めの段

階であり、特に発作時脳波を記録することが求められ

る。発作が夜間にある場合や発作頻度が週単位の患者

の場合は、通常の検査では発作を記録できないため、

最長 2週間の VEEGを行う。VEEGは国際 10/20法の
脳波電極のほか、前側頭電極である T1、T2電極、両
三角筋の筋電図の装着を基本とし、必要に応じて心電

図や眼電図、その他の筋電図を追加する。電極装着後

は包帯で頭部の電極を固定し、電極のコード類もまと

めておく。VEEGでの発作時脳波の記録は、心因性非
てんかん発作か真の発作か判別に役立つほか、時に患

者や家族が認識していない発作を捕捉することもある。

一連の情報が得られた後に、カンファレンスにて薬剤

の調整やてんかん外科手術の適応などを検討する。

【頭蓋内脳波検査と脳機能マッピング】

てんかん外科手術の適応となった場合、VEEGや各
種画像検査などから、てんかん焦点の局在に関する臨

床的仮説を立てる。頭蓋内脳波検査は、予想されるて

んかん焦点の周囲に硬膜下電極や針状の深部電極を脳

内に留置して、直接脳から電位を記録する検査であり、

発作が始まる領域である発作起始域を明らかにし、切

除領域を決定することが大きな目的である。また、留

置された硬膜下電極を用いて、運動機能や言語機能な

どの重要な機能を担っている大脳皮質領域を同定する

脳機能マッピングも重要となる。脳機能マッピングは、

1～5秒ほど 50Hzの高頻度で皮質を刺激し、その際の
反応を見ることで脳機能を評価する。例えば、一次運

動野付近の電極を刺激すると顔や上肢に運動が誘発さ

れ、言語野付近の電極を刺激すると会話ができなくな

る。頭蓋内脳波検査と脳機能マッピングを解析し、発

作抑制のための切除範囲を決定する。

【術中神経モニタリング:IOM】
運動誘発電位(Motor evoked potential:MEP)や体性感覚

誘発電位(Somatosensory evoked potential:SEP)をはじめ
とする IOMは、術後の麻痺などの神経学的な障害を防
ぐために行われる。てんかん外科手術では、切除範囲

周辺が重要な脳機能野近傍に位置する場合や、周辺に

重要な血管が走行する場合が多く、症例に応じて適当

な IOMを行う。例えば、内側側頭葉てんかんの海馬・
扁桃体を含む前側頭葉切除では、側頭葉内側を走行す

る前脈絡叢動脈が四肢の運動野を栄養する重要な血管

としてあげられる。手術操作により前脈絡叢動脈が血

流不全をおこした場合、術後に麻痺が生じる恐れがあ

るため、持続的に運動野直接刺激MEPや SEPを測定
し、変化がないことを確認する。

【まとめ】

　難治てんかんの診断や治療にいどむにあたり臨床検

査技師の担う役割は大きい。1人の患者に対し、診断
のための VEEGから、機能評価の脳機能マッピング、
外科手術時の IOM、術後の EEGといった多岐にわた
る検査を担っている。精度の高い検査を行うことが患

者の QOLを左右するため、やりがいと責任を強く感
じている。

連絡先：086-223-7151（内線 7677）

難治てんかんにいどむ‐脳波検査と術中神経モニタリング‐

◎大西 巧真 1)

岡山大学病院 1)

シンポジウム



【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～

◎市川 ひとみ 1)

国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



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～

◎杉本 圭輔 1)

近森病院 SRL検査室 1)

シンポジウム



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

◎河野 浩善 1)

地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 1)

シンポジウム



１　はじめに

　近年、分子生物学分野の技術の進展に伴い、様々な

遺伝子検査が臨床検査に導入されている。そのため、

平成 30年に医療法が一部改正され、遺伝子検査関連の
精度の確保の基準が定められたが、昨年発生した新型

コロナウイルス感染症の世界的パンデミックによって、

衛生検査所はもとより、医療機関にも急速に遺伝子検

査が普及することとなった。現在、新型コロナウイル

スの遺伝子検査には様々な方法が用いられており、検

査精度を確保するためには、それぞれの検査法の特性

を理解して対策を講じる必要がある。今回は、最も実

績のあるリアルタイム PCR（TaqManプローブ法）を
例に、その要点を述べる。

２　試薬保管と作業区画

TaqMan プローブ法は、高感度かつ確度の高い優れ
た検査法である反面、膨大な量となるまで核酸増幅を

行うため、核酸汚染による偽陽性が生じやすい。その

ため、PCR試薬の保管は、核酸汚染の観点で、最も清
浄な場所に行う。また、陽性対照や検体についても、

それぞれ清浄な場所に別に保管する。

検体の取扱については、バイオセーフティーの観点

から、ウイルスの感染性が消失、具体的にはウイルス

ゲノム RNAをむき出しにする検査工程までは、安全
キャビネット内で作業する。

その後の工程は、核酸の汚染度に応じた作業区画を

設定する。区画の核酸汚染度は、PCR反応＞検体処理
≒サンプルアプライ＞試薬保管・調整の順であるため、

可能であれば、それぞれ別区画で実施する。また、作

業後に紫外線照射を行うと、より安心である。紫外線

照射は、PCRの鋳型となる核酸の変成・切断によって、
偽陽性を防止できるため、施設的に作業を区画するこ

とが困難な場合にも積極的に活用すべきである。

３　器具及び消耗品

　器具は、それぞれの作業区画で専用とすることが望

ましい。少なくとも、試薬調製用のマイクロピペット

等は専用にすべきである。また、マイクロピペット内

部の核酸汚染の除去は困難であるため、必ずフィルタ

ー付きチップを使用する。作業中は必ず手袋を着用し、

作業工程ごとに交換することが望ましい。特に、試薬

調製時は新品の着用を強く推奨する。また、保存チュ

ーブについては、ウイルスゲノム RNAを精製する場
合は、核酸吸着防止処理が施されているものを使用す

る。

４　TaqMan プローブ法の原理と判定
TaqMan プローブ法は、100base程度の短い領域にプ

ライマーを設定することで高い感度を確保し、さらに

その中間領域に結合するプローブを使用することで特

異度を高めている。PCR時には、分解・発光するプロ
ーブをリアルタイムに検出できるが、まれに非特異的

に分解されることがあるため、判定時には蛍光の増幅

曲線を確認することが肝要となる。プローブの塩基配

列にミスマッチがある株は、蛍光の立ち上がりが鈍く

なるが、非特異分解でも同様の反応を示すことがあり、

区別は困難である。そのため、2領域（種）の PCRを
実施し、1種が陽性であれば陽性と判定する。また、
1種が陰性で、1種の蛍光の立ち上がりが鈍い場合は、
再検査又は他領域の PCRを実施する。
精度確保のため、試験ごとに陽性対照及び陰性対照

を設定し、これらが正しい反応を示すことを判定の条

件とする。また、検体由来物質が PCR反応を阻害して
いないこと確認するための内部対照を含むキットも販

売されているので、必要に応じて活用する。

５　精度管理試験と教育訓練

　各社から販売されている新型コロナウイルスの

PCRキットは、製品管理が徹底されているため、保管
条件及び使用期限の管理のみで十分であるが、機器や

検査技術の精度確保には、定期的な内部精度管理が必

要である。TaqManプローブ法では、Ct値による統計
学的な内部精度管理を実施することが望ましいが、機

器・試薬の組み合わせによってデータのばらつきが異

なるため、上方及び下方管理限界値については施設ご

とに定める必要がある。一例を示すと、標準的な手技

で行われた試験の陽性対照の Ct値（30サイクル以下）
を用い、±2SD程度（ただし、±2サイクル以内が望
ましい）に設定する。

　作業動線を踏まえたルール作りと教育訓練は特に重

要ある。核酸汚染が生じると、原因特定と改善に長時

間を要することもあるため、新人教育はもとより、定

期的に検査員間でルールの確認を行うことが望ましい。

新型コロナウイルス PCR検査における精度管理 

◎木田 浩司 1)

岡山県環境保健センター 1)

シンポジウム



【はじめに】

造血器腫瘍の分野において遺伝子関連検査は日常検査

として実装され，病型分類や診断のみならず，予後予

測，治療選択，治療効果判定などに幅広く利用される。

一方で，自家調製検査法（laboratory developed test：
LDT）を用いて行われることが多く，標準化や精度確
保に課題がある。今回，造血器腫瘍における遺伝子関

連検査の役割と精度管理に必要な考え方を概説する。

【造血器腫瘍における遺伝子関連検査の役割】

◆ 病型分類・診断

遺伝子解析による情報は，正確な診断とそれに基づく

適切な治療選択を可能とする。例として，慢性骨髄性

白血病（chronic myeloid leukemia：CML）における
Major BCR-ABL1融合遺伝子の検出，急性前骨髄球性白
血病（acute promyelocytic leukemia：APL）における
PML-RARA融合遺伝子の検出は診断に有用であり，そ
れぞれ分子標的薬の有効性が知られている。

◆ 予後予測

急性骨髄性白血病（acute myeloid leukemia：AML）に
おける FLT3-ITD変異は最も重要な予後不良因子であ
り，特に高アレル頻度の症例は予後不良とされる。一

方で，NPM1変異あるいは CEBPA両アレル変異を認め
れば予後良好とされる。

◆ 治療選択

CMLの薬剤耐性の機序のひとつに ABL1遺伝子の
T315I変異があり，イマチニブ，ニロチニブ，ダサチ
ニブのいずれにも耐性を示すため，第三世代チロシン

キナーゼ阻害薬であるポナチニブの投与が考慮される。

最近では，再発又は難治性の AMLに対して FLT3阻害
剤であるギルテリチニブ，キザルチニブが承認されて

おり，使用に際してはコンパニオン診断薬による

FLT3遺伝子変異の検出が必要となる。

◆ 治療効果判定

腫瘍細胞に特異的な遺伝子異常をターゲットとした微

小残存病変（minimal residual disease：MRD）の検索は，
治療効果判定やモニタリングに有用である。

【法改正】

2018年 12月 1日に「医療法等の一部を改正する法律」
が施行され，遺伝子関連検査の精度確保の基準として，

責任者の配置（義務），内部精度管理の実施（義務），

外部精度管理調査の受検（努力義務）などが求められ

ている。

【遺伝子関連検査の精度保証】

①測定前プロセス（検体採取，保存，核酸抽出等），

②測定プロセス（増幅，検出，解析），③測定後プロ

セス（結果報告，解釈）の各工程における精度管理が

必要である。

【内部精度管理】

1）精度管理試料を用いた管理
被検検体と性状が近似した試料を用いる。陽性試料は

中濃度と低濃度の 2種類を用いることが望ましく，中
濃度試料では大きな操作ミスを監視し，低濃度試料で

は試薬の劣化などによる検出感度への影響を監視する。

陰性試料によりコンタミネーションの影響を管理する。

2）内部標準遺伝子を用いた管理
GAPDH，ABL1などのハウスキーピング遺伝子が頻用
され，反応阻害物質混入の監視や定量値の補正を行う。

【外部精度管理】

CAPサーベイ，学会やメーカーによるサーベイなどは
項目に限りがあるため，クロスチェックや過去検体の

測定などの代替アプローチが必要な場合がある。

【人材育成】

自施設での教育プログラムの構築，定期的な力量評価

や技師間差の確認が必要である。責任者においては認

定資格に挑戦することも重要である。

【まとめ】

遺伝子関連検査の精度確保はこれまで以上に求められ，

適正な精度管理の実施が重要となる。また，遺伝子検

査技術のさらなる進歩に伴い，高い意識を持ちスキル

アップに努める必要がある。

（連絡先 086-223-7151）

造血器腫瘍における遺伝子関連検査と精度管理

◎青江 伯規 1)

岡山大学病院 1)

シンポジウム



岡山大学病院は中四国地区のがんゲノム医療中核拠点

病院を 2018年 2月に指定され今日現在、中四国地区中
心とする 20施設のがんゲノム医療連携病院と連携して
いる。エキスパートパネルは毎週水曜日に実施、連携

病院症例も含め約 25症例のゲノムデータについて検討
を行っている。当院の症例数は 2021年 8月末までに
630症例を超え、月に約 25件のがんゲノムプロファイ
リング検査を実施している。出検までの検体準備は主

にゲノム医療総合検査室を新たに設置し臨床医からの

問い合わせから FFPEブロックからの準備、FFPE切片
の核酸品質チェック、出検までを行っている。

2021年 1月から 2021年 8月までで当院 FFPEブロック
を用いた検査は 118件あり、出検前に患者都合や核酸
収量不足、品質に問題があり中止した症例は 16件
（13.6％）であった。出検後の核酸品質によるエラー
は 0件であった。
FFPEブロックから抽出される核酸の品質は採取直後か
らの取り扱い方、出検までの処理法により大きく影響

を受ける。病理検査の精度を担保し、核酸まで配慮し

た当院の体制について要旨を 3つにまとめる。
まず第一に固定時間管理の厳格化である。固定は病理

検査、がん遺伝子パネル検査に大きく関与する工程で

ありそれを担う検査技師の管理体制は非常に重要であ

る。当院では手術材料を術後翌日に切り出しを実施、

追加固定を含め 48時間以内のホルマリン浸漬に努めて
いる。生検検体は組織片が小さいため固定時間は 24時
間以内で実施している。

2つ目にゲノム用生検を含め積極的な Rapid on site 
evaluation（ROSE）を実施している。今や ROSEは病
理診断精度向上だけでなく検体中の病変部含有量の推

定、採取現場でがん遺伝子パネル検査検体としての適

性を評価する重要な業務の一つとなっている。当院で

も保険収載がん遺伝子パネル検査の取り扱いを開始し

た今日までに生検検体の検査依頼数は約 4割を占める
までになっている。終末期にある患者に如何に低侵襲

で最良の臨床検査を提供するためには ROSEは重要な
業務として臨床からのニーズも高くなっている。

3つ目に実臨床からでた課題点に対する検討・研究の
遂行である。例としてＦＦＰＥブロックから切片作製

による核酸品質を担保するための検討・研究を実施し

ている。当院では様々ながん遺伝子パネル検査を実施

しているがパネルによって使用される FFPE切片の厚
みは 4~10μｍと様々である。そこで我々は切片厚によ
る検討を実施し 10μm厚の方が 4μm厚より核酸品質が
良好である結果を得ている。もちろん核酸収量も厚み

に相関して収量も変化する。また生検検体からの検査

依頼が増加している状況を鑑み、FFPEブロックから無
駄なく必要核酸収量を得るための切片枚数予測システ

ムを構築するための研究として作製済み HE標本から
核酸収量を予測するシステム構築の研究を進めている。

本セッションではがんゲノム医療における検査業務か

ら得た課題点などを挙げ当院の取り組みを紹介する。

連絡先

岡山大学病院　ゲノム医療総合検査室

TEL：086-235-7573
E-mail : inoue-h1@cc.okayama-u.ac.jp

がんゲノムプロファイリング検査を目的としたホルマリン固定パラフィン包埋切片とは

～Best practices for the extraction of genomic DNA～

◎井上 博文 1)、實平 悦子 1)、松岡 昌志 1)

岡山大学病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

近年、デジタルパソロジーは飛躍的に進化し、更に

医療領域への AI技術の導入によって診断技術の向上
が進んでいる。病理組織画像と同様に細胞診もデジタ

ル化が行われ、外部精度管理や遠隔診断に利用されて

いる。一方、政府が進める Society5.0構想では、AIに
よるビッグデータ解析によって新たなイノベーション

が期待されている。今回、病理検査領域への IT活用と
して、以下の 3点のテーマについて報告する。 

①デジタルサイトロジー運用を想定したアンケート調

査

【目的と方法】

デジタル化した細胞像でスクリーニング、同定を行

ない、顕微鏡写真での同定結果と比較し、デジタルサ

イトロジーの現状として「画質・操作性・実現性」を

検証した。方法は調査 1として細胞診標本をスキャン
した画像を観察頂き、調査 2では異型細胞や特徴的所
見の写真を観察して頂き正答率を比較した。調査 1と
調査 2はそれぞれ調査期間をずらし、WEBアンケート
で行なった。

【調査対象】

・細胞検査士

・細胞検査士を目指す社会人、学生

【結果】

正答率は症例により 32％〜97％の正答率であった。
PhotoがWSIに比べ正答率が高い結果を示した。特に
異型細胞や診断の特徴所見が少ない場合に、WSI画像
での正答率が低くなる傾向を示した。標本作製法の比

較では、スクリーニング要素が多い標本に比べ、穿刺

吸引や擦過によって病変部から細胞を採取したスクリ

ーニング要素が少ない標本の方が高い正答率を示した。

画質の比較ではWSI像ではノイズや核クロマチンの不
明瞭化が認められ、今後の改善が求められる。

②バーチャルスライドを用いた外部精度管理の取り組

みの現状

【目的と方法】

日臨技精度管理調査病理フォトサーベイでは、病理

診断に必要な質の高い標本作製や病理検査運用の標準

化や精度向上を目的に年 1回実施している。日常の作
業工程では標本から有意所見を見出し、その所見の特

徴から診断を行っている。従来のフォトサーベイでは

調査出来なかったスクリーニングの力量評価の導入を

目的として 2021年調査ではバーチャルスライドを用い
た精度管理調査のトライアルを実施した。方法はメド

メイン社の Pidportを利用し、クラウド上に保存された
HE像の特徴所見から回答頂いた。
【結果】

1242施設中、1201施設から回答を得た。設問の正答
率は 95％であった。アンケート調査の結果では、「観
察出来なかった。」と回答された施設が 37施設あった。
画質は「精度管理に使用可能あるいは許容できる程度

の使用可能な画像である」と判断された回答が合わせ

て 97.2％を占めた。HE像が 3秒以内に表示された施
設割合は半数を超えたが、一部の施設では複数回フリ

ーズした施設があり、観察出来なかった 37施設を含め
て、通信環境やモダリティーなどの原因調査が必要で

ある。

③Society5.0時代に向けた病理検査を取り巻く未来予測
【Society5.0とは】
内閣府 HPには「サイバー空間（仮想空間）とフィ
ジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステム

により、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人

間中心の社会（Society）」とあり、「フィジカル空間
のセンサーからの膨大な情報をサイバー空間に集積し

て、このビッグデータを人工知能（AI）が解析し、そ
の解析結果がフィジカル空間の人間に様々な形でフィ

ードバックされる。」ことを目指している。病理診断

における Sciety5.0に向けた研究では AI診断による診
療支援が最も当てはまるだろう。AI 技術により診断精
度の向上のみならず危険予測や効率性向上など様々な

可能性を秘めており技術革新や発展を期待したい。

【まとめ】

新時代の病理検査の方向性を見据え、ビッグデータ

の情報源である HE標本作製、病理検体取扱い、検体
管理の標準化推進、同時に超スマート時代に対応可能

な人材育成が必要である。　　連絡先 082-257-5593

病理検査領域への IT活用

◎石田 克成 1)、金子 佳恵 1)、清水 智美 1)、青木 知恵 1)、内畠 由加里 1)、越智 真悠 1)、畝原 璃夢 1)、新原 菜
香 1)

広島大学病院 1)

シンポジウム



当院の病理検査室は、現在 8名の臨床検査技師で業
務を行い、全員が内視鏡検査を兼務している。病理検

査技師の内 7名が細胞検査士、6名が特定化学物質及
び四アルキル鉛等作業主任者、5名が消化器内視鏡技
師、5名が認定病理検査技師の資格を取得している。
病理検査技師は週 2日程度のローテーション方式で
内視鏡検査に従事し、2010年より臨床側の要望に応じ
て迅速細胞診(rapid on-site cytologic evaluation:ROSE)も
実施している。ROSEは気管支内視鏡検査、超音波内
視鏡下穿刺吸引法、経皮的針生検等の検査で実施して

おり、その件数は年々増加傾向である。ROSE実施時
には、組織診断に十分な採取細胞量の判定、悪性細胞

の有無や推定される組織型の報告を行う。その後は、

免疫組織化学染色の追加や各種遺伝子検査の実施につ

いても検討を行っている。また、検体の質の向上や適

正な量の確保、過剰な生検による患者の侵襲を最小限

に抑えられる。検査時間の短縮や適切な検体採取への

不安やストレスが解消され、患者の精神的・身体的・

経済的負担軽減にも繋がる。

内視鏡検査で採取した ESDや EMR検体は、臨床医が
病理検査室へ出向き、病理検査技師と共に切り出し作

業を行っている。採取した全ての検体は病理用永久標

本とは別に臨床医用に HE標本を作製した後、報告書
と併せて内視鏡室へ持参し、臨床医が顕微鏡で観察評

価し討論している。臨床と病理部門で互いに円滑なコ

ミュニケーションが出来、知識向上やスキルアップへ

と繋がり、シナジー効果が生まれている。また、病理

組織診断結果で Group2以上の診断結果となった場合
には病理検査技師による医師への電話報告も行ってお

り、迅速に内視鏡的臨床所見と病理組織診断所見との

すり合わせができ、患者への病理診断結果の報告抜か

りも防止出来ている。

今回、病理部門に携わる臨床医に病理検査技師につ

いてのアンケートを独自に作成し実施した。内容とし

ては、病理検査技師の役割、必要性、需要、影響力な

どについて質問した。アンケートは普段病理と関わり

のある消化器内科、呼吸器内科、一般外科、泌尿器科、

循環器内科、血液内科、腎臓内科、内分泌代謝内科に

配布し、回収率は 100％であった。
臨床医が日常業務で病理検査技師と関わる頻度は、週

に数回程度が 45％、次いで、ほぼ毎日が 21％、月に数
回が 17％、数ヶ月に 1回程度が 17％であった。関わる
業務内容は、検体採取が 27％、細胞診依頼が 26％、迅
速検査が 24％と同等の割り合いになっており、剖検依
頼が 12％、切り出し業務が 11％であった。臨床業務に
おいて、病理検査技師の必要性を感じるかの問いには、

ほぼ全員が大いに感じると回答した。また、当院の病

理検査技師は他施設と比べてどうか、臨床医にとって

の病理検査技師とはそのような存在なのか等、自由に

意見を記載する欄を設けた。その結果、病理検査技師

が臨床に出向いてくれるため身近に感じられる、物事

を頼みやすくそれに応えてくれる、医師との密な連携

が取れている、必要不可欠なパートナー的な存在など、

多数の有益な回答が得られた。臨床側の意見を実際に

聞くことは初めての取り組みであり、臨床医の率直な

意見を聞くことができ、アンケートを実施した意味が

あったと考える。

近年、医師の働き方改革により、臨床検査技師に対

するタスク・シフティング業務が日々啓発されている。

当院でも、以前より臨床検査技師の臨床現場での活躍

が求められており、今日における臨床と病理部門との

連携体制が必要不可欠となっている。臨床検査技師が

複合に資格を持ち、様々な現場で臨機応変に活動する

ことで、仕事の効率を向上させるとともに生産性が高

まることが期待される。また、医療の質を確保した上

で医師や看護師の負担も軽減され、我々臨床検査技師

が臨床の現場で重要なチーム医療の一員として成り立

っていくものと考える。

社会医療法人　近森会　近森病院

088-822-5231

臨床現場と病理のハイブリッド化

多資格取得のメリットと ROSEの実際

◎島崎 真由 1)、岩崎 麗子 1)、倉松 保奈実 1)、今本 隼香 1)、久保 唯 1)、尾崎 綾乃 1)、米谷 久美子 1)、橘 知佐
1)

近森病院 1)

シンポジウム



昨今の病理検査室はプレシジョン・メディシン 

（Precision Medicine：精密医療）の導入に伴い、検

体増加による業務量増加のみならず、免疫染色や遺伝

子学的検査、デジタルパソロジー等の新技術の導入及

び医療安全を向上するための品質体制構築の課題に直

面している。一方、これらの課題に対応するための予

算が圧迫しており、人材の確保も困難になっている。

上記の課題解決の一つとして、検体の大量バッチ処

理を少量バッチの連続処理へ切り替え、標本作製工程

において自動化装置を活用する事が考えられる。

エクスプレス エックス 120（x120）をはじめ、当社

の SMART オートメーション（全自動化製品）を導入

することにより、少量バッチの連続処理（連続ワーク

フロー）を構築することができる。連続ワークフロー

を確立することで激務の時間帯と待ち時間を無くし、

現在あるリソース（人材・時間・装置）を効率良く活

用できる。　

標本作製工程を効率化することで、タスクシフトを

検討し、品質管理業務に注力したり、デジタルパソロ

ジー導入に対応したりすることが可能になる。TAT も

短縮でき、病理診断結果をより早く臨床医・患者様へ

返すことが期待できる。

一方、連続ワークフローは装置導入のみでは達成で

きない。現在のやり方を見直ししたり、前後の工程を

再設計する必要があるため、サポートできるパートナ

ーを見つけることが重要となる。

SMART オートメーションと当社が提案する連続ワ

ークフローの導入による病理検査室の改善について海

外事例を用いて紹介する。深刻な人手不足の課題にす

でに直面しているヨーロッパからの業務効率化の事例

や AI 診断を見据えたデジタルパソロジーの導入を可

能にした事例を紹介する。また、米国での SMART オ

ートメーションの導入がコロナ渦の PCR 検査体制に役

立った事例を紹介する。

最後に、日本国内におけるワークフロー改善のメリ

ット及び SMART オートメーションの展望を合わせて

紹介したい。

‘’連絡先-0356432613’’

新時代の病理検査を実現するための標本作製プロセス

～未来を切り開くために～全自動化による連続ワークフローを実現した海外での実例紹介

◎中原 啓太 1)、クウォック プイイー 1)

サクラファインテックジャパン株式会社 1)

指定演題

2015年世界保健総会において AMRに関するグロー
ル・アクション・プランが採択され、厚生労働省は

2020年の成果指標を定め、微生物の薬剤耐性率を下げ
ることは医療機関の重要事項となりました。

細菌検査室の重要性が増すなかで、何をすれば

AMR対策になるのだろうかと悩む検査技師の方も多い
と思います。

すぐに思いついたのは血液培養の採取促進でした。

当院では 2014年 10月までは血液培養自動機器がなく
２セット採取率は約 13%でした。
血液培養自動機器購入後は 2セット採取率が約 75%と
なりました。

ICNの協力もあり、採取方法の勉強会の中で 2セット
採取と採血量の順守を院内に周知したところ、2017年
以降は 2セット採取率 90%以上を維持できるようにな
りました。

また採血量順守に検査室として出来ることとして、

2014年の血液培養自動機器購入時より血液ボトルに採
血量の目安量の線を他職種にも視覚的に分かりやすい

ように記入することにしました。

近年の患者様の高齢化に伴い採血困難者が増加してい

ますが、約 9割で採血量 8~10mlを順守してくれてい
ます。

つぎに検討したのは迅速な結果報告でした。

質量分析器もなく、遺伝子検査機器もないなど当院の

ような中規模以下の医療機関の細菌検査室では迅速性

を高めるのは限界があります。

しかし、グラム染色は規模を問わずできる検査です。

古典的な検査ですが、安価で迅速性に優れています。

当院ではグラム染色結果の電子カルテ記載を迅速に行

い、喀痰であれば Geckler分類、Miller&Jones分類、尿
であれば混濁度など検体情報も記載し、典型的な染色

像があれば医師に電話連絡するようにしました。

次に耐性菌選択培地に発育があれば中間報告に耐性菌

の可能性や発育状況を記載することにより、医師が検

体提出日の翌日の検査状況を把握できるようにしまし

た。

グラム染色結果の迅速報告や、中間報告の充実化を図

ることにより、グラム染色結果を参考にした抗菌薬の

選定や、耐性菌の可能性がある場合は広域の抗菌薬を

使用し、感受性検査結果が判明しだいデエスカレーシ

ョンを行う医師が増えています。

また、上記２つのことを行うようになってから医師、

薬剤師の問合せが増加しました。

受診理由、基礎疾患など患者背景の情報を知らないと

診療に必要かつ的確な返答はできません。

しかし、問合せのたびに電子カルテから患者情報の確

認をし、検出菌、抗菌薬の話をするのは効率が悪く、

仕事量が増加するというデメリットが発生してしまい

ました。

そこで細菌検査システムのメモ欄を利用して検体提出

された全ての患者情報の必要事項を簡潔に記載するよ

うにしました。

その効果もあり、医師からの質問の際に、受診理由、

疾患名、基礎疾患などをメモ欄から瞬時に把握できる

ため、医師や薬剤師との話もスムーズに行うことがで

きるようになり、現在では診療の一助になっています。

AMR対策といえば最新技術ばかりを重視しがちです。
確かに正確性と迅速性は大切ですが、機器購入など資

金面での問題があり購入できない施設が多いと思いま

す。

当院も含めこのような中規模施設では報告内容や情報

の充実に努めることにより、ASTの一員としての役割
を充実させ、AMR対策に十分に貢献できるのではない
かと考えます。

今回は当院の取組みと、問題点、今後の課題などを報

告させて頂きます。

中規模病院でもできる AMR対策

◎澤口 千恵 1)

JA徳島厚生連 吉野川医療センター 1)

シンポジウム



【はじめに】

ISO 15189とは、臨床検査室の品質と能力に関する
特定要求事項を提供するものとして ISO（国際標準化
機構）が作成した臨床検査室に特化した品質マネジメ

ントシステムの国際規格であり、2003年に制定された。

ISO 15189に基づいた臨床検査室認定制度は、
2005年から公益財団法人 日本適合性認定協会により
開始され、2009年に、病理学的検査へ認定範囲が拡大
された。2021年 10月現在で、248施設が認定を取得し
ており、そのうち 160施設が病理学的検査での認定を
受けている。

今回は、病理検査室において ISO 15189を活用する
ことで、どのような変化が認められるのかについて述

べる。

【病理検査室を取り巻く環境の変化】

　国際標準検査管理加算の付与および、がんゲノム医

療中核拠点病院やがんゲノム医療拠点病院の指定を受

けるための要件として病理検査室の ISO 15189認定が
必要となったこともあり、ISO 15189認定を取得する
施設は増加している。また、あわせて医療法改正に伴

い臨床検査精度保証が必須化されたこともあり、病理

検査の精度（品質）保証に対する要求も厳格化してい

る。

　精度保証のためには、「検体採取から結果報告、標

本管理までの手順（プロセス）の明確化」や「検体採

取から結果報告、標本管理までの業務を実施した証拠

（エビデンス）の作成」が重要である。エビデンスを

蓄積することは、病理検査室で日々実施している業務

の精度を保証し、臨床側および、その先にいる患者様

に安心を提供することにもつながる。

【病理検査室における ISO 15189の利活用】
ISO 15189には、精度の高い検査結果を提供するた
めの条件が記載されており、ISO 15189を 1つのツー
ルとして活用することは、精度保証体制の構築につな

がる。今回は、以下を例として取り上げる。

① 検体取り違えリスクの低減

取り違え防止のための注意点を SOP（標準作業手
順書）に記載し、誰もが同じ手順で業務を実施す

ることで、リスクの低減につながる。

② 精度管理の実施

染色性や標本の評価、目合わせ等によるスタッフ

間の力量の評価の手順を明確にし、評価結果を記

録に残すことで、診断精度の向上に寄与する。

③ インシデント、ヒヤリ・ハットの削減

インシデントやヒヤリ・ハットが起こった場合お

よび、今後起こる可能性のあるインシデントに気

づいた場合の対応手順を明確にし、対応結果を記

録に残すことで、安定的に品質の高い結果を提供

することに寄与する。

【おわりに】

　今後、がんゲノム医療が推進されるとともに、病理

検査室の果たす役割はますます大きくなり、また、業

務の幅が広がることが想定される。病理検査は診断に

直結する検査であり、エビデンスの蓄積は非常に重要

である。また、日々蓄積したエビデンスを分析・評価

し、病理検査室から臨床側等の他部門へ情報発信する

ことは、病理検査室の存在価値を高めることにもつな

がると考える。一方、エビデンスの蓄積には従来より

も工数がかかってしまうという側面もあるため、工数

削減のためにシステム化を検討することも必要である。

このような環境において、ISO 15189を活用し、エ
ビデンスを蓄積・分析・評価することは、病理検査の

精度の向上ならびに、病理検査室に対する信頼性の向

上に非常に有用である。

ISO時代の病理検査

◎須崎 有起子 1)

シスメックス株式会社 学術本部 学術情報部 1)

シンポジウム



＜はじめに＞

当院は病床数 515床の総合病院であり、岡山県北唯
一の第二種感染症指定医療機関である。COVID-19対
応においては軽症者の入院患者を周辺施設で、重症化

した患者を当院で受け入れる体制をとっている。一方

臨床検査部では、SARS-CoV-2検査においても岡山県
北の中核としての役割を果たすための体制づくりを行

ってきた。

　本発表では、当院での検査体制の構築と近隣施設と

の関わりについて、また、当院が 2020年 10月に経験
した COVID-19院内クラスターの発生とその対応につ
いて報告する。

＜検査体制の構築と近隣施設との関わり＞

　当院には遺伝子検査室はないが、細菌検査室で結核

菌群の検出に LAMP法を用いていたことから 2020年
4月より LAMP法による SARS-CoV-2核酸増幅検査
（栄研化学）を開始した。細菌検査室は 3名体制であ
り、ルーチン業務を行いながらの COVID-19対応は負
担が大きく、検査数の増加や休日検査が必要となった

際の対応のために他部門のスタッフから遺伝子検査担

当者の育成を開始した。一方で、岡山県北での検査体

制を整えるため、岡山県医師会よりリアルタイム

PCR装置の寄贈を受け、近隣施設から検体を受け入れ
るための準備を開始した。

2020年 10月、検査法を LAMP法からリアルタイム
RT-PCR法（ダイレクト法：タカラバイオ株式会社）
に切り替え、同時に外部施設からの検査受託を開始し

た。また、近隣の 3つの保健所（美作保健所、美作保
健所勝英支所、真庭保健所）からも検査の一部を請け

負うこととなった。10月半ばからは COVID-19の第
3波に備え PCR検査を 365日、1日 2回実施とし現在
に至っている。

現在では全スタッフ 30名のうち 12名が PCR検査を
担当しており、担当者以外のスタッフは、休日検査時

のダブルチェック要員として検査を補助する役割を果

たしている。

2021年 9月までの検査数は院内が 7016件、周辺施
設からの受託検査 1388件、保健所からの受託検査
1937件となっている。

＜COVID-19院内クラスター発生＞
前述のリアルタイム RT-PCR法による検査体制が整
った直後、発熱と咽頭痛で PCR検査を受けた当院スタ
ッフが SARS-COV-2 PCR陽性となった。該当スタッフ
の所属部署および関わった患者の一斉検査を行ったと

ころ、スタッフと患者から陽性者を検出した。それぞ

れの陽性者に関連したスタッフおよび患者をさらに検

査するうち、陽性者がひとつの病棟に限局されている

ことがわかった。該当病棟の新規入院、該当病棟と他

の病棟のスタッフの行き来を中止するなどの措置を取

り、院内感染対策の見直しを行った。

最後の患者が陽性となった日から 2週間、新たな陽
性者が発生しなかったことをもってクラスターの収束

とした。検査を行った患者およびスタッフは延べ

546人であり、陽性者は患者 14名とスタッフ 9名に及
んだ。

　発表ではそれぞれの内容について詳細にお話したい。

連絡先　0868-21-8111（内線 5799）

SARS-CoV-2遺伝子検査を通じた地域との関わりと院内クラスター発生の経験

中規模病院からの報告

◎筆保 智子 1)

一般財団法人 津山慈風会 津山中央病院 1)

シンポジウム



2019年 12月に中国湖北省武漢市から確認された新型コ
ロナウイルス感染症は、世界へ爆発的に感染が広まった

ことから 2020年 3月に世界保健機関（WHO）はパンデ
ミック（世界的な大流行）宣言を表明し全世界へ危機感

を促した。肺炎の世界的流行は我が国においても 2020年
1月に初となる感染者を確認して以来、急速に感染は全国
へ広まり 4月には政府より日本初の緊急事態宣言が発令
された。これを機に国民は私生活に多大なる制限が加わ

り生活環境が一変した。市中を始めとする感染拡大は止

まるとことを知らず医療崩壊の声が連日連夜マスコミを

にぎやかし、報道と共に医療現場のひっ迫が現実のもの

となった。言うまでもなく医療従事者の緊張感はピーク

に達し精神的疲労は半端ない状況が続いた。新型コロナ

ウイルス感染症の診断には遺伝子を増幅させその量を測

定する PCR検査を主流に、ウイルス中のタンパク質
（抗原）を測定する抗原検査と血液中の抗体を測定す

る抗体検査を活用します。刻一刻と広がる感染、当初治

療は対症療法の手立てしかない医療現場に対し、行政は

2020年 3月に PCR検査、2020年 5月に抗原定性検査、
2020年 6月には検出感度を PCR検査に近づいた抗原定量
検査と異例の速さで認可し、法の整備を整えると同時に

全国の検査体制が整ったがワクチン・治療薬の無い昨年

は、目的に応じた検査の重要性が必要不可欠であると言

えた。しかし、現在は急速なワクチン・治療薬の開発も

進み収束に向かいつつある中、我が国におけるワクチン

接種率は 70％を超え新規感染症も激減している今、ブレ
イクスルー感染も含め第六向けた対応を考える時期では

ないかと考える。診断は未だ PCR検査、抗原検査が中心
となっているがワクチン接種に絡め保険適応外ではある

が抗体検査の活用に注目すべき時期だと思う。新型コロ

ナウイルス感染症をはじめとする未知なる感染症に対応

するには、行政の動向を踏まえ幅広い情報収集と臨機応

変な対応が必要と思われる。そう、エビデンス無き事態

にどう対応するかが鍵となり、情報収集と経験（予測）

から早期に行動を移すことがパンデミック感染対策の

一歩となることでしょう。

連絡先　0857（24）8111 代表

新型コロナウイルス感染の広がりと当院の取り組み

～パンデミック感染症に対応しえる検査部～

◎木下 敬一郎 1)

鳥取赤十字病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

昨年 3月に広島県での初めての新型コロナウイルス
感染症（以下 COVID-19）患者が発生して約 1年半、
これまでに多くの検査法が登場し、様々な情報が一般

市民にまで広く流布されてきた。多くの情報が錯綜す

る中、検査法を正しく理解し精度良く使用することは

難しく、多くの施設が十分な検討がないまま遺伝子検

査等を実施してきたと思われる。本セッションでは、

当院の検査体制や検査法の使い分け等の情報に加え、

使用してきた各検査法の特徴とピットホール、精度管

理の工夫等について紹介する。

【当院の概要】

当院は現在 32科の診療科を数え、地域の中核病院とし
て地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院等に

指定されており、多くの血液疾患患者や担癌患者が通

院している。一般病床 565床から、COVID-19の診療
では Phaseに応じてコロナ病床として使用し、主に軽
症・中等症患者の入院加療を行っている。COVID-
19関連の検査では、これまでに LAMP法、抗原定性、
抗原定量、リアルタイム PCR法、Filmarrayにて
2021年 9月までで、延べ 8000件の検査を実施してき
た。以下に現在の状況をまとめる。

【検査項目】

・抗原定量検査（ﾙﾐﾊﾟﾙｽ SARS-CoV-2 Ag、富士ﾚﾋﾞｵ）
発熱や肺炎像を認めるような COVID-19感染症を疑
う場合で、かつ即時結果が必要な場合に抗原定量検査

を使用しており、当直時間帯も対応している。これま

でに 2658件実施し、陽性 24件、判定保留 33件であっ
た。

・遺伝子定性検査（FilmArray呼吸器パネル 2.1、
ﾋﾞｵﾒﾘｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ）

緊急入院など、結果を急ぎかつ高精度を求める際に

Filmarrayを使用しており、以前は LAMP法を使用して
いた。130件を実施し、COVID-19が 10例、その他の
ウイルスが 42例検出されている。
・唾液／鼻咽頭 PCR検査（SARS-CoV-2 Detection Kit -
Multi-、TOYOBO　＆LC96、日本ジェネティクス）
予定入院等のスクリーニングや陽性者サーベイラン

ス等で使用し、唾液または鼻咽頭スワブを検体として

いる。遺伝子検査と細菌検査の担当者のうち、手技に

成熟したスタッフにて実施しており、これまでに約

5000件を実施し、陽性 63件であった。最も件数が多
く標準法にも近いため Qcには注意を払っているが、
測定コントロールに加え、週に１回のフルプロセスコ

ントロール、Ct値の他、Slopeや最終蛍光強度をパラ
メータとして管理している。

【検査経験】

①希釈直線性や再現性など、試薬としての基本性能は

申し分ないが、ルミパルスにおける抗原定量検査では

当初、判定保留域をどこに設定するか、PCRとの不一
致についての解釈に困った。保留域検体を凍結保存し、

確認された非特異反応について概説する。

②LC96（日本ジェネティクス）を用いた唾液や鼻咽頭
スワブでの PCRでは、測定環境整備やマニュアル作成
はもちろん、試薬特性についてもバリデーションに関

しての判断が難しかった。Shimazu試薬と TOYOBO試
薬について、私見を交えながら概説する。

③PCRにおいて複数回のコンタミや偽陰性を経験した。
それぞれの場面において、どういったデータがみられ

たのか、どういった確認を行ったのか、何が原因であ

ったのかについて概説する。

【Afterコロナについて】
今回のコロナ関連遺伝子検査導入によって、リアルタ

イム PCR試薬が複数種類手に入り、細菌室内にサーマ
ルサイクラーが設置されることとなった。結果として、

コロナ PCRについては FilmArrayが随時測定、リアル
タイム PCRが午後測定であるため、平日午前中にこれ
らの機器試薬を使用して、小児白血病関連の遺伝子検

査や微生物同定用の 16S rRNAシークエンス用の
PCRを検討し、実用化した。それぞれの検査の概要を
解説し、遺伝子検査機器の有効利用について考える。

COVID-19に関する情報も日進月歩する中、多数の検
査法から施設にあった検査を選択し、臨床へ自信をも

って結果を返すためには適切なバリデーションが必要

であり、まさにこれまでの遺伝子検査が最も苦手とす

る部分である。当日は、収録前までの情報を交えつつ、

Beforeコロナから Afterコロナまでをともに考えてい
ただければ幸いです。

連絡先　０８２－２４１－３１１１（内線２５０６）

中規模病院からの報告

◎渕田 比呂志 1)、荒木 裕美 1)、上村 安美 1)、高岡 俊介 1)、西田 美穂 1)、芝 美代子 1)、米田 登志男 1)

広島赤十字・原爆病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）が世界中
に拡散してから間もなく 2年が経過する。岡山県では
COVID-19累計感染確認者数は 15,000人を超え、死者は
130人を超えている（2021年 10月 27日現在）。地域拠
点ラボとして新型コロナウイルス PCR検査の翌朝報告を
遵守し COVID-19診断を支援する役割を果たすことが重
要である。特に COVID-19変異株（アルファ株）が猛威
を振るった第 4波では、岡山県で 1日当たりの新規陽性
患者数が過去最多の 189名を記録した。当社も 1日あた
りの最大検査数は 2,000件を超え、検査体制(検査機器)の
能力から翌朝の報告ができないケースが増えていき、最

大検査実施時には報告が翌日の夜になることもあった。

新型コロナウイルス PCR検査の翌朝報告ができないこの
経験を課題として第 5波に備えた取り組みについて紹介
する。

【岡山医学検査センターでの検査の取り組みと変遷】

岡山県では 2020年 3月 22日に初の COVID-19感染患者
が認められた。

国内ではその後、初の緊急事態宣言が発出され、当社で

は 2020年 5月 8日より LAMP法(栄研化学社製)による受
託体制を整えた。岡山県内での感染拡大の状況は見られ

ず、８月中旬頃までは検査数陽性者数ともに低い状況で

あった。国内では感染拡大も一旦は沈静化し、緊急事態

宣言も解除され、Go toキャンペーンが始まり、人流が拡
大した。検査実施可能数の拡大が求められていた中、大

量検体処理(384件/ 8時間)が可能な cobas6800(ロシュ社製 
)を導入し、1日当たりの処理能力の拡大を行った。
その後は秋から年末に向けて感染拡大が続く中、世界的

に試薬や検査に使用する消耗品、検査員を守る PPE、検
体採取に必要な消耗品が枯渇している状況であった。当

社では検査継続の為 cobas6800以外の検査体制も整え対
応した。この時の状況は日本では第 3波、岡山県でも感
染爆発の状況で 1日当たりの新規陽性感染者数は初の
100人を超える日があった。新型コロナの世界的な感染拡
大から 1年が経過し、新たな変異株の流行が始まった
2021年、ウィルスの量が推定できる情報として Ct値の報
告を 2021年 2月 20日から開始した。

2021年 4月以降、イギリスで最初に見つかった変異株
（アルファ株）が徐々に従来型から置き換わる中、検査

数はゴールデンウィークにピークを迎えた。岡山県では

1日当たりの新規陽性患者数が過去最多の 189名
（2021年 5月 8日）を記録し、当社では 1日当たり最大
検査数 2,000件を超えた。この状況の中、検査受託、検査
実施は社員総力戦で対応したが、機器の能力から翌朝の

報告ができないケースが増えていた。最大検査数実施時

には報告が翌日の夜になることもあった。試薬供給も安

定し、第 4波が落ち着いてきた 6月、第 5波に備え、安
全キャビネット、遠心機の増設を実施し PCR検査室の設
備を充実させた。

2021年 7月には cobas6800 2台目を増設し、1日当たり最
大検査数は約 1,200件の体制を整えた。
変異株（デルタ株）が国内で猛威を振るう中、8月中旬以
降、過去最大の波が襲ってきた。

岡山県の新規感染者数は過去最大の 307名（2021年 8月
18日）を記録し、当社でも日々多数の検査を実施、1日
当たりの検査数が平均 1,500件、最大 2,229件/日の日も
あった。想定を超える感染拡大で cobas6800　2台体制で
も翌朝の報告が難しい状況が続き、更なる課題も出て来

た。

【おわりに】

2021年 10月 27日現在、国内新型コロナワクチン接種状
況は 1回目接種率 76.9%、2回目接種率 70.6%となった。
第 5波は収束しコロナ禍で落ち込んだ日本経済も回復に
向けて、人の流れが増える傾向にある。冬場に向かって

再び感染者が増加する可能性もあり、地域拠点ラボの役

割を果すため、第 5波の課題に対して改善をおこなって
いる。第 4波、第 5波に関する検査データ分析は当日報
告致します。

連絡先　086-427-2310

COVID‐19地域拠点ラボとしての取り組みと課題

◎中村 英治 1)、難波 幸枝 1)

岡山医学検査センター 1)

指定演題
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2015年世界保健総会において AMRに関するグロー
ル・アクション・プランが採択され、厚生労働省は

2020年の成果指標を定め、微生物の薬剤耐性率を下げ
ることは医療機関の重要事項となりました。

細菌検査室の重要性が増すなかで、何をすれば

AMR対策になるのだろうかと悩む検査技師の方も多い
と思います。

すぐに思いついたのは血液培養の採取促進でした。

当院では 2014年 10月までは血液培養自動機器がなく
２セット採取率は約 13%でした。
血液培養自動機器購入後は 2セット採取率が約 75%と
なりました。

ICNの協力もあり、採取方法の勉強会の中で 2セット
採取と採血量の順守を院内に周知したところ、2017年
以降は 2セット採取率 90%以上を維持できるようにな
りました。

また採血量順守に検査室として出来ることとして、

2014年の血液培養自動機器購入時より血液ボトルに採
血量の目安量の線を他職種にも視覚的に分かりやすい

ように記入することにしました。

近年の患者様の高齢化に伴い採血困難者が増加してい

ますが、約 9割で採血量 8~10mlを順守してくれてい
ます。

つぎに検討したのは迅速な結果報告でした。

質量分析器もなく、遺伝子検査機器もないなど当院の

ような中規模以下の医療機関の細菌検査室では迅速性

を高めるのは限界があります。

しかし、グラム染色は規模を問わずできる検査です。

古典的な検査ですが、安価で迅速性に優れています。

当院ではグラム染色結果の電子カルテ記載を迅速に行

い、喀痰であれば Geckler分類、Miller&Jones分類、尿
であれば混濁度など検体情報も記載し、典型的な染色

像があれば医師に電話連絡するようにしました。

次に耐性菌選択培地に発育があれば中間報告に耐性菌

の可能性や発育状況を記載することにより、医師が検

体提出日の翌日の検査状況を把握できるようにしまし

た。

グラム染色結果の迅速報告や、中間報告の充実化を図

ることにより、グラム染色結果を参考にした抗菌薬の

選定や、耐性菌の可能性がある場合は広域の抗菌薬を

使用し、感受性検査結果が判明しだいデエスカレーシ

ョンを行う医師が増えています。

また、上記２つのことを行うようになってから医師、

薬剤師の問合せが増加しました。

受診理由、基礎疾患など患者背景の情報を知らないと

診療に必要かつ的確な返答はできません。

しかし、問合せのたびに電子カルテから患者情報の確

認をし、検出菌、抗菌薬の話をするのは効率が悪く、

仕事量が増加するというデメリットが発生してしまい

ました。

そこで細菌検査システムのメモ欄を利用して検体提出

された全ての患者情報の必要事項を簡潔に記載するよ

うにしました。

その効果もあり、医師からの質問の際に、受診理由、

疾患名、基礎疾患などをメモ欄から瞬時に把握できる

ため、医師や薬剤師との話もスムーズに行うことがで

きるようになり、現在では診療の一助になっています。

AMR対策といえば最新技術ばかりを重視しがちです。
確かに正確性と迅速性は大切ですが、機器購入など資

金面での問題があり購入できない施設が多いと思いま

す。

当院も含めこのような中規模施設では報告内容や情報

の充実に努めることにより、ASTの一員としての役割
を充実させ、AMR対策に十分に貢献できるのではない
かと考えます。

今回は当院の取組みと、問題点、今後の課題などを報

告させて頂きます。

中規模病院でもできる AMR対策

◎澤口 千恵 1)

JA徳島厚生連 吉野川医療センター 1)

シンポジウム



【はじめに】

2019年 12月に中国の武漢で原因不明の肺炎が流行
し、2020年 1月にはその原因が新型コロナウイルスで
あることが判明した。その後、ウイルスの全ゲノムが

解明され、SARSコロナウイルス 2型（SARS-CoV-2）
と命名され、WHOは SARS-CoV-2感染症を COVID-
19と定め、パンデミックを宣言した。世界中で患者の
急激な増加に伴い、患者受入医療機関では患者検体か

らの迅速かつ簡易な SARS-CoV-2検出の検査体制の構
築が必要とされてきた。

【目的】

2020年 2月に国立感染症研究所より「病原体検出マ
ニュアル 2019-nCoV Ver2.9.1」に記載の TaqManプロ
ーブを用いたリアルタイム one-step reverse transcription
PCR (RT-PCR)が感染研法（標準法）と位置づけられる
ようになった。その後、各メーカーから迅速かつ簡易

的な SARS-CoV-2核酸検出法が開発され、各医療機関
において選択的に用いられるようになった。今回

我々は、感染研法を基に各種 SARS-CoV-2核酸検出法
の特徴や臨床的有用性について検証した。

【対象と方法】

当院で SARS-CoV-2の遺伝子検査依頼のあった
122例を対象とし、提出された鼻咽頭スワブを UTM輸
送液 1mLに入れた 122検体を検討に用いた。SARS-
CoV-2核酸検出法は感染研法（サーモフィッシャー
QuantStudioリアルタイム PCRシステム）の他に
GENECUBE法（東洋紡ジーンキューブ HQ SARS-
CoV-2、以下 G法）および LAMP法（栄研化学
Loopamp新型コロナウイルス 2019、L法）を用いた。
検体からの核酸抽出は ProK法（東洋紡専用プロテイ
ナーゼ K溶液法、PK）と OIAcube法（QIAGENスピ
ンカラム自動化装置、QIA）を用いた。すなわち、
SARS-CoV-2核酸検出法までの全工程は ProK＋
GENECUBE法（PK・ G法）、QIAcube＋
GENECUBE法（QIA・ G法）、QIAcube＋LAMP法
（QIA・ L法）、QIAcube＋感染研法（QIA・ P法）
の 4法で実施した。

【結果】

1）SARS-CoV-2核酸検出率について
各方法の検出率は、QIA・ G法が 37.7％（46/122）
で最も高く、以下 QIA・ P法が 34.4％（42/122）、
QIA・ L法が 33.6％（41/122）、PK・ G法が 26.2％
（32/122）であった。
2）SARS-CoV-2核酸検出法の反応性

4法全て陽性は 31例、全て陰性は 75例、結果が解
離したものが 16例であった。4法の一致率は 86.9％
（106/122）であった。
3）4法における解離例の反応性

QIA・ G法と QIA・ L法と QIA・ P法の 3法陽性
は 6例、PK・ G法と QIA・ G法と QIA・ P法の
3法陽性が 1例、QIA・ G法と QIA・ P法の 2法陽性
は 4例、QIA・ G法と QIA・ L法の 2法陽性は 3例、
QIA・ G法のみ陽性は 1例、QIA・ L法のみ陽性は
1例であった。
4）患者背景からみた解離例の解析
解離例については、16例の何れもが COVID-19を発
症しており、発症から 2～14日経過した時点での採取
検体であった。ウイルス量は未検出～110コピー/テス
トであった。

【考察】

SARS-CoV-2核酸検出において採取検体中にウイル
スが保持されている必要があり、採取時期、採取方法、

保存方法等に注意しなければならない。特に発症後に

はウイルス量は変化し、特に低ウイルス量の場合には

検出方法によっては解離結果を生ずることになる。ま

た、場合によっては偽陽反応に対する確認方法の構築

も必要となる。COVID-19を判断するうえで SARS-
CoV-2核酸検出結果と患者情報を併せた総合的判断が
重要である。

連絡先 086-462-2111(23121)

川崎医科大学附属病院における SARS-CoV-2検出の検査体制の構築

◎石松 昌己 1)

川崎医科大学附属病院 1)

シンポジウム



近年、抗菌薬に対する薬剤耐性(AMR)は世界的な問

題となっている。本邦においても 2016年に 6つの分野

(普及啓発・教育、動向調査・監視、感染予防・管理、

抗微生物剤の適正使用、研究開発・創薬、国際協力)に

関する行動目標を掲げた AMR対策アクションプラン

(以下 AP)が策定された。指標として、薬剤耐性菌は

S. aureus・ S. pneumoniae・ E. coli・ K. pneumoniae・

P. aeruginosaの 5菌種、抗菌薬使用量は静注薬と経口

薬にそれぞれ目標値が設定され、戦略に基づいた様々

な対策が実施されてきた。今回は、大学病院の立場か

ら現状をお話しする。

当院は病床数 697床の第二種感染症指定医療機関で

ある。AP策定前年の 2015年 11月に抗菌薬適正使用支

援チーム(AST)が組織され、感染制御チーム(ICT)と共

に様々な活動を行ってきた。その結果、当院の薬剤耐

性菌に関する各指標は以下の通り推移している。

① S. aureus (メチシリン)：改善傾向

② S. pneumonia (ペニシリン)：ほぼ横ばい

③ E. coli (フルオロキノロン)：悪化傾向

④ E. coli・ K. pneumoniae (カルバペネム)：横ばい

⑤ P. aeruginosa (カルバペネム)：横ばい

これらのうち(ほぼ)目標達成は 3項目という状況で

あった。S. aureusのメチシリン耐性率の低下は入院患

者からの分離株で顕著であり、手指消毒や接触予防策

といった感染対策の効果が現れたものと考えている。

血液や髄液からのMRSAの検出も年々減少しており、

抗MRSA感染症治療薬の適正使用に関与している。

一方で、未達成の 2項目に対する対策が誤っていた

という評価はしていない。S. pneumoniaeのペニシリン

は、感染症法上の非感性基準が CLSIの髄膜炎におけ

る基準(MIC≧0.125㎍/mL)と同じである。そのため半数

近くが非感性となっているが、髄膜炎以外の基準

(MIC≧4㎍/mL)では 5%未満であり、治療上問題となる

ことは少ない。また、E. coliのフルオロキノロン耐性

率は特定のサブクローンの拡散による影響が大きい。

厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)の

公開情報でも同様の結果であり、今後は抗菌薬適正使

用以外の対策も検討する必要があるかもしれない。

静注抗菌薬使用量は、2013年と比較して抗菌薬使用

密度(AUD)が約 7%増と目標は未達成であった。

AST活動開始前と比較して、PK/PD理論に基づいた適

切な介入が可能になったことが一因と考えている。病

院の性質上、広域スペクトル抗菌薬を使用せざるを得

ない場面も少なくないが、『必要な症例には適切な用

法・用量を、不要な症例には積極的に投与中止や de-

escalationを提案する』ことが重要である。実際に、治

療への介入や各種マニュアルの整備により不適切投与

例は減少しており、P. aeruginosaのカルバペネム耐性

率が目標を概ね達成できていることに繋がっていると

思われる。

2020年で当初の予定である 5年間が経過した。その

成果を検証し、今後の対策を進めるうえで微生物検査

室や臨床検査技師に求められることは何か、ご参加の

先生方と一緒に考えてみたい。連絡先：0859-38-6825

大学病院における薬剤耐性(AMR)対策アクションプランの効果と今後の展望

◎森下 奨太 1)

国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

世界中で増加している薬剤耐性菌について、2015年
5月世界保健機構（WHO）で「薬剤耐性(AMR)に 関

するグローバル・アクション・プラン」が採択された。

AMR対策を推進させるため、2016年～2020年の 5年
間で実施すべき項目をまとめた「AMRアクションプラ
ン」の当院での取り組みと成果報告を行う。また薬剤

師とも連携し、薬剤耐性菌検出率と

AUD（Antimicrobial use density）についてまとめた

ので報告する。そして、高知県内の薬剤耐性菌と抗菌

薬使用量の関係を調べるために発足した「高知県感染

対策サーベイランス」の紹介も行う。

【当院での取り組み】

抗菌薬適正使用（Antimicrobial Stewardship:AS）に

向け、迅速な同定・感受性報告や AST（Antimicrobial 
Stewardship Team）との連携がさらに必要と考え下記を
実施した。

１． ASTとしての取り組み
血液培養陽性時の介入

血液培養陽性時には ICD・ AST担当薬剤師と
情報共有し、培養結果を確認後 de-escalationな
どを推進する。

　２．細菌検査室の取り組み

血液培養の直接同定法の実施

2016年 7月より血液培養の直接同定法を実施。
最終結果報告が翌日に可能となり、抗菌薬適正

使用に寄与できている。2021年 6月からは質量
分析器を導入し、菌名報告は血液培養陽性当日

に行っている。

【耐性菌検出率と AUD（Antimicrobial use density）】

抗菌薬使用量と薬剤耐性菌検出率との関連を調査する

ため、薬剤師と協力し各抗菌薬の AUDと耐性菌の関係

について調べた。AUDは下記の計算式で算出した。

AUD＝{抗菌薬の月間使用量（g）/抗菌薬規定一日投与

量（g）×延べ入院患者数}×1000

１．MRSA検出率と VCMの AUD

MRSA検出率は 2017年以降増加傾向であり 2020年

は 44.6％だった。VCMの AUDは 6.0～7.7で、

MRSA検出率と AUDに強い相関(ｒ=0.81）が見られ

たが、抗菌薬使用の増加により MRSA検出率が増加

しているのではなく、MRSAによる重症感染症例増

加に伴うものと考えられる。VCM使用例での不適

切使用はなかった。

2．大腸菌のフルオロキノロン耐性率

フルオロキノロン耐性率は 32.6％→35.4％→37.0％
→37.3％→36.0％と 2018をピークに増加していた
が、2019年以降は減少している。LVFXの AUDは

19.3～21.4で、LVFX耐性率と AUDに弱い負の相関

が見られた(r=-0.37)。

3．大腸菌・肺炎桿菌のカルバペネム耐性率

大腸菌のカルバペネム耐性率は 0.0～0.4％、

MEPMの AUDは 9.6～16.6で、耐性率と AUDに相関

は見られなかった(r=0.004)。肺炎桿菌のカルバペ

ネム耐性率は 0.4～1.3％で推移しており、カルバ

ペネム AUDとの相関は見られなかった（r=0.095）。

 4．緑膿菌のカルバペネム耐性率

IPM耐性率は 6.0～10.6％、MEPM耐性率は 4.4～

6.0％の間で推移していた。MEPMの AUDは 9.6～

16.6で、耐性率と AUDに弱い正の相関が見られた

(r=0.36)。

【考察】

当院での耐性菌検出率と AUDに明らかな相関を認

めるものはなく、抗菌薬使用量増加が耐性菌検出

増加につながっていなかった。しかし今回検討に

用いた AUDのみの評価では、結果の解釈に限界が

ある。そのため DOT（Days of therapy）も用いた

AUD/DOTを算出することにより、その増加が一日

用量の変化のみによるものか、あるいは投与日数

や投与症例数が増加しているのか判断することが

出来るので、今後の課題にする。また薬剤耐性菌

は、自施設のみではなく地域全体で取り組むべき

問題であり、今後は地域サーベイランス等が重要

になると思われる。

【高知県感染対策サーベイランス研究会の紹介】

　高知県内の薬剤耐性菌検出状況と抗菌薬使用量

を調査するため、臨床検査技師と病院薬剤師が協

力し、2016年４月「高知県感染対策サーベイラン

ス研究会」を立ち上げた。本研究会を通じて、高

知県の地域サーベイランスの現状を紹介する。詳

細は当日報告する。

非会員共同研究者：高橋佐和、中野克哉（近森病

院薬剤部）、石田正之（近森病院　感染症内科）

（連絡先：近森病院細菌検査室　内線 6935）

当院の AMRアクションプラン報告

～薬剤師との連携から見えてくること～

◎吉田 さや佳 1)、山本 侑香 1)、入交 美穂子 1)、島田 藍 1)、吉永 詩織 1)、森本 瞳 1)

社会医療法人近森会 近森病院 臨床検査部 1)

シンポジウム

【はじめに】 
世界中で増加している薬剤耐性菌について、2015 年 5
月世界保健機構（WHO）で「薬剤耐性(AMR)に 関す

るグローバル・アクション・プラン」が採択された。

AMR 対策を推進させるため、2016 年～2020 年の 5
年間で実施すべき項目をまとめた「AMR アクション

プラン」の当院での取り組みと成果報告を行う。また

薬剤師とも連携し、薬剤耐性菌検出率と AUD

（Antimicrobial use density）についてまとめたので

報告する。そして、高知県内の薬剤耐性菌と抗菌薬使

用量の関係を調べるために発足した「高知県感染対策

サーベイランス」の紹介も行う。 

 
【当院での取り組み】 
抗菌薬適正使用（Antimicrobial Stewardship:AS）に

向け、迅速な同定・感受性報告や AST（Antimicrobial 
Stewardship Team）との連携がさらに必要と考え下

記を実施した。 
１．AST としての取り組み 

血液培養陽性時の介入 
血液培養陽性時には ICD・AST 担当薬剤師と情

報共有し、培養結果を確認後 de-escalation な

どを推進する。 
 ２．細菌検査室の取り組み 

血液培養の直接同定法の実施 
2016 年 7 月より血液培養の直接同定法を実施。

最終結果報告が翌日に可能となり、抗菌薬適正

使用に寄与できている。2021 年 6 月からは質

量分析器を導入し、菌名報告は血液培養陽性当

日に行っている。 
 

【耐性菌検出率と AUD（Antimicrobial use density）】 

抗菌薬使用量と薬剤耐性菌検出率との関連を調査する

ため、薬剤師と協力し各抗菌薬の AUD と耐性菌の関係

について調べた。AUDは下記の計算式で算出した。 

AUD＝{抗菌薬の月間使用量（g）/抗菌薬規定一日投与

量（g）×延べ入院患者数}×1000 

１．MRSA検出率と VCMの AUD 

MRSA検出率は 2017年以降増加傾向であり 2020年

は 44.6％だった。VCM の AUD は 6.0～7.7で、MRSA

検出率と AUDに強い相関(ｒ=0.81）が見られたが、

抗菌薬使用の増加により MRSA 検出率が増加して

いるのではなく、MRSA による重症感染症例増加に

伴うものと考えられる。VCM 使用例での不適切使

用はなかった。 

2．大腸菌のフルオロキノロン耐性率 

フルオロキノロン耐性率は 32.6％→35.4％→

37.0％→37.3％→36.0％と 2018 をピークに増加

していたが、2019 年以降は減少している。LVFXの

AUD は 19.3～21.4 で、LVFX 耐性率と AUD に弱い

負の相関が見られた(r=-0.37)。 
3．大腸菌・肺炎桿菌のカルバペネム耐性率 

大腸菌のカルバペネム耐性率は 0.0～0.4％、MEPM

の AUDは 9.6～16.6で、耐性率と AUDに相関は見

られなかった(r=0.004)。肺炎桿菌のカルバペネム

耐性率は 0.4～1.3％で推移しており、カルバペネ

ム AUDとの相関は見られなかった（r=0.095）。 

  4．緑膿菌のカルバペネム耐性率 

IPM 耐性率は 6.0～10.6％、MEPM 耐性率は 4.4～

6.0％の間で推移していた。MEPM の AUD は 9.6～

16.6で、耐性率と AUDに弱い正の相関が見られた

(r=0.36)。 

 

【考察】 

当院での耐性菌検出率と AUDに明らかな相関を認

めるものはなく、抗菌薬使用量増加が耐性菌検出

増加につながっていなかった。しかし今回検討に

用いた AUDのみの評価では、結果の解釈に限界が

ある。そのため DOT（Days of therapy）も用いた

AUD/DOT を算出することにより、その増加が一日

用量の変化のみによるものか、あるいは投与日数

や投与症例数が増加しているのか判断することが

出来るので、今後の課題にする。また薬剤耐性菌

は、自施設のみではなく地域全体で取り組むべき

問題であり、今後は地域サーベイランス等が重要

になると思われる。 

 

【高知県感染対策サーベイランス研究会の紹介】 

 高知県内の薬剤耐性菌検出状況と抗菌薬使用量

を調査するため、臨床検査技師と病院薬剤師が協

力し、2016年４月「高知県感染対策サーベイラン

ス研究会」を立ち上げた。本研究会を通じて、高

知県の地域サーベイランスの現状を紹介する。詳

細は当日報告する。 

 

非会員共同研究者：高橋佐和、中野克哉（近森病

院薬剤部）、石田正之（近森病院 感染症内科） 

 

（連絡先：近森病院細菌検査室 内線 6935） 

 
 



1980年代以降、抗菌薬の不適切な使用などにより世
界的に薬剤耐性菌が増加する一方で新しい抗菌薬の開

発は減少している。2015年 5月WHO（世界保健機関）
総会で薬剤耐性に関するグローバルアクションプラン

が採択されたことを受けて、日本では 2016年 4月に
6つの分野について目標を設定し、各分野の具体的な
取り組みなどを盛り込んだアクションプランが策定さ

れた。2016年から 2020年の 5年間で取り組む具体的
な指標として肺炎球菌のペニシリン耐性率、黄色ブド

ウ球菌のメチシリン耐性率、緑膿菌、大腸菌、肺炎桿

菌のカルバペネム耐性率、大腸菌のフルオロキノロン

耐性率の目標値が設定された。

愛媛県立中央病院でもアクションプラン成果指標の

達成に向けて ICTを中心に業務を見直し、2018年 4月
に ASTが発足した。検査部では、血液培養陽性時の報
告体制を変更した。血液培養陽性時には直ちに主治医

に連絡を入れ感染症医へは翌日まとめて報告していた

が、主治医への連絡と同時に感染症医へも連絡を入れ

て感染症医がすぐに介入できるようにした。また、電

子カルテ上に記録を残すため電子カルテから血液培養

介入依頼ができるようにシステムを変更した。当院は

遺伝子検査の導入が遅れていたため、機器更新に合わ

せて mec遺伝子が検出できる遺伝子検査機器を要望し
MRSAをはじめとした耐性菌を迅速に検出できる検査
体制の構築に取り組んだ。さらに、グラム陽性球菌の

薬剤感受性検査の結果報告について、レボフロキサシ

ンの報告を中止した。薬剤部ではカルバペネム系薬に

ついて 2007年から届出制としていたが届け出なくても
オーダーできており使用量が増加していた。そこで運

用の見直しをおこない、届け出ないと依頼ができない

ようシステムを変更した。抗菌薬の長期投与患者を毎

週 ICT会議で報告し ICDによる介入を開始した。県立
病院 4病院で抗菌薬マニュアルを作成した。2020年
12月からは院内の経口セフェム薬を廃止した。ICT活
動は、血液培養を中心としたカンファレンスを ICD、
ICN、薬剤師、臨床検査技師が微生物検査室に集合し
て週に 2回実施し情報共有を開始した。一時期は新型
コロナウィルス対応でカンファレンスが中断した時期

もあったが、院内での web会議システムが整ったこと
から web形式で再開した。

成果目標の達成についての詳細な薬剤耐性菌のデー

タはシンポジウム時に発表する。

問題点や課題として、病院の規模が大きく組織改正

やシステムの変更、院内周知にかなりの時間がかかる。

また、当院は公立病院であり機器の整備に数年を要す

るため遺伝子検査など新しい機器の導入が遅い。さら

に新型コロナの受け入れ病院となったことから 2020年
はその対応でどの職種も多忙を極め AMR対策への取
り組みが難しくなった。改めて 5年間で成果目標を達
成することの難しさを痛感した。AMR対策に向けての
取り組みがそろったのが遅かったため耐性菌について

は継続してモニタリングをしていきたい。

今後は、薬剤感受性検査の報告について感染症医や

薬剤部と相談しながら Selective Reportingや Cascade 
Reportingを積極的に進めて抗菌薬の適正使用に貢献し
たいと考える。遺伝子検査についてもかなり整備され

てきたのでさらに進めていきたいが、人材の面では新

たな微生物認定技師が 6年間育っていないため後進の
育成も急務である。

連絡先 0898-32-7111（8231）

愛媛県立中央病院における AMR対策について

◎石丸 美架 1)、村上 悠里子 2)、篠﨑 陽香 2)

愛媛県立今治病院 1)、愛媛県立中央病院 2)

シンポジウム



国際的な薬剤耐性（AMR）の脅威に対して、伝播を
防ぐ感染対策と、抗菌薬の適正使用は AMRに対抗す
るうえで必要不可欠である。

AMR対策は世界的に取り組むべき重要課題の一つで
あり、2015年には世界保健機関（WHO）がグローバ
ルアクションプランを策定し、その動きをうけて我が

国でも 2016年に「AMR対策アクションプラン」が発
表された。アクションプランには６分野が掲げられて

おり、それぞれの目標が記載されている。このなかで

Antimicrobial Stewardship Team(AST)の担う役割は、
抗菌薬適正使用支援による耐性菌の制御である。抗菌

薬適正使用に関しては、医師と薬剤師の役割が大きい。

しかしながら、微生物検査室から発信される起炎菌に

関する情報は抗菌薬選択のために非常に重要な情報で

ある。また、薬剤耐性菌が発生し広がりやすい環境に

ある医療機関において感染予防・管理のためには微生

物検査による薬剤耐性菌の検出と、それに基づく臨床

判断や感染対策が必要不可欠である。

そのため、ASTにおいて臨床検査技師が大きく貢献で
きることの一つとして挙げられるのが、起炎菌の同定

と感受性結果を早期に臨床に提供することである。し

かしながら、中規模あるいは小規模病院において、早

期に起炎菌の同定が可能である質量分析装置等の機器

を持たない施設も多く、各施設の使用している機器、

人員、勤務体制を考慮しつつ、臨床に対して迅速に同

定と感受性結果を提供する工夫が必要であると考える。

当院も質量分析装置は採用されておらず、菌の同定と

感受性試験の結果は検体が提出されてから最低でも３

日は必要である。特に ESBL等の薬剤耐性菌は確認試
験のため、さらに１日必要とされる。また、微生物検

査担当検査技師の人数が多い場合、交代制で休日に検

体処理をする施設もあるが、小規模もしくは中規模病

院の場合、微生物担当検査技師の人数も少なく、場合

によっては他部署と兼任しているところも多い。その

ため休日や夜間に提出された検体の処理に関して、平

日に提出された検体よりも数日報告日数が遅れてしま

う。当院でも微生物担当検査技師は他部署と兼任して

おり日当直業務も行っているため、現状では休日に検

体処理を行うことが難しい。そこで当院の微生物検査

室では起炎菌の早期報告のために、日当直者による検

体の培養処理と、血液培養陽性時にはグラム染色結果

の報告及び血液寒天培地への培養処理を実施している。

特に血液培養陽性時のグラム染色結果を臨床に報告す

ることにより、主治医は血液培養のグラム染色結果の

報告から、ある程度の起炎菌の推測が可能となるため

抗菌薬適正使用の一助となる。しかしながら、普段微

生物検査を担当していない日当直者がグラム染色を実

施し報告することは日当直者に大きな負担となる。そ

のため、日当直者が安心して微生物検査を実施できる

ような配慮が必要であると考える。当院では、その対

策としてマニュアルの整備と形態別の標本の作成、コ

ミュニケーションアプリもしくはメッセージアプリを

利用した休日の対応を行っている。マニュアルの整備

や形態別の標本の作成により、グラム染色の結果に困

った場合に日当直者自身が作成した標本と比較しグラ

ム染色の結果を判断できるようにしている。また、コ

ミュニケーションアプリもしくはメッセージアプリの

使用により、日当直中にグラム染色や培養に関して質

問があれば、顕微鏡の写真を撮影してもらい、微生物

検査担当技師がその写真と患者情報からその後の対応

を考え、日当直者に指示している。以上の対応により、

通常勤務時間外において血液培養陽性時の早期の起炎

菌報告を可能にし、また、血液培養時には培養も同時

に実施していることから休日明けにすぐに同定と感受

性検査を実施することで、早期での起炎菌の同定と感

受性結果を臨床に提供している。しかしながら当院の

現状として、血液培養陽性検体と日当直者自身の標本

を比較することは可能だが、日当直者のグラム染色の

手技に関しては日当直中にチェックすることが出来な

いため、今後対策が必要であると考える。また、抗菌

薬適正使用のためには、微生物検査結果を正しく解釈

できるよう、より多くの詳細な情報を伝えやすい環境

づくりも必須である。

今後、ASTにおける臨床検査技師の在り方として臨
床医や多職種とコミュニケーションを密にとることで

技師の持つ有益な菌に関する情報を積極的に発信する

ことにより臨床へ大きく貢献し、微生物検査技師の存

在意義を高めていくよう努力していくことが必要であ

ると考える。

浜田医療センター　臨床検査科（代表 0852-25-0505）

中規模病院における AMRの取り組みについて

◎佐藤 瑞記 1)

独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター 1)

シンポジウム



2015年世界保健総会において AMRに関するグロー
ル・アクション・プランが採択され、厚生労働省は

2020年の成果指標を定め、微生物の薬剤耐性率を下げ
ることは医療機関の重要事項となりました。

細菌検査室の重要性が増すなかで、何をすれば

AMR対策になるのだろうかと悩む検査技師の方も多い
と思います。

すぐに思いついたのは血液培養の採取促進でした。

当院では 2014年 10月までは血液培養自動機器がなく
２セット採取率は約 13%でした。
血液培養自動機器購入後は 2セット採取率が約 75%と
なりました。

ICNの協力もあり、採取方法の勉強会の中で 2セット
採取と採血量の順守を院内に周知したところ、2017年
以降は 2セット採取率 90%以上を維持できるようにな
りました。

また採血量順守に検査室として出来ることとして、

2014年の血液培養自動機器購入時より血液ボトルに採
血量の目安量の線を他職種にも視覚的に分かりやすい

ように記入することにしました。

近年の患者様の高齢化に伴い採血困難者が増加してい

ますが、約 9割で採血量 8~10mlを順守してくれてい
ます。

つぎに検討したのは迅速な結果報告でした。

質量分析器もなく、遺伝子検査機器もないなど当院の

ような中規模以下の医療機関の細菌検査室では迅速性

を高めるのは限界があります。

しかし、グラム染色は規模を問わずできる検査です。

古典的な検査ですが、安価で迅速性に優れています。

当院ではグラム染色結果の電子カルテ記載を迅速に行

い、喀痰であれば Geckler分類、Miller&Jones分類、尿
であれば混濁度など検体情報も記載し、典型的な染色

像があれば医師に電話連絡するようにしました。

次に耐性菌選択培地に発育があれば中間報告に耐性菌

の可能性や発育状況を記載することにより、医師が検

体提出日の翌日の検査状況を把握できるようにしまし

た。

グラム染色結果の迅速報告や、中間報告の充実化を図

ることにより、グラム染色結果を参考にした抗菌薬の

選定や、耐性菌の可能性がある場合は広域の抗菌薬を

使用し、感受性検査結果が判明しだいデエスカレーシ

ョンを行う医師が増えています。

また、上記２つのことを行うようになってから医師、

薬剤師の問合せが増加しました。

受診理由、基礎疾患など患者背景の情報を知らないと

診療に必要かつ的確な返答はできません。

しかし、問合せのたびに電子カルテから患者情報の確

認をし、検出菌、抗菌薬の話をするのは効率が悪く、

仕事量が増加するというデメリットが発生してしまい

ました。

そこで細菌検査システムのメモ欄を利用して検体提出

された全ての患者情報の必要事項を簡潔に記載するよ

うにしました。

その効果もあり、医師からの質問の際に、受診理由、

疾患名、基礎疾患などをメモ欄から瞬時に把握できる

ため、医師や薬剤師との話もスムーズに行うことがで

きるようになり、現在では診療の一助になっています。

AMR対策といえば最新技術ばかりを重視しがちです。
確かに正確性と迅速性は大切ですが、機器購入など資

金面での問題があり購入できない施設が多いと思いま

す。

当院も含めこのような中規模施設では報告内容や情報

の充実に努めることにより、ASTの一員としての役割
を充実させ、AMR対策に十分に貢献できるのではない
かと考えます。

今回は当院の取組みと、問題点、今後の課題などを報

告させて頂きます。

中規模病院でもできる AMR対策

◎澤口 千恵 1)

JA徳島厚生連 吉野川医療センター 1)

シンポジウム

2015 年世界保健総会において AMR に関するグロー

ル・アクション・プランが採択され、厚生労働省は 2020
年の成果指標を定め、微生物の薬剤耐性率を下げるこ

とは医療機関の重要事項となりました。 
細菌検査室の重要性が増すなかで、何をすれば AMR
対策になるのだろうかと悩む検査技師の方も多いと思

います。 
すぐに思いついたのは血液培養の採取促進でした。 
当院では 2014 年 10 月までは血液培養自動機器がなく

２セット採取率は約 13%でした。 
血液培養自動機器購入後は 2 セット採取率が約 75%と

なりました。 
ICN の協力もあり、採取方法の勉強会の中で 2 セット

採取と採血量の順守を院内に周知したところ、2017 年

以降は 2 セット採取率 90%以上を維持できるようにな

りました。 
また採血量順守に検査室として出来ることとして、

2014 年の血液培養自動機器購入時より血液ボトルに

採血量の目安量の線を他職種にも視覚的に分かりやす

いように記入することにしました。 
近年の患者様の高齢化に伴い採血困難者が増加してい

ますが、約 9 割で採血量 8~10ml を順守してくれてい

ます。 
つぎに検討したのは迅速な結果報告でした。 
質量分析器もなく、遺伝子検査機器もないなど当院の

ような中規模以下の医療機関の細菌検査室では迅速性

を高めるのは限界があります。 
しかし、グラム染色は規模を問わずできる検査です。 
古典的な検査ですが、安価で迅速性に優れています。 
当院ではグラム染色結果の電子カルテ記載を迅速に行

い、喀痰であれば Geckler 分類、Miller&Jones 分類、尿

であれば混濁度など検体情報も記載し、典型的な染色

像があれば医師に電話連絡するようにしました。 
次に耐性菌選択培地に発育があれば中間報告に耐性菌

の可能性や発育状況を記載することにより、医師が検

体提出日の翌日の検査状況を把握できるようにしまし

た。 
グラム染色結果の迅速報告や、中間報告の充実化を図

ることにより、グラム染色結果を参考にした抗菌薬の

選定や、耐性菌の可能性がある場合は広域の抗菌薬を

使用し、感受性検査結果が判明しだいデエスカレーシ

ョンを行う医師が増えています。 
また、上記２つのことを行うようになってから医師、

薬剤師の問合せが増加しました。 
受診理由、基礎疾患など患者背景の情報を知らないと

診療に必要かつ的確な返答はできません。 
しかし、問合せのたびに電子カルテから患者情報の確

認をし、検出菌、抗菌薬の話をするのは効率が悪く、

仕事量が増加するというデメリットが発生してしまい

ました。 
そこで細菌検査システムのメモ欄を利用して検体提出

された全ての患者情報の必要事項を簡潔に記載するよ

うにしました。 
その効果もあり、医師からの質問の際に、受診理由、

疾患名、基礎疾患などをメモ欄から瞬時に把握できる

ため、医師や薬剤師との話もスムーズに行うことがで

きるようになり、現在では診療の一助になっています。 
AMR 対策といえば最新技術ばかりを重視しがちです。 
確かに正確性と迅速性は大切ですが、機器購入など資

金面での問題があり購入できない施設が多いと思いま

す。 
当院も含めこのような中規模施設では報告内容や情報

の充実に努めることにより、AST の一員としての役割

を充実させ、AMR 対策に十分に貢献できるのではな

いかと考えます。 
今回は当院の取組みと、問題点、今後の課題などを報

告させて頂きます。 



はじめに

抗微生物薬の不適切な使用等を背景として薬剤耐性

菌は増加しており、我が国では 2016年から 2020年の
期間で薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが計画
され、様々な対策がなされた。そして計画期間の区切

りを迎えた今、薬剤耐性（AMR）対策アクションプラ
ンの効果を評価することは今後の対策を行う上で重要

である。今回、我々は検査センターとしての薬剤耐性

（AMR）対策アクションプランにつながる取り組み内
容と薬剤耐性菌調査の結果を報告する。

取り組み内容

弊社は岡山県を中心として地域に密着した検査セン

ターである。院内感染対策支援として耐性菌を含む検

出菌状況のレポートや感受性レポート、アンチバイオ

グラムを作成しユーザーへ提供している。また、結果

報告のタイミングで耐性菌の検出状況の一覧を必要と

するユーザーへ当日中に FAX報告を実施しており、迅
速な耐性菌の報告を行っている。インターネットで利

用できる B-Report（Web参照システム）は施設にて結
果参照が出来る他、検出菌の様々なパターンでのデー

タ集計及びグラフ化、アンチバイオグラムなど利用す

る施設に合った院内感染対策に関する集計や資料の作

成が出来るツールとなっており、厚生労働省院内感染

対策サーベランス（以下 JANIS）へ提出するデータフ
ァイルの作成も可能である。さらにユーザーへ向けて

院内感染対策や薬剤耐性菌についての講演会を実施し

情報を提供している。

検査センターとして、迅速に耐性菌検出の報告を行

うこと、施設ごとに院内感染対策の対象菌が異なる為、

その施設に適した院内感染対策に有用な情報を提供し

活用してもらうことが重要だと考える。

薬剤耐性菌調査結果

対象期間は 2015年から 2020年の入院・外来患者に
おけるMRSA及びMDRPの分離率（各耐性菌分離患
者数÷年間総患者数×100）とMRSA及びMDRP、
ESBLs産生菌（Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Proteus mirabilis）の分離頻度（各耐性菌分離患者数
÷各菌種総分離患者数×100）を調査した。詳細な結果

やグラフはシンポジウムで示す。

調査結果からMRSA及びMDRPの入院患者の分離
率は減少しており、一定の院内感染対策の効果がある

と言えるが、2020年の入院患者におけるMRSAの分
離率（12.6％）は JANISの全国（6.41％）、岡山県
（7.63％）どちらの数値も上回っており、持続的な対
策が必要である。2020年の入院患者における
ESBLs産生菌の分離頻度は E.coli（42.1%）、
K.pneumoniae（24.3%）共にピークとなっており今後の
動向を注意すべきである。外来患者においても年々増

加していることから市中での広がりを考慮した上で入

院時の院内感染対策が必要である。

JANISでは病床数 200床以上のMRSA分離率に比べ、
病床数 200床未満のMRSA分離率の方が高いデータが
あり、病床数の少ない施設での院内感染対策の強化が

重要と考える。病床数 200床未満の施設が多数を占め
る検査センターとして、いかにユーザーに院内感染対

策の啓蒙と情報提供をしていくかが今後の課題である。

まとめ

　院内感染対策は施設ごとに問題となる耐性菌が異な

り、必要な情報も異なる。B-Report（Web参照システ
ム）を活用することによって時間を問わず、検査結果

の参照、院内感染対策に必要なデータの抽出やグラフ

化が可能になり、よりタイムリーで集中的な院内感染

対策支援が可能となった。今後も院内感染対策支援及

び情報発信を継続的に行うことが重要と考える。

連絡先－086-427-2310

検査センターとしての薬剤耐性（AMR）対策アクションプランへの取り組み

◎岸上 知由 1)

株式会社 岡山医学検査センター 本社ラボ 1)

シンポジウム



【はじめに】

「検査の始まりは採血である」と言われるように、

採血管の取扱いや採血手技が適切でないと正確な検査

値を報告することはできない。特に「採血直後の転倒

混和」が最も重要である。採血管の取扱いと検査値へ

の影響を理解しておくことは、正確な検査を実施・報

告する上で重要なことである。

【採血業務の基礎知識】

採血業務は、備品の準備、患者への対応および採血

に関する一連の実務を包括しており、その最終目的は

患者病態を反映する検査値を臨床サイドに正しく伝達

することである。基礎知識は、標準採血法ガイドライ

ン（GP4-A3）に示されており、関連する主な部分を以
下に示した。

C　採血法の選択
D　採血手順
E　採血手技に関する諸注意
F　採血時の患者の観察と緊急時の対応
G　標準採血法ガイドライン Q&A（1～9）
補遺 1 採血合併症とその対応
補遺 2 採血手技が血液検査の測定値に与える影響

今回のガイドライン改訂のポイントは、医療安全の

観点より、①「注射器採血は針刺事故のリスクが高い」

というデメリットに対して、「一般的にはホルダー採

血を行うことが望ましい」と明記されたことがあげら

れる。さらに、②「翼状針を用いたホルダー採血では

神経損傷のリスクが低減されること」が明記されたこ

とがあげられる。

次に、『補遺２：採血手技が血液検査の測定値に与

える影響』が新設された。これまでの標準採血法ガイ

ドラインでは採血手技についての記載が中心であった

のに対し、今回初めて、採血から分析までの pre-
analyticalな要因の影響（一部）についても示され、今
回の注目すべきポイントの１つと考えられる。

『補遺２』の内容には、「Ⅰ．溶血による測定値の

変化」（溶血を生じうる検査手技、溶血により偽高値

（偽低値）になる主な検査項目）、「Ⅱ．駆血による

測定値の変化」（駆血により偽高値になる主な検査項

目）、「Ⅲ．検体量による測定値の変化」（採血量不

足（過剰）により影響が出る主な検査項目）、「Ⅳ．

溶血による測定値の変化」（立位での採血により仰臥

位より高値になる主な検査項目）、「Ⅴ．凝固検査用

の採血に関する諸注意」の 5つのポイントが含まれて
いる。

特に、「Ⅴ」で示された「凝固検査用検体取扱いに

関するコンセンサス」（コンセンサス）は、日本検査

血液学会標準化委員会凝固検査標準化ワーキンググル

ープが 2016年に作成している。コンセンサスは、これ
まで標準化されていなかった凝固検査用採血管取扱い

を含む分析前までのステップについて詳細に示されて

おり、特筆すべき文献といえる。

【留置針について】

留置針とは動静脈の血管内に留置できる注射針のこ

とであり、主に静脈における長時間の点滴の際に用い

られている。内針（または内筒）と呼ばれる金属針と、

外針（また外筒）と呼ばれる柔らかいプラスチック製

のカテーテル（留置される部分）からなる。通常、点

滴チューブなどで目的の輸液に接続後、留置針が固定

される。

標準採血法ガイドラインには、「輸液ルートからの

採血」についての記載が示されているが、留置針につ

いての記載はなく、検査値への影響を考慮して採血を

実施することが示されている。なお、輸液ルートを用

いた採血では、プラスチック制のカテーテルの先端部

分が、留置針装着時や装着後の取扱いによってつぶれ

てしまうことも考えられ、その場合、先端部分の赤血

球への接触頻度が大きくなり、溶血発生頻度も上昇す

ることが考えられる。

【まとめ】

採血業務における基礎知識として、標準採血法ガイ

ドライン（GP4-A3）が有用であり、今回特筆すべき改
訂ポイントが示された。特に、『補遺２ 採血手技が血
液検査の測定値に与える影響』について理解を深めて

頂くことが有用といえる。さらに、留置針の取扱い、

および留置針を用いた採血の課題についても施設内で

の共有が有効と考えられる。

＜連絡先＞TEL：048-729-5460　住所：埼玉県さいたま
市大宮区宮町 1-114-1 ORE大宮ビル 7階

採血業務（基礎知識から留置針を含めて）

◎須長 宏行 1)

積水メディカル株式会社検査事業部営業部 カスタマーサポートセンター学術企画グループ 1)
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【はじめに】

2015年 4月の臨床検査技師に関する法律の改正によ
り、臨床検査技師(後、検査技師)による検体採取が可
能になった。これをきっかけに当院でも検査技師によ

る検体採取を実施することになった。

当院は 10年以上前から、外来処置室に検査技師 1名
を配置し診療支援を行ってきた。また 2018年の診療報
酬改定で「肝炎ウイルス検査については結果が陰性で

あった場合も含め患者に適切な説明を行い、文書によ

り提供をする」という内容が明記されたことから、

QC活動として「肝炎ウイルス検査の結果説明」にも
取り組んで成果を上げた。

日臨技の施策としてタスクシフト/シェアが勧められ
る中、業務拡大として定着出来た事例を報告する。

【検体採取の経緯】

　「検体採取に関する厚生労働省指定講習会」を検査

技師全員が受講し、以前は看護師が実施していたイン

フルエンザの検体採取を、夜間を除いて 2016年より検
査技師が実施することになった。年間で約 700～800件
のインフルエンザの検体採取を実施した。

　鼻咽頭の検体採取にも慣れ、検査技師の仕事として

定着した頃に「新型コロナウイルス」の流行が起こっ

た。インフルエンザの検査を行った医師がコロナウイ

ルスに罹患したことから、2020年 3月の医師会の通知
によりインフルエンザ検査が中止となり検体採取の機

会は減少したが、新型コロナ抗原検査キットを購入し

た事からインフルエンザの代わりに新型コロナの検体

採取が始まった。

当初は未知のウイルスであったため医師 2名と検査
技師 2名を固定して検体採取を始めたが、全国的な感
染者数の増加に伴い院内感染防御の面から、発熱患者

のみならず入院前/術前検査として新型コロナ検査が行
われることになり、検査数の増加により検査技師全員

で対応する事となった。また、院内 PCR検査としてス
マートジーン 1台を導入した。
現在は対象者を区別し、必要と思われる患者に抗原

検査と PCR検査(院内・院外)を使い分けて対応してい
る。

【検体採取の実際】

検査の流れ：受付時に発熱または疑い患者は発熱待

合へ誘導される。医師より検査指示が出されたら検査

室へ連絡が入り、検査技師が発熱待合へ行き検体採取

を実施する。

採取場所：新型コロナ流行前は外来待合の一角にあ

る部屋を発熱待合として使用し検体採取を行っていた

が、流行後は感染防御の面から外から出入り可能な外

待合、第 2外待合を設置した。車中検査等も実施し、
感染対策に配慮しながら検体採取を行っている。

採取時間と採取者：日勤帯は随時検査指示が入り次

第検査技師が検体採取と検査を行い、夜間・休日等の

検査技師不在時は、インフルエンザは看護師が、新型

コロナは医師が検体採取と検査を行っている。

新型コロナ検査については感染管理認定看護師が一

元管理しており協働して活動している。発熱外来、濃

厚接触者検査などの至急検査以外は予約検査とし、一

般患者との接触を避け、検査種別や場所に応じた

PPEで臨んでいる。
【まとめ】

　当院は小規模病院であるが故に職員間の距離が近く、

部署間の連携も取りやすい。外来診療支援に始まり、

できる限り臨床に近い検査技師を目指してきた。イン

フルエンザの検体採取がきっかけとなり、新型コロナ

の検体採取も検査技師の業務として定着し、コロナ禍

においての診療にも検査技師として貢献することがで

きた。

また、「肝炎ウイルス結果説明」も通常業務となり、

医師業務の軽減に繋がっており、患者さんからも好評

である。今後「検査説明相談」に繋げていけたらと思

っている。外来採血や病棟の翌日採血管準備や病棟採

血管在庫管理など他の業務拡大も実施しており、タス

クシフト/シェアに貢献している。
連絡先：(086)425-2985（検査室直通）

業務拡大における当院の取り組み～検体採取～

◎田中 理恵 1)

医療法人 天和会 松田病院 1)
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【はじめに】

日臨技は H 25年度重点事業として「検査説明・相談
ができる検査技師育成」を全国規模で事業展開し、私

は愛媛県企画担当者として H26年～28年の 3か年間携
わった。

　検査説明に関して、糖尿病チーム医療において行っ

ている内容を提示し、各分野での参考にして頂きたい。

【院内活動内容】

　以下の結果説明は糖尿病内科・腎臓内科医師に承諾

を頂き行っている。

① 糖尿病教育入院患者さんに検査結果説明

糖尿病教育入院で検査の講義をする際に、検査結果

の説明をしている。検査結果を説明する前には、患

者さんの基本情報、治療内容を電子カルテにて把握

し、検査結果データを印刷し、必要事項はデータに

手書きで記載して渡している。

② 神経伝導検査結果を検査後結果説明

糖尿病教育入院で神経伝導検査をした患者さんに結

果の説明を機器で画面を見せながら話をして、今後

の血糖管理が重要であることを説明している。また

看護師のフットケアの指導に活かしてほしい内容は

電子カルテ掲示板を使用して、神経障害の程度や足

や爪の様子を伝えている。

③ パーソナル CGM機能搭載インスリンポンプ（SAP）

導入時の説明・データ取り出し時の振り返り

SAP使用患者さんの導入時の説明とデータを取り出

した際のデータの振り返りを診察前に一緒に行っ

ている。

④ 腎臓病教育入院患者さん・腎臓病教室参加患者さ

んに検査結果説明

腎臓病教育入院患者の場合、医師に説明を聞いて

大部分の方が病態を把握しているが、検査数値と

食事療法・生活との関連を結びつけながら説明を

行っている。

【院外活動内容】

① 世界糖尿病デーでの街頭血糖測定の結果説明

愛媛県糖尿病協会・愛媛県世界糖尿病デー実行委

員会主催の企画イベントにて愛媛県臨床検査技師

会は街頭で希望者に血糖測定を行っている。11年

間継続して行っている事業で、血糖測定した後血

糖値の説明と血糖値が高い方には短い時間ではあ

るが、指導も行っている。

② 愛媛県糖尿病対策推進会議主催ラジオ糖尿病セミ

ナー・市民公開講座での検査説明

糖尿病の検査・血糖自己測定についてラジオや市

民公開講座を通じて検査や糖尿病の合併症につい

て説明を行っている。医師とは違う目線での説明

で好評である。

③ 愛媛小児糖尿病サマーキャンプで小児患児に検査

に関してミニレクチャーを実施

血糖自己測定器について、災害時での血糖変動に

ついて、最新機器リブレについて等のミニレクチ

ャーを行っている。

④ 日糖協・ケアマネ協会合同委員会主催の要介護症

例に携わるスタッフの勉強会にて血糖測定の説明

を実施

ケアマネージャーに血糖自己測定と血糖値につい

て体験型グループワークにて説明を行う。

【まとめ】

　様々な場面で行っている糖尿病チーム医療における

検査説明に関して紹介した。

H26年～28年の 3か年間、愛媛県において「検査説
明・相談ができる検査技師育成」講習会を行ったが、

H29年度にアンケート調査（37施設回答/43施設中）
を行ったところ、検査説明を担当する部署の設置まで

にはどの施設も至らなかった。ただ、各業務（採血・

生理検査・心臓リハビリ指導・糖尿病療養指導等）の

一旦で活かされているとの回答を得ている。

　紹介した糖尿病チーム医療の検査説明を参考にして

頂き、担当部署を設置することができなくても、各分

野において、検査説明・相談ができるように道を切り

開いていくべきと考える。

連絡先：089-947-1111内線（4207）
E-mail: tomoko_kbys@yahoo.co.jp

糖尿病チーム医療における検査説明について

～様々な場面での検査説明～

◎小林 知子 1)

愛媛県立中央病院 1)
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【背景】

　「地域医療・福祉」の現場には臨床検査技師が必要

だ。そう考えるようになったのは、広島市立安佐市民

病院で得た経験からだ。私は主に循環器内科の患者と

接する事が多く、心臓リハビリにも携わっていた。心

臓リハビリは、入院中から退院後の患者まで、心疾患

の再発予防の為の取り組みだ。病院内だけでなく、病

院外での小旅行的なリハビリも行われていた。暮らし

に介入した予防だ。そこで患者の暮らしに寄り添った

予防の意義に気付き、病院を退職し、「地域医療・福

祉」の現場である暮らしに介入するため起業した。

【目的】

　「地域医療・福祉」の現場である暮らしに介入した

経験から考えた課題と必要性について述べる。

【方法と結果】

　第一に取り組んだのは、行政との関係作りだ。

暮らしに医療者が介入する先行事例（コミュニティ

ナース）を広島県廿日市市の福祉総務課に説明し、同

市でも取り入れる事が出来ないか協議を行った。その

結果、まずは地域住民から理解を得る必要がある為、

廿日市市の地域支援員（≒地域おこし協力隊）になり、

医療福祉的問題を抱える中山間地域に介入する事とな

った。

　第二に取り組んだのは、地域住民との関係作りと医

療的アプローチの検証だ。2018年 4月に地域支援員と
して配属された地域は、人口 561人、高齢化率 50％を
超える中山間地域で、医療機関は 0、行政機関は市民
センター 1つのみで、地域に住む高齢者は、医療不
安・交通不安を、20代～40代は同様の不安と共にお金
の不安（主に農家）・地域の存続不安を抱えていた。

そこでの私の課題は高齢者への医療的アプローチによ

る暮らしの安心作りと地域活性化だ。まず地域住民の

理解を広めるため、各町内会長への挨拶、民生委員と

共に独居高齢者の自宅訪問を行った。またサロンにも

参加し、信頼関係を作った。

医療的アプローチとして行ったのは、①毎週開催の

「いきいき百歳体操」での体組成測定②地域サロンへ

の参加③地域支援員だより(広報誌)での健康情報の発
信④山陽女子短期大学臨床検査学科学生との連携企画

「けんこうカフェ」の開催。学生から病気に関する講

話、簡易検査の体験⑤廿日市市福祉総務課との連携企

画「地域福祉カルテ」の作成、などを行った。その結

果、地域住民からは「普段の健康に気を付けるように

なった」、「もっと病気に関する講話を学生から聴い

てみたい」といった反応が得られた。また、臨床検査

技師の役割も周知し、健診結果の判断に迷うといった

相談も受けるようになった。健診結果から病院受診を

促し、即入院・手術をした事例もあった。

　第三に取り組んだのは、継続的な支援のための基盤

作りだ。地域支援員は任期が三年間と限定されたもの

で継続支援は難しい。そこで、地域活性化と組み合わ

せた事業を展開する会社を設立し、活動の継続を図っ

ている。現在は、広島県廿日市市津田にある「ナガタ

ストアー」という元スーパーだった物件をリノベーシ

ョンし、「ナガスタ」という拠点を作って活動してい

る。医療的アプローチとなる事業は、保健師（コミュ

ニティナース）・管理栄養士・臨床検査技師による

「まちの保健室」の開催などである。

【考察】

経験から「地域医療・福祉」の現場に臨床検査技師

がいる事で地域住民の病気の早期発見や健康意識向上

の一助となると考える。しかし、仕事としてそういっ

た現場に在中するには課題がある。まず適当な職務が

ない事だ。臨床検査技師という資格のみでは検査業務

以外での仕事がなく、収入を得ていく為には自身で仕

事を見つけていくしかない。また、臨床検査技師は心

理ケアの勉強不足という課題もある。地域住民と接す

る場合は人の生死や暮らしの深い悩みに関わる事があ

り、不用意な発言で相手を傷つけたり、自身が相手の

悩みに共感しすぎて自身の心まで病んでしまう可能性

があるため、心理ケアの勉強も必要になってくると考

える。

【結語】

　あくまでも私的な経験から、臨床検査技師が暮らし

に介入する際の課題や必要性を述べた。今後は詳細な

検証や経験を重ね、心理ケアに関する資格を取得した

際は、暮らし介入時の研修会などを開催したいと考え

る。

連絡先：albos02001@gmail.com
電話番号：080-6323-9603

地域医療・福祉の現場での臨床検査技師の役割

あくまでも個人的な経験からの見解

◎黒木 真由 1)

合同会社とこらぼ 1)

シンポジウム



【はじめに】現在、AIをはじめ業務の効率化やタスク

シフト/シェアが各メディカルスタッフで検討・実践さ

れている中、私たち臨床検査技師も変わりゆく医療環

境に乗り遅れることなく順応して行くことが重要であ

る。今回、救急領域において知識と技術を活かした臨

床検査技師の役割と、当院独自の院内資格である“救

命救急検査士”について紹介する。

【救急業務導入の経緯】2009 年に厚生労働省より「チ

ーム医療推進事業」の公募があり、各医療機関が医師、

看護師が中心として働く医療現場にチーム医療を取り

入れ、質が高く、安心・安全な医療を提供する試みが

なされた。当院臨床検査部に 2007年に着任した検査部

長が、前職にて非公式に救急医療に関わってきており、

救急医療の最前線で活躍できる臨床検査技師の姿を常

に模索していた経緯から、公募に参加するにあたり、

まず 2010年に看護部と救急及び病棟業務について協議

を始めた。それと同時に臨床検査部にチーム医療を目

的とした「診療支援チーム」を一つの部門として新た

に設立し、4月から一般病棟で研修、9月から救命救急

センターで業務を開始した。2011年に医師、看護師、

薬剤師、臨床検査技師からなる救命救急チームを発足、

2013年に院内資格“救命救急検査士”を取得、そして、

2013年から集中治療室、2016年から一般病棟で業務を

開始した。現在 6名の臨床検査技師が診療支援チーム

に所属している。

【院内資格制度“救命救急検査士”】救急医療は早期

診断、早期治療が求められる現場である。初期診療に

おける臨床検査の役割は、適切な治療を迅速に行うた

めの補助であり、その有効性が十分に機能するために、

臨床検査技師の初期診療参加は最も効果が高い方法で

ある。私たち臨床検査技師は救急診療での情報をいち

早く収集し、救急患者に対して現状の検査機器を有効

に用い、安全・迅速・円滑・適切な検査ができる知識

と技術が常に求められている。そのため、救命救急チ

ームに配属した臨床検査技師は、当院独自の院内資格

制度であり、ISO（International Organization for 

Standardization）規定に定めた手順で作成した「救命

救急検査士教育プログラム」に基づき、一定の研修を

修了し“救命救急検査士”として認定を受けて、救命

救急センターという臨床の最前線で業務を遂行してい

る。

【救急での業務内容】当院救命救急センターは、地域

性もあり1次・2次・3次救急問わず24時間365日受け入

れ体制を行っている。“救命救急検査士”の勤務時間

は、8:00～17:00の日勤業務と13:00～22:00の遅番業務

があり、8:00～22:00まで救命救急センターに常駐勤務

をしている。救急初療室での業務は、様々な検体検査

の採血やグラム染色、心電図や超音波をはじめとした

生理機能検査などの臨床検査業務の他に、医師の診療

補助業務として外科処置介助や尿道カテーテル挿入の

介助、医師の監督指示下で点滴用留置針での血管確保、

心肺蘇生時の胸骨圧迫や気管挿管介助等も行っている。

看護支援業務としてバイタルサイン測定や清拭などの

患者ケア、患者の搬送および移動なども行っている。

また、2015年度より鼻腔･咽頭部からの検体採取が可能

となり、臨床検査技師が感染症の迅速検査を検体採取

から結果報告まで行うことで、迅速性が求められる救

命救急センターでの感染症診断の一端を担っている。

その他、臨床検査技師が救命救急センターに常駐する

ことで、再採血の減少や血液培養汚染率の低下、危機

的出血に対する迅速な輸血確保や救急診療に必要な

POCTの導入による TAT(Turn-Around Time)の短縮など、

救命救急センターにおける検査の迅速化や質の向上に

寄与している。

【まとめ】近年、臨床検査が著しく進歩する中、精確

な検査結果をどう解釈するか、どう診療に活かすかが

重要となっている。救急医療の現場は、検査結果の判

読力の向上に繋がり専門性の高い臨床検査技師、臨床

のニーズに素早く対応できる臨床検査技師の育成に不

可欠な場所でもある。また、臨床検査技師が救急業務

を行うにあたり最も重要なのは、医師、看護師などの

救急スタッフが私たち臨床検査技師に何を求めている

か、私たち臨床検査技師が救急で何ができるかを、受

け身ではなく積極的に現場で情報収集し行動すること

である。専門的な知識と技術を持った臨床検査技師が、

救命救急センターと検査部とのパイプ役になり救急業

務に係るネットワークを築くことは、医療の質的向上

と医療安全の確保の観点からも重要であると考える。　

連絡先：04-7092-2211（6408）

救急医療で求められる臨床検査技師の役割

◎岩嶋 誠 1)

医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 1)

シンポジウム



一般検査―特に尿検体や便検体を用いた検査は、非

侵襲的であり、簡便な検査法が多く、診断や疾患の予

防に有益な結果が得られるため、様々な施設にて実施

されている。また、近年、測定や分析を対象とした管

理のみならず、検査工程のすべての保証が必要となっ

てきた。

2018年 12月に施行された医療法改正により、精度
の確保に係る標準作業書・日誌・台帳等の作成が義務

付けられた。また、内部精度管理の実施等は努力義務

とされた。標準作業書の作成や精度管理の実施は重要

である。

当院では、一部の検査マニュアルや機器保守メンテ

ナンス表は作成されていたが、2019年より
ISO15189認定取得を目指し、すべての検査項目の標準
作業書等の作成・整備を開始した。当院での取り組み

を紹介する。

【標準作業書】

尿定性検査、尿沈渣検査、便潜血等の項目について、

それぞれ標準作業書を作成した。全自動尿定性分析装

置については、機器操作手順書を作成し、対応する検

査の標準作業書が 1つである機器については、分析装
置の操作手順を標準作業手順書にまとめた。作成した

手順書は、文書管理システムにて管理している。標準

作業書を作成する際には、文献や試薬の添付文書、メ

ーカーに問い合わせて入手した資料を用いるとよい。

手順書を作成したことにより、手順が標準化され、効

率的に業務を行えるようになった。測定結果の報告漏

れや誤報告を防ぐこともできている。

【内部精度管理】

機器の内部精度管理には、市販のコントロール(2濃
度)を用いている。ロット変更前にデータをとり、その
平均値±2SDを許容範囲としている。コントロールの
測定頻度は 1日 2回としている。全自動尿定性分析装
置については、コントロールの定性値が期待値内であ

るか確認し記録している。またその測定結果は反射率

として検査システムに取り込まれ、機器の状態および

試験紙の劣化の監視に役立っている。当院では、全自

動尿定性分析装置は 2台稼働しているため、年に 1回、

機器間差が無いかの確認を行っている。

尿試験紙について、新しく入庫した容器を開封する

際には、既知検体を用いて確認する。当院では、機器

で用いる尿試験紙とは別に、装置の値の再検査や少量

検体の検査のための尿試験紙も使用している。その尿

試験紙に対し、月初めには 2人以上の技師が、技師間
差の評価も兼ねて、既知検体を用いて、試験紙の劣化

がないか確認を行う。

尿沈渣等形態学的検査については、技師間差の確認

のために、顕微鏡写真等を用いて、年 1回以上の目合
わせを実施している。この写真での目合わせに加え、

尿検体より作製した尿沈渣を実際に鏡検した際に、赤

血球・白血球等の細胞数に技師間差が無いかの確認も

行っている。

検査工程の保証に重要となる標準作業書の作成や精

度管理の実施は、各施設に合わせたものとするだけで

なく、現状に合わせて変えていく必要がある。標準作

業書を作成することや、精度管理手順を決定し実施す

ることは、より質の高い一般検査の第一歩となる。実

際に標準作業書を使用したり、精度管理を実施したり

することにより、修正すべき点が見えてくるため、見

直して最適化していくことが重要である。

連絡先: 087-811-3333

みんなどうしてる？作業手順・精度管理の謎

◎久本 裕子 1)

香川県立中央病院 1)
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企業における人材育成は何年後かの事業の在り方を

見据えて、必要と考えられる能力を分析し、それに基

づいて人材を育むことである。クリニカルラダーを用

いた人材育成は病院における看護部門等で大きな話題

となっている。平成 16年に新医師臨床研修制度が定め

られ、診療に従事しようとする医師は、2年以上の臨

床研修を受けなければならないとされた。臨床検査部

門においても、病院における専門教育プログラム等が

散見される。

病院の臨床検査部門の人材育成には臨床検査技師と

しての基礎部分のスキルアップと、専門分野のスキル

アップがあると思われる。本シンポジウムでは病院の

臨床検査部門および一般検査における人材育成につい

て、報告するのが私に与えられた役割であるが期待さ

れるような報告は出来そうもない。臨床検査技師の基

礎部分のスキルアップにおいて、その原因は病床数

402床の中規模総合病院である当院は、大規模病院と

比べて検査部の職員数が少ない割に大規模病院同様に

各部署が存在し、それぞれの部署がそれなりの専門性

を有しており、画一的な教育が困難なことがあげられ

る。また、当院規模の検査部では毎年入職者がいるわ

けではなく、また状況によってはある程度のスキルを

持って入職する技師も少なからず存在することも原因

の一つと考える。業務の専門性を維持するためには、

数年毎のローテーションを遂行することは現状では困

難と考える。数年前に全新人入職者に一旦全部署を経

験させて、能力や適性を見極めて各部署に配属するこ

とが望ましいと考え、新人教育プログラムを作成し、

実践してみた。しかしその後同じことは出来ていない。

先に挙げた問題が持ち上がったからである。新入職員

はほとんどの場合、欠員が出てから募集するが、欠員

が出ている部署には全部署を経験してからなどという

余裕はないのである。日当直業務を通して、種々の臨

床症例を経験することや異常値への対応、またいろん

な失敗を経験することで臨床検査技師全般のスキルア

ップを目指しているのが実情である。

　当院の一般検査は検体検査課検体検査係として生化

学・免疫部門と一般検査部門から成り立っている。人

員は 5名で、一般検査担当は 2名である。この 2名は

ほぼ専任でどちらかが休みの時は、生化学・免疫部門

や他からフォローに入る体制となっている。当検査部

には一般検査用の新人教育プログラムは存在するが、

スキルアップを目指すプログラムは無い。一般検査の

スキルアップは自学および先輩からの指導・教育によ

るところが大きいと思われる。

　当院は高知県で 3施設ある救命救急センターのうち

の１移設で、3施設の中で唯一臨床検査技師が 1人で

日当直を行っている。当直業務を開始するにあたって、

ある一定の期間、スケジュールを決めて配属部署のル

ーチン業務の合間に、生化学・一般、血液、輸血の各

部署を回り、最低限日当直業務がこなせるよう教育期

間を設けている。

　今回は当院検査部および一般検査の現状および日当

直業務における教育プログラムについて報告すること

で、人材育成がテーマのシンポジウムとしては消化不

良の内容であるが、ご容赦いただければ幸いである。

人材育成の謎　当院の現状

◎弘内 岳 1)

高知赤十字病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

尿沈渣検査は簡易的なスクリーニング検査であるが、

もっとも迅速に尿中異型細胞を検出できる検査の 1つ
でもある。尿沈渣担当者は尿検体で検出しうる異型細

胞の特徴を理解し、異型細胞の検出力を向上させるこ

とが望まれる。

【尿沈渣検査で検出される異型細胞】

尿沈渣検査法 2010では、上皮性腫瘍として、尿路上
皮癌・腺癌・扁平上皮癌など、非上皮性腫瘍として、

悪性リンパ腫・白血病細胞など、様々な組織型が記載

されている。しかし、尿沈渣で遭遇する異型細胞は尿

路上皮癌が主である。異型細胞を検出するために、

我々は尿路上皮癌について理解する必要がある。

【尿路上皮癌を知る】

尿路上皮癌は低異型度尿路上皮癌（LGUC）と高異
型度尿路上皮癌（HGUC）に大別される。その内、浸
潤傾向が強く、患者の予後に関与するのは HGUCであ
る。HGUCは細胞異型が強く、尿沈渣検査で検出可能
であるため、尿沈渣担当者は臨床が予期していない

HGUCを見落とさないことが特に重要である。

【HGUCの出現パターンを知る】
膀胱内を構成する正常尿路上皮細胞は、大型の表層

細胞、中型の中層細胞、小型の深層細胞から構成され

ており、層により細胞の大きさが異なっている。尿沈

渣検査は自然尿中の剥離細胞をターゲットとするため、

大型の表層細胞が出現しやすく、小型の深層細胞は出

現しにくい傾向がある。しかし、HGUCでは全層が小
型～大型の異型細胞に置換されており、また細胞の結

合性が低下するため、散在性に小型～大型の異型細胞

が出現する。小型～中型異型細胞が主体の場合、見落

としの原因となり得るため、特に注意が必要である。

【HGUCの細胞像】
●N/C比の上昇（50％以上）
●核形不整

●核クロマチンの増量

●核偏在（核突出）

●Pair cellの存在（自然尿に限る）
＊異型細胞の判定は 1つの所見に捉われず、出現形式
や上記以外の細胞所見を含めた、総合的な判断が求め

られる。

【鑑別を要する細胞に挑む】

〇反応性尿路上皮細胞

高度の炎症、結石などが原因で出現する。核腫大や核

小体が目立つ場合があるが、核形不整、核クロマチン

増量は乏しい。細胞集塊の重積性は比較的軽度である。

カテーテルなどの機械的刺激によって出現することが

あり、臨床情報や採尿法の確認が必要である。

〇反応性尿細管上皮細胞（円形・類円形型）

急性腎障害、慢性腎不全、薬剤などが原因で出現する。

放射状配列を呈する。円柱成分に封入・付着する。核

腫大や核小体が目立つ場合があるが、核クロマチン増

量は乏しい。

〇BKウイルス感染細胞
N/C比の高い円形核で、核内は均一無構造、S染色で
はすりガラス状核が特徴的である。核の偏在傾向を認

めるが、核形不整は乏しい。

【検出力の向上に挑む（当院で実施する妥当性確認）】

①臨床連絡を実施した場合、臨床連絡記録簿を利用し、

精査の結果を記録・管理する。

②自然尿細胞診検査依頼が出た検体を再検鏡（保存）

し、細胞診結果確定後、結果の妥当性を確認する。

③異型細胞と報告する自信はないが、気になる細胞を

認める場合は、細胞診検査を独自で実施する（疑陽性

以上は臨床連絡）。

【最後に】

尿沈渣検査は簡便なスクリーニング検査ではあるが、

尿沈渣担当者は結果報告に対し、妥当性確認を行う姿

勢が求められる。臨床が予期していない尿中異型細胞

に対して、尿沈渣検査の果たす役割は大きい。尿沈渣

で遭遇しやすい HGUCへの理解を深め、検出力の更な
る向上のため、細胞形態の総合判断力のみならず、病

理部門や臨床との連携が望まれる。

連絡先 ― 0835-22-4411 (389)

尿沈渣検査に挑む～異型細胞を中心に～

◎水間 俊一 1)

地方独立行政法人 山口県立病院機構 山口県立総合医療センター 1)

シンポジウム



抄録本文

［目的］貧血の原因には、骨髄の機能異常や出血があ

り、それにより赤血球産生の低下や赤血球数の減少が

みられ、鉄欠乏性貧血となる。消化管疾患はそのどち

らの原因ともなりうる疾患であり、その種類も様々で

ある。貧血の原因となる消化管疾患に伴う消化管出血

は、大きく上部消化管出血、下部消化管出血、小腸出

血の 3つの領域にわけることができる。今回は当院で
経験した上部・下部・小腸それぞれの消化管出血の

3症例について、原因を精査した。

［症例］

症例 1　70歳代男性
［主訴］黒色便、吐血

[現病歴]　2～3日前から黒色便あり。夕食後、嘔気
嘔吐出現。食物残差の嘔吐と吐血ありで救急外来

受診　

［既往歴］肝硬変(NBNC)　食道・胃静脈瘤・胆摘後
採血 date
WBC5280/μl  RBC279×10×10^4/μ  Hb8.5g/dl 
Ht24.4% MCV87.5fl TP6.4g/dl ALB2.2 BUN24mg/dl
Cre0.76mg/dl  CRP1.44㎎/dl
黒色便、吐血を認めたため上部内視鏡検査を施行

症例 2 　80歳代男性
[主訴・現病歴]　神経内科通院中 半年前から両側下腿
浮腫。１週間前から労作時呼吸苦あり循環器紹介。

貧血と便潜血陽性の為、消化器内科紹介

採血 date
WBC6800/μｌ RBC400×10^4/μｌ Hb11.3 g/dl 
Ht34.6%  MCV86.5fl  TP6.3ｇ/dl  BUN21mg/dl
Cre0.97mg/dl　CRP0.48㎎/dl　便潜血　陽性
便潜血陽性であることから下部内視鏡検査を施行

 症例 3　 70歳代女性
[主訴・現病歴]　胆摘後で他院通院中　めまい、鉄欠
乏性貧血の進行で原因精査の為、当院消化器内科紹介　

採血 date
WBC5080/μl  RBC265×10^4/μl  Hb8.1g/dl 
Ht26.0% MCV98.1fl TP6.2g/dl BUN9mg/dl　Cre0.52mg/dl

CRP0.48㎎/dl　便潜血　陽性
上部内視鏡検査、下部内視鏡検査で出血源となる病変

を認めず。

小腸カプセル内視鏡検査、小腸内視鏡検査を施行

［考察］当院での便潜血陽性例の集計結果では、主な

原因は痔とポリープであり、大腸癌はわずか 5％であ
った。しかし大腸癌の死亡率は第 2位（2019年）で
あることからも、便潜血検査は大腸癌の早期発見に

重要な検査であるといえる。

また、小腸出血においては消化管出血全体の約 4％
程度と言われている。小腸は全長が６ｍと長く、口や

肛門から離れたところに位置する為、検査を行うこと

自体が難しく、長らく「暗黒の臓器」と言われていた。

しかし 2007年 Given　Imaging社で開発された小腸
カプセルの登場により全小腸の検査が可能となった。

2007年 10月より日本でカプセル内視鏡が保険適応と
なり当院でも同年 12月にカプセル内視鏡を導入して
いる。2017年からは小腸カプセル内視鏡読影支援技師
として臨床検査技師 1名が、カプセル内視鏡全症例の
１次読影を行うことにより、より迅速な消化器疾患の

診断に貢献している。

［結語］当院で経験した消化管出血の 3症例を、上部
消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査、小腸カ

プセル内視鏡検査、および小腸内視鏡検査、それぞ

れの内視鏡の画像とともに報告した。

連絡先:0857_24_8111（内線 2403）

貧血の謎にいどむ!!～消化器 Ver～

◎保木本 文子 1)

鳥取赤十字病院 1)

シンポジウム



山口大学医学部附属病院検査部へ入職して早くも

1年半が経過した。入職初日より検体の扱い方や各種
分析機における検体測定の仕方、日常メンテナンスな

ど日々の検査業務を遂行するための基本的な作業を学

んだ。また、生化学・免疫検査業務だけでなく採血業

務や当直研修、職場の雰囲気に慣れることなど入職１

年目は初めての経験ばかりであり、常に新鮮さを感じ

ていた。日々の業務や当直検査に慣れてきたころには

2年目となり、後輩を指導することで新しい経験をす
ることができている。また、仕事を覚えることに必死

であった 1年目とは違い、2年目では多くの患者デー
タを目にし、得られた検査結果が妥当であるか判断す

るのに苦慮することを痛感し始めており、臨床検査技

師として働いていく上で不安を感じていた。本シンポ

ジウムでは更なる知識の向上や貴重な経験をすること

で、今後の自分のためになればと思い快諾させていた

だいた。

日常検査項目のほとんどが患者の診療や治療方針を

決定するために必要不可欠な客観的な情報であり、信

頼性の高い検査結果が求められる。分析前段階では、

検体の正しい採取方法にはじまり、適切な搬送方法や

前処理法、外部委託検体の正しい保存方法などを遵守

することが必要である。さらに分析後の結果報告にお

いては、出現実績ゾーン法（前回値チェック、項目間

チェック等）や分析装置からの反応過程異常検出によ

り測定系の異常を検出し、我々が適切に判断する。こ

れらのプロセスを通して初めて臨床医に報告される。

入職してからこれまで日常業務をこなすために、精度

管理や異常検出法について多く学んできたが、現在の

環境では検査結果から患者の病態を把握するような学

習をする機会が少ない。しかし、思い返せば学部生の

頃に勉強してきた内容や国家試験で問われることは、

各検査項目の臨床的意義や検査の原理、各疾患におけ

るデータの変動についてが主であった。当然、臨床検

査技師国家資格を認められたものとして入職している

我々は大学で学び得た知識を活かして働くことが求め

られるが、次第に学部生の頃に学んだことは薄れてし

まっており、再学習の必要性を感じている。

今回、本シンポジウムを通して各検査項目の臨床的

意義や特徴、検査の原理を再学習するだけでなく、得

られた検査結果から患者の病態を把握する訓練の一環

として RCPCの課題に取り組んでいきたいと思う。さ
らに、継続的に RCPCを自己学習に取り入れることに
より、検査結果から適切に病態を把握し報告すること

が可能となり、臨床医と積極的に対話し信頼される臨

床検査技師を目指していければと考える。また、今回

の経験を職場に持ち帰り拡げることで、将来的に山口

大学医学部附属病院検査部としても信頼性の高い結果

報告や専門性の高い臨床へのアドバイスに繋がるので

はないかと考える。

山口大学医学部附属病院検査部 生化学免疫検査室－

0836-22-2590

入職 2年目が挑戦する RCPC

◎原 和冴 1)

山口大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



私は現在技師 6年目で慢性期の病院に勤めています。
多くの疾患を経験しているわけではないですが、今回

RCPCの講師という形でチャンスをいただきました。
自分の考え方と皆様の考え方の相違を今後の業務に活

かせていければと思っています。

考え方としては、信州大学方式を参考にして１３の

病態に分けて検討していこうと思っております。異常

値と正常値とのバランス、診療科を元に疾患を絞って

いこうと思っています。よろしくお願いいたします。

連絡先：0852609571（松江医療センター）
09096067629（携帯）

中堅技師として

◎尾坂 涼剛 1)

独立行政法人 国立病院機構 松江医療センター 1)

シンポジウム



RCPC（Reversed Clinico-pathological Conference）と
は、症状や診察所見等の詳細な臨床情報のない状況で、

臨床検査データをもとに症例の病態を推定しつつ討論

することであり、教育機関や臨床検査関連の学会、研

修会などで広く実施されている。

正確な検査結果を迅速に報告することは臨床検査技

師の重要な業務であるが、それだけでよい時代ではな

くなっている。また現在、血算、生化学、凝固線溶、

尿検査などのルーチン検査の結果が臨床現場で十分に

活用されているとは言えない。臨床検査技師が検査結

果を解析し、患者の病態について医師に適切なアドバ

イスができれば、今以上に医療に貢献できる。そのた

めにも臨床検査技師一人一人が、RCPCで検査結果の
解析力アップを図ることが求められる。

普段は、日常業務に追われ、漫然と検査を行いがち

だ。しかし、ルーチン検査の結果を丁寧に見れば、正

常な臓器の確認ができ、異常な臓器の発見と臓器障害

の程度を把握できる。またデータ間の矛盾から、デー

タそのものに疑問を持つきっかけにもなる。

今回の RCPCでは、診療科や目立つ検査データにと
らわれず、全体を丁寧に読むことを心がけ、挑みたい。

そして今回の経験を、日々の業務に活かしていきたい

と思う。

連絡先　088-633-9307

RCPC

症例にいどむ!!

◎森 さゆり 1)

国立大学法人 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 1)

シンポジウム



症例：60才代/女性
病歴：尋常性乾癬、未破裂動脈瘤等にて他院受診中。

20XX年 3月、夜間に自宅で転倒し、頭部を強打した。
その後、頚部腫脹、呼吸苦が出現したため救急受診。

画像検査で軸椎歯突起骨折に伴う頚部血腫が食道や気

道を圧排していたため、整形外科に緊急入院。

第 10病日、受傷部の修復遅延および検査値異常につい
て血液内科へ照会。

検査所見（第 10病日）：
血算）RBC 3.00 x1012/L, Hb 10.7 g/dL, Hct 30.6 %, PLT 
86 x109/L, WBC 8.9 x109/L (Neutr.76 %, Lymph. 14 %, 
Mon. 7 %, Eosin. 2 %, Bas. 1 %)
凝固系）PT 14.3 sec.(cont. 12.6 sec.), PT活性 59%, PT-
INR1.26,
APTT 33.5 sec.(cont. 27.8 sec.), Fibrinogen 235 mg/dL,
D-dimer 12.1 μg/mL
尿検査）蛋白(-), 糖(-), Bil.(-)
血液生化学）LD 361 U/L, AST 78 U/L, ALT 43 U/L,
ALP (JSCC) 485 U/L,γ-GT 269 U/L, AMY 64 U/L, CK 60
U/L,T-Bil. 2.16 mg/dL, T.P. 7.7 g/dL, ALB 3.5 g/dL, Glu
128 mg/dL,TG 64 mg/dL, T-CHO 97 mg/dL, Na 135
mmol/L, K 3.5 mmol/L, Cl 98 mmol/L, Ca 11.8 mg/dL, UN
13.1 mg/dL, CRE 0.50 mg/dL, CRP 2.98 mg/dL, Ferritin
147 ng/mL
感染症）HBS-Ag (-), HCV-Ab(-)

外傷を契機に検査値異常が明らかとなった症例

◎稲葉 亨 1)

京都府立医科大学 感染制御・検査医学教室 1)

シンポジウム



【はじめに】

臨床検査には、正確な結果を迅速に報告することが

求められる。そのため近年の生化学自動分析装置は、

高性能化が進み、微量の検体・試薬量で精度よく迅速

に検査が出来るようになった。しかし、稀に検体や試

薬に起因した異常反応を起こすことがあり、正しい結

果が得られていないことがある。このような異常反応

の発見には、反応タイムコースの確認が重要であるが、

全てのタイムコースを確認することは不可能である。

自動分析装置には、反応タイムコースに異常が認めら

れた場合に検出できる機能を有しているものがあり、

この機能の活用で臨床検査技師が異常反応に気づき、

適切な対応を行うことで誤報告を避けることが可能で

ある。

当院では、生化学項目や一部の免疫項目の測定に日

本電子（株）の Bio Majesty JCA-BM6070を用いている。
この装置は様々な異常反応検出機能を有しており、適

切な設定を行うことで異常反応を検出できる。今回は、

これまでに検出できた事例とその要因・対応方法につ

いて報告する。

【異常反応検出機能】

①分散値設定

分散値とは、演算区間での反応曲線のバラつき度合

いを数値化したもので、エンドポイントアッセイでは

主に反応が収束しているかを、レートアッセイでは、

近似式と実際の吸光度に差がないかを確認できる。

②試薬区間許容値設定

演算区間とは関係なく、主・副波長に対し個別にバ

ラつき等がないかを確認できる。

【検出できた異常反応と対応方法】

事例 1：尿素窒素試薬へのアンモニアのコンタミ
ある時期より、尿素窒素の低濃度域で分散値異常が

検出されるようになった。タイムコースを確認すると、

第 2試薬添加直後の波形がわずかに直線性を欠いてお
り、試薬へのアンモニア混入が考えられた。当時、硫

酸アンモニウムを含む検討試薬を搭載しており、試薬

間のコンタミにより分散値異常が発生したと考えられ

た。試薬検討時のコンタミ試験では異常は検出されて

おらず、このコンタミは同一試薬庫内に長期間搭載し

たことによる空中コンタミの可能性が考えられた。

対応方法：コンタミを起こした尿素窒素の試薬を交

換し、検討用試薬を取り出した。また、試薬検討を行

う場合には、他試薬への影響が不明であるため、検討

時のみ搭載することとした。

事例 2：クレアチニンの試薬劣化
クレアチニンで分散値異常が検出された。一度発生

すると多発し、試薬交換後は発生しなくなった。異常

検出されたタイムコースからは、第 1試薬添加後から
測定終了までの全ての区間に不規則なスパイクが認め

られた。調査の結果、第 1試薬の長期使用により、試
薬内に線維状の物質が析出することが分かり、それが

吸光度測定時に干渉し、スパイクとして検出されてい

た。

対応方法：劣化したクレアチニンの試薬交換。

事例 3：光源ランプの劣化
複数項目で分散値異常が検出された。タイムコース

ではスパイクが散見され、光源ランプの劣化が考えら

れた。1週間毎に行っている光量確認時には、規定値
内であったが、異常検出後に光量を確認すると規定値

を下回っていた。ランプの不具合で劣化が早まったと

考えられた。

対応方法：光源ランプの交換と交換目安を変更した。

事例 4：第 1試薬添加後の白濁
HDL・ LDLコレステロールで試薬区間許容値異常
が検出された。患者検体と第 1試薬の混和後に吸光度
が急上昇し、その後漸減した。試験管内で患者血清と

第 1試薬を混和したところ、白濁を生じたがその後消
失した。この患者の他項目のデータから IgM型の
M蛋白の存在が疑われた。
対応方法：タイムコースを確認し、第 2試薬添加前

に濁りが消失していない場合には希釈測定を行う。

【まとめ】

生化学自動分析装置における異常反応検出機能で検

出できた事例とその対応方法を報告した。反応タイム

コースの確認は異常反応の検出に重要であり、日常的

に確認する習慣と、その原因を読み解く力を習得する

ことで、正確な測定結果を臨床に提供することができ

ると考える。

連絡先：0836-22-2590（直通）

生化学自動分析装置 JCA-BM6070での異常反応検出事例の要因と対応

◎藤永 亜季 1)、森重 彰博 1)、小林 利彦 1)、西岡 光昭 1)

山口大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



私が就職した 1986年頃、生化学部門は検査部の花形
で包括、マルメの影響がまだ少なく、やればやるほど

儲かる“検査室ドル箱時代”であった。当院はその当

時まだ珍しい迅速報告システムによる診療前検査を

1983年から実施していた為、バーコードの無い時代
に大量な検査を迅速に報告する事から毎日とても忙し

く反応過程を確認する余裕も興味も無かったのが現状

だった。それから時が流れ保険点数、包括が厳しくな

り、検査をやればやるほど赤字になる暗黒の時代、反

応過程にあまり興味の無かった私にある事件が起きた。

ドック健診のクレアチニンが 2.1（前回値 0.8）再検す
ると 0.8、反応過程がいつもと違う。反応過程に疎い
私にも解る異常反応だった。それから数か月あまりラ

ンプ交換、ノズルユニット一式交換、洗浄機構の調整

など様々な対応を実施、コンタミ設定もクレアチニン

に対して全項目アルカリ洗剤の回避プログラムを設定。

しかしながら 1日数件、異常反応が発生し続け、人生
で一番反応過程を見た期間だった。最終的には試薬メ

ーカー変更となったが、前試薬メーカーと原因究明の

為、再度検討した結果、やっと原因が解明された。

この様な経験から反応過程の大切さを認識し日本電

子に相談した所、反応過程に異常が出たらエラーマー

クを付ける異常反応チェック機構があるとの事。早速

解析してもらい設定した。（解析方法は 1ヶ月間の測
定データを統計計算し異常反応を捉える為の分散値設

定・許容値設定の最適値を検出）通常の試薬メーカー

の分析条件表では分散値（測定値を演算する区間での

異常チェック）が大きく、許容値（第 1、2試薬区間
の波形のバラツキチェック）の設定が無い為、異常反

応を捉えきれない場合が多い。今回、分散値、許容値

を設定しどのような反応過程でエラーが発生するか、

またメリット・デメリット等を紹介し考察したい。

【施設概要】所在地：鳥取県米子市（人口約 15万人）
、病床数：377床、1日検体数；外来約 250件。入院
約 100件、日本電子 BM6050　2台ミラーリングで運
用中。山陰労災病院　中央検査部　0859（33）
8181（内 5276）

反応過程って大切ですか？

クレアチニンの異常反応を経験して

◎那須野 邦彦 1)、岩田 和宏 1)

独立行政法人 労働者健康安全機構 山陰労災病院 1)

シンポジウム



【はじめに】当院では生化学・免疫検査項目の測定機

器として日本電子株式会社の BM6070を 2台、
BM9130を 1台使用している。今回、当院で経験した
異常反応事例を報告する。

【事例 1：グルコースの異常低値】腎臓内科の医師か
ら、腹膜透析(PD)患者の腹膜機能検査の排液グルコー
ス濃度が低いと問い合わせがあった。問い合わせがあ

った検体は冷蔵保管していたので、BM6070で再検査
を行った。その結果、初回値と同程度の測定値であり、

機器の精度管理にも異常がないことから、医師に機器

に問題はなく再検値も同様の値であったことを伝えた。

数日後、他の患者の排液検査の際、以前の医師の問い

合わせが気になり、生食で希釈再検査を行った。その

結果、グルコース値が初回値 1083mg/dLであったのに
対し、希釈再検値は 2185mg/dLとなり大きく乖離した。
原因追究のため、機器に異常がないか等の確認を行っ

た。該当検体の反応過程を確認したが、特に目立った

異常はなかった。内部精度管理の結果は、精度管理試

料 2濃度ともグルコースの値は管理値±2SD内であり
許容内であった。医師からは他の患者においてもここ

最近排液グルコースの濃度が低かったと指摘されたた

め、過去の排液グルコースの測定値を検索すると、約

3か月前から急にグルコースの測定値が低くなってい
た。グルコースのキャリブレーショントレースを確認

すると、約 5か月前からブランクキャリブレーション
の吸光度が徐々に低下傾向となっていた。他の項目も

確認したが、グルコース以外ではこの現象は認められ

ず、試薬由来の問題である可能性が考えられた。グル

コース試薬のロットを確認すると、第二試薬のロット

変更時期が同時期であった。当院ではグルコースの測

定可能範囲上限を 1300mg/dLで設定しており、それ以
上の場合は自動希釈で再検査となるように設定してい

た。今回の事例では直線性の上限が保たれていないこ

とが考えられたため、該当試薬でグルコースの直線性

試験を試みた。その結果、直線性が約 1000mg/dLまで
しか確認できなかった。試薬メーカーに相談し、該当

ロットについて試薬性能の調査を依頼した。その結果、

当院での結果同様に該当ロットで直線性の低下が認め

られた。

【事例 2：インスリンの偽高値】小児科医師から高イ
ンスリン血症の患者がいるが、低血糖はなく臨床症状

と合わないと問い合わせがあった。患者情報を確認し、

BM9130で該当検体の再検査の実施と反応過程の確認
を行ったが、異常は認められなかった。医師に報告し、

それと同時に C-ペプチドの検査依頼の追加をお願いし
た。その結果、空腹時の採血でインスリン:28.6μU 
/mL（基準範囲:1.7～10.4μU /mL）であるのに対し、
C-ペプチド:0.61ng/mL（基準範囲:0.61～2.09ng/mL）で
あった。インスリンと C-ペプチドの値に乖離があり、
インスリンの偽高値が疑われたため、外注検査で他法

によるインスリン測定を実施した。その結果、2.71μU
/mL（CLEIA法）、1.8μU /mL（CLIA法）であり、院
内測定値（ラテックス免疫比濁法）と乖離した。該当

検体を生理食塩水で希釈して再測定を行ったところ若

干測定値の低下が認められたが、当院で使用している

試薬では元々インスリンの測定は希釈測定の影響を受

けるため、3倍希釈までしか推奨されておらず、直線
性が保たれているかどうかの判断はできなかった。試

薬メーカーに相談し、該当検体の解析を依頼したとこ

ろ、免疫グロブリンにより非特異反応が生じたと推測

された。

【まとめ】異常反応が起こった際、本来ならば検査室

側で気付き、結果報告前に対処することがベストであ

る。しかし今回のように事前に気付くことができない

事例も存在する。臨床からの問い合わせに対し、あら

ゆる可能性を考え、原因追及することが大切である。

また日頃から機器・試薬・検体に異常がないか確認す

る事はもちろんであるが、検査を担当する技師の経験

値や能力差もあるため、異常反応を検出するための設

定を追加するなど、自施設に合った運用方法を検討し

ていきたい。我々検査技師は、今回のような異常反応

が起こりうることを念頭に置き、常にアンテナを張っ

て業務に携わりたいと思う。

連絡先：0875-52-3366（内線 2405）

当院における日本電子 BMシリーズでの異常反応事例

◎井川 加奈子 1)、山地 瑞穂 1)、大平 響子 1)、合田 夏実 1)、高橋 宗孝 1)、藤村 一成 1)

三豊総合病院企業団 三豊総合病院 1)
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【はじめに】

我々臨床検査技師は、日常検査の品質を保証するため

に、精度管理を行い、分析機器や試薬及び検体等にお

ける異常の有無をモニタリングしている。当院では、

ISO 15189に基づき作成した標準作業手順書等に従っ
て検査を実施しており、検査結果等が不適合になった

場合は、原因分析を行い対策や措置を講じている。

今回は、当院で実際に経験した検査過程における異常

と対応、ならびに過誤と反省について紹介する。

【事例① 葉酸・ビタミン B12測定値の誤報告】
測定装置：Unicel DxI800
測定試薬：アクセス葉酸試薬・アクセス B12試薬
（ベックマン･コールター株式会社）

葉酸・ビタミン B12低濃度域のコントロール（以下、
QCとする）値が管理幅の 3SDを逸脱したが、再検に
て管理幅の許容内の値となる現象を認めたため、日常

検査を継続していた。後日、検体サンプリングノズル

のチューブに亀裂を発見したことから、装置の破損に

起因した測定不良であったことが明らかとなった。内

部精度管理手順書を確認せず 3SDの逸脱を軽視し、さ
らに再検した QC結果が許容範囲であれば、問題ない
と判断したことにより、分析機器異常の発見が遅れ、

多数の誤報告に至った事例である。

【事例② 血中薬物測定値の誤報告】
測定装置：コバス pro〈503｜801〉
測定試薬：コバス試薬バンコマイシンⅢ

（ロシュ・ダイアグノティクス株式会社）

機器更新に伴い新しい測定装置と試薬で測定を開始し

たバンコマイシンにおいて、低濃度域 QCで突発低値
（QC管理幅 3SD逸脱）が発生していたが、再検及び
キャリブレーションにて、管理幅の許容内に収束する

ため日常検査を続行していた。併行して、試薬販売業

者に調査を依頼した結果、測定試薬及び試薬容器の構

造に問題がある可能性が発覚し、それに起因した突発

低値であったことが分かった。事例①同様に、3SDの
逸脱を軽視したことにより、装置異常の発見が遅れ、

新規測定装置稼働開始から発覚までの期間、一部の検

査結果を誤報告していた事例である。

【事例③ 梅毒トレポネーマ抗体の判定不一致】
測定装置：LUMIPULSE　PrestoⅡ
測定試薬：ルミパルスプレスト　TP
（富士レビオ株式会社）

当院における梅毒トレポネーマ抗体検査は、CLEIA法
で陽性または判定保留域となった際には、併行してイ

ムノクロマト法でも再検を実施する手順としている。

この事例では CLEIA法で陽性となり、イムノクロマト
法を実施した結果、陰性となり判定不一致となった。

検査手順書に従うと、当検査は（±）で報告するとい

う対応となるが、判定の乖離が気になったため、超遠

心の後、再測定を実施した。再測定の結果、初検値

24.0（C.O.I.）であったが、再検値で 14.9（C.O.I.）と
変動を認め、偽陽性の可能性が疑われた。そこで、試

薬販売業者に依頼し、精査を実施した。精査の結果、

ALPに反応する因子および非特異反応を引きおこす
IgM抗体による偽陽性である可能性が示唆された。

【まとめ】

事例①、②においては、根本的なトラブルの原因は装

置にあるが、内部精度管理手順書を確認せず 3SDの逸
脱を軽視した事により多数の誤報告を発生させてしま

った。また、突発低値が継続する場合、測定装置や測

定試薬の異常を強く疑う必要がある。

事例①と②では、担当者が異なっていたこともあり、

事例①での反省が生かされていなかった。

事例③では、判定不一致となった際の手順として、超

遠心後再検を行うなど、検査手順書の変更が必要であ

ると考えた。

【結語】

検査において、手順を遵守することは大原則であり、

精度管理は異常の原因を特定するために、重要な役割

を果たす。

全ての要員が測定原理等含め、管理手順を理解するよ

う、教育等を徹底する必要があると考えた。

今回、当検査部における事象を共有することで、手順

書の重要性を再認識し、質の高い日常検査業務遂行の

一助となれば幸いである。

連絡先：088-880-2463

当院で経験した検査過程における異常の検出とその対応

◎藤原 典 1)、星野 将規 1)、出間 智行 1)、久原 太助 1)、徳弘 慎治 1)、横山 彰仁 1)

高知大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



【はじめに】正確な検査結果を臨床へ報告するうえで、

検査過程における異常の検出、対応は重要になってく

る。検査過程の異常は様々な原因で起こり得るが、検

体由来による異常に着目し、その検出と対応について

いくつかの事例を経験したので報告する。【事例

1】蓄尿の生化学項目を検査したところ、尿蛋白 
1mg/dL以下、尿 AMY 7 U/Lと異常低値を示した。結
果報告後、酸性ユリメジャー・ Tを添加した酸性蓄尿
であることが分かった。酸性ユリメジャー・ Tで酸性
にした尿で尿生化学 12項目への影響をみたところ、尿
CLと尿 IPを除く 10項目に負誤差があった。特に尿蛋
白、尿 AMYは、酸性ユリメジャー・ T濃度が一番薄
くなる尿量でも、－10%以上の負誤差があった。尿蛋
白、尿 AMYの試薬と酸性蓄尿を測定パラメーターの
割合で混合した反応液の pHは 5.0以下となり、反応液
が酸性に傾いたことで尿蛋白、尿 AMYに負誤差を生
じたと考えた。対応としてシステムにて酸性蓄尿項目

と通常蓄尿項目が同時に依頼できないよう設定した。

また、酸性ユリメジャー・ Tが影響を与える尿検査項
目をスタッフ間で周知し、検査結果報告時に酸性蓄尿

であることに気が付けるようにした。酸性蓄尿の場合、

尿中蛋白は尿試験紙法と乖離が起きることもあり、気

づきのきっかけになり得る。pHが 3.0以上であること
を確認できた場合、尿試験紙法における蛋白定性に影

響は少ない。尿試験紙法で蛋白が陽性、生化学自動分

析装置で尿蛋白が陰性の場合は、原因の一つとして本

事例のようなことが起きている可能性を考える必要が

ある。【事例 2】0歳 3ヵ月の患者検体を生化学分析装
置で測定したところ Glu 558 mg/dL、K 6.8 mmol/Lと高
値であった。すぐに臨床へ連絡し症状を確認したが、

特に症状は認められなかった。点滴混入を疑い確認し

たところリプラス 3号を使用していることが分かり点
滴混入の影響を臨床へ報告した。点滴混入に関しては

検査値が極端値となりケースが多いため、輸液の種類

と影響についてスタッフ間で周知した。【事例 3】尿
生化学項目を測定する場合、前処理の方法の一つとし

て遠心がある。遠心によりサンプリング不良は減るが、

検査項目よっては影響を生じる。尿化学検体の前処理

は施設間で異なることが多い。当院検査部で遠心の影

響を調査した結果、UA値に影響を認めた。影響の大

きかった検体では全て尿酸塩が検出されており、遠心

処理により尿酸塩が沈下したことが影響したと考えた。

遠心処理による影響をスタッフ間で周知し、前処理の

影響が少ない方法を選び処理するようにした。【事例

4】患者検体を生化学分析装置で測定したところ Fe 、
Caが測定レンジ以下、K 10.5 mmol/Lと異常値を示し
た。また、Na 149 mmol/L（前回 140mmo/L）とやや高
値、ALP 55 U/L（前回 77 U/L）とやや低値あった。採
血者に確認したところ、生化学用採血管の血液量不足

のため NaF入り採血管の血液を混ぜたことが分かった。
NaF入り採血管は EDTA-2Kも入っているため 2価の
金属イオンがキレートされ影響が出たと考えられた。

また、Na、Kも採血管より混入し高値化したと考えた。
よく耳にする事例ではあるが、依頼項目数が少ない場

合は気づくのに時間を要する場合がある。この事例に

関しても改めてスタッフ間で共有した。【まとめ】

4つの事例を経験し、検体由来の影響は異常値、前回
値チェックで見つけ易いが、原因となる事象を十分に

理解し、正確な対応と臨床への早急な情報提供が求め

られると感じた。

川崎医科大学総合医療センター　中央検査部 086-225-
2111

検査過程における異常の検出とその対応

検体由来による異常

◎黄江 泰晴 1)、須賀原 亮 1)、小林 美紀 1)、田村 昌代 1)

川崎医科大学総合医療センター 1)
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【はじめに】

複数の部署が関わる輸血療法を安全に実施するには、

一貫した管理体制を構築し、各部署と連携することが

重要である。指針やガイドラインに沿った体制整備を

するために行った輸血検査部門の取り組みについて報

告する。

【当院の概要】

広島県の西部地区に位置し、病床数 531床、救命救
急センター、心臓血管外科（2020年度手術件数 231件）
他 41診療科を有する第 3次救急指定医療機関である。
臨床検査技師　42名（認定輸血検査技師 1名）

2020年度の血液製剤使用量は、RBC　2820単位、
FFP　806単位、PC　1740単位、貯血式自己血　33単
位で、輸血管理料Ⅱを取得している。

【取り組み】

「輸血療法の実施に関する指針」の管理体制の在り

方にあるように、輸血検査部門は、業務の一元管理や

24時間検査体制および副反応の情報収集管理が実施で
きる体制を構築している。そのために、血液センター

との連携、全自動輸血検査機器の導入、内部・外部精

度管理の実施、検査マニュアルの整備、定期的な勉強

会やスキルアップなどの取り組みを行っている。また、

輸血システムを当院仕様にカスタマイズすることで、

より安全な輸血療法への対応を図る取り組みも行って

いる。

年 6回開催される輸血療法委員会（以下、委員会）
の事務局として、輸血責任医師の監督の下、血液製剤

使用量などの資料作成や輸血に関連する情報について

報告・議題を提案している。多職種から構成される委

員会では、指針やガイドラインに沿った院内輸血療法

マニュアルを作成するなど輸血療法に関する全般的な

検討・審議をしている。ここで承認された事項は管理

者委員会や医局会、看護科長会を経て院内へ周知され

ている。また、運用変更時は各科医師、診療科、病棟

宛に案内文を配布し周知している。しかし、多職種が

関与し、かつ専門的な知識や技術を必要とする輸血療

法の情報は正しく全ての関係者に周知徹底されるとは

限らず、インシデントが発生しているのが現状である。

そこで、委員会は輸血に関する知識の向上と情報伝達

を目的に全職員を対象とした研修会を開催している。

ここ数年で取り組んだことを以下に示す。

（1）インシデントが発生したことを機に、血液型の確
定について、注意喚起するとともにシステム修正や運

用の再構築を行った。事例報告の研修会を開催するこ

とで、血液型の確定の意味を示し、理解を促したこと

により、周知徹底できた。

（2）令和 2年 3月の「輸血療法の実施に関する指針」
の改正では、輸血用血液の取り扱いとして、赤血球製

剤は使用しない場合、60分以内に温度管理された条件
下で保存することに変更された。当院では、輸血シス

テムをカスタマイズすることで、製剤の払出からの経

過時間を管理し、温度管理できていない製剤の品質管

理に繋げている。

（3）時間外緊急輸血依頼が増加したことから、マニュ
アルの見直しとシステムを修正し、臨床検査技師全員

にトレーニングしたことで、異型輸血血液製剤の臨床

への供給までの時間は短縮することができ、緊急輸血

をより安全かつ迅速な供給が可能となった。今後も継

続した勉強会や実践トレーニング(力量評価)を実施す
る予定である。

【まとめ】

輸血検査部門だけではなく、多職種間と連携し、指

針やガイドラインに沿った管理体制整備への提案を行

い、システム修正や研修会などを開催することにより、

病院全体で周知徹底ができるように取り組むことで更

なる安全な輸血療法の実施を目指していきたい。

そして今後は、輸血検査部門の担当技師はタスクシ

フトを視野に入れて、検査や委員会にとどまらず、輸

血医療の現場に赴き、輸血検査部門に求められている

ニーズを把握し、実行していくことが重要と考える。

連絡先　0829-36-3111（内線：2244）

安全な輸血のための体制整備－指針やガイドラインに沿った体制整備するために

当院における取り組みについて

◎山本 加代子 1)

広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

安全な輸血実施のためには、院内で連携した取り組

みが必要となる。その中で輸血部門の主な業務は輸血

関連検査および輸血管理である。特に輸血管理は患者

の病状把握に始まり、検体の取り扱いや検体保管、製

剤管理、輸血前感染症検査の実施確認、同意書の取得

確認、副作用への対応、輸血実施リストの管理、マニ

ュアル整備、輸血療法委員会の運営など多岐にわたっ

ている。さらに輸血部門には、輸血実施に関与する部

門間の調整という大きな役割があると考える。今回は

当院での輸血管理業務内容について紹介するとともに、

院内全体で取り組んでいる独自の認定制度である院内

輸血ナースについて併せて紹介する。

【輸血部門の取り組み】

① 輸血製剤の適正使用について

院内常備血（A型 4～5本、O型 5本、B型 2～3本、
AB型 1～2本）を準備し、輸血部門での製剤集中管理
を行い、使用直前の製剤払い出しを励行している。診

療科の協力により適正に使用されており、2020年度廃
棄率は 0.24％であった。
② 輸血実施患者の管理

輸血検査用検体の採取から輸血後の副作用確認、輸血

済みバッグの保管までの管理を行っている。検査結果

の管理、検体保管管理、輸血歴の管理等は輸血部門シ

ステムを使用して行っている。輸血実施患者の輸血前

感染症検査結果や同意書の取得確認は個別に確認して

いる。輸血済みバッグは全て輸血部門へ返却され約

2週間冷蔵保管している。
③ 副作用について

副作用の有無を全例報告される仕組みを構築している。

副作用発生時には、365日 24時間輸血部門へ報告が入
る手順となっており、その都度対応を行っている。必

要時には血液センターとの窓口となり調整を行ってい

る。

④ 輸血療法委員会への関わり

委員会の事務局を担っており、輸血療法マニュアルの

整備や委員会の運営を中心的に行っている。委員会の

下部組織として監査委員会を設置し輸血部門からの委

員を輩出している。

【病院全体での取り組み】

① 輸血療法マニュアルの整備

輸血の実施については、指針に基づいて作成したマニ

ュアルを輸血実施部門に常備しており、マニュアルに

沿って一連の輸血が行われている。

② 輸血監査について

監査委員会が毎月 1回、病棟や中央処置室、手術室等
の中から 1か所へ出向き監査を行っている。１年に１
回程度はそれぞれの部署での監査が実施できている。

確認内容は、輸血検査用検体の採取方法、輸血準備、

輸血開始後の患者観察、副作用発生時の対応、輸血後

のバッグ保管等であり、チェックリストを用いて確認

を行っている。

③ 院内輸血ナースについて

この制度は血液製剤の特徴を理解し、副作用のリスク

をアセスメントして急性副作用出現時に対応できる看

護師を育成するために制定され、看護師の専門領域研

修の一環として研修が行われている。臨床輸血看護師、

輸血責任医師、輸血検査担当者による 3日間の研修を
行い、研修最終日に確認試験を実施し、合格者を院内

輸血ナースとして認定している。現在までに 211人が
認定されている。認定後は医師の指示のもと輸血実

施・輸血投与管理を行い、輸血を安全に実施するとと

もに、各部署での指導的な役割を担っている。

【まとめ】

輸血部門は、安全な輸血実施のために中心となるべ

き部門であり、体制整備や、運用決定に重要な役割を

担っている。さらに輸血療法全般について様々な角度

から提案ができる部門であると考えられる。輸血部門

から改善点や効率的な運用策を発案し、病院全体で協

力して安全な輸血実施に取り組みたい。

連絡先　087-831-7101（内線 8307）

当院における輸血管理体制について

◎細川 早織 1)

高松赤十字病院 1)

シンポジウム



【はじめに】日常における医療安全を管理する上で、

第三者機関等の外部評価により、自施設における安全

管理上の問題点を明らかにすることは、医療の質の向

上のみならず、体制整備の上でも有効である。輸血医

療における外部評価には日本輸血・細胞治療学会によ

る輸血機能評価認定制度（以下、I&A）のほか、病院
機能評価（日本医療機能評価機構）と ISO15189（日本
適合性認定協会）がある。病院機能評価は病院体制の

一層の充実や医療の質の向上を目的としているため、

輸血医療の根幹となる部分が監査対象とされる。一方

で、ISO15189では精確な検査結果の提供能力の向上を
目的とするため、対象は輸血検査に限定されている。

どちらの外部評価も安全な輸血療法の体制を構築する

ためには重要な認定と言えるが、I&Aは、輸血医療お
よび輸血検査に関する知識と実践力を備えた視察員に

より視察と認定を行うため、輸血管理体制を幅広くカ

バーする外部評価として特化している。

【I&Aとは】I&Aは、各医療機関の輸血医療において、
点検（inspection）して認証（accreditation）するシステ
ムで、適切な輸血管理が行われているかを第三者が点

検し、安全を保証するものである。輸血医療は改正薬

事法、血液法により大きく変化し、安全の保証と適正

使用が求められている。厚生労働省より「輸血療法の

実施に関する指針」、「血液製剤の使用指針」等の公

的な指針・マニュアルが出され、各施設で安全かつ有

効な輸血医療が実施されることが期待されている。そ

の一方で、これらの指針・マニュアルには強制力がな

く、各医療機関の自主性に任されていることから、日

常行われるすべての輸血の安全を保証するためにも、

適切な管理が行われているかの外部評価が必要となる。

I&Aは指針・マニュアルに準じた、標準的な輸血医療
実施のためのプログラムで、34項目の認定事項を含む
77項目を点検し認証する制度である。2016年 1月から
新制度となり認定基準が緩和され、より受審しやすく

なった。輸血管理・実施体制における、日常業務の管

理のみでは行き届かない可能性のある部分までの総点

検ができ、病院全体で問題点の認識と改善を諮ること

ができる。また、点検項目によっては、できていると

いう施設側と、できていないという視察員側の評価が

分かれる項目もある。このことからも第三者評価の重

要性が示唆される。

【I&A視察員とは】日本輸血・細胞治療学会が認定す
る日本輸血・細胞治療学会認定医、認定輸血検査技師、

学会認定・臨床輸血看護師であることが必要で、輸血

に関する専門的な知識を有し、講習会を受講して視察

員に必要な教育を受け、視察に伴う情報の適切な管

理・守秘が求められる。5年ごとの更新が必要である
が、視察員として他施設の状況を観察することにより、

輸血に関する知識、経験の蓄積ができるとともに、自

施設の課題を客観的に把握でき、改善に取り組むこと

で今後の受審の準備にも役立てることができる。

【I&Aの実際】岡山大学病院では、病院長への I&A受
審の提案から始まり、各部門への協力要請、訪問日程

の調整、院内マニュアル等の整備を行い、2004年 6月
に初めての視察を受けた。7名の視察員から輸血療法
委員会の定期的な開催、輸血検査の 24時間体制の構築、
日常業務内の確認・点検および記録、院内同種血採血

の是非など多くの問題点を指摘された。これらの指摘

事項に対して、輸血療法委員会の中で各部門とともに

改善を重ね、2005年 12月に再視察を経て、2007年
1月に認証施設として認定された。その後、2009年、
2015年、2020年と 3回の更新を行ってきたが、視察の
都度、視察員から色々な改善案を提示いただき、より

安全な輸血療法の体制構築に役立てている。

【I&Aの現状】全国の認定施設は 151施設、視察員は
501名であるが、中国・四国支部では認定 17施設、視
察員は 53名（うち臨床検査技師 35名）であり、全国
的にみると東高西低となっている。また、必ずしも大

学病院など多くの輸血を行っている施設が占めている

のではなく、輸血の機会が少なくとも、自施設の輸血

療法の安全性を高めようと積極的に利用している施設

もある。I&Aは目に見えるインセンティブはないが、
視察を受けることで、病院全体として輸血医療の問題

点を認識でき、改善を推進していくことで、さらに輸

血医療の安全を高めることができる。また、視察員と

なることで施設の輸血療法を支える要員としての自己

研鑽にもつながる。

【おわりに】輸血業務に携わる臨床検査技師の皆様、

そう、あなたです。I&Aに向けて新たな一歩を踏み出
しましょう。　　　　　　    連絡先：086-235-7768

第三者機関による輸血部門の審査および認定

◎小郷 博昭 1)

岡山大学病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

安全で適正な輸血療法の実施のためには、「輸血療

法の実施に関する指針」および「血液製剤の使用指針」

の遵守が求められている。2006年には医療機関におけ
る輸血管理体制の構築および輸血の適正な実施を評価

する目的で輸血管理料が施行され、当院でも輸血管理

料Ⅰと適正使用加算Ⅰを取得している。適正使用推進

のための当院での取り組みについて紹介する。

【施設条件】

輸血管理料Ⅰ（保険点数：220点）
・専任の常勤医師を配置

・専従の常勤臨床検査技師を配置

・輸血用血液製剤およびアルブミン製剤の一元管理

・輸血用血液検査が常時実施できる

・輸血療法委員会の年 6回以上の開催
・輸血前後の感染症検査の実施又は輸血前検体の保存

と副作用監視体制の構築

・「輸血療法の実施に関する指針」および「血液製剤

の使用指針」の遵守

適正使用加算Ⅰ（保険点数：120点）
・ FFP使用量/RBC使用量が 0.54未満
・ Alb使用量/RBC使用量が 2.0未満
いずれも輸血患者 1人につき月 1回請求可能である。
【当院における取り組み】

1．血液製剤請求時の臨床検査値の確認
輸血部門システムに臨床検査値をリンクさせ、輸血

歴とともに主要な検査値を患者基本画面に表示可能と

した。血液製剤請求時には直近の検査値を確認し、不

適切と思われる事例は診療側へ問い合わせ、過剰投与

と廃棄血削減に努めている。

2．24時間出庫体制の構築
　検査部と協力することで臨床検査技師による輸血検

査および製剤発注・納品・出庫を 24時間対応可能とし
ている。新任当直者には緊急時対応を含めた 3週間の
当直研修を行い、レベルチェック表を用いて評価を実

施することで、迅速かつ正確に出庫できる体制を整え

ている。また、輸血当直者向けの研修会を年 1回実施
し、対応に困った事例や問題となった事例、変更点を

再度周知することで、当直者の不安や疑問を解消し、

安全な 24時間体制の維持に繋げている。

3．輸血療法委員会の活動
輸血療法委員会は年 6回（偶数月）開催しており、
毎月の診療科別血液製剤使用・廃棄量および廃棄理由、

副反応などを報告している。血液製剤廃棄時には「廃

棄理由書」の提出を必須とし、廃棄理由の傾向の把握

に用いている。アルブミン製剤については、使用量が

多い診療科へ輸血療法員会にて使用判断の見直しを依

頼することで、使用量の削減に繋がっている。FFPに
ついては、過剰な請求の防止と廃棄血の削減を目的と

して、「1回の FFP出庫上限 6単位」を提案し、承認
を得た。また、輸血実施時の電子照合率を実施部署毎

に報告し、実施率の低い部署へ聞き取りを行うことで、

電子照合の重要性の周知と高い実施率の維持に繋がっ

ている。

4．クリオプレシピテート作製と製剤分割
院内クリオプレシピテート（以下クリオ）の作製を

2014年 4月より開始し、AB型 FFP-LR480mL由来ク
リオを 3本常備している。院内クリオを導入すること
で、大量出血時に急速なフィブリノゲン補充が可能と

なり、患者の救命および輸血量の削減に繋がっている。

2014年 7月より小児で依頼があった場合は、RBCおよ
び血小板製剤の分割出庫を行っている。製剤を分割す

ることで、患者は複数ドナーによる感作を回避するこ

とができ、血液製剤も廃棄されることなく有効に利用

可能となった。

【まとめ】

血液製剤の適正使用を推進するためには、日頃から

診療科とコミュニケーションを図り、適正使用への理

解を得ることが大切である。安全で安心な輸血医療を

行うためには、輸血部主導による提案や業務の拡大が

重要な役割を果たすと思われる。

(連絡先：088-633-7209)

血液製剤の適正使用への取り組み

◎瀧本 朋美 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)

シンポジウム



輸血副反応は，軽微なものから生命予後を左右する

重篤な症状まであり，年間 2000件以上赤十字血液セン
ターへ報告されている．報告される内容は重篤症例に

偏る傾向があるものの，日本赤十字社で分析評価する

ことで製剤の安全性を高めており，現在輸血後感染症

（HBV，HCV，HIV）の発生確率は計算できないほど
に低くなった．医療機関での副反応対策は，目前の患

者に対して抗ヒスタミン薬投与や洗浄した製剤の使用

などを行うことと，発生した有害事象を集計して院内

輸血療法委員会と血液センターへ報告することで将来

の患者の副反応予防に繋げることが挙げられる．報告

するためには，まず副反応発生状況を把握することが

必要である．また，輸血後感染症に関して遡及調査に

対応できる体制を整備しておくことも不可欠である．

高知医療センター（以下，当院）での輸血副反応は，

輸血部門に報告された件数を基に院内輸血療法委員会

で報告していたが，委員である医師と看護師からの

“実数より少ないのでは”との指摘により，全例把握

できていないことが判明した．そこで報告体制を見直

したところ，原因は電子カルテシステムの未連携と報

告体制の周知不足であることが分かった．改善策とし

て，製剤払出時に添付している製剤払出伝票に副反応

有無を記入して輸血部門へ返却してもらい，返却され

た伝票の内容を基にシステム未連携箇所を検査技師が

補助入力することで，未連携を補完した．輸血療法委

員会の看護師を通じて看護師全体へ新運用の周知を行

うとともに，伝票返却率や副反応入力率のフィードバ

ックを行っている．これにより軽症の副反応発生比率

は運用変更前後の 3年間で 1.4％（458本）から 4.5％
（1,578本）へ有意に増加し，これまで報告されていな
かった副反応を把握できるようになった．報告される

副反応は 9割以上が軽症であり，報告割合が最も高い
血小板製剤では輸血部門から臨床へ洗浄血小板製剤の

提案を行う症例もある．また血液センターへの有害事

象報告については，2019年 12月から軽症例も報告対
象にしている．

遡及調査に関連する体制整備としては，輸血前検体

保管はクロス血の残検体を 2年間凍結保存，使用済み
製剤バッグは一週間保存している．輸血後感染症検査

については，「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライ

ン」が改訂されたことにより，検査推進を廃止した．

遡及調査については，情報源が供血者（献血者）であ

る場合が多く，血液センターから調査依頼を受けた際

は，血液センター側へ受血者情報を提供し，院内では

担当医と輸血療法委員会へ報告している．受血者への

情報提供有無は，感染リスクの高さなどを基に担当医

が判断するが，輸血後数年経過していることが多いた

め担当医不在の場合もありその場合は輸血療法委員会

の委員長に判断を委ねている．

輸血副反応の予防対策および対応方法は，製剤使用

量や施設の規模により様々であると推察され，指針や

ガイドラインに沿う，各施設に合った運用を構築する

必要があると考えられる．本シンポジウムでは，当院

での副反応報告体制と遡及調査対応についての現状と

課題を含め，輸血部門でできることをお話ししたいと

思う．各施設に合った運用構築の一助となり，体制が

整うことで，今後の輸血副反応減少に繋がることを期

待したい．

連絡先：088-837-3000

輸血副反応の予防対策および対応

◎石本 倫子 1)

高知県高知市病院企業団立 高知医療センター 1)

シンポジウム



不規則抗体とは、A抗原・ B抗原以外の赤血球抗原
に対する抗体のことである。不規則抗体には臨床的意

義のある抗体と臨床的意義のない抗体が存在する。臨

床的意義のある不規則抗体は、溶血性輸血反応の原因

となるため、抗体を同定することは非常に重要である。

そのため、不規則抗体スクリーニング検査にて抗体の

存在が疑われた場合、追加で同定検査を行い“可能性

の高い抗体”と“否定できない抗体”を推定しなけれ

ばならない。“可能性の高い抗体”とは、陽性反応が

抗原表のいずれかの抗原パターンと完全に一致する抗

体をいう。“否定できない抗体”とは、陽性反応が抗

原表の特定の抗原パターンに完全に含まれてしまい反

応強度からもその特異性が確認できない抗体をいう。

推定するには、得られた反応パターンより消去法を行

う必要がある。消去法は陰性反応を示した同定パネル

赤血球をもとに、その赤血球に発現している各種抗原

に対する抗体を１つずつ否定し、抗体の特異性を推定

する方法で、量的効果を考慮するなど決められた手順

やルールがある。さらに、複数の抗体特異性が存在す

る場合には、追加試験や追加パネルによる検査を行っ

て抗体特異性を絞り込む必要がある。これらのポイン

トに注意しながら、今回はあらかじめ決められたパタ

ーンの症例を提示し、不規則抗体同定時の消去法のポ

イントについて、「輸血のための検査マニュアル」を

もとに解説する。基本的なことを中心に解説し、消去

法への不安を少しでも解消してもらいたい。

鳥取県立厚生病院　中央検査室　0858-22-8181

不規則抗体同定における消去法のポイント～複数抗体について～

◎上原 良太 1)

鳥取県立厚生病院 1)

シンポジウム



消去法とは、陰性反応を呈したパネル赤血球の抗原

‘＋’の部分に『×』（除外）または『／』（保留）

を記入し、最終的に『×』（除外）が一つ以上ついた

抗原に対する抗体を否定し、抗体の特異性を推定する

方法である。輸血のための検査マニュアル Ver.1.３.２
では以下のルールに沿って『×』『／』を付記すると

している。

１）量的効果のあるホモ接合体の抗原や量的効果を考

慮しなくてよい抗原の‘＋’には『×』を付記する。

２）量的効果のあるヘテロ接合体の抗原の‘＋’には

『／』を付記する。

３）最終的に『×』が１つ以上あった抗原についての

み、その抗体を除外する意味で、抗原表の抗原名に

『×』を付記する（無印や『／』のみ付された抗原名

はそのままとし、抗体特異性の候補として考慮する）。

ルールに沿って消去法を行うために、量的効果の理

解は重要である。量的効果とは、赤血球に発現されて

いる抗原量の違いによって抗原抗体反応の強さが異な

る現象をいう。ある種の血液型では対立遺伝子がホモ

接合型である赤血球には、ヘテロ接合型である赤血球

の 2倍量の抗原が発現しているといわれている。その
ため、ホモ接合体赤血球ではヘテロ接合体赤血球より

強く凝集反応が起こる場合がある。消去法において量

的効果を考慮すべき血液型は、Rh、Kidd、Duffy、
MNSである。Rh血液型では Cと c、Eと e、Kidd血液
型では Jkaと Jkb、Duffy血液型では Fyaと Fyb、

MNS血液型ではMと N、Sとｓがそれぞれ対立抗原
である。Kell、Diego血液型は、Kと Diaの量的効果は

明確ではなく、またホモ接合のパネル赤血球の入手も

困難なことから、ヘテロ接合の赤血球の反応が陰性の

場合は、暫定的に抗 Diaや抗 K を消去してもよい。そ
の際、抗原表に記載してある各抗原の‘＋’および抗

原名に『×』を付記する。

見逃しやすい抗体の代表例として、抗 Diaがあげら
れる。Dia（＋）型はアジア系民族に限られ、欧米人で

は極めてまれな抗原である。日本人の Dia血液型の頻

度は Di（ａ＋ｂ－）0.2％、Di（ａ＋b＋）9.0％、
Di（ａ－b＋）90.8％と推定されている。そのため、日
本人は輸血や妊娠により Dia抗原に免疫される機会が

欧米人に比べ多く、実際に抗 Diaはルーチンで遭遇す

る機会がしばしばある抗体である。しかし、欧米人由

来の検査用赤血球には Dia（＋）赤血球が含まれてい

ない場合があり、とくに同定用パネル赤血球試薬には

Dia（＋）が含まれていない場合が多く、同定の際は常

に注意を払う必要がある。抗 Diaの存在を見逃さない

ために、まずは、自施設で使用しているスクリーニン

グ用赤血球試薬に Diaが含まれていることを必ず確認

する必要がある。

連絡先

済生会松山病院検査部　089-951-6111(代表)

量的効果と見逃しやすい抗体

◎篠原 由佳 1)

済生会 松山病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

輸血検査に携わる臨床検査技師にとって不規則抗体

検査は、重要な業務の一つである。臨床的に意義のあ

る不規則抗体を検出した場合は、対応する抗原陰性の

赤血球製剤を準備する必要がある。迅速で安全な輸血

を実施するために、必要な検査である不規則抗体同定

の消去法について今回のシンポジウムで解説する。

【当院で行っている不規則抗体検査について】

現在、当院で行っている不規則抗体スクリーニング

は、カード式全自動輸血検査装置を使用した LISS-
IAT法とパパイン二段法を行っている。スクリーニン
グ赤血球試薬は LISS-IAT法が 4種類・パパイン二段
法が 2種類で、全 6種類を用いている。不規則抗体ス
クリーニング陽性時は、以下の通り精査を実施してい

る。

①LISS-IAT法のみが陽性になった場合は、試験管法の
PEG-IAT法で、不規則抗体同定用パネル赤血球を用い
た同定検査を実施。

②パパイン二段法のみが陽性になった場合は、パパイ

ン二段法のパネル赤血球を用いた同定検査を自動機で

行い、同時に試験管法で PEG-IAT法での陰性確認試験
を実施している。

③LISS-IAT法とパパイン二段法の両方が陽性になった
場合は、両方のパネル赤血球をそれぞれの検査法で実

施している。

【酵素法について】

赤血球型検査(赤血球系検査)ガイドライン(改定
3版)では、酵素法について不規則抗体スクリーニング
で実施する意義は低いとされており、行っていない施

設が増加している。当院では 8年前に経験した症例に
より、現在も酵素法を実施している。その症例とは、

血液内科の患者に輸血後血尿が出現して、遅発性溶血

性輸血反応を疑ったが、当初間接抗グロブリン試験で

は不規則抗体は検出できず、後に酵素法で Rh系の不
規則抗体が検出された症例である。酵素法は、非特異

反応の出現や、臨床的に意義のない冷式抗体を鋭敏に

捉えるために行われる不要な検査の増加などがある。

しかし、血液内科など頻回輸血による不規則抗体産生

リスクが高い患者では、初期段階の抗体検出に有益な

検査法となるため、今後も続ける予定である。

【当院で検出される不規則抗体について】

当院の日々の業務の中で同定される不規則抗体は、

赤血球型検査ガイドラインにも記載してある通り単一

抗体が多い。さらに、意義のある抗体として検出され

るものは、Rh系が 80％以上を占めており、そのなか
でも抗 E単独での出現頻度が高い。複数抗体の存在が
示唆される悩ましい検体に出会ったときは、検査で苦

慮する場合が多い。しかし、当院はパパイン二段法で

のパネル赤血球と試験管法でのパネル赤血球を保持し

ているので、検体量さえあれば、両方の検査法を行う

ことができる。2つのパネル赤血球でも否定できない
抗体が多数残った場合は、別のパネル赤血球での追加

検査や、患者赤血球の抗原検査を行う。また、抗

P1などの共存が疑われる場合は、患者血漿に型物質を
添加して中和したあとに、再度抗体同定を行っている。

院内で行うことが出来る検査結果と患者情報を総合し

て、最終的に不規則抗体を同定している。

【今回の症例について】

今回提示する症例は、抗原表での消去法のみでは同

定できない抗体となっているため、追加検査を行う必

要がある。その後の検査の進め方についても、解説し

ていきたいと考えている。

【まとめ】

このシンポジウムで行う不規則抗体同定のための消

去法が、今後の不規則抗体同定検査の一助になればと

考えている。

連絡先：0835－22－4411(代表)

不規則抗体同定に挑戦！！

‐複数抗体の存在が疑われる症例‐

◎西岡 桂子 1)

地方独立行政法人 山口県立病院機構 山口県立総合医療センター 1)

シンポジウム



【はじめに】

私は臨床検査技師と細胞検査士のダブル・ライセンス

取得を目指し、倉敷芸術科学大学に入学した。1年次
から 3年次まで臨床検査に関わる講義・実技の授業を
受け、基礎的な臨床検査知識・技術を修得した 3年次
末に 6週間の臨床実習を行った。今回、私が臨床実習
で得たこと、大学で学んでおきたかったこと、臨床検

査技師として働き始めて感じた事を述べる。

【臨床実習で得た事】

6週間の臨床実習で、大学の講義や学内実習では学べ
ない多くのことを経験した。1つ目は、技師の先生方
が検査結果を保証するために、検体管理、機器管理、

精度管理、データ管理等を行っている様子から、現代

の技師は管理能力と対処力の必要性を学んだ。大学の

講義で精度管理を学んだが、十分に精度管理の重要性

を理解できていなかった。臨床実習で実際にキャリブ

レーションや管理血清の測定をしたことで、それらの

値や吸光度が患者検体のデータの保証に繋がる事が理

解出来た。2つ目は、外来・病棟での採血、骨髄穿刺
および標本作成、超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診

（EUS-FNA）や迅速病理診断（ROSE）などの見学か
ら、患者から得られる検体の扱い方、大切な検体から

検査データを出し報告する責任感を学んだ。学内実習

ではピペットや分光光度計などの機器の取扱い方や検

査手順、測定原理、データの読み方等を学ぶが、患者

検体を実際取扱う事はなかった。臨床実習で患者から

検体を採取する場面を見たことで、検体イコール患者

を認識し、検体が貴重であること、正確な検査データ

を速く報告する事が重要であると強く思った。この気

持ちは現在仕事をするうえで一番大事にしている。

3つ目は、輸血検査で緊急性を要する検査か否かの判
断、生化学検査で異常値が出た際に異常値の真偽を確

認し、さらに速報が必要であるか否かを前回値、検体

性状、治療などから判断されている様子から、技師は

急ぐ検査や本当の異常値を見抜く力の必要性を学んだ。

大学の講義や学内実習では、輸血検査や生化学検査の

臨床的意義や一つ一つの検査手順などは学ぶが、緊急

対応法や異常値の対処法は講義で習ったかもしれない

が具体的手法まで理解できてなかった。検査は正確か

つ迅速が一番と考えていた私は、臨床実習で検査によ

っては検査順位をつける大切さ、異常値が出たら全て

を速報するのでなく、データの真偽を確かめ、必要に

応じて速報することが大事と認識した。このことは今

でも印象に残っている。

【大学で学んでおきたかった事】

臨床実習に行って、大学で学んでおけば良かった事、

大学で行ってほしいと思った事は、専門用語の略語で

ある。特に戸惑ったのは、生理検査室で心電図や心エ

コー検査を見学した後に、技師の先生が心電図波形か

ら考えられる検査所見の説明中に、AF(atrial
fibrillation；心房細動)や VT（ventricular tachycardia；心
室頻拍）などいくつかの略語が入っており、略語を覚

えていなかった私は説明の内容が理解できず苦労した。

技師の先生は忙しい中で説明して下さるので、最低限

の医療用の略語は覚えておくべきだと思った。

【働き始めて感じた事】

臨床検査技師として働き始めて 6か月が経過した。
1年目は 2交替業務に入るための基本的な知識や技術
を身につけるために 1か月ごとのローテーションで各
部署の研修を行っている。各部署の研修では、特に医

師や看護師など他職種からの問合わせに対応する時に

幅広い知識や技術が必要だと日々痛感している。今は

知識や経験不足のため質問に答えるだけで精一杯だが、

多くの知識と経験を積んで臨床側に役立つ情報提供が

できるようになりたい。また、今後は自分の専門分野

を確立できるよう、上位の認定資格取得や学位取得を

目指したい。

【結語】

　不安を抱えて臨床実習に行ったけど、検査室の技師

の先生は優しく、暖かく指導してもらえて本当に良か

ったと思う。この臨床実習で臨床検査技師になりたい

気持ちが確信となり、また、臨床実習で得た知識・経

験が現在に生かされており、臨床実習の大切さを感じ

ている。

私がもう少し経験を積んで、学生に教える立場になっ

た時には、実際の検査結果について学生自身に考えさ

せること、検査結果の品質保証の方法、検体採取の見

学など、病院での実習でしか経験できないこと指導を

していきたい。　

連絡先：090-7378-4842

臨床実習での学びからその先へ

◎西江 真実 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)

シンポジウム



【はじめに】本学科は「臨床検査医学に関する基本

的・専門的・実践的な知識、技能および倫理観を修得

する」、「臨床検査医学に関する諸問題に対し、自ら

解決できる力を修得する」をカリキュラムポリシーと

し、段階的に臨床検査教育を行っている。2年次は基
礎実習として、生理学実習、解剖学実習、臨床検査総

論実習、生化学実習を行い理論、現象、形態などを捉

える内容とし、3年次は基礎技術実習として、医動物
学実習、臨床化学実習、微生物学実習、臨床血液学実

習、病理学実習、医療安全管理学実習、臨床生理学実

習、臨床免疫学実習を行い、臨床検査の基本技術、測

定原理、注意事項、計算力などを修得する内容として

いる。今回、私が担当する生化学実習、臨床化学実習

の内容を記すとともに、臨床実習で現場に求めている

事、さらに、2022年度 4月 1日から臨床検査技師等に
関する法律施行令の一部が改正されるに伴い、臨地実

習が最低 3ヶ月実施になることで予想される苦慮点を
あげる。

【学内実習】１．生化学実習（2年次後期）：実習目
的は、試薬調製ができる。目的成分の特徴を知り、現

象を理解し検出できる。実験結果をまとめられる。実

習内容は、１）マイクロピペットおよび分光光度計の

使い方試験、２）過酸化水素・ペルオキシダーゼ

（POD）発色系として、①試薬調製、②野菜、果物中
のペルオキシダーゼ活性の検出、③色原体の吸収曲線
とモル吸光係数、④飲料水中アスコルビン酸の過酸化
水素・ POD発色系への影響、⑤ハチミツ等のグルコ
ースオキシダーゼ（GOD）活性の検出、⑥飲料水等に
含まれるグルコース濃度測定、３）酵素活性測定法の

基礎として、①試薬調製、②試薬 pHと酵素活性の関
係、③反応温度と酵素活性の関係、４）遺伝子基礎技
術として、①全血から DNA抽出・精製、②DNA濃度
算出と PCR、③アガロースゲル電気泳動による
PCR産物の検出を行い、代表的測定法の原理、特徴、
現象を修得する内容である。

２．臨床化学実習（3年次前期）：実習目的は、測定
原理を説明できる。試薬調製ができる。測定法の基礎

性能確認ができる。濃度、活性計算ができる。実験結

果をまとめられる。実習内容は、１）マイクロピペッ

トおよび分光光度計の使い方試験、２）ビウレット法

による総蛋白（TP）濃度測定として、①試薬調製、
②基礎性能試験と二波長測光による濃度測定、③二波
長法による濃度測定試験、３）GOD・ POD法による
グルコース測定として、①試薬調製、②反応終了時間
および最大吸収波長の確認、③1ポイント法、2ポイ
ント法による濃度測定、④1ポイント法、2ポイント
法による濃度測定試験、４）EAEおよび AMP緩衝液
による ALP活性測定として、①試薬調製、②Km値
算出、③初速度分析法による酵素活性測定および血液
型との関係、④初速度分析法による酵素活性試験を行
い、生化学検査に必要となる基礎の知識、技術を修得

する内容である。

【臨床実習で現場に求めていること】臨床実習では臨

床現場でしか経験できない内容を主に指導して頂きた

い。特に技師がどのようにして正確なデータを出し、

どのような方法で正確なデータであると保証している

のかを見学あるいは実技で伝授して頂きたい。生化学

部門であれば、１．分析前の検体管理、試薬管理、分

析装置管理など。２．分析中の自動分析装置装置の動

作原理、校正法、測定法、濃度および活性計算、異常

反応チェック機能、反応タイムコースの判読、メンテ

ナンス法など。３．分析後のパニック値、異常値の判

読法・対処法、診療側への速報のやり方などについて

である。

【法律施行令の一部改正に伴う苦慮点】法律改正で最

も苦慮する点は、現状 6週間の臨床実習期間を法改正
に伴い最低 3ヶ月（12単位、うち 1単位は学内で臨床
実習前実習を実施）となることで、時間割の大きな見

直しが必要となる点である。次に、3ヶ月間の臨床実
習を引き受けて頂ける実習先を探す必要がある点、

3ヶ月間の学生状況把握方法、検査室との連絡方法、
評価法の標準化を考える点である。　

【結語】学校では学生に対し、基礎知識や基礎技術お

よび医療倫理の教育、指導を行っているため、臨床実

習では、検査現場で実際行っている正確な値を迅速に

報告する手順とその根拠の指導や診療現場における技

師業務、患者様との対応法など、検査室外での活動や

医療人としての指導をお願いしたい。

連絡先　086-440-1039

臨床実習（現場業務）を見据えた学内実習

◎藤本 一満 1)

学校法人加計学園 倉敷芸術科学大学 1)

シンポジウム



【はじめに】

臨地実習施設として実習生を受け入れ，教育・指導

を行っている医療機関は少なくない。臨地実習は「臨

床検査技師国家試験の受験資格に必要な 1単位」であ
るが，他の単位とは大きく異なり，学内実習では体験

できない患者検体の取り扱いや，貴重な症例の観察，

生理機能検査や採血見学などを通じて相手の心情を知

るなどコミュニケーションの実践を行う場である。受

け入れる我々も実際そうであってもらいたいと願って

いる。今回，臨地実習の現場指導者の立場から，臨地

実習の状況と課題，有意義に臨地実習を進めるために

実習生や教育機関に求めることなどを述べる。

【臨地実習ガイドラインについて】

「臨地実習ガイドライン 2021」（2021年 5月発刊）
では，臨地実習において実習生に必ず実施させる行為，

必ず見学させる行為，実施させることが望ましい行為

などの具体的行為が定められた。また，2021年 3月に
は，厚生労働省より「臨床検査技師臨地実習指導者講

習会の開催指針」が設定され，2024年 4月から実習生
を受け入れる医療機関には「臨地実習指導者講習会を

受講した臨地実習指導者」を最低 1名以上配置するよ
う定められた。

【当院の臨地実習の状況と課題】

大学病院である当院の理念の一つに「医療人の育成

を行う」という言葉があり，当検査部（輸血部・病院

病理部を含む）も学生教育は当然の役割と捉えて取り

組んでいる。しかし，どの医療機関にも共通する事柄

であろうが，人員削減や業務拡大が行われるなか，ル

ーチン業務を遂行しつつ臨地実習生を教育・指導する

人的・時間的な余裕は少なく，現場の負担は年々増加

している。当院の臨地実習ではガイドラインの求める

実習行為の多くが既に実施されており，大きな変更は

ないと考えるが，一方で，先に述べたガイドラインや

「臨地実習指導者」についての把握や具体的対応の検

討は未だ進んでいない。これについては「講習会で何

を学ぶのか」，「誰（何人）が受講するのか」，「指

導者の具体的業務は何か」など不明な部分が多く，不

安要素となっており，これらは他の医療機関において

も同様であろうと推測する。また，当検査部のように

現場指導者が複数人いる場合は，その経験値により指

導内容やレベルが変わることのないよう，実習テキス

トや資料等の作成，現場指導者の教育なども努力すべ

き課題である。

【実習生・教育機関に求めること】

実習生にとって臨地実習が本来の意義を最大限に生

かせて有意義なものとなり，また，受け入れ医療機関

が実習生の教育に積極的かつ気持ちよく取り組めるよ

うになるには何が必要なのか，考えることを以下に示

す。

実習開始前までに，検査に関する基礎知識，ピペッ

トや顕微鏡などの基本的な検査機材の取り扱い方が身

についていれば，現場での基本的な説明は最小限とな

り，密度の濃い実習を行うことができる。また，事故

の防止にもつながり安全に実習が行えると考える。

実習では，事前の内容確認や予習を行うなど，自主

的かつ積極的な姿勢で実習に臨むことができれば，限

られた時間でも効率的に実習を進めることができる。

また，質問する勇気を持つことで，指導者からより多

くの情報を引き出し吸収することもできる。一方で，

臨地実習を学内実習の延長と捉えているためか，以前

と比べて指導者に対して言葉遣いや態度が馴れ馴れし

い，対人的な配慮に欠けるなどの傾向がみられる（自

施設で実習を行っている当院だけの傾向か）。常に他

者から見られているという意識と医療人であることの

自覚を持ち，基本的な挨拶や適切な言葉遣いを心がけ

て実習に参加することは必須と考える。

教育機関の方々には基礎的・専門的知識の教育と併

せて，社会人として必要なスキルもご指導いただき，

学生を臨地実習に送りだしていただけることを期待す

る。

【おわりに】

限られた臨地実習期間を有意義なものとするために

は，ガイドラインにただ従うだけでなく，医療機関と

教育機関それぞれの努力と，情報交換や協力体制の構

築の重要性・必要性を感じている。

連絡先：086-462-1111 (内線 23134)

臨地実習の現場指導者として実習生・教育機関に求めること

◎安藤 潤子 1)

川崎医科大学附属病院 1)

シンポジウム



2017年 4月から 2021年 3月までの 4年間の当院検診乳
房超音波検査（US）の成績についてまとめた。受診数は延
べ 3652例であった。要精査となったのは 153例で、年度別
要精査率は 3.2～7.0％であった。要精査 153例のうち、当
院外来受診 94例を含め追跡可能であったのは 113例で、こ
のうち悪性は 9例であり陽性反応的中度は 8％であった。
がん検診事業評価指標の許容値は、要精査率 11％以下、陽
性反応的中度 2.5％以上とされており、この指標を達成する
ことができた。当院外科外来を受診した 94例の初診結果の
内分けは、follow 41例、FNA施行 51例、CNB 施行 2例で
あり、6例の癌が発見された。
検診で発見した悪性症例を提示する。1例目は検診 USに
て要精査とし得た症例である。40代女性、MMGでは異常
なしであったが、USで不整形低エコー腫瘤を認めた。外来
を受診し、FNAにて悪性の疑い（クラスⅣ）の判定、
CNBにて悪性の診断であったため手術を施行し浸潤性乳管
癌（硬性型）と診断された。2例目は検診 USでは要精査に
できずMMGの経時的変化により要精査となった症例であ

る。70代女性、2013年から 2018年まで毎年外来で
MMGによる定期検査を受けていたが、特に異常を認めな
かったため、2019年より検診に切り替えた。USで左乳頭
下に低エコー腫瘤を認めるも、軽度異常、経過観察として

いた。2020年MMGで左M領域に辺縁微細鋸歯状腫瘤を
認め、2018年より増大していたため要精査となった。
FNAにて悪性（クラスⅤ）の判定であったため手術を施行
し非浸潤性乳管癌（低悪性度）と診断された。

当院では 2017年 4月より検査技師による検診乳房 USを
開始した。4年間の成績は基準をクリアできていた。当院
では任意型乳癌検診が中心のためMMGと USを必ずしも
同時に施行するわけではないが、USを施行する際には
MMGや過去の画像との対比を行いながら検査し、精度を
保つようにしたい。

連絡先　086-222-8811（内線 21245）

当院の検診乳房超音波検査の成績

◎林 栄子 1)、斎藤 利江子 1)、大森 かすみ 1)、梅野 里奈 1)、増田 雅史 1)、林 敦志 1)

岡山赤十字病院 1)
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【はじめに】リンパ管腫は小児の頭頸部に好発する良性腫

瘍であるが、腸間膜に発生するのは比較的稀である。今回

我々は、成人の小腸間膜リンパ管腫を経験したので報告す

る。【症例】20代、男性【現病歴】10年前に馬尾神経鞘腫
と診断され、切除術が施行された。術後の経過観察目的で

行ったMRIにて骨盤内腫瘤を指摘、無症状のため経過観察
されていたが 3年前より増大傾向を示し、精査目的で当院
消化器腫瘍外科紹介となった。【腹部超音波検査所見】下

腹部正中の腹腔内に 50×21mm大の境界明瞭な多房性嚢胞
性腫瘤を認めた。内部に明らかな充実部や血流は認めなか

った。腫瘤足側に接して空腸を描出し、カラードプラ法に

て腫瘤内を走行する既存の動脈を確認した。小腸間膜に由

来するリンパ管腫を疑った。【腹部 CT、PET-CT所見】骨
盤内の小腸間膜に 60㎜大の境界明瞭な分葉状の低吸収域を
認めた。PET-CTにて有意な FDG集積を認めず、腸間膜嚢
胞を疑う所見であった。【腹部MRI検査】T1強調画像で
低信号、T2強調画像で高信号を呈する多房性嚢胞性病変で
あった。【経過】無症状であったが本人の希望あり、腹腔

鏡下小腸部分切除術が施行された。小腸間膜に 60mm大の
腫瘤を認め、小腸への癒着は認めなかった。【病理所見】

肉眼的には漿膜から腸間膜に及ぶ嚢胞性病変であった。組

織学的にも漿膜下層から腸間膜にかけ嚢胞構造がみられ、

嚢胞壁は単層の内皮細胞で覆われ、一部に平滑筋層を認め

た。免疫染色で内皮細胞は D2-40陽性であり、小腸間膜リ
ンパ管腫と診断された。【まとめ】リンパ管腫の腹腔内発

症は 5～9％と低く、そのうち腸間膜に発症するのは約 69％
といわれている。本症例は小腸間膜に発生したリンパ管腫

であった。腸間膜リンパ管腫は良性疾患であり、腫瘍が小

さく無症状例は経過観察を行う。腹痛などの有症状例には

外科的切除が原則であるが、小腸捻転や腸閉塞、腹膜炎な

どの急性腹症の合併を契機に診断される例も少なくない。

腸間膜リンパ管腫に特徴的な超音波検査所見は多房性嚢胞

性腫瘤であり、超音波検査はその質的診断に有用である。

急性腹症を合併する前に腸間膜リンパ管腫を超音波検査に

て診断する意義は大きいと考える。

連絡先：089-960-5601

成人小腸間膜リンパ管腫の 1例

◎南 ゆうな 1)、鹿野 由香理 1)、作岡 南美子 1)、宮崎 真紀 1)、高須賀 康宣 1)

愛媛大学医学部附属病院 検査部 1)
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透析患者の高齢化や長期化により、バスキュラーアクセス

（VA）の狭窄や閉塞などのトラブルが増加している。
VAのトラブルに対して最低限の治療回数で、できるだけ
長期に開存を維持できるかが課題である。VAを管理する
ツールとして超音波検査が用いられる。シャント機能評価

に上腕動脈血流量と血管抵抗指数（RI）の測定を行うが、
これは上腕動脈から狭窄等の病変までの血管ルートが一本

道であることを前提としている。今回狭窄部位手前に逃げ

道となる分枝血管があるためにシャント機能評価および

VAVIT施行タイミングの判断に苦慮した症例を報告する。
症例①：74歳男性。透析歴 6年。右前腕に自己血管シャン
トあり。透析導入後約 4年、シャントの一部が血栓閉塞し
たため血栓除去術を施行。術後血栓は一部残存したが、血

流量は 940ml/minと良好のため経過観察とした。その後シ
ャント血管は蛇行し、吻合部近くで分枝血管が発達し始め

た。術後１年まで、分岐血管を脱血部として透析を施行し

血流量も 849ml/minと保たれていた。分枝血管径は 5.8㎜、
シャント本幹の血流速度は 0.6m/secとなったため、血流量

測定時に分枝血管を圧迫した状態で測定すると、

342mL/minまで減少した。その後シャント血管修復検討中
に前回血栓閉塞した部分が再度閉塞し人工血管にて再造設

となる。

症例②：40歳男性。透析歴 3年。左上腕に自己血管シャン
トあり。透析導入後約 1年半経過してシャント本幹に径
2.0㎜の狭窄が生じ、分枝血管が径 8.3㎜と発達し始めた。
血流量は 954mL/minで保たれており経過観察とした。透析
導入後 2年後、狭窄部径が 1.6㎜となり PTAを施行。その
後血流量は 1147mL/min、分枝血管圧迫時 655mL/minと減
少するが、シャント本幹血流速度は 1.7m/secと保たれてお
り経過観察となる。

考察：分枝血管が発達したシャント症例では、分枝血管を

圧迫した状態で測定することにより本幹のシャント機能を

評価できると考える。これに合わせて分枝血管の太さ、シ

ャント本幹や分枝血管の血流速度等を総合的に評価するこ

とで VAVIT施行タイミングを判断できると示唆された。
岡山赤十字病院　生理検査課　086-222-8811(22240)

狭窄手前の分枝血管発達症例においてシャント機能の評価に苦慮した症例

◎金谷 京子 1)、谷口 裕一 1)、平井 沙也加 1)、生田 ひかり、塩見 麻耶 1)、市川 治 1)、三木 伸良 1)、大山 智之 1)

岡山赤十字病院 1)
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【はじめに】神経芽腫は小児期に発症する疾患であり、本

邦では年間 200例程度の新規発症例があるとされるが、嚢

胞性神経芽腫は極めて稀である。一般的に 1歳半未満の乳

児期発症の神経芽腫は予後良好であることが多く、低リス

ク群神経芽腫症例に対して腫瘍の自然退縮および分化を期

待した無治療による経過観察の有効性を観察する臨床研究

が行われている。今回、超音波検査を用いて経過観察した

症例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

【症例】3か月男児。在胎 32週に胎児超音波検査で腹部に

嚢胞性腫瘤が指摘された。在胎 39週 3日に 2990gで経膣分

娩にて出生、Apgar scoreは 8点/8点あった。高血圧や黄

疸、貧血や副腎不全を示唆する症状は認めなかった。腫瘍

マーカーは血清 NSE、尿中 HVA、VMAいずれも基準値内であ

った。日齢 2の超音波検査で、肝右葉背側、右腎頭側に

35×32×33mmの境界明瞭な円形腫瘤が認められた。内部に

は多数の不整な隔壁構造が顕在化しており、石灰化は見ら

れず病変全体が乏血性であった。日齢 8の MIBGシンチでは

腫瘤を含め有意な核種の集積を認めなかった。日齢 9の腹

部 MRIでは嚢胞壁が T1強調画像で低信号、T2強調画像で

高信号を示す多房性嚢胞性腫瘤を認め、嚢胞性神経芽腫と

診断した。低リスク群神経芽腫として無治療経過観察を行

う方針とした。腫瘍マーカーは血清 NSE、尿中 HVA、VMAい

ずれも基準値内で推移した。超音波検査では、3週目 29×

25×28mm、1か月半 24×21×20mm、2か月 20×16×18mm、

3か月 14×13×16mmと縮小傾向を認めており、追加治療は

行っていない。【考察】嚢胞性神経芽腫は神経芽腫に特徴

的な症状や腫瘍マーカーの上昇を認めず、また MIBGシンチ

での核種の取込みも認めないため、正確な診断や病勢の評

価が難しい。嚢胞性神経芽腫は一般的には自然退縮が期待

できる予後良好なものとされているが、一方で悪性度の高

いものが混在しており、再増大時に転移を生じた報告もあ

る。そのため、血清学的検査に加えて経時的な画像所見を

考察することが病勢把握のために重要である。特に低月齢

児に対して非侵襲的に実施可能な超音波検査は嚢胞性神経

芽腫の経過観察に有用である。

連絡先－086-422-0210(内線 2237）

経過観察中に縮小を確認できた嚢胞性神経芽腫の１例

◎西野 理紗 1)、秋山 沙希 1)、友國 淳子 1)、寺尾 陽子 1)、山内 陽平 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨床検査技術部 1)
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【はじめに】鼠径部に発生する子宮内膜症は全体の 0.6～
0.8%と稀な疾患である。今回、鼠径部子宮内膜症の症例を
経験したので報告する。【症例】30代女性【既往症】月経
困難症【主訴】右鼠径部に疼痛を伴う腫瘤を触知【超音波

所見】右鼠径部に 23×19mmの境界不明瞭な低エコー腫瘤
を認めた。内部不均一で点状～線状高エコー散在、中央部

は極低エコー、内部血流あり。皮下脂肪層から深部へ連続

している様だったが、後方エコーの減弱が強く、詳細な評

価は困難であった。周囲脂肪織のエコーレベル上昇と鼠径

リンパ節の反応性腫大を認めた。推定疾患には肉芽腫、化

膿性リンパ節炎、膿瘍があげられた。【MRI所見】右鼠径
管は拡張し、T1・ T2強調像で低信号、dynamic studyで漸
増性に不均一に濃染した。鑑別には肉芽、子宮内膜症があ

げられた。【針生検による病理組織診断】脂肪織を含む線

維性結合織の小片が採取され、軽度の炎症細胞浸潤を伴っ

た材料の一部に、円柱上皮からなる小型腺管と、それを取

り囲む疎な間質成分が認められた。免疫染色では ER（+）、
間質成分は CD10（+）であり、内膜症と診断された。【考

察】子宮内膜症は超音波像の典型像は確立されていないが、

境界不明瞭な腫瘤像を呈するという報告が多く、本症例も

同様であった。超音波像は病理組織像をよく反映しており、

炎症細胞浸潤のため腫瘤境界は不明瞭で、周囲脂肪織のエ

コーレベル上昇等の炎症所見がみられた。また、従来の線

維性結合組織に加え、新生の線維成分が形成されており、

そのために周囲と比べて後方エコーが減弱して見えたと考

えた。本症例では、MRIで鼠径管の腫脹が指摘されたが、
超音波検査では鼠径管の腫脹や腫瘤との連続性は指摘でき

ず、超音波検査のみで子宮内膜症を疑うことは困難であっ

た。子宮内膜症は月経周期によって腫瘤の大きさや疼痛の

程度、画像が変化することが報告されており、鼠径部の腫

瘤性病変でリンパ節やヘルニア等の典型像とは異なる画像

が得られた際に、性成熟期の女性では本症を念頭に置いて、

検査時に月経周期と症状との関連を聴取することができれ

ば診断の一助となり得ると考える。　　　　　　　　

連絡先：086-252-2211（代）

鼠径部に発生した子宮内膜症の一例

◎山本 和可子 1)、安梅 努 1)、塚本 久美子 1)、三宅 愛子 1)、小玉 亜梨奈 1)、伊藤 遥 1)、山上 祐貴 1)、佐藤 瞳 1)

社会福祉法人恩賜財団 岡山済生会総合病院 1)
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【はじめに】我々は馬蹄腎に合併した腎集合管癌

（collecting duct carcinoma：CDC）の 1例を経験したので，
若干の文献的考察を加えて報告する．

【症例】患者：66歳，男性．
現病歴：20XX年 2月より糖尿病にて当院内科に通院中．
【検査】20XX年 7月，スクリーニング目的で腹部超音波
検査（US）を施行．両腎下極は臍部付近で融合しており，
馬蹄腎と診断した．峡部はやや低～等エコーで腎中心部エ

コー像（CEC）は縮小，突出は認めず，輪郭は保たれてい
た．近傍に 1.1cm，1.4cm，3.2cm大の嚢胞を認めたが，腎
細胞癌を疑う腫瘤は認められなかった．20XX年 1月，食
欲不振・体重減少を主訴に来院．造影 CTで馬蹄腎峡部に
遅延性に不均一に造影される 10cm大の腫瘤を認めた．ま
た，肝内多発する腫瘤および腹部大動脈・ IVC周囲のリン
パ節腫大を認めた．PET-CTでも同部位に一致して集積を
認め，腎癌の多発肝転移，リンパ節転移が疑われた．肝生

検では，淡好酸性細胞質に類円形好塩基性核を有する腫瘍

細胞が，胞巣状，小塊状，策状構造をとり，浸潤性に増殖．

免疫染色では CK（+），CKhmw（+），p63（+）で
CDCと診断された．
【考察】馬蹄腎は 400人に 1人の割合で発生する．馬蹄腎
に合併する悪性腫瘍の内訳は，腎細胞癌 45％，腎盂腫瘍
20％，Wilms腫瘍 28％，その他 7％である．CDCの発生頻
度は腎細胞癌全体の 1％前後と非常に稀で，診断時にはす
でに病期が進行していることが多く，予後不要の癌である．

CDCの US画像の特徴として，①浸潤性発育の像を呈し，
②腫瘍が増大しても腎の輪郭が保たれ，③腎中心部エコー
像は変形・縮小し，④腫瘍血流は乏しく，⑤腫瘍のエコー
レベルは症例により様々であると報告されている．このた

め，USでは早期の CDCは描出困難で本症例でも USで病
変を同定することは出来なかった．

【結語】馬蹄腎に合併した CDCの 1例を経験した．馬蹄腎
峡部に腫瘍が存在することは非常に稀であるが，CDCは典
型的な腎細胞癌のような充実性腫瘤としては描出されない

ため，USを施行する場合は注意深く観察する必要があると
思われた．　　　　　　　放射線第一病院　0898-23-3358

馬蹄腎に合併した腎集合管癌の 1例

◎森賀 信行 1)

順天会 放射線第一病院 1)
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【はじめに】魚食文化のある本邦において消化管異物、特

に魚骨による消化管穿孔の報告は比較的多い。一方で同疾

患の術前診断率は必ずしも高いとは言えず、さらにモダリ

ティは主に CTの報告が多く、体外式超音波（以下 US）で
診断し得た報告例は少ない。今回 USで診断し得た魚骨に
よる盲腸穿孔の 1例を報告する。
【症例】84歳女性。【主訴】右下腹部痛と悪心。
【現病歴】2014年 3月 30日より上記主訴が出現し、翌日
近位を受診された。右下腹部に反跳痛および筋性防御を認

め、急性腹膜炎が疑われたため当院へ緊急搬送された。

【血液検査】WBC 9,830 /μl、NEUT 89.0 %、Hb 9.5 g/l、PLT 
18.0 万/μl、CRP 29.2 mg/dl。
【画像所見】US：3.75～6MHzコンベックスプローブによ
る観察で、回盲部周囲脂肪織の肥厚および輝度上昇を認め、

同部が圧痛の最強点であった。また上行結腸外側（傍結腸

溝）に点状高エコーを含む混濁した液体貯留を認めた。さ

らに虫垂開口部近傍の盲腸壁から腸管外の脂肪織にかけて

約 2cmの線状高エコーを認めた。7MHzリニアプローブで

の観察では線状高エコーは均一な幅で、弱い音響陰影を伴

っていた。ソナゾイドを用いた造影では虫垂開口部近傍に

壁の連続性が途絶している部位を認め、魚骨による同部の

穿孔が示唆された。CT：US同様、回盲部に High densityの
線状陰影を認め、上行結腸の外側に膿瘍形成を疑う液体貯

留を認めた。US、CTともに free airは認めなかった。
【経過】開腹下回盲部切除術が施行され、魚骨穿孔に伴う

急性限局性腹膜炎と診断された。

【考察】魚骨など消化管異物の多くは自然に排泄されるが

穿孔した場合、腹膜炎を引き起こし重篤な状態に陥る。本

症例では USで回盲部に膿瘍形成を伴う強い炎症所見を認
めたが、虫垂炎や憩室炎の所見はなく、高周波リニアプロ

ーブで魚骨を同定し、造影にて穿孔部位を推測することが

できた。異物による消化管穿孔の診断は、まず疾患を想起

すること、さらにコンベックスプローブによる全体像の把

握に加え、異物を検出するために炎症所見の強い場所を中

心に高周波リニアプローブによる詳細な観察を行うことが

重要であると考えられる。

診断に体外式超音波検査が有用であった魚骨による消化管穿孔の１例

◎岩﨑 隆一 1)、竹之内 陽子 1)、谷口 真由美 1)、小倉 麻衣子 1)、妹尾 顕祐 1)、火口 郁美 1)、木村 正樹 1)、河口 豊 1)

川崎医科大学附属病院 1)
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【はじめに】動脈管開存症は先天性心疾患で,肺動脈から大
動脈へ通じる胎生期循環の交通路が何らかの原因で開存し

たまま残ったものである.通常は連続性雑音を聴取する事が
多い.今回,心雑音は聴取出来なかったが,腎生検の入院時に
血管脈波検査（ABI）を施行したところ,簡易心機能評価で
左室機能低下が疑われた事により,経胸壁心臓超音波検査を
依頼され, 動脈管開存症の発見に至った.【症例】30歳代,女
性.【既往歴】特記すべき事項なし.【現病歴】血尿.近医で
尿潜血,尿蛋白を指摘され,当院腎臓内科に紹介.【身体所見】
身長:157cm,体重:48kg,血圧:101/56mmHg,心雑音なし,下肢浮
腫なし.【胸部 X線】CTR:46％.【心電図】心拍数:51拍/分,
洞調律.【心臓超音波検査】左室収縮能や弁逆流は正常範囲
内であったが、左室短軸断面大動脈弁レベルでの観察で,カ
ラードプラ法にて肺動脈分岐部から肺動脈弁に向かう連続

性シグナルを認め,動脈管開存症を疑った.左室拡大や肺高血
圧は認めず,肺体血流比は 1.1であった.【心臓MRI】下行大
動脈脈から肺動脈へ連なる血管構造物を認め,動脈管開存症
と診断された.脈管の太さは 6～9㎜、長さ 17.7㎜であった.

また,右心負荷を示唆する所見は認めなかった.【経過】ガイ
ドラインに沿い心内膜炎予防した上で,腎生検を施行.所見は,
IgA腎症,細管間質性腎炎であり,腎臓治療を優先し,ステロイ
ドパルス療法を開始.動脈管開存症については現在症状がな
い為に経過観察となっているが,感染性心内膜炎の感染性リ
スクとなりうるので,今後はご本人に治療の意思があればプ
ラグ塞栓などの治療を検討する.【考察】今回発見の契機で
ある,フクダコーリン社製 formでは簡易心機能評価を有し
ており,左室の収縮機能不全をはじめ,種々の病態や心疾患の
種類と重症度の評価に有用であるとされている.今後,簡易心
機能評価をより注意深く観察していく事で,新たな発見があ
ると考えた.また日頃から,心雑音を聴取していなくても,若
年の検査初回の患者さんは心室中隔欠損･心房中隔欠損･肺

動脈狭窄･動脈管開存症についてはスクリーニングとして有

無を確認し,レポートに記載していた事も今回の発見に繋が
ったと考えた.

血管脈波検査を契機に発見された動脈管開存症の一例

◎中岡 加奈子 1)、吉川 由佳里 1)、正木 千晶 1)、木村 優里 1)、多田 浩章 1)、高松 典通 1)

川島病院 1)
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【はじめに】感染性心内膜炎における疣腫は基礎疾患のあ

る弁位に付着し、僧帽弁が最も高頻度である。僧帽弁閉鎖

不全症では僧帽弁の左房側、大動脈弁閉鎖不全症では大動

脈弁の左室側の弁腹に付着することが多い。今回我々は感

染性心内膜炎に合併した僧帽弁閉鎖不全症において、左室

内腔のみに疣腫の付着を認めた症例を経験したので報告す

る。【症例】58歳男性【既往歴】気管支喘息、アトピー性
皮膚炎(シクロスポリン内服中)、3年前に感染性心内膜炎疑
いで治療。【現病歴】当院入院 10日前頃から頸部痛と頸部
の可動制限が出現、その後微熱も認めていた。当院入院

6日前に 38度以上の発熱と尿閉症状が出現し、近医を救急
受診した。血液検査にて炎症反応の上昇、MRIで頸椎 C5-
6に化膿性椎間板炎、心エコーで左室内に疣腫を疑う可動
性構造物の付着を認め、精査加療で当院心臓血管外科紹介

となる。【入院時心エコー所見】僧帽弁逸脱(A1･P1疑
い)、MR(重症)、前乳頭筋周辺の左室壁に 10ｍｍ大で可動
性のある構造物を複数個認め、付着部位に沿うように

MRの吸い込み血流が近接していた。【入院時経食道超音

波所見】前乳頭筋とその心基部側の左室内膜に複数の疣腫

の付着を認め、可動性(+)。A1･P1逸脱(腱索断裂伴う)あり。
【入院後経過】前医での血液培養からメチシリン耐性黄色

ブドウ球菌が検出された。入院時の頭部MRIにて多発性急
性期脳梗塞を認め、疣腫の性状からも手術適応と判断され

た。入院 5日目に僧帽弁形成術が施行された。【手術所見】
僧帽弁は A1に検索断裂あり、弁自体に疣腫の付着認めず。
乳頭筋周囲に付着する大きな疣腫 2個を摘出し、残りの小
さい疣腫は吸引と高圧洗浄にて除去した。【病理所見】疣

腫組織はフィブリン炎症細胞からなり、内部に球菌の菌塊

を認めた。腱索組織は一部壊死に陥り、周囲には球菌が付

着。感染性心内膜炎による腱索断裂と診断された。【考察】

今回の症例は腱索断裂によって生じたMRの吸い込み血流
が原因で周辺の左室内膜に疣腫が付着したものと考えられ

る。【結語】左室内腔のみに疣腫の付着を認めた感染性心

内膜炎の一例を経験した。　

連絡先　086-225-2111(内線 83500)　　　　　　　　　　　　　　　

左室内腔のみに疣腫の付着を認めた感染性心内膜炎の一例

◎前田 光秀 1)、定平 麻希 1)、森岡 知子 1)、小林 直子 1)、深井 実佳 1)、秋山 真樹 2)

川崎医科大学総合医療センター 生理検査室 1)、川崎医科大学総合医療センター 内科 2)
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【はじめに】冠動脈瘻は、冠動脈の末梢の一部が心腔内や

肺動脈などの本来と異なる部位に開口する先天異常であり、

近年心エコー図検査において偶然に発見される機会が増加

している。右冠動脈が冠静脈洞に開口した一例を経験した

ので報告する。

【症例】50歳代男性【現病歴】昼間の眠気にて睡眠時無呼
吸症候群を疑われ、診察時に心雑音を指摘され、心エコー

図検査を施行されることとなった。

【心エコー図】左室収縮能正常。両心房拡大、左室拡大あ

り。右冠動脈及び冠静脈洞の著明な拡大を認め、右冠動脈

から冠静脈洞方向へ蛇行した異常な脈管構造を認め、冠動

静脈瘻が疑われた。左室流出路と右室流出路にて測定した

Qp/Qsは 1.01であった。
【冠動脈 CT】左冠動脈異常なし。右冠動脈は入口部から拡
大が著明で蛇行しており、拡大した冠静脈洞につながる。

【心臓カテーテル検査】左冠動脈異常なし。右冠動脈は入

口部から拡大し、蛇行しながら冠静脈洞にシャントを形成

していた。サンプリングにより Qp/Qsは 2.37であった。

【経過】睡眠時無呼吸症候群(AHI80.9回/時)は重症で
CPAPにて治療された。また脂質異常症に対しスタチンが
投与された。冠動静脈瘻については、心不全は不顕性であ

るために治療希望なく、経過観察中である。

【考察】冠動脈瘻は近年画像検査において偶然に発見され

る機会が増加している。CT検査による報告では、頻度は
0.75～0.9％と比較的高頻度の疾患で、起始は右冠動脈 50～
60％、左前下行枝 25～40％、回旋枝 20％、対角枝 2％、両
側 5％。開口部は肺動脈 15～40％、右心室 15～40％、右心
房 20～25％、左心房・左心室が 2～5％と程度とされる。冠
静脈洞に開口するものは 5％と頻度は低いが、心不全、血
栓、虚血を呈しやすく、予後不良因子として知られる。心

エコー図での冠動脈瘻検出は 0.06％と検出率は低いものの、
臨床上重要な冠静脈洞に開口する冠動静脈瘻は特徴的な所

見を有し、心エコー図検査が診断に有用と考えられた。

　　　　　　　　　　連絡先　086-225-2111（内線 83500）

右冠動脈が冠静脈洞に開口した一例

◎小林 直子 1)、前田 光秀 1)、定平 麻希 1)、森岡 知子 1)、深井 実佳 1)、秋山 真樹 2)

川崎医科大学総合医療センター 生理検査室 1)、川崎医科大学総合医療センター 内科 2)
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症例は 70代男性。7年前にホルター心電図検査で発作性心房細動を指摘され内服治療中であった。2年前より睡眠時無呼吸にて
CPAP治療されていたが、日常生活で心不全症状は認めていなかった。20XX年 6月、労作時息切れ、立ち眩みを主訴にて来院
し、来院時の 12誘導心電図検査では徐脈性心房細動と四肢誘導での低電位、さらに胸部誘導での R波増高不良を認めた。心臓
超音波検査では軽度の左室壁肥厚、少量の心嚢水、左房拡大と e’の低値を認めた。初診時からさかのぼり心電図波形を確認する
と発作性心房細動の指摘はホルター心電図検査のみで、12誘導心電図検査では指摘がなく、また初診時の心電図波形と比べ今回
は明らかに低電位化していた。超音波所見は直近 2年前と著変なかったが、心アミロイドーシスを疑い 2D Speckle tracking 法に
よる長軸方向のストレイン（longitudinal strain）解析をおこなった。Global longitudinal strain（GLS）=-14.6%と低下し、各セ
グメントの longitudinal strainを表示したブルズアイでは心アミロイドーシスに特徴的な apical sparing patternを認めたため、主
治医に報告した。その後、シンチで心臓にピロリン酸集積を認め、十二指腸生検を行いアミロイドーシスが確定した。遺伝子解
析にて野生型トランスサイレチン（ATTRwt）アミロイドーシスと診断され、他院で心筋生検後タファミジスによる治療が開始
された。2019年に ATTRwtアミロイドーシスの治療薬として認可されたタファミジスは軽度心不全症状で予後改善が報告され
ており今後さらに早期診断が重要となってくる。今回の症例は初診時からさかのぼって検証すると心電図の電位や左室拡張能の
指標が徐々に変化しているため以前からアミロイドの沈着が進んでいたと推測されたが、診断確定時に心不全症状は軽度であり
治療のタイミングとしては妥当であったと考える。ATTRwtアミロイドーシスは進行が緩徐と言われており、今回の症例も特徴
的な所見を呈するのに時間を要したと考えられた。そのため心アミロイドーシスの早期診断には心電図変化や拡張障害に注視し、
積極的にストレイン解析を行うことが有用であると考えられた。

2D Speckle tracking 法が診断の契機となった ATTRwt アミロイドーシスの 1例

◎吉武 美香 1)、米田 登志男 1)、浅野 清司 1)、芝 美代子 1)、清水 健太 1)、橋本 美咲 1)、田坂 美樹 1)

広島赤十字・原爆病院 1)
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【症例】48歳男性、15分持続する胸痛を自覚。その後も頻
発する胸痛で近医受診。急性冠症候群が疑われ紹介となっ

た。

【検査所見】心電図：Ⅱ・ V4～V6誘導 ST低下。採血：
CK max 784U/L、TropT 1.630ng/mL。胸部 X線：心拡大な
し、心陰影に異常なし。

心カテーテル：冠動脈造影で左冠動脈主幹部(LMT)から回
旋枝(LCx)は、著明に拡張(LMT～LCx径：約 10～15mm、
中部瘤化部径：20mm)、蛇行を繰り返し右房または右室底
部付近への開口が考えられた。左前下行枝は、正常血管径

で走行異常なし。比較的灌流域が広い対角枝(D1)は高度狭
窄(90％)を認めた。右冠動脈は異常なし。右心カテーテル
では右室で SpO2 step upを認め、シャント率 1.4であった。
冠動脈 CT：D1近位部で狭窄(75%)を認めた。LMT起始部
は 12mmと拡張、LCxは蛇行・屈曲を繰り返し、右室下壁
心筋内に埋没後、右室に開口した。拡張した LCx中部には
内腔に血栓またはプラークを伴う限局性瘤化部分(21mm)を
認めた。

UCG：D1領域(下後壁)の限局性 hypokinesisを認めた。
LMT径は 8mm、LCx径は 18mmと拡張し側壁に沿って下
降した。全周期にわたり右室自由壁基部から心尖部方向へ

向かう異常流入血流を認めた。

【経過】降圧剤、スタチン、抗血小板剤、抗凝固剤を投与

し経過観察中である。

【考察】冠動静脈瘻は、冠動脈末梢が心腔内や肺動脈など

に開口する先天性疾患で、冠動脈全般にわたる拡張や限局

性冠動脈瘤を合併することがあるが、一般的には無症状で

ある。本例の胸痛の原因は、D1の一過性閉塞による限局性
心筋梗塞と考えられた。D1病変の進行に伴う頻回の胸痛発
作に加え、冠動静脈瘻による冠盗血現象の増加に伴う心不

全・虚血や冠動脈瘤破裂が危惧される時には手術を考慮す

る必要がある。

【結語】UCG検査で心外膜に接する拡張した異常血管を認
めた場合、冠動静脈瘻を疑い、その血管の起始部と走行お

よび開口部（短絡の有無）を注意深く観察する必要がある。

連絡先：0829-36-3111　内線：2104

急性冠症候群を契機として発見された巨大左冠動脈・右室瘻の 1例

◎谷下 さやか 1)、本山 唯 1)、岡﨑 千花子 1)、北村 紀恵 1)、霜津 宏典 1)、福岡 達仁 1)、藤原 敬士 2)、藤井 隆 1)

厚生連廣島総合病院 臨床研究検査科 1)、循環器内科 2)
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【はじめに】心腔内血栓はしばしば腫瘍との鑑別を要し、

栄養血管を認めた場合には一般に腫瘍を疑う。心エコー図

にて心腔内腫瘤に栄養血管様の血流信号を認め、病理診断

で血栓であった２例を経験したので報告する。

【症例１】40歳代男性。検診で心電図異常（Ⅰ、aVL以外
に陰性Ｔ波）を指摘され心エコー図を行ったところ、左室

心尖部に腫瘤性病変を認め手術目的で入院した。【心エコ

ー図】左室収縮能正常下限(EF 48%)、心尖部の壁運動低下。
左室心尖部に腫瘤（20×12mm）を認め、腫瘤基部に左室内
血流とは異なる血流信号を認めた。【心臓MRI】腫瘤性病
変は STIRで高信号でないこと、造影効果がはっきりしな
いこと、CTと比較してやや縮小傾向であることから血栓が
疑われた。【手術所見】心尖部の腫瘤は血栓様で、心内膜

との付着部は白色の固い組織であった。術中迅速で粘液腫

疑いであり、切除部位周辺の心内膜を追加切除した。【病

理所見】腫瘤は赤褐色調の部分と白色調の部分が存在。組

織学的には、赤色調部分は血液成分と炎症細胞や紡錘形細

胞等の増生、白色調部分は繊維性結合組織であり一部に血

管様構造がみられた。血栓と併存する浮腫状の肉芽組織と

診断された。

【症例 2】60歳代男性。持続性心房細動に対するカテーテ
ルアブレーション目的で経食道心エコー図および冠動脈

CTを施行したところ、左房内に腫瘤性病変を認め手術目的
で入院した。【経食道心エコー図】左房内腔にポリープ型

の充実性病変（8×12mm）を認め、基部に血流信号を認め
た。【心臓MRI】左房上壁に腫瘤を認め、T1WIでは中間
的信号、T2WI高信号で、血栓よりも粘液腫の疑いが強い
と診断された。【手術所見】左房上壁に広く接する腫瘤を

認め、内膜ごと切除。術中迅速で血栓の診断であった。

【病理所見】赤褐色調の隆起性組織で、組織学的に腫瘤の

大部分はフィブリンと赤血球で血栓に相当。器質化成分は

僅かであった。

【考察】心腔内血栓に栄養血管様の血流信号を認めた 2症
例を経験した。血流信号を認める機序として、①器質化に
伴う新生血管、②血栓に併存する肉芽組織の血流が示唆さ
れた。連絡先　086-225-2111(内線 83500)

栄養血管様の血流信号を認めた心腔内血栓症の 2例

◎森岡 知子 1)、前田 光秀 1)、定平 麻希 1)、小林 直子 1)、深井 実佳 1)、秋山 真樹 2)

川崎医科大学総合医療センター 生理検査室 1)、川崎医科大学総合医療センター 内科 2)
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【はじめに】生体弁の血栓弁は比較的稀である。僧帽弁置

換術後短期間で血栓弁を生じた生体弁の１例を経験し、特

徴的な心エコー画像であったので報告する。【症例】70代
女性、身長 154cm、体重 44kg 【現病歴】高血圧症・糖尿病
を有し、3年前から腎硬化症にて維持透析中であった。シ
ャント狭窄を繰り返し新規シャント作成目的で紹介入院し

た。強い労作性呼吸困難感を自覚していた。術前の心エコ

ー図および冠動脈造影にて冠動脈多肢病変と機能性僧帽弁

逆流を指摘され、冠動脈バイパス術及び僧帽弁置換術を施

行された。【術前心エコー図】左室・左房拡大あり。左室

壁運動は右冠動脈及び回旋枝領域で高度低下し、EF 25％。
機能性MRを認め PISA ERO 0.32cm2と中等度、大動脈弁
の軽度肥厚と解放制限(プラニメトリ法での弁口面積
0.8cm2)あるも平均圧格差 6mmHgで偽性大動脈弁狭窄症を
疑った。左室インフローは E/A 1.2、DCT 158msec、TRPG 
25mmHgであった。【術前冠動脈造影】RCA#1 100%、
LAD#5 90%、#8 90%、LCX#11 100%。【手術記録】胸骨正
中切開、CABG (LITA- LAD, SVG-OM, SVG-RCA 冠動脈が

筋肉内を走行していたため剥離困難で出血あり)、僧帽弁置
換術(Epic27mm)を施行、大動脈弁は直視下に観察し、柔ら
かく弁置換必要なしと判断された。術直後の経食道エコー

にて僧帽弁の開放は問題がなかったが、その後人工心肺離

脱時に血圧低下を認め、PCPS装着され ICUに帰室した。
【術後 7日目心エコー図】心室中隔の奇異性運動あり、左
室収縮能は術前より低下。僧帽弁位平均圧格差 11～
13mmHg、僧帽弁弁口面積は PHT法で 0.73cm2と生体弁機
能不全が示唆された。生体弁の前尖側の弁尖に開放制限を

認めた。【術後８日目経食道心エコー図】生体弁の左室側

に血栓と思われる充実性構造物が付着し、特に前尖側が強

く開放制限されていた。【経過】溶解療法および強力な抗

凝固療法を試みたが、血栓は溶解することなく、多発塞栓

症を合併し術後 43日目に永眠された。【考察】生体弁は機
械弁と比較して血栓弁リスクは低いとされているが、低左

心機能と出血により十分な抗凝固が困難であったことから

血栓弁を生じた。診断には心エコー図検査が有用であった。

          連絡先　086-225-2111　（内線 83500）

僧帽弁置換術後短期間で血栓弁を生じた生体弁の１例

◎定平 麻希 1)、前田 光秀 1)、森岡 知子 1)、小林 直子 1)、深井 実佳 1)、秋山 真樹 2)

川崎医科大学総合医療センター 生理検査室 1)、川崎医科大学総合医療センター 内科 2)
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【はじめに】

透析患者に対する検査は、定期検査・病態に応じて行う検

査、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査の 3 つに分類される。その中で定期検査

は透析合併症の早期発見を目的に行われている。当院透析

患者に対しても多くの定期検査が実施されており、心電図

検査は毎月実施している。今回我々は透析患者の定期心電

図検査の頻度と有用性について検討したので報告する。

【対象・方法】

対象は、2018 年 4 月から 2020 年 3 月に実施した当院外来

透析患者の定期検査延べ 6,454 件で、循環器医師への報告

件数とその内容について分析を行った。健診で心電図を実

施した延べ 3,929 件を比較対象とした。

報告事例は当院で決められているﾊﾟﾆｯｸ値に該当するもの、

検査技師の判断によりｱﾗｰﾄ値として報告したものとした。

また同一患者の 2 ヶ月以内のﾊﾟﾆｯｸ値を除く同一事例は除外

した。

【結果・考察】

透析患者と健診受診者の比較では、透析 6,454 件のうち

54 件(0.84％)、健診 3,929 件のうち 10 件(0.25％)で循環器医

師への報告を行い、報告件数には顕著な差が認められた。

また、透析では 17 件(0.26％)、健診では 4 件(0.10％)で処

置・追加検査・基幹病院への紹介を行い、同様に差は顕著

であった。

検査頻度の検討では、毎月実施では患者数 307 人に対して

54 人(17.59％)ある報告率が 3 ヶ月毎の検査頻度を仮定した

場合 18 人(5.86％)と明らかな差を認めた。

【結語】

透析患者の心電図検査は循環器医師への報告、報告後の対

応において健診受診者との差は顕著であった。心電図検査

の頻度を比較すると、1 ヶ月毎と 3 ヶ月毎では医師への報

告率に顕著な差があった。従って透析患者における月 1 回

の定期心電図検査は有用であると考える。

連絡先：086-422-3655(代)　検査健診部

血液透析患者における定期心電図検査の頻度と有用性

◎佐藤 麻里恵 1)、古吉 明美 1)、松本 純子 1)、林田 志保 1)、谷 誠 1)

医療法人創和会 しげい病院 1)
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【背景・目的】動脈硬化の非侵襲的評価方法として，血管

内皮機能を反映する上腕動脈の血流依存性血管拡張反応

(Flow-mediated vasodilation：FMD)がある．FMDは腎機能
と相関を示すことが報告されており，慢性腎臓病進行への

動脈硬化の関与が考えられる．腎線維化は慢性腎臓病進行

時の共通像であり，FMDとの関連はこれまで明らかでない
ため検討した．

【対象と方法】2018年 1月から 2021年 3月に上腕動脈
FMDを測定した腎生検施行患者 59例を対象とした．
1) FMDと腎皮質線維化面積，患者背景，血液・尿検査所見，
腎臓超音波所見の関係について検討した．

2) 線維化面積 25％で線維化軽度群，中等度以上群の 2群に
分け，各指標を比較した.
【結果】1) FMDは eGFR(r=0.429，p<0.001)と正の相関を、
線維化面積(r=-0.319，p=0.014)，年齢(r=-0.591，p<0.001)，
RI(r=-0.314, p=0.021) 尿 NAG (r=-0.270，p=0.044)，
尿 β2MG (r=-0.277, p=0.039)と負の相関を認めた．
FMD低下群(<7%)では正常群(≧7%)と比較し，線維化面積

(p=0.021)，年齢(p<0.001)，男性と喫煙歴ありの割合
(p=0.041, p<0.001)が有意に高く，eGFR(p=0.010)，
拡張期血圧 (p=0.023)が有意に低かった．
2) 中等度以上の線維化群では軽度群と比較し，FMD
(p=0.026)，eGFR(p=0.006)が有意に低く，拡張期血圧
(p=0.021)，男性の割合(p=0.036)が有意に高かった．
【考察】中等度以上の腎線維化の進行により FMDは低下
しており，全身の血管内皮機能低下と腎線維化の進行の

関連が示唆された．また，血管内皮機能には腎機能や

年齢，性別などの複数因子の関与も考えられた．今後は

症例数を増やし，これらの因子も考慮した検討をさらに

行いたい．

【結語】腎臓線維化が中等度以上に進行している場合，

血管内皮機能が低下している可能性がある．

　　　　　　　　　　　連絡先：088-631-0110 (川島病院)

血管内皮機能と腎線維化の関連性

◎吉川 由佳里 1)、正木 千晶 1)、中岡 加奈子 1)、中木 竜馬 1)、岡本 拓也 1)、池田 ゆか 1)、多田 浩章 1)、高松 典通 1)

川島病院 1)
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【目的】血圧脈波検査は動脈硬化や下肢動脈の狭窄などの

診断に有用である．その指標として脈波伝播速度や ABIの
計測がよく用いられている．下肢脈波の立ち上がり時間

(UT)が下肢動脈狭窄の診断に有用か否かについて検討．
【対象・方法】対象は血圧脈波検査を実施した 50歳以上の
男女 153例で，内訳は以下のとおりである．
1群．健常例:39例　　　2群．高血圧症:39例
3群．脂質異常症:27例　4群．糖尿病＋脂質異常症:20例
5群．糖尿病＋脂質異常症＋高血圧症:28例
　使用機器は血圧脈波検査装置（VS-2000システム，F社
製）で各群における下肢脈波の立ち上がり時間(UT)の有用
性について他の指標と対比検討した．

【成績・考察】1．立ち上がり時間(UT)と各指標との相関
1）UTと ABIの相関　右足：r=-0.587（p=0.00000），
左足：r=-0.701（p=0.00000）．

2）UTと CAVIの相関　右足：r=-0.007（p=0.93083，NS），
左足：r=-0.145（p=0.07460，NS）． 

2．5群における立ち上がり時間(UT)，ABIの測定値の比較

1）UTは 4，5群が 1～3群に比し有意な高値を示した．
2）ABI は 4，5群が 1～3群（右足を除く）に比し有意な
高値を示した．

3．5群の立ち上がり時間(UT)，ABIの異常値出現率の比較
　各異常値：UT≧180msec，ABI＜1.00
1）UTは 4群が 1～3群に比し有意な高率を示した．
左足の 5群が 1，4群に比し有意な高率を示した．

2）ABI は 4群が 1～3群に比し有意な高率を示した． 
5群も 1～3群に比し有意な高率を示した（右足の 4群
と 2群を除く）．

　以上の成績より，立ち上がり時間(UT)は ABIと同様に下
肢動脈狭窄の良い指標であると考える．ABIよりも異常値
を示す頻度が高く，沢山らの報告のように下肢動脈狭窄の

病態を ABIより早期にとらえている可能性がある．
【結語】血圧脈波検査を施行した 153例を検討した結果，
立ち上がり時間(UT)は ABIと同様に下肢動脈狭窄の良い指
標であると考える．

（連絡先：℡(086)942-9900（内線 9166）

血圧脈波に関する研究

－下肢脈波の立ち上がり時間(UT)の臨床的意義－

◎久保木 花奈 1)、山本 誠一 1)、仲辻 達也 1)、植本 美佐夫 1)、石原 夕莉 1)、森安 節子 1)

社会医療法人 岡村一心堂病院 1)
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【はじめに】血液透析患者は末梢動脈疾患を合併する頻度

が高く、重症下肢虚血(CLI)へと伸展する割合も多い。皮膚
灌流圧（SPP）検査は皮膚レベルの微小循環の指標であり
動脈の石灰化の影響を受けないため、糖尿病や長期の維持

透析患者においても CLIの重症度評価や壊死部切断レベル
の判定に重要な役割を果たしている。今回、CLIを合併す
る透析患者の SPP検査において透析の与える影響について
検討したので報告する。

【測定機器】カネカメディックス社製の PAD3000および
PAD4000を使用した。
【対象および方法】2016年 10月から 2020年 3月までの非
透析日に SPP検査を 151カ所施行したのべ 38名（平均年
齢 71歳±10歳、男性 30名、女性 8名、透析歴 9±5年）
を検査時の状態が血行再建等の必要がある臨床状態不良群

と良好群に分類し比較検討した。また、2020年 1月から
2021年 2月の透析日と非透析日に SPP検査をそれぞれ
20カ所施行したのべ 8名(平均年齢 59±9歳、男性 4名、女
性 4名、透析歴 11±4年)については透析による SPP値への

影響について検討した。

【結果】非透析日に施行した臨床状態不良群の SPP値は
31±4mmHg、良好群は 58±18mmHgで良好群が有意に高値
を示した(p<0.05)。しかし、不良群の中に SPP値が高値を
示す症例が散見されたため、透析日と非透析日の両日に施

行した例を検討すると透析日の SPP値は 32±15mmHg、非
透析日は 52±19mmHgと非透析日が有意に高値を示した
(p<0.05)。また、透析日と非透析日の SPP値の差と透析歴
には相関を認めた(r=0.49、P<0.05)。
【考察】CLIを合併する透析患者の SPP値は透析後に有意
に低下しており透析による循環血液量の低下の影響が考え

られた。また、透析歴が長くなる程、透析前後での SPP値
の差が大きくなる傾向がみられた。CLIを合併する透析患
者の SPP値は透析後に測定した値が実際の臨床状態を反映
している傾向があると考えられた。

（連絡先：088-633-9306）

重症下肢虚血患者の SPP検査における透析の影響

◎中川 裕美 1)、平岡 葉月 1)、河野 裕美 1)、坂東 典子 1)、香川 葉子 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 1)
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【目的】近年、経皮的冠動脈形成術(PCI)において高度石灰
化病変に対し「Rotablator(Rota)」を用いて石灰化を debulki
ngし治療を行っている。しかし 2019年、新たなデバイス
である「Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy Sy
stem(OAS)」が使用可能になり、石灰化病変の治療戦略の
幅が広がった。今回我々は、当院で施行した OAS使用症例
に関し、Rota使用症例と比較検討したので報告する。
【対象】2019年 1月～2021年 5月に OASのみ、もしくは
Rota＋OASを使用した症例 12例(OAS群：男性 11例、平
均年齢 71.2±6.1歳)、Rotaのみを使用した症例 15例(Rota
群：男性 14例、平均年齢 72.6±6.4歳)とした。

【方法】画像診断装置 OCT/ OFDIを使用し、OAS、Rota
の効果を比較するため、以下のことを検討する。①治療前

後の debulkingされた石灰化の厚みを比較する。②治療前、
debulking後に血管内腔断面積を計測し、比較する。③Stent　
留置後に Stent内腔断面積を計測し、治療前の血管内腔断面
積と比較する。なお、治療前は、直径 2.0mm以下の balloon
で拡張したものも対象とした。

【結果】①debulkingされた石灰化の厚みは OAS群 408.3±2
35.7μmvsRota群 415.3±451.5μm　、P＝0.708であった。②d
ebulkingによる areaの拡張率は OAS群　159.0±67.6%(2.4±1.0
mm2→3.5±1.2mm2)vsRota群 139.2±33.5%(2.6±0.9mm2→3.6±1.8
mm2)、P＝0.017であった。③治療前から Stent留置後の Are
aの拡張率は OAS群　316.7±141.5%(2.4±1.0mm2→6.6±1.4m
m2) vs Rota群　286.0±81.6%(2.6±0.9mm2→7.0±1.8 mm2)、P
＝0.064であった。
【考察】今回の検討において、Rotaは直線的に進むが、OA
Sは軌道回転し、進むときと戻るときに debulkingが可能で
あるため、局所的かつ広い範囲で石灰化が除去され、debul
kingによる areaをより大きくすることができると示唆され
た。また stent留置後には、有効な areaが確保されており、
予後は良好である可能性が高いと考えられる。今後、我々

は OCT/OFDIの画像を判読し、高度石灰化病変に対する O
ASの有用性について検討をしていく必要がある。
【結語】OASは石灰化病変の治療において有用であると考
えられる。         　　連絡先―0864220210(内線 6135)

当院における Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy Systemの現状

◎坂井 基樹 1)、清水 速人 1)、楠本 莉小 1)、横内 美保子 1)、寺田 舞 1)、藤井 巳世子 1)、大下 嘉文 1)、白﨑 頌人 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)
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【はじめに】脳波は年齢による変化や異常脳波の出現に加

え多彩な非特異所見により、判読が紛らわしくなることが

ある。終夜 PSGにおける脳波視察判定も例外ではなく、
R&K法や AASMマニュアルに記載のない波形を経験する
ことが少なくない。今回我々は、SASを疑われたため終夜
PSGが施行され、睡眠脳波に過剰な α波の混入を認めたが、
その出現部位により睡眠ステージがスムーズに判定可能で

あった症例を経験したので報告する。

【症例】53歳、女性、BMI 40.4。既往歴は糖尿病、気管支
喘息。足底筋膜炎治療のため当院の整形外科を紹介受診。

また高度肥満のため内分泌内科が共診となり、自覚症状か

ら SASが疑われたため終夜 PSGが施行された。睡眠に影
響を及ぼすとされる薬剤の服用はなかった。

【検査所見】無呼吸低呼吸指数 30.0、最低酸素飽和度 72％、
最長呼吸イベントは 59秒の低呼吸であった。
安静・覚醒・閉眼時には 11Hzの α波が後頭部優位に出

現し、入眠後にもほぼ同じ周波数の α波が前頭部・中心部
に過剰に混入していた。

【結果】後頭部優位に出現する α波は、α律動としてその
割合に応じて覚醒と判定し、前頭部・中心部に限局して混

入する α波は、α-sleep pattern(K-α、α-δ sleep)と呼ばれる状
態として睡眠と判定可能であった。

【考察】α-δ sleepは繊維筋痛症や関節リウマチ、慢性疲労
症候群などの痛みや疲労感を主訴とする疾患で出現すると

広く知られていたが、近年では疾患特異性はなく睡眠の質

の低下が疑われる状態とされ、非特異的な脳波所見として

睡眠ステージ判定を困難にしている。

α-intrusionが顕著な脳波では背景律動の特徴所見を手が
かりに睡眠段階を判定するが、本症例では α波の出現部位
により、覚醒を示す α律動と睡眠中に混入する α波が明瞭
に鑑別でき、睡眠ステージ判定が容易であった。前頭部誘

導を記録する事でより明確に両者を区別でき、その有用性

を認識することができた。

本発表に際しご指導いただいた徳島病院 脳神経内科 谷口
浩一郎先生に感謝します。　　　(連絡先：088-633-9306)

α波の出現部位が PSG検査の睡眠ステージ判定に有用であった 1症例

◎川西 智子 1)、河野 裕美 1)、坂東 典子 1)、香川 葉子 1)、谷 美紀 1)、平岡 葉月 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 1)
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【はじめに】当検査室では、脳波検査の精度管理として、

機器の点検や技師の知識の確認を定期的に行っている。し

かし、技師の技術面の精度管理は実施できていなかった。

生理学的検査は生体を対象とするため、技術面の精度管理

が難しく、管理手法が十分に確立されていない。そこで今

回、脳波電極の装着と脳波判読の精度管理を試みた。

【方法】脳波検査担当技師 5名を対象とした。電極装着の
精度管理として、すべての電極装着位置について確認を行

った。予めマネキンに、認定技師がすべての電極位置にメ

ジャーを用いてマーキングし、基準点とした。基準点は明

所では見ることができず、暗所で UVライトを照射するこ
とで可視化される。技師が明所で電極装着位置にシールを

貼付後、UVライト照射にて各基準点からの距離を計測し、
基準点からの距離が 1.5 cm以内であれば許容範囲とした。
脳波判読の精度管理として判読結果を比較した。健常成人

の安静・閉眼・覚醒状態の脳波について、優位律動の有無、

周波数、周波数の左右差、振幅、振幅の左右差の 5項目を
判読した。認定技師の判読結果と比較して、周波数は±10%

以内、その他の項目は一致することを許容範囲とした。

【結果】電極装着位置の技師間差を確認したところ、ほと

んどの技師が許容範囲内であったが、1名の技師が
T6,Pz,O1,O2で許容範囲外となった。脳波判読については、
判読結果に相違はなかった。

【考察】電極装着位置について、頭頂部や後頭部が基準点

と比較して下方に外れていたことから、後頭結節の位置を

基準点より下方にとっていたことに起因すると考えられた。

使用したマネキンは後頭結節が分かりにくい形状である。

この場合、当検査室では鼻根、耳介前点、後頭結節が一直

線になることをイメージして装着しているが、1名の技師
はこの方法で装着できていないことが分かった。また、脳

波判読については、少なくとも今回の検討では技師間差が

無いと考えられた。

【まとめ】今回、脳波検査の技術面に関する精度管理に取

り組み、技師間差が無い点と有る点を確認できた。技師間

差が有る点については、修正して技術を統一することがで

き、有用な取組みであった。　（連絡先　0853-20-2412）

脳波検査における技術面の精度管理の取組み

◎小松 文香 1)、石飛 文規 1)、矢田 恵梨香 1)、吉田 有里 1)、福間 麻子 1)、新田 江里 1)、荒木 剛 1)、矢野 彰三 1)

島根大学医学部附属病院 1)
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【はじめに】2010年に「臓器移植法」が改訂され、本人の
意志が不明な場合でも家族の承諾があれば脳死後の臓器提

供ができるようになった。これを受け、全国の脳死下臓器

提供の件数は年々増加傾向にある。法的脳死判定において、

脳波検査と各種誘発電位検査は臨床検査技師の役割である。

岡山大学病院で 2017年 3月から 2021年 5月までに経験し
た 14例の法的脳死判定を通して検査部で感じた問題点と今
後の課題を報告する。

【対象】14例の法的脳死判定のうち 13例が脳死下臓器提
供を行った。年齢の内訳は 6歳未満 2例、10～20歳代 5例、
30～40歳代 1例、50歳以上 6例であった。原疾患の内訳は
急性硬膜下血腫 5例、窒息 3例、脳出血 3例、急性脳症
2例、心停止後症候群 1例であった。
【結果/考察】法的脳死判定における脳波検査 28件のうち、
心電図の混入は全件で見られ、脱分極や基線の揺れなどの

アーチファクトの混入は 20件で、うち 5件で電極を直した。
筋電図の混入は外部モニタを除き、見られなかった。アー

チファクト混入の主な原因としては、人の往来などの測定

環境による影響と発汗による影響が挙げられる。脳波検査

中は患者の 3メートル以内は担当者しか立ち入らないよう
に制限しているが、時間帯やベッドの位置によって人の往

来が多いとアーチファクトが混入する頻度が高い傾向にあ

った。休日や平日時間外に法的脳死判定を行うほか、ベッ

ドの位置を人通りの少ない場所に変更してもらうことで改

善した。脳波記録中に電極を直した 2件では、発汗による
影響によって電極のペーストが溶けていることを確認した。

使用するペーストを見直し、粘度が高いペーストに変更し

たことで改善した。しかし、体温が比較的高い症例ではア

ーチファクトが多く見られたため、必要に応じて検査前に

頭部のクーリングを依頼する必要性を感じた。

【展望】現在、岡山大学病院では法的脳死判定を４名の臨

床検査技師で対応している。家族が移植に同意してから最

短 1日で法的脳死判定が行われるため、検査は急を要する
ことが多い。常時対応可能な検査体制を整えるために、今

後検査を施行できる人員を増やしていくことが望まれる。　　　　　　　　　　　　　

連絡先：086-235-7677

岡山大学病院で施行された 14例の法的脳死判定を経験して

◎辻 宏樹 1)、松永 真由美 1)、大西 巧真 1)、陶山 友里 1)、岡 志織 1)、信定 さおり 1)、東影 明人 1)

岡山大学病院 1)
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【はじめに】生理検査に携わる要員は患者と接する機会が

多く、患者から暴言・暴力・セクハラ等のハラスメントを

受ける可能性がある。当院は 2021年 2月に ISO15189の認
定を取得した。その中で、生理検査部門における患者から

のハラスメントへの対応を予防処置として展開したため報

告する。

【方法】生理検査部門のすべての SOP（標準作業手順書）
に患者からのハラスメント対応を記載し、生理検査に携わ

る要員の認識を統一した。次に、患者と接する場面は生理

検査以外でも存在することから、他部署でも想定されるリ

スクを考え、予防処置として展開することを考えた。その

方法は、まず生理検査部門の SOPに記載しているハラスメ
ント対応の内容を周知する、次に、当院ではハラスメント

事例の経験がほとんどなかった為、全要員が参加する月一

回の検査部勉強会で、他施設での実例を交えた具体的な対

応について品質管理者から講義することとした。予防処置

の有効性の評価としては、当院では検査部勉強会でのアン

ケート結果をスコア化し、300点以上で有効性ありと評価

しているため、この勉強会のスコアが 300点以上となるこ
とを目標とした。

【結果】スコアは 450点で有効性ありと評価された。また、
回収したアンケートには「ハラスメントの具体例を提示し

ており参考になった」、「生理検査では患者と 1：1になる
ことがあるので、ハラスメントを受けた場合のシミュレー

ションが必要」等の意見があった。

【考察】当院では、採血業務にはほぼ全ての部署の要員が

携わっており、生理検査部門以外にも患者と接する機会が

ある。検査部全体のハラスメント対応への意識が向上した

と考えられた為有用であった。また、ISO15189認定取得を
目指す中で、今回のようにリスク管理から予防処置として

全体に展開するという意識が生まれた事は重要であると考

えられる。

【結語】患者からのハラスメント対応について予防処置と

して検査部全体に展開し、その有用性が示された。

連絡先　0834-28-4411（内線　4111）

生理検査部門におけるハラスメント対応の文書化と予防処置への展開

◎谷口 咲希 1)、伊藤 大佑 1)、清水 美希 1)、尾﨑 典子 1)、藤田 恭代 1)、早川 誠 1)、三浦 みどり 1)

独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 1)
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【緒言】心不全の経過は慢性・進行性であり、急性増悪を

反復することにより徐々に重症化し、治療抵抗性心不全ス

テージへと進行する。心不全治療においては心不全のどの

ステージにおいても多職種連携による疾病管理が重要であ

ると言われている。当院では 2017年 4月から多職種が参加
する心不全カンファレンスを定期的に行っている。2020年
4月からは検査技師も参加し、各種検査結果の推移を報告
している。今回、心不全カンファレンスにおける検査技師

の果たす役割について検討した。

【対象】2020年 4月から 2021年 6月までに心不全カンフ
ァレンスの対象となった 85名（男性 44名、女性 41名、平
均年齢 84.3歳、平均入院期間 23.1日、初回カンファレンス
までの平均期間 9.2日）を対象とした。
【方法】死亡群 12名を除く軽快群 73名において、入院時
と初回カンファレンスまでの経過を評価しえた症例に対し

て、体重、心エコーにおける下大静脈径、三尖弁逆流最大

圧格差、E/E’、胸水量、僧帽弁逆流、及び血中 BNP値また
は血中 NT-proBNP値、体組成計（InBody）による

ECW/TBWの改善率を検討した。
【結果】カンファレンスを行った 85名の心不全分類は
HFrEF34名、HFmrEF15名、HFpEF36名であった。軽快群
（男性 39名、女性 34名、平均年齢 83.3歳）において経過
を評価しえた症例数と改善率は、体重（73名、91.8％）、
下大静脈径（51名、64.7％）、三尖弁逆流最大圧格差
（42名、61.9％）、E/E’（38名、68.2％）、胸水量（49名、
57.1％）、僧帽弁逆流（47名、31.9％）、血中 BNP値また
は血中 NT-proBNP値（38名、89.5％）、ECW/TBW（33名、
81.8％）であった。
【考察】今回検討した項目は初回心不全カンファレンスま

でに高確率で改善していた。検査結果の推移、解釈を報告

することは、客観的指標から病態の改善を実感することに

繋がっていると思われ、多くのスタッフに好意的に受け入

れられている。当日の発表においてはアンケートの結果を

提示する予定である。今後も検査技師としての役割を果た

していきたい。

国家公務員共済組合連合会高松病院　087-861-3261

多職種心不全カンファレンスにおける検査技師の役割

◎田邉 啓介 1)、森 規子 1)、真鍋 友理 1)、岡﨑 尚代 1)、松下 千明 1)、川田 彩加 1)、清水 美怜 1)

国家公務員共済組合連合会 高松病院 1)
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［目的］

EDPは EDTAにより血小板凝集が起きる現象であり、血小
板数偽低値を呈する代表である。この対処法の一つとして

EDTA過剰添加法があるが、その添加量は文献によって
様々であり、また採血後の有効添加時間についての報告は

ないため、これらについて検討した。

［対象および方法］

EDPのあるボランティア１名に対して通常の CBCスピッ
ツ(EDTA-2K)と 2、4、8、16、32、64、128倍量に EDTA-
2Kを過剰添加したスピッツに採血し、これを採血直後に生
血の血小板数と比較して適正添加量を推測した。その後、

EDPのある患者 11名、34検体に対して推測した倍量を、
採血直後及び 30分、１時間、２時間、３時間後にそれぞれ
添加、測定し、採血直後の生血と比較して有効添加時間を

検討した。

[結果]
32、64、128倍量を添加した場合に 96％以上の血小板数が
得られた。また、標本上に血小板凝集は認めなかった。し

かし、128倍量は血小板粒度分布異常のフラグがつき、標
本上にも血小板と同大超の細胞破壊様物質が散見された。

患者 9名(30検体)は採血１時間後までは 32、64倍量では平
均 95％以上の値が得られ、標本上にも血小板凝集は認めな
かった。２時間後、３時間後の添加では減少傾向を示し、

標本上にも凝集を認めた。患者 2名(4検体)は 32、64倍量
の採血直後の添加では 90％以上の値が得られたが、時間経
過とともに減少し、標本上にも凝集が認められた。

[考察]
EDTA-2K過剰添加の適正量は 32及び 64倍量であり、コス
ト面を考慮すると 32倍量が妥当であると判断した。また、
有効添加時間は採血後 1時間以内に添加することで、近似
値が得られると考えられた。EDTA過剰添加法はあらかじ
め特殊採血管を準備しなくても対応できる為、初検患者で

も再採血不要というメリットがある。しかしながら、採血

直後に添加しないと凝集を阻止できないケースもあった為、

血小板凝集残存の可能性があることを報告する必要がある。

連絡先：086-427-1111

EDTA依存性偽性血小板減少症（EDP）における EDTA過剰添加法についての検討

◎小橋 博子 1)、森山 研介 1)、藤田 昌美 1)、河合 愛里 1)、木口 直哉 1)、三浦 善徳 1)、松井 宏人 1)

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院 1)
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【背景・目的】網血小板は RNAの含有量が多い骨髄で新
生された幼若な血小板であり、血小板産生の指標になると

考えられている。血小板破壊や消費亢進時には網血小板比

率が増加し、骨髄での血小板産生能低下時には比率が減少

する。今回、当院において血液全自動測定装置

ADVIA2120i(シーメンス、以下 ADVIA)および多項目自動
血球分析装置 XN1000(シスメックス、以下 XN)を用いて幼
若血小板比率(Immature Platelet Fraction、以下 IPF)を測定し、
各機器間の相関性および、健常者と疾患患者の IPFについ
て検討を行った。

【対象・方法】2021年 6月 9日から 7月 1日までの間に当
院に提出された CBC検体を対象とした。ADVIAと XNで
同一の検体を測定し、その相関性について検討した。また

血小板数が基準範囲内の検体を測定し、健常者の IPF基準
範囲について検討した。

【結果】ADVIAと XNの IPFは相関係数 r=0.74と良好な相
関性を示した。また、血小板数が基準範囲内の検体におけ

る IPF平均値および±2SDの範囲は、ADVIAでは

1.73±1.8570、XNでは 2.43±2.5997であった。
【考察】ADVIAと XNにおいて IPFは良好な相関性を示し
た。相関式より、XNで ADVIAより IPFが高値となる傾向
がみられた。血小板数に着目すると、低値では相関係数

r=0.658、正常値 r=0.839、高値 r=0.851となり、血小板が低
値の場合、正常値や高値と比べると相関性が低くなった。

それぞれの血小板数での変動係数 CVを確認したところ、
それぞれの CVは ADVIAでは低値 75.4%、正常値 12.7%、
高値 11.6%、XNでは低値 23.6%、正常値 4.0%、高値
6.1%であり、どちらの装置でも血小板低値領域ではばらつ
きが大きく、これが IPFの相関に影響を与えたと考えられ
た。血小板数が基準範囲内の検体の検討から、血小板数が

正常の場合、IPF基準範囲は ADVIAでは 0～3.589%、
XNでは 0～5.025%と考えられる。当院で免疫性血小板減少
症の診断を受けた患者の IPFを測定したところ、高度な血
小板減少があるものはどちらの装置でも、この範囲よりも

IPFは大幅に高値を示した。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　ウルシハラ　ミナミ（088-633-9304）

自動分析装置による幼若血小板比率の検討

◎漆原 南実 1)、寺本 継脩 1)、秦 真公人 1)、菅﨑 幹樹 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 1)
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【はじめに】CN-3000の導入にあたり基礎的検討を行った
ので報告する。

【検討機器・試薬】ﾚﾎﾞﾍﾑPT、ﾚﾎﾞﾍﾑAPTT、ﾄﾛﾝﾎﾞﾁｪｯｸFib、
ﾚﾎﾞﾍﾑATⅢ、ﾘｱｽｵｰﾄPFDP、ﾘｱｽｵｰﾄDﾀﾞｲﾏｰﾈｵ、ｵｰﾄLIA FM
CN3000を用いて測定
【対象機器・試薬】ﾄﾛﾝﾎﾞﾚﾙS、APTT-SLA、
ﾄﾛﾝﾎﾞﾁｪｯｸFib、ﾚﾎﾞﾍﾑATⅢ、ﾘｱｽｵｰﾄPFDP、
ﾘｱｽｵｰﾄDﾀﾞｲﾏｰﾈｵ、CS2100iを用いて測定
【方法】①同時再現性：ｺﾝﾄﾛｰﾙ2濃度を 10回測定
②ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ安定性：ｺﾝﾄﾛｰﾙ2濃度を 7日間測定
③相関：検査依頼のあった検体を使用④干渉物質の影響：

干渉ﾁｪｯｸAﾌﾟﾗｽを使用⑤ﾍﾊﾟﾘﾝの影響：10段階希釈した未分
画ﾍﾊﾟﾘﾝをｺﾝﾄﾛｰﾙへ添加し測定⑥M蛋白検体の測定：対象
機器で反応曲線に異常を認めｴﾗｰとなった検体を使用

【結果】①同時再現性：各項目 CV=0.44〜4.19%
②ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ安定性：各項目 CV=1.0〜10.4%
③相関：各項目 r=0.9190〜0.9918
(ﾚﾎﾞﾍﾑPT)ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ：y=1.790x-9.644 R=0.9478

ｴﾘｷｭｰｽ：y=1.790x-9.644R=0.9478
ﾘｸｼｱﾅ：y=1.486x-6.300 R=0.9699
(ﾚﾎﾞﾍﾑAPTT)ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ：y=0.895x+3.207 R=0.7227
ｴﾘｷｭｰｽ：y=1.035x-2.211 R=0.8849
ﾘｸｼｱﾅ：y=1.195x-5.992 R=0.9279
④干渉物質の影響：(ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝF)ﾚﾎﾞﾍﾑAPTT：6.0mg/dl、その
他：30.0mg/dlまで影響を受けなかった。(ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝC)影響を
受けなかった。(溶血ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ)500mg/dlまで影響を受けな
かった。(乳び)ﾚﾎﾞﾍﾑPT：600FTUまで影響を受けなかった。
その他：3000FTUまで影響を受けなかった。
⑤ﾍﾊﾟﾘﾝの影響：(ﾚﾎﾞﾍﾑPT)0.7U/mLまで影響を受けなかっ
た。(ﾚﾎﾞﾍﾑAPTT)0.8U/mLで 7.05倍の延長を認めた。
⑥M蛋白検体の測定：反応曲線に異常を認めず、機械測定
値(34.7秒)、用手法(39.2秒)であった。
【まとめ】基礎的検討は概ね良好であり、異常蛋白の影響

も回避できた。ﾚﾎﾞﾍﾑPTは組織因子による濁りが無い為、
乳びの影響を受けやすいと考えられた。

連絡先：086-444-3211

CN3000導入における基礎的検討

◎小野田 将之 1)、氷上 沙矢佳 1)、中島 範子 1)、難波 英子 1)、田中 淳子 1)

総合病院水島協同病院 1)
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【背景・目的】アミカシンやゲンタマイシンなどのアミノ

グリコシド系抗菌薬（以下 AGs）は細菌の持つリボゾーム
30sサブユニットに作用し、蛋白合成を阻害することで殺
菌的に作用する治療薬である。凝固時間法の一種である

Activated partial thromboplastin time（以下 APTT）は内因系
凝固因子の評価に用いられる検査であるが、多様な測定試

薬が存在し、一部の試薬は AGsの影響により APTTが延長
することが知られている。今回、各 APTT試薬と各 AGsの
APTTへの影響を検討した。
【対象・方法】試薬はトロンボチェック APTT（シスメッ
クス、以下 TC）、トロンボチェック APTT-SLA（シスメッ
クス、以下 TC-SLA）、コアグジェネシス APTT（LSIメデ
ィエンス、以下 CG）、ヒーモスアイエルシンサシル
APTT（アイエルジャパン、以下 SS）の 4種類、AGsはア
ミカシン（AMK）とゲンタマイシン（GM）の 2種類を用
いた。20名分の健常者プール血漿に、AGsを一定濃度ずつ
添加し、各試薬で APTTを 3重測定した。
【結果】AMKは TCで測定した場合、未添加で 24.3秒か

ら 200μg/mLで 83.0秒まで延長を示したほか、TC-SLAと
SSで数秒の延長、CGは殆ど延長しなかった。GMは
TCで測定した場合、未添加で 24.1秒から 60μg/mLで
148.5秒まで延長し、以降の濃度では 60μg/mLとほぼ同等
であった。TC-SLA、CG、SSでは数秒の延長を示した。
【考察】AGsはエラグ酸を活性化剤とする試薬の銅イオン
に干渉し、APTTの延長をきたすと報告れている。今回の
検討から、この干渉作用は AMKより GMで強く、TCでの
測定が 60μg/mL以降変化しなかったのは試薬中の銅イオン
が 60μg/mLですべて阻害されてしまったためと推測される。
AGsは副作用として腎障害や聴器毒性などの重篤なものが
報告されている。今回は実臨床よりも高濃度の AGsを添加
して実験を行っており、実際の有効ピークは AMKで 50～
60μg/mL、GMで 15～20μg/mLとされている。よって、臨
床の現場で AGs単独での APTTの高度延長に遭遇する機会
は少ないと思われるが、敗血症に伴う DICの場合等では、
複合的な要因により高度延長を来すと推測される。

　　　　　　　　 　　スガサキ　モトキ（088-633-9304）

アミノグリコシド系抗菌薬が APTTに与える影響の検討

◎菅﨑 幹樹 1)、中村 信元 2)、寺本 継脩 1)、漆原 南実 1)、秦 真公人 1)、三好 雅士 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 1)、同 医歯薬学研究部 実践地域診療・医科学分野 2)
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【はじめに】血液凝固自動分析装置 CP3000の導入を目的
に，従来機器 CP2000（共に積水メディカル社）との相関を
含めた基礎的検討を行ったので報告する． 
【測定項目・試薬】PT（検討試薬：コアグピア PT-
Liquid（以下 PT-L）従来試薬：コアグピア PT-N（以下 PT-
N）），APTT（コアグピア APTT-N），Fbg（コアグピア
Fbg），ATⅢ（テストチーム S ATⅢ），Dダイマー（ナノ
ピア Dダイマー）（全て積水メディカル社）
【方法・結果】①併行精度：コントロール 2濃度を測定し
CV 0.4～4.5%であった．②日差再現性：コントロール 2濃
度を 18日間測定し CV 0.6～6.0%であった．③オンボード
安定性：試薬開栓した状態で機器搭載し，コントロール

2濃度を 10日間測定し CV 1.2～5.1%であった．初日を
100%基準とすると，コントロール①で PT-Nは PT活性が
3日目に 90%に下がったが PT-Lは 10日目で 95%であった．
④定量限界：Fbg 38.1 mg/dL，Dダイマー 0.5 µg/mL，
ATⅢ14.3%であった．⑤直線性：Fbg 916.0 mg/dL，Dダイ
マー 71.6 µg/mL，ATⅢ173%まで直線性を認めた．⑥共存

物質の影響：干渉チェック Aプラス（シスメックス社）を
用いて全項目を測定した．遊離型ビリルビン 25mg/dL，抱
合型ビリルビン 25mg/dL，ヘモグロビン 500 mg/dL，乳び
は Dダイマー 2000 FTU，PT-L 3000 FTU，それ以外の項目
は 5000 FTUまで測定値に影響を与えなかった．⑦従来機
器との相関：2021年 2月～3月に当院検査室に提出された
3.2％クエン酸ナトリウム加血漿 276検体を用いた．すべて
の項目で相関係数 r=0.9以上で良好であった．また，抗凝
固薬服用患者（ワルファリン，アピキサバン，エドキサバ

ン，リバーロキサバン）においても PT-Nと PT-Lは良好な
相関を認めた．⑧PT-Lロット間差：CP3000に 3ロット搭
載し確認したが，ロット間差は認めなかった．

【まとめ】CP3000の基礎的検討は相関を含め結果は良好で
あった．凍結乾燥試薬 PT-Nは溶解操作や調整後使用可能
までに時間を要したが，液状試薬 PT-Lはそのまま使用で
きるため有益性の高い試薬と考えた．また，CP3000に
CTS機構が搭載されたことによって感染対策も強化された．
連絡先 0829-36-3111（内線 2233）

血液凝固自動分析装置 CP3000導入時妥当性の検証

◎大田 祐美子 1)、中島 淑貴 1)、村田 竜也 1)、岡田 未来依 1)、荒瀬 美幸 1)、山本 加代子 1)、三舛 正志 1)、福岡 達仁 1)

広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 1)
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【はじめに】

クロスミキシング試験(Cross-Mixing test; CMT)は APTT延長
原因が凝固因子欠乏によるものか、ループスアンチコアグ

ラント(Lupus anticoagulant; LA)を含むインヒビターによる
ものかの鑑別診断に用いられる簡便な検査法である。近年、

定量化指標(index of circulating anticoagulant immediate; 
ICAi、ICA delayed; ICAd)を用いる方法が活用されている。
今回我々は、当院における ICAi、ICAdの有用性の検討を
行った。

【対象・方法】

2010年から 2021年までに凝固検査を実施した症例のうち、
APTTの延長が認められ、且つ凝固異常の原因が特定され
た 21症例を対象とし CMTを実施した。測定機器は、全自
動血液凝固測定装置 CS-2100i(～2019年 10月)、全自動血液
凝固測定装置 CN-6000 (2019年 10月～)、測定試薬は、ト
ロンボチェック APTT-SLA、コアグトロール N(シスメック
ス社)を使用した。即時反応は患者血漿：正常血漿＝0:10、
1:9、2:8、5:5、10:0の 5ポイント、遅延反応は患者血漿：

正常血漿＝0:10、5:5、10:0の 3ポイントを実施し、それぞ
れの 0:10、5:5、10:0の 3ポイントから ICAi、ICAdを算出
した。カットオフ値は熊野らが報告した値を用いた(ICAi: 
12.4、ICAd: 23.0)。
【結果】

ICAiにおいて、凝固因子欠乏症例 12例中 2例で
ICAi≧12.4、LA症例 6例及びインヒビター症例 3例では全
例 ICAi≧12.4であった。ICAdにおいては、凝固因子欠乏症
例全例 ICAd＜23.0、LA及びインヒビター症例全例
ICAd≧23.0であった。
【考察・結語】

凝固因子欠乏症例で ICAi≧12.4となった症例はカットオフ
値に近い値であり、正常血漿の違いによるものではないか

と考えられた。今回の検討から CMTにおける凝固因子欠
乏パターンと LAを含むインヒビターパターンの鑑別に
ICAi及び ICAdを用いることは有用でであることが示唆さ
れた。

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先－0859-38-6871

当院におけるクロスミキシング試験 ICAi、ICAd有用性の検討

◎小島 奈央 1)、畑山 祐輝 1)、山下 典子 1)、難波 博哉 1)、岩本 拓也 1)、市川 ひとみ 1)、福田 哲也 1)

国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 1)
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【はじめに】血友病診療において血液凝固第Ⅷ因子の測定

は不可欠であり，一般的に凝固一段法にて測定が行われて

いる。しかし，凝固一段法で使用する APTT試薬による第
Ⅷ因子活性に対する感受性の多様性が知られており，使用

する試薬間差や機器間差が背景にある。また新規血液凝固

第Ⅷ因子製剤の登場により，凝固一段法での管理が困難と

いう課題が新たに発生している。そこで、これらの影響を

受けにくい合成基質法を用いた第Ⅷ因子の試薬性能評価と

臨床使用経験を得たので報告する。【対象および方法】対

象は 2020年 1月から 2020年 4月および 2021年 8月に検査
部に依頼のあった患者検体の残余血漿を用いた。測定機器

は全自動血液凝固測定装置 CS-5100（シスメックス社）を
使用し，検討試薬はレボヘム FⅧ合成基質（シスメックス
社）を用いた。試薬の性能評価として，併行精度は 2濃度
の管理血清を 20回測定した。日差再現性は 2濃度の管理血
清を 11日間 2重測定した。希釈直線性は高力価の検体を希
釈液で段階希釈を行い 2重測定した。検出限界は低力価検
体を第Ⅷ因子欠乏血漿で希釈を行い 10重測定した。オンボ

ード安定性は 3濃度の患者検体を 3時間おきに 2重測定し
た。相関性は 106件の患者検体を用い相関性を確認した。
対照試薬は第Ⅷ因子欠乏血漿及びトロンボチェック APTT-
SLA（シスメックス社）を用いた。【結果】再現性につい
て，併行精度は 1.1%・ 0.9％，日差再現性は 3.0％・ 2.6％
であった。希釈直線性は活性値で 230％まで原点を通る直
線性が得られた。検出限界は 2SD法で 0.7％であった。オ
ンボード安定性は 9時間まで安定した結果が得られた。凝
固一段法との相関性は r=0.974,Y=0.9X+18.5の結果が得られ
た。また投与製剤および正常/疾患別の比較検討による知見
を得た。【まとめ】合成基質法を原理とする血液凝固第

Ⅷ因子活性測定試薬の性能評価を行った。基礎的性能評価

は良好な結果が得られ，日常検査において十分な性能を有

することが確認された。修飾・付加された新規製剤の影響

を回避できる本測定試薬の採用は，血友病診療センターを

有する本院において有用であり院内測定法として採用した。

連絡先：広島大学病院 血液検査室 082-257-5548

合成基質法を用いた第Ⅷ因子活性測定試薬の性能評価

◎高津 加奈 1)、梶原 享子 1)、中川 浩美 1)、毎田 昇平 1)、山崎 真一 1)、山﨑尚也 2)、横崎典哉 3)、藤井輝久 2)

広島大学病院検査部/広島大学病院診療支援部 1)、広島大学病院輸血部 2)、広島大学病院検査部 3)
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当院は血液内科専門医のいない一般総合病院である。血液

検査室の臨床検査技師は、各科の医師より血液検査に関す

る相談を受け、結果の解釈や追加検査の提案を行っている。

今回、当検査部での凝固検査に関する対応を報告する。

【取り組み】

患者が血栓症や塞栓症疑いの場合、凝固スクリーニング検

査に加えて、凝固精密検査項目も依頼されることがある。

当検査室では凝固精密検査項目が依頼された場合、電子カ

ルテを参照し、投薬情報などを確認している。DOACなど
検査結果に影響を与える薬剤を服用している場合には、担

当医に薬剤と検査結果の影響を説明し、このまま検査を行

うかどうか相談している。また、検査結果報告時にも医師

に薬剤の影響を連絡しコミュニケーションを図っている。

【症例】

87歳男性。深部静脈血栓症の既往があり、エドキサバン服
用中、再度血栓様症状があり来院。血液検査の結果、PT 
20.1秒・ PT-INR 1.85・ APTT 35.2秒・ Fbg 335.7mg/dL・ 
AT 133.4%・ Dダイマー 1.3µg/mL・ LA 1.66・ PC抗原量 
83%・ PC活性 95%・ PS抗原量 79%PS活性 128%。エド
キサバンの影響により PT・ AT・ LA・ PS活性の項目に
影響が出ることを担当医師に報告した。

【結語】

薬剤による検査結果への影響は、薬剤、検査方法、検査試

薬により違いがある。これらすべてを確認できるのが臨床

検査技師であり、医師への報告は重要なことだと考えられ

る。今後も各科と連携を図り、頼られる血液検査室を目指

したいと考える。

〈 連絡先：kimura@chugokuh.johas.go.jp 〉

主な凝固精密検査項目

ループスアンチコアグラント(LA)
プロテイン C活性・抗原量
プロテイン S活性・抗原量

凝固検査における血液検査室での取り組み

◎木村 充 1)、亀谷 真実 1)、梶丸 弘幸 1)

独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院 1)
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【はじめに】NAPスコアは、慢性骨髄性白血病(CML)の鑑
別補助診断等に利用されている。NAP活性度の判定は０～
Ⅴ型の 6型に分類され、活性度を陽性指数で表現する。細
胞観察業務負担の軽減を目的とし、自動顕微鏡/血液細胞分
類装置による NAPスコアの判定を検討した。【対象と方法】
2019年 6月～2020年 8月に NAPの依頼があった患者 31名
(59±31歳、男性 14名、女性 17名、CML15名)、EDTA-
2K添加末梢血液で標本を作成した。染色はアルカリホスフ
ァターゼ染色キットを使用するが、後染色を従来法では

1%サフラニン O染色液で 2分間、自動顕微鏡/血液細胞分
類装置(血液像自動分析装置 DI-60(シスメックス株式会社：
DI-60))を用いた方法ではカラッチ・ヘマトキシリン染色液
で 5分間染色した。DI-60法では、DI-60で標本上の細胞を
読み取り、成熟好中球の細胞画像を NAP活性度分類に従っ
て分類を行い、NAPスコアを算出した。従来法と DI-60法
による NAP活性度分布、NAPスコア・ NAP rateについて
の比較を行った。【結果】０型～Ⅴ型の活性度分布には有

意差(P<0.05)は認めなかったが、従来法と比べ DI-60法で

Ⅰ型が減少し、Ⅳ・Ⅴ型が増加している症例がみられた。

従来法と DI-60法の相関は NAPスコア(y=1.05x-3.25、
r=0.96)、NAP rate(y=1.04x-3.44、r=0.96)であった。CMLに
おいて、NAPスコア・ NAP rateの平均値は従来法で 79.7、
35.6％、DI-60法で 76.0、30.6％であった。【考察】NAP活
性度分布において、Ⅰ型、Ⅳ・Ⅴ型の分布に違いがみられ

たのは、核染と NAP陽性顆粒の対比染色の違いによるもの
と考える。対比の良い従来法ではⅠ型を捉えやすく、DI-
60法では核染に用いたカラッチ・ヘマトキシリンにより顆
粒が濃く強調されることでⅣ・Ⅴ型が増えた可能性がある。

しかし、従来法と DI-60法では NAPスコア・ NAP rateに
良好な相関関係が認められ、DI-60による NAPスコアの判
定は可能であると考えられた。DI-60を使用することで顕
微鏡下での細胞観察業務の軽減により業務効率の向上につ

ながる。また、保存された画像を新人教育や技師間での目

合わせに利用し、観察者による判定の差の軽減にもつなが

ることが期待できると考える。　086-737-3000(内線 2358)

血液像自動分析装置ＤＩ－６０を用いた好中球アルカリホスファターゼ染色判定法の検討

◎赤木 志帆 1)、渡邉 順子 1)、梶谷 正則 1)、渡部 俊幸 2)、遠藤 竜也 1)、塩見 千晴 1)

地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 1)、学校法人加計学園 倉敷芸術科学大学 2)
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【はじめに】多発性骨髄腫(MM)は形質細胞(PC)の単クロー
ン性増殖と骨髄内集積を特徴とする予後不良の腫瘍であり、

近年、微小残存病変(MRD)と予後の関連性について注目さ
れている。Programmed cell Death 1 - Ligand 1(PD-L1)は活性
化 T細胞の表面に発現する抑制性受容体である Programmed 
cell Death - 1(PD-1)に結合することにより T細胞の機能的不
活化を引き起こすタンパクであり、一部の腫瘍細胞におい

て高発現していることが報告されている。今回、MM患者
におけるフローサイトメトリー検査(FCM)による PD-L1測
定の有用性について検討したので報告する。

【対象・方法】当院検査部に提出のあったMM患者骨髄液
検体 14例および形質細胞に軽鎖制限を認めなかった非
MM患者骨髄液検体 13例を使用し、MM細胞および正常
PCにおける PD-L1の陽性率(%)を比較した。FCM測定に
は Cytomics FC500(Beckman coulter)を使用した。本研究は徳
島大学病院医学系研究倫理審査委員会の承認を得て実施し

た(承認番号 3767-01)。
【結果】MM細胞および正常 PCにおける PD-L1陽性率は

それぞれ 60.2±76.5%、7.13±9.44%でありMM細胞において
有意に高値であった(p<0.01)。さらに、MMの Aberrant 
markerである CD19、CD20、CD27、CD56、CD81、
CD117の陽性率はそれぞれ 100%、29%、64%、79%、
64%、43%であった。また PD-L1の陽性率は 71%であり、
CD20、CD27、CD81、CD117よりも高頻度に陽性であった。
【考察】MM細胞において PD-L1は正常 PCよりも高い陽
性率を示したことから、正常 PCとの鑑別に有用となる可
能性が示唆された。さらに Euro flowで使用が推奨されてい
る CD27、CD81、CD117よりも PD-L1の陽性率が高いこと
から、MM患者におけるMRD検出に PD-L1測定が有用で
あると考えられた。

(連絡先：088-633-9304)

多発骨髄腫における PD-L1測定の有用性

◎畑山 晶 1)、井上 雄介 1)、秦 真公人 1)、寺本 継脩 1)、菅﨑 幹樹 1)、三好 雅士 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)
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【はじめに】マムシ咬傷は本邦において年間 2000件程度発
生しているとされており、死亡率は 0.8%程度と報告されて
いる。マムシ咬傷の典型的な症状としては、局所の腫脹・

疼痛・壊死であり、まれに急性腎不全や DICを合併し重症
化する症例もみられる。今回、著明な血小板減少を認めた

マムシ咬傷症例を経験したので報告する。

【症例】72歳男性。自宅でマムシに左拇指を咬まれ受傷後
当院に救急搬送された。身体所見として左拇指に 2mm大の
牙痕あり、同部からの出血持続、周囲は腫脹と軽度圧痛、

同部から肘にかけて表在静脈に沿った淡い発赤を認めた。

来院時の血液検査で血小板数 9.0×103/µlと著明な低下を認
めた。末梢血塗抹標本の鏡検及びクエン酸採血でも血小板

数に変化がなかったため EDTAによる偽性血小板減少は否
定された。凝固検査は PT延長を認めたが、APTTと Fbgは
基準範囲内であった。マムシ毒の無毒化のためマムシ抗毒

素血清 5000単位投与された。持続的出血のため血小板
20単位の輸血を行ったところ、血小板輸血直後の採血で血
小板 60.0×103/µl、さらに 9時間後 206.0×103/µlと急激な

改善がみられた。血小板輸血の効果だけでは説明し得ない

血小板数の増加であったため血小板偽高値が疑われたが、

破砕赤血球出現など血小板偽高値の要因となるものは認め

られなかった。その後血小板減少は認められず経過良好で

あり、22病日目に退院となった。
【考察】マムシ咬傷の中でも本症例のように受傷直後から

著明な血小板減少を呈する症例は「血小板減少型」と定義

され、マムシ毒素が血管内に直接流入し、血小板凝集作用

により血小板一次凝集が惹起され血小板低下を来すと考え

られている。マムシ毒は不可逆的な血小板二次凝集は惹起

しないため血小板低下は可逆的な反応であり、本症例はマ

ムシ抗毒素血清の投与により血小板凝集が改善され、血小

板数が正常に戻ったものと考えられる。血小板減少には

様々な要因が考えられるが、血小板減少の原因を追究し、

臨床側へ報告することの重要性を改めて確認できた一例で

あった。

連絡先：084-941-5151(内線 1262)

マムシ咬傷により一時的な血小板減少を認めた１例

◎房野 仁美 1)、能宗 千帆 1)、國廣 まり 1)、清水 進弘 1)、松岡 里佳 1)、小林 謙司 1)、畠中 泰子 1)、小畠 大造 1)

福山市民病院 1)
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【はじめに】自動血球計数装置 ADVIA2120iから得られる
ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰHMIC(hyperchromic micro cell)は破砕赤血球の検出が
可能とされている．今回，STEC-HUSと診断された症例で
破砕赤血球の出現，経過を HMICと目視算定を用いて評価
を行ったので報告する．

【症例】30代，男性．20XX年 10月発熱，発症 2日目から
腹痛や下血を認め，他院受診し抗生剤を処方されたが症状

改善がみられず発熱持続，食事摂取不良のため当院入院加

療となった．【入院時検査所見】発症 5日目
〈血液検査〉WBC 173.7×102/µL，RBC 569×104/µL，
Hb 17.1g/dL，PLT 24.7×104/µL〈細菌検査〉便培養：腸管
病原菌陰性〈腹部 CT〉上行結腸から下行結腸にかけて
高度な浮腫状壁肥厚像，周囲に脂肪織混濁を認めた．

【経過】発症 9日目〈生化学検査〉T-Bil 2.83mg/dL，
D-Bil 0.65mg/dL，AST 49U/L，LD 915U/L，UN 22mg/dL，
Cr 1.15mg/dL〈血液検査〉WBC 71.7×102/µL，
RBC 347×104/µL，Hb 10.6g/dL，PLT 2.4×104/µL
〈凝固検査〉FDP 6.6µg/mL，DD 1.6µg/mL

〈追加検査〉ADAMTS13活性(IU/mL) 0.65IU/mL，
ADAMTS13(%) 65%，直接ｸｰﾑｽ検査 (-), 
ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ ＜10mg/dL，網赤血球比率 3.3%
発症 12日目の追加検査大腸菌 O157LPS抗体検査(＋)に
より STEC-HUSと診断された．
破砕赤血球の検出について目視算定≧0.6%，
HMIC≧0.4%のｶｯﾄｵﾌ値を用いて評価を行った．発症 5日目
(目視算定 0.0%，HMIC 0.1%)，発症 9日目(1.7%，0.4%)，
発症 12日目(3.8%，1.0%)，発症 19日目(2.5%，0.2%)．
目視算定と HMICで同様の推移を示した．治療は支持療法
が主体で抗菌薬投与・輸液療法を行い，発症 20日目貧血は
あるが全身状態改善したため退院となった．

【考察・結語】血清 LPS抗体検査は STEC-HUSが疑われる
症例において，抗菌薬投与などで菌の検出ができない症例

では測定が有用であると考える．

また，破砕赤血球の出現を疑う際に HMICが診断や経過観
察に補助的な役割を果たす可能性が示唆された．

連絡先:084-945-3106

破砕赤血球の経過を ADVIA2120iで追うことができた STEC-HUSの一例

◎髙橋 都 1)、池田 弥央 1)、小林 由佳 1)、村上 祐人 1)、井上 英昭 1)、持田 浩志 2)

医療法人社団 日本鋼管福山病院 臨床検査科 1)、医療法人社団 日本鋼管福山病院 内科 2)
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【はじめに】後天性血友病 A（AHA）は後天的に血液凝固
第Ⅷ因子に対す自己抗体（インヒビター）が発生し、その

結果第Ⅷ因子活性が著しく低下することで皮下出血や筋肉

内出血などの出血症状を呈する自己免疫疾患である。発症

率は年間 100万人に 1.5人と希な疾患であるが、近年報告
例が増えつつある。高齢者や妊婦に多く、その約半数以上

に悪性腫瘍や慢性炎症性疾患などの基礎疾患をもつとされ

るが詳細な発生機序は不明である。今回、基礎疾患がなく

因子活性があるにも関わらず高度の出血症状を呈した

AHAを経験したので報告する。
【症例】90歳代女性。既往歴：20年前に乳癌で手術。家族
歴：娘、息子に高血圧。20XX年 2月 25日、近歯科医にて
左頬粘膜血腫を認め精査目的で当院口腔内科を紹介受診。

血液検査で APTT51.9秒と延長を認め、翌日当院血液内科
に紹介になり、第Ⅷ因子活性 14.6％、第Ⅷ因子インヒビタ
ー 1.20 BU/mLで AHAと診断された。原因疾患特定の検査
と並行し、プレドニゾロン（PSL）0.5mg/kg/dayで治療導入
された。その後口腔内の血腫は消失傾向であり、3月 4日

には APTT45.7秒、第Ⅷ因子活性 17.2％、第Ⅷ因子インヒ
ビター 0.60 BU/mLで因子活性は回復、インヒビターは減少
傾向であった。しかし、3月 8日の血液検査で
Hb5.0g/dL（前回値 9.9g/dL）と急な貧血進行を認め、CT検
査にて右大腿四頭筋の腫脹・筋肉内出血が判明した。止血

のため遺伝子組み換え活性型第Ⅶ因子、第Ⅷ因子製剤を投

与し、翌日より止血は得られた。その後の経過は良好で他

院へ療養転院となった。

【まとめ】AHAはインヒビターが存在するにも関わらず第
Ⅷ因子活性が残存し、本症例では因子活性が 20％近くある
にも関わらず重篤な出血症状を呈した。先天性血友病 Aと
は違い、AHAの場合は因子活性値と出血症状に相関がない
こと、インヒビターが低力価であっても重篤な出血リスク

があるということに注意し、急速に進行する貧血を認めた

場合高度な出血を疑い、速やかに臨床医へ報告することが

重要である。

                テラモト　ケイスケ（088-633-9304）

基礎疾患を認めなかった後天性血友病 Aの一症例

◎寺本 継脩 1)、漆原 南実 1)、秦 真公人 1)、菅﨑 幹樹 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 1)
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【はじめに】フローサイトメトリー(FCM)は、臨床検査分

野において、血液・免疫疾患の診断等に重要な検査となっ

ている。また、日常診療で由来不明の細胞を認める体腔液

に遭遇することもある。今回、一般検査室との連携により

迅速に異常細胞の報告を行えたが、形態学的に鑑別に苦慮

し、FCM で癌腫を推定し得た症例を経験したので報告する。

【症例】60 代女性。20XX 年 MDS と診断され、20XX＋4
年まで当院で治療、その後他院にかかりつけとなった。

20XX＋10 年 6 月 14 日倦怠感、不眠、呼吸困難を主訴とし、

前医で LD 2150U/L であったため、当院紹介となった。 
【検査所見】紹介時 WBC 5.94×109/L、Hb 11.1g/dL、PLT 143
×109/L、LD 2919U/L、UA 5.3mg/dL、CRP 11.28mg/dL 
、s-IL2R 624U/mL であり、末梢血液像で細胞質に空胞を有

するリンパ球が精査で認められた。末梢血の FCM では通

常のリンパ球領域は T 細胞が 9 割を占めていた。同日の

CT にて肺腫瘤や縦隔リンパ節腫大、右胸水貯留等の所見

があり、肺癌、悪性リンパ腫、結核が疑われた。穿刺吸引

した胸水中に孤在性の異常細胞を多数認めると一般検査室

から連絡があった。標本中(MG 染色)に異常細胞を 51％認

め、悪性リンパ腫を疑ったが、胸水の FCM では CD45(－)、
CD56(＋)の集団を 46.9％認め、B 及び T 細胞のマーカーは

ともに陰性であった。それを踏まえ、標本を見直すと結合

性のある小集塊を見出すことができたため、悪性リンパ腫

は否定的と推定した。また、胸水の異常細胞領域と同領域

で末梢血の FCM 解析を行ったが、異常細胞は認めなかっ

た。第 2 病日に超音波気管支鏡下穿刺吸引生検が施行され、

胸水のセルブロック標本及び縦隔リンパ節の針生検検体に

おける免疫染色で Synaptophysin 陽性細胞を認めたことか

ら、神経内分泌化を伴う癌腫であることが示唆された。 
【考察・まとめ】一般検査室との連携により、いち早く FCM
で癌腫を推定し得た症例を経験した。悪性リンパ腫と癌腫

では治療方法が変わってくるため、由来不明の細胞を比較

的迅速、簡便に行うことのできる FCM を用いることによ

り迅速な診断に貢献できたと考える。また、血液細胞由来

の異常細胞だけに捉われず、その他の可能性も念頭におい

て検査する重要性を再認識した。 連絡先 089-947-1111 
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フローサイトメトリーによるCD56の検出が有用であった神経内分泌化を伴う癌腫の1例

一般演題 血液

◎武田 志穂 1)、矢野 比菜 1)、佐伯 有紀 1)、安野 智哉 1)、加藤 真紀子 1)、井上 信行 1)、川本 光江 1)

愛媛県立中央病院 1)



【はじめに】 
Evans 症候群は自己免疫性溶血性貧血（以下 AIHA）と特発

性血小板減少性紫斑病（以下 ITP）が合併したものである。

溶血性貧血を示唆する所見に加え、血小板減少を認める。

AIHA のうち、温式 AIHA が約 90％を占め、寒冷凝集症（以

下 CAD）は約 8％、発作性寒冷血色素尿症（PCH）は稀で

ある。 
今回血液型オモテウラ不一致、自己抗体陽性を契機に発見

し得た CAD と ITP を合併した Evans 症候群と診断された

症例を経験したので報告する。 
【既往歴】 
69 歳女性、逆流性食道炎、骨粗鬆症、高血圧症、第 11 胸

椎椎体骨折、第 4 腰椎すべり症の既往、以前から血小板減

少の指摘あり。 
【検査所見】 
〈末梢血〉AST19U/L、ALT13U/L、LD252U/L、ALP89U/L、
BUN9.3mg/dL、CRP0.01mg/dL、T-BIL0.59、D-BIL0.17、
WBC3780/µL(分類 Stab0.5、Seg66.5％、Eo4.0%、Baso0.5%、

Ly23.0%、Mo5.5%)、RBC425×10⁴/µL、Hb10.2g/dL、PLT9.3
×10⁴/µL、RET10.0‰、間接クームス陽性、直接クームス

陽性、寒冷凝集反応 256 倍、PA-IgG417ng/10⁷cells 
〈骨髄〉NCC16.8 万、巨核球数 150/µL、M/E 比 2.2、芽球

1.2％、顕著な異形成所見なし  
【まとめ】 
本症例はCADと ITPを合併した Evans症候群を経験した。

右鼠径ヘルニアを発症、手術前検査にて血液型オモテウラ

不一致、不規則抗体スクリーニング検査にて陽性が判明し

た。その後精査を重ね寒冷凝集素価高値、PAIgG 高値、プ

レドニンへの反応良好な臨床症状より上記疾患を勘案し最

終診断となった。末梢血では高 Bil 血症や球状赤血球など

の溶血性貧血を示す所見はなく、骨髄所見にて末梢での血

小板減少と比較し巨核球数が増加しており ITP として相違

ない所見となっていた。現状、高侵襲な手術や溶血発作等

はなくステロイド投与にて病勢を制御できてはいるが、今

後の経過に留意していく。 
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血液型検査を契機に診断されたEvans症候群の1症例

一般演題 血液

◎岡林 実咲 1)、池上 有砂 1)、岩谷 浩美 1)、水本 安岐子 1)、門田 幸子 2)、佐伯 恭昌 3)

高知県立あき総合病院SRL検査室 1)、高知県立あき総合病院 2)、高知大学医学部附属病院血液内科 3)



【はじめに】骨髄増殖性腫瘍(以下MPN)は幼若顆粒球や血
小板、Basoの増加など類似所見が多く、鑑別の一助として
NAPがよく利用される。今回、非典型的 NAP所見により
鑑別に苦慮したMPN3症例を経験したので報告する。
【症例１】60歳代女性。WBC14980/μL、RBC404万/μL、
Hb10.2ｇ/ｄL、MCV81.4ｆL、PLT107.6万/μL。血液像は
Mye1、Met1、Seg67、Eo1、Ba2、Ly25、Mo3%、NRBC(－)
、涙滴(－)。NAPは Rate74% Score212と低値でないため
ETを推測した。CRPは 13.5mg/dLと高値。骨髄は NCC
33.2万/μL、巨核球 1107/μLでM/E＝11.5、好酸球がやや増
加し巨核球の形態異常を認めた。線維化(－)、MPN遺伝子
変異(－)、BCR/ABL(＋)であり、最終診断は CMLであった。
【症例２】60歳代男性。WBC27360/μL、RBC287万/μL、
Hb10.8ｇ/ｄL、MCV115.7ｆL、PLT25.7万/μL。血液像は
Blast5、Pro4、Mye5、Met4、St3、Seg72、Ba1、Ly6%、
NRBC2、涙滴(－)。偽ペルゲル核や顆粒減少などの形態異
常がみられたため atypical CMLを疑った。NAPは Rate20% 
Score47と低値。骨髄は NCC3.3万/μL、巨核球 0/μLで末梢

血様、病理の骨髄生検は過形成骨髄で巨核球増加がみられ、

線維化著明でMF-3相当であった。MPN遺伝子変異解析で
JAK2V617F変異(＋)であり、最終診断は PMFであった。
【症例３】70歳代男性。WBC15100/μL、RBC332万/μL、
Hb9.9ｇ/ｄL、MCV91.6ｆL、PLT12.5万/μL。血液像は
Blast7、Pro1、Mye11、Met6、St4、Seg45、Eo3、Ba7、Ly
12、Mo4%、NRBC24、涙滴著明。巨脾もあり PMFを推測
したが、NAPは Rate32% Score83と低値で Basoも多いため
CMLが鑑別として挙がった。BMは NCC2.3万/μL、巨核球
9/μLで末梢血様であった。病理の骨髄生検結果は髄腔内に
線維化が著明でMF-3であった。BCR/ABL(－)、MPN遺伝
子変異解析で CALR　exon9遺伝子異常を認め、最終診断
は PMFであった。
【まとめ】MPNの鑑別点は幼若顆粒球、Baso、NRBC、涙
滴赤血球の有無、NAPなどがあるが、NAPの結果を過信す
ることなく各所見を総合的に判断することが重要である。

【連絡先】089-924-1111内線 6215

非典型的 NAP所見を示した骨髄増殖性腫瘍の 3例

◎森山 保則 1)、杉原 崇大 1)、森岡 薫乃 1)、多和 拓未 1)、田原 綾 1)、土手内 靖 1)、高橋 志津 1)

松山赤十字病院 1)
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【序論】骨髄異形成症候群（MDS）は、血球形態異常と無
効造血を特徴とする造血幹細胞腫瘍である。形態学的に

MDSと診断される症例の約半数にクローン性の染色体異常

が見いだされ、del(5q)と-7/del(7q)はMDSに特異性が高いと
されている。今回、慢性骨髄性白血病（CML）の治療・寛
解中にMDSを発症した症例を経験したので報告する。
【症例】70歳代女性。20年前より CMLにて当院通院中で
あり寛解を維持していた。1年半前より徐々に血球減少が
進行し、末梢血に芽球が出現したため骨髄検査を施行した。

末梢血液検査所見：WBC 1.78×109/L、RBC 1.75×1012/L、
Hb 6.3g/dL、MCV 108.0fL、PLT 49×109/L、Blast 1.0％、
band 1.0％、seg 30.0％、Lymph 44.0％、Mono 17.0％、
Eosino 4.0％、Baso 3.0％。異形成なし。Major BCR-ABL1 
mRNA IS＜0.0007％。骨髄検査所見：細胞密度は正常～軽
度低形成、巨核球は軽度増加。M/E比 1.10、myeloblast 
typeⅠ3.6％、myeloblast typeⅡ0.6％。非分葉核・微小巨核球
の増加。染色体検査：45,XX,-7が 20細胞中 18細胞に認め
られ Ph染色体は消失。

【考察】10年前の骨髄検査では芽球 0.8％で、染色体検査
では Ph染色体が 20細胞中 19細胞に認められており
CMLクローンが存在していた。イマチニブを開始し、
Major BCR-ABL1 mRNA IS＜0.0007％で寛解を維持していた。
今回骨髄中の芽球増加、巨核球に異形成を認め、染色体検

査にて Ph染色体の代わりに-7が認められたことから
MDSと診断された。TKI治療中の Ph陰性クローンに稀に
染色体異常を認めることが報告され、Ph陰性細胞の染色体
異常(clonal chromosomal abnormalities in Ph−、CCA in Ph−)と
呼ばれている。多くは一過性であるが 7番染色体の欠失は
MDSや AMLへの移行リスクと関連するとの報告もある。
本症例も Ph陰性クローンに染色体異常-7を認めた稀な症
例であるが、ハイドロキシウレア治療を行っていたため治

療関連MDSの可能性も考えられる。
【結語】CML寛解中にMDSを発症した症例を経験した。
CMLの経過中に血球減少を認める場合には、MDSの可能
性を念頭に置き注意深く観察する必要がある。

連絡先 086-462-1111（内線 23129）

CMLの治療・寛解中にMDSを発症した１症例

◎富岡 菜々子 1)、今田 昌秀 1)、高橋 佳子 1)、大倉 尚子 1)、小川 千紘 1)

川崎医科大学附属病院 1)
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【背景】Acute promyelocytic leukemia(APL)with PML-

RARA(FAB分類:M3)は，異常な前骨髄球が増加する白血病で，

線溶系の DICを高率に合併するため，早期発見，早期治療

が重要な疾患である．

約 98%で t(15;17)(q22;q12)PML-RARA融合遺伝子が認めら

れ，汎血球減少を伴うことが多い．今回我々は，汎血球減

少を呈し，骨髄異形成症候群や再生不良性貧血疑いで紹介

され，主治医もそれを疑っていたが，末梢血では明確な異

常前骨髄球は認められなかったものの，当日の骨髄検査で

ファゴットセルを確認し早期治療に結びついた症例を経験

したので報告する．【症例】70歳代，女性【主訴】汎血球

減少【既往歴】高血圧，気管支喘息，慢性腎臓病【現病歴】

高度肥満あり．腎機能の増悪傾向を認め，腎性貧血の治療

を開始するも貧血の改善なく，白血球や血小板数も低下し

てきたため当院血液内科に紹介となった．【来院時血液検

査結果】Hg8.2g/dL，MCV98.8fL，白血球数 1.12×109/L，血

小板数 10.2×1010/L，末梢血血液像でみられた異常細胞は，

核の形態異常はあるものの明確なファゴットを認めなかっ

たため，分類困難であった．生化学検査では LD273U/L，尿

素窒素 51mg/dL，クレアチニン 2.72mg/dL，凝固線溶検査で

Dダイマー 5.0μg/mLであった．骨髄検査が施行され，骨

髄は低形成，細胞は大型で，細胞質に粗大な顆粒を有し，

核に著しい形態異常があり，鉄アレイ状の核やファゴット

セルを含む異常前骨髄球を 38.8%認めた．POX染色は強陽性

であった．巨核球は細胞数少なく異形成率は判定不能，赤

芽球系では多核赤芽球を認めたものの異形成率は 10%未満

であった．細胞表面マーカーでは CD13陽性，CD33陽性，

CD34陰性，HLA-DR陰性，CD56陰性であった．染色体遺伝

子検査で t(15;17)(q22;q12);PML-RARA融合遺伝子を認めた

ことから，Acute promyelocytic leukemia(APL)with PML-

RARA(FAB分類:M3)と診断された．骨髄検査でファゴットセ

ルを確認したことから APLを疑い，すぐに主治医に連絡，

その日の内に染色体遺伝子検査を追加オーダーでき，早期

発見・早期治療に結びついた．

・連絡先：0885-32-2555（内線番号：3243）

Acute promyelocytic leukemia(APL)with PML-RARA(FAB分類:M3)の 1例

◎西川 真由、勢井 伸幸 1)、志水 俊夫 1)、渡辺 光穂 1)、速水 淳 1)

徳島赤十字病院 1)
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【背景】急性前骨髄球性白血病(以下：APL）は，PML-
RARA融合遺伝子異常を有し，異常前骨髄球から成る急性
白血病である．今回，熱傷にて救急搬送されたことにより，

診断に至った症例を経験したので報告する．【症例】70歳
代男性．両下肢，会陰部の 10％程にⅡ～Ⅲ度の熱傷を受傷
し救急搬送された．【検査所見】血液検査:WBC 
1.70×103/µL，RBC 2.25×106/µL，Hb 8.7g/dL，Ht 26.0%，
PLT 61×103/µL，Seg 5%，Ly93.5%，Mo 0.5%，Aty-ly 1%，
異常細胞?(+)．球状，破砕赤血球が認められた．CRP 
11.05mg/dL，LD 420U/L，FDP 25.1µg/mL，DD 13.8µg/mL．
【経過】汎血球減少を認めたため，標本を注意深く観察し

たところ，顆粒の強い骨髄球性細胞がわずかに確認され，

担当医に報告し，翌日骨髄検査を施行した．NCC 
11×103/µLの低形成髄であったが，顆粒の豊富な前骨髄球
が 63.4％認められ，染色体検査にて t(15;17)(q24;q21)を認め
た．ATRA治療を開始され，分化誘導も確認されたが，
ATRA症候群や意識レベルの増悪により一時服薬困難とな
る状態が続いた．他院転院後，全身状態の急激な悪化によ

り永眠された．【まとめ】本症例は，重度熱傷の患者であ

り，血液疾患を疑っていたわけではなかった．しかし，汎

血球減少を認めたため、標本を注意深く観察することで

APL細胞を疑い，線溶型 DICを伴いやすく早期治療が必要
である APLを診断することが出来た．今後も本症例のよう
な可能性を念頭に置き，日頃から標本をしっかり観察する

ことの重要性と，医師と積極的な意見交換をすることで迅

速な治療へ繋がることを改めて認識させられる症例であっ

た．連絡先-0862357674

重度の熱傷で救急搬送されたことを契機に診断された急性前骨髄球性白血病の一例

◎平畑 嵐紀 1)、高橋 孝英、平松 舞、谷﨑 綾香、渡邊 夏希、日野 佳弥、鳥越 佳子、東影 明人
岡山大学病院医療技術部検査部門 1)
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【はじめに】

骨髄検査の診断は，形態に加えて細胞表面マーカーや遺伝

子，染色体，免疫染色等を含めて行われる。今回我々は，

末梢血に好塩基性が強く N/C比の高い芽球，骨髄に blebを
有する芽球を認め，CD41を発現し，診断に苦慮した急性
白血病を経験したので報告する。

【症例】

78歳男性，20XX年 6月，汎血球減少にて近医より紹介受
診，即日入院し，翌日骨髄穿刺が実施された。

【初診時検査所見】

〈生化学検査〉CRP:0.53mg/dL，TP:5.8g/dL，AST:12U/L，
ALT:10U/L，LD(IFCC):246U/L，T-Bil:2.0mg/dL，
D-Bil:0.9mg/dL〈末梢血検査〉WBC:3400/μL，
RBC:109×104/μL，Hb:3.8g/dL，MCV:101.8fL，
PLT:0.7×104/μL，白血球分類 Band:6%，Seg:67%，
Lymph:15%，Eos:1%，中~大型で N/C比 90%程度，好塩基
性の細胞質をもち，核網やや粗剛で明瞭な核小体を有する

芽球 11%

【骨髄検査所見】

NCC:2.6×104/μL，赤芽球系:33.2%，骨髄球系:23.6%，芽
球:21.8%
芽球は，中~大型で N/C比 60~80%程度，一部に blebをもち，
核網繊細，明瞭な核小体を有する細胞でMPO染色は陰性，
細胞表面マーカー:CD41:39.7%，CD13:83.0%，
CD33:39.9%，CD34:12.8%，CD7:59.5%，HLA-DR:7.2%であ
った。赤芽球系と巨核球系細胞に異形成を認め，染色体に

は 7q-を含む複雑核型異常を認めた。骨髄クロット標本の免

疫染色にて CD20，cyCD3，cyMPO陰性，CD41，c-kit陽性
であった。

【まとめ】

骨髄に出現していた blebを有する芽球は細胞形態，特殊染
色からはその帰属は不明であった。細胞表面マーカー，免

疫染色の結果から巨核芽球が示唆され，異形成が認められ

たことから骨髄異形成関連変化を伴う急性骨髄性白血病と

診断された。

連絡先　086-222-8811 内線　21253

CD7，CD41，CD13陽性で複雑核型を伴う急性白血病の一例

◎高橋 綾香 1)、佐々木 駿 1)、平松 成奈美 1)、赤木 直美 1)、荻原 紀子 1)、小川 明美 1)

岡山赤十字病院 1)
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【はじめに】移植後の生着確認には STR-PCR法を用いた
ｷﾒﾘｽﾞﾑ解析を用いるのが一般的だが,当院では院内で
FISH検査を実施しており異性間の場合は性染色体を指標と
する異性間 FISHで生着確認を行っている.今回我々は移植
後に認められた染色体異常がﾚｼﾋﾟｴﾝﾄ由来かﾄﾞﾅｰ由来か苦慮

した症例を経験したので報告する.【症例】57歳女性.20XX-
9年 5月に白血球減少のため前医を紹介受診.急性骨髄性白
血病分化型と診断され,DNR+AraCによる治療で寛解,経過観
察となっていた.20XX-4年の骨髄検査で再発と診断され,
IDA+AraC療法を施行,2nd CRと判断された後 20XX-3年当
院で異性間同種末梢血幹細胞移植が施行された.異性間
FISHで 1000細胞全てが XY細胞となり生着を確認,寛解を
維持していたが 20XX年 6月異性間 FISHで約半数が
Xﾓﾉｿﾐｰ細胞となった.【20XX年 6月検査所見】〈末梢血液
検査〉RBC3.87×106/μL,Hb12.2g/dL,PLT16.7×104/μL,
WBC4.2×103/μL,白血球分類に異常は認められなかった.
〈骨髄血検査〉NCC21×103/μL,巨核球 10/μL,核異型強く,細
胞質に顆粒を有する骨髄球系細胞を認めた.〈染色体検

査〉異性間 FISH:XY541/1000, XX0/1000,X459/1000.
核型:46,X,-X,add(3)(q21),add(4)(q21), add(6)(p12),-7,-17,-20,
+4mar(代表)[8]/46,XY[12]【診断及び経過】性染色体の欠失
により,再々発かﾄﾞﾅｰ細胞由来白血病か判断することが困難
となったため,20XX年 6月の核型と細胞形態を前医初診時
及び再発時と比較した.再発時の核型は初発時の
47,XX,inv(17)(p11.2q21),+19に性染色体の欠失を含む染色体
異常であった.初発時の細胞形態も核異型強く,細胞質に顆粒
を有する骨髄球系細胞が認められたため,ﾚｼﾋﾟｴﾝﾄ由来の再
発と診断された.AZA療法 2ｺｰｽが開始されたが病勢の進行
を抑えられず,20XX年 11月に永眠された.【まとめ】異性
間移植で異性間 FISHは有用であるが,性染色体の欠失があ
る場合ﾄﾞﾅｰとﾚｼﾋﾟｴﾝﾄの鑑別が困難となる.今回のような性
染色体の欠失を有する症例では STR-PCR法を用いた
ｷﾒﾘｽﾞﾑ解析を臨床に提案するなど,適切な検査法を検査室側
から提示することも必要と感じた症例であった.

連絡先：086-422-0210(内腺 2421)

移植後レシピエント由来かドナー由来か苦慮した AMLの症例

◎澁谷 直紀 1)、河内 佳子 1)、髙原 里枝 1)、樋口 美奈 1)、田坂 文重 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)
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【はじめに】今回、ANC の 50%以上が赤芽球かつ ANC の 20%
以上が骨髄芽球である AML non erythroid subtype (AML,NOS)
の症例を経験したので報告する。【症例】65 歳、女性。20XX
年冬頃から口内炎を繰り返し、紫斑が出現、近医クリニック

にて汎血球減少を指摘され当院紹介。【検査所見】末梢

血 :WBC1.06× 109/L(Blast:25.0% 、 Seg:5.0% 、 Lymp:60.0% 、

Mono:10%、EBL:15/200WBC、異形成なし)、RBC3.06×1012/L、
Hb9.5g/dL、PLT6.00×109/L、LD335U/L 
骨髄：NCC178×109/L(Myeloblast 29.0%、Promyelo 3.4%、 
myelo 2.8%、Pro-E 0.4%、Baso-E 0.8%、Pory-E 58.4%、ortho-E 
2.4%、M/E 比 0.6、異形成なし)、POX 染色陽性、表面マーカ

ー陽性は CD13、CD33、CD38、CD117、HLA-DR 
MPO、染色体：46,XX、白血病キメラスクリーニング陰性、

NPM1/変異：陰性、FLT3/ITD/変異：陰性。【考察】WHO 
分類第 4版(2008)では骨髄全有核細胞(ANC)の 50%以上が赤芽

球系細胞の場合は、非赤芽球系細胞(NEC)中の骨髄芽球比率で

計算し、20%以上の場合には AML と診断されていたが、WHO
分類改訂第 4 版(2017)では ANC に対する骨髄芽球比率に変更

されたため、ANC の 20%以上で急性白血病に分類される。つ

まり WHO2008 では AML,NOS(AML-M6a) 
と分類されていた大部分の症例が WHO2017 では MDS とな

り、AML-M6a が消失した。本症例は ANC の 29%が骨髄芽球

で化学療法や放射線治療は行っていなかったため t-AML 
は否定された。特定の遺伝子異常はなく、MDS 関連染色体異

常の存在や多系統血球の異形成は見られなかったことから

AML,NOS と分類した。FAB 分類では NEC の 81.9%が骨髄芽

球、18.1%が成熟骨髄系細胞であり、分化型急性骨髄性白血病

(FAB:M2)を疑ったが、Dr.とのディスカッションで赤芽球系細

胞割合について疑問を持たれ ANC の 50%以上が 
赤芽球かつ 20%以上が骨髄芽球であり、WHO2017 分類で改訂

された non erythroid subtype であることが分かった。この経験

は最新の情報を取り入れなければ日々進歩する検査から遅れ

てしまうと痛感した症例となった。【まとめ】今回、新たなカ

テゴリーである AML erythroid subtype の症例を経験し最新の

情報収集の重要性を再認識した。 
連絡先：高知医療センターLSI 088-856-8834 
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当院で経験したAML non erythroid subtype (AML,NOS)の一例

一般演題 血液

◎佐藤 亨 1)、筒井 義和 1)、窪田 知佳 1)、上野 寿行 1)、根耒 利次 1)、原嶋 一幸 1)、横畠 顕 2)、岡田 由香里 2)

高知県高知市病院企業団立 高知医療センター LSIメディエンス検査室 1)、高知県高知市病院企業団立 高知医療センター 医療

技術局 2)



【はじめに】急性単球性白血病(M5a)は未分化型の急性単球
性白血病であり、単球成分のうち 80％を単芽球が占める。
また、急性単球性白血病の多くは t(9;11)(p21.3;q23.3)を有し
単芽球、前単球の増生を特徴とする。t(9;11)(p21.3;q23.3)は
KMT2A遺伝子の中で最も高頻度に認められ、MLLT3遺伝
子と融合遺伝子 KMT2A-MLLT3を形成する。今回我々は
2013年７月から 2021年８月までの急性単球性白血病
(M5a)と診断された１８症例中 KMT2A-MLLT3陽性の 8症例
と KMT2A-MLLT3陰性の 10症例を用いて形態学的特徴を検
討したので報告する。

【検討方法】2013年 7月から 2021年 8月までの急性単球
性白血病(M5a)と診断された 18症例を用いて KMT2A-
MLLT3陽性例(8症例)と陰性例(10症例）について、メイギ
ムザ染色の形態学的特徴と非特異的エステラ－ゼ染色の染

色性特徴について比較検討した。単芽球と前単球について

はWHO分類第 4版(2008)を用いて分類した。
【検討結果及び考察】KMT2A-MLLT3陽性症例の普通染色
では単芽球の核形態は円形から楕円形、前単球は歪みや凹

みを認め微細なアズール顆粒を持つ広い細胞質がみられた。

KMT2A-MLLT3陰性症例では AML様・円形で N/C比の低
い Blast様・核形の形態異常がある Blast様等様々であり、
統一性は認められなかった。また、特殊染色において

KMT2A-MLLT3を有する８症例全てでペルオキシダーゼ染
色は陰性、非特異的エステラ－ゼ染色は強陽性(ほとんどの
細胞が強陽性)であった。KMT2A-MLLT3を有さない 10症例
に関しては、ペルオキシダーゼ染色は検査依頼のあった５

症例が陽性であり、非特異的エステラ－ゼ染色は検査依頼

のあった７症例で弱から強陽性(強陽性例では弱陽性と強陽
性の混在)であった。
症例数（8症例）は少ないが、KMT2A-MLLT3陽性症例では
共通した形態的所見がみられた。臨床診断を迅速にし、予

後予測因子にも用いられる為形態学的診断は有用であると

言えるが、更に症例を蓄積し形態的特徴や染色結果を数値

化してスコアリングする事を現在検討中である。

連絡先：高知医療センター　LSIメディエンス検査室
　　　　088-856-8834

当院で経験した KMT2A-MLLT3を有する急性単球性白血病(M5a)の形態的特徴

◎窪田 知佳 1)、筒井 義和 1)、佐藤 亨 1)、上野 寿行 1)、根耒 利次 1)、原嶋 一幸 1)、横畠 顕 2)、岡田 由香里 2)

高知県高知市病院企業団立 高知医療センター LSIメディエンス検査室 1)、高知県高知市病院企業団立 高知医療センター 医療技
術局 2)
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【はじめに】一過性骨髄異常増殖症(TAM)は主として Down
症候群の新生児で末梢血中に白血病様芽球が増加する疾患

である.自然治癒する軽症例が多い一方,20～30%の症例は 
3 年以内に AML へ移行する.今回我々は Down 症候群に関

連した骨髄性白血病(ML-DS)を 3 症例経験したので報告す

る.【症例 1】女児.日齢 6 検査所見は RBC 5.41×1012/L,Hb 
20.0g/dL,PLT 43×109/L,WBC 17.1×109/L,Blast 63.0%.Blast
の表面ﾏｰｶｰは CD7,CD33,CD34,CD41 陽性.TAM と診断され,
生後 5 ケ月で末梢血中の Blast は消失した.生後約 2 年で再

び血小板減少と末梢血中に Blast が出現し骨髄検査を施

行.NCC:125×109/L.Mgk:20/μL, Blast 5.6%(表面ﾏｰｶｰ;CD7, 
CD56,CD13,CD33,CD34,CD41 陽性),染色体分析は+8 の異常

を認め,ML-DS と診断された.【症例 2】男児.日齢 0 検査所

見は RBC 5.14×1012/L,Hb 19.7g/dL,PLT 157×109/L, WBC 
90.8×10 9/L,Blast 76.0%.Blast の表面ﾏｰｶｰは CD4,CD7,CD56, 
CD33,CD34,CD41,CD117 陽性.TAM と診断され Blast が増加

傾向のため少量 Ara-C 療法を実施,末梢血中の Blast は生後

3 ケ月で消失した.しかし生後 7 ケ月に再び血小板減少と末

梢血中に B las t が出現し ,骨髄検査を施行 .N CC :21×
109/L.Mgk:10/μL,Blast 13.6%(表面ﾏｰｶｰ;CD7,CD13,CD33, 
CD34,CD41,CD117 陽性),ML-DS と診断された.【症例 3】女

児.日齢 0 検査所見は RBC 5.12×1012/L,Hb 21.1g/dL,PLT  
576×109/L,WBC 31.6×109/L, Blast 17.0%. Blast の表面ﾏｰｶｰ

は CD4,CD7,CD56,CD33,CD34,CD41,CD117 陽性.TAM と診

断され,生後 1 ケ月で末梢血中の Blast は消失した.生後 1 年

半頃から血小板 4 万～7 万で推移し骨髄検査を施行.NCC: 
52×10 9 /L.Mgk :30 /μL,  B las t  1 .0％ (表面ﾏｰｶｰ ;CD4 , 
CD7,CD56,CD13,CD33,CD34,CD41,CD117 陽性). 染色体分

析は t(5;11)(q12;q21)を認め,ML-DS と診断された.【まとめ】

ML-DS を 3 症例経験した.症例 1 では TAM の自然寛解後 
1 年半で,症例 2 では TAM に対し少量 Ara-C 療法を計 4 回

実施し,寛解を認めたものの 4 ヶ月で,症例 3 では自然寛解

後 1 年 9 ヶ月で ML-DS を発症した.3 症例とも現在強化療

法中である. 
連絡先 086-422-0210（内線 2425） 
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Down症候群に関連した骨髄性白血病の3症例

一般演題 血液

◎女鹿田 有紗 1)、樋口 美奈 1)、西村 恭輔 1)、津郷 幸子 1)、河内 佳子 1)、髙原 里枝 1)、田坂 文重 1)

公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)



【はじめに】

　成人 T細胞白血病・リンパ腫（adult T-cell leukemia / 
lymphoma：ATLL）はヒト Tリンパ球向性ウイルス 1型
（human T-lymphotropic virus type1：HTLV-1）を原因ウイル
スとする T細胞の腫瘍性疾患である。ATLLの細胞表面形
質は、一般に CD2+、CD3+、CD4+、CD25+、CD7-、CD8-
を呈する。しかし、まれに CD4陰性例も存在し、結果の解
釈には注意が必要である。今回我々は、CD4-、CD8-を呈す
る ATLLの症例を経験したので報告する。
【症例】

60代男性。腋窩および鼠径部に皮疹を認め、他院を受診。
血液検査で HTLV-1抗体が陽性であったことや、皮膚生検
の所見などから ATLLが疑われていた。その後、急激に皮
疹が拡大し、頚部や背部にも出現したため当院へ紹介とな

った。

【検査所見】

来院時の検査所見は、WBC:7.6×103/μL、
RBC:5.17×106/μL、HGB:16.5g/dL、PLT:217×103/μL、

LD:214U/L、BUN:13mg/dL、ALB:4.6g/dL、sIL-
2R:3130U/mL、HTLV-1抗体陽性。末梢血中に小型で
N/C比大、核網粗剛で核形不整を認める異常リンパ球を
14.0％認めた。また、骨髄検査でも同様の形態を持つ異常
リンパ球を 2.0%認めた。フローサイトメトリー検査では、
CD2+、CD3dim、CD4-、CD7-、CD8-、CD25+、CCR4+、
CADM1+を呈する細胞集団を認めた。CD4-であったが、
CCR4+、CADM1+であったことから、ATLLを疑い臨床へ
報告した。後日サザンブロット法で HTLV-1プロウイルス
のモノクローナルな挿入パターンが認められ、本症例は

ATLLと診断された。
【まとめ】

ATLLで出現する異常リンパ球は、その多くが CD4+、
CD25+を呈するが、本症例の様に CD4-となる例も報告され
ている。形態やその他の検査所見などから ATLLを疑った
場合には、CADM1や CCR4など複数の抗体を用いて総合
的に判断することが重要であると考えられた。

 (連絡先：088-633-9304)

CD4(-)CD8(-)を呈した成人 T細胞白血病・リンパ腫（ATLL）の一例

◎秦 真公人 1)、畑山 晶 1)、寺本 継脩 1)、漆原 南実 1)、井上 雄介 1)、菅﨑 幹樹 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)
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【はじめに】 
ATL 細胞は核の濃染や切れ込みが特徴であり，特に花弁状

核のものは Flower cell と呼ばれる．CD2+，CD3+，CD4+，
CD25+の活性化 T 細胞の表面形質を呈し，時に CD30+とな

ることもある．今回，ATLに特徴的な形態の細胞は少数で，

フローサイトメトリーによる細胞表面抗原解析(FCM)が診

断に有用であった急性型 ATL を経験したので報告する． 
【症例】 
60 歳代男性．主訴は全身倦怠感，出血斑，リンパ節腫張．

WBC1207.1×102/μL と著増，AST 263U/L，ALT 101U/L，
LDH 3727U/L，ALP 2360U/L と肝機能障害を認め，sIL-2R 
46219U/mL と異常高値を示した．末梢血に Blast 様の細胞

が 89％，稀に核中心性に切れ込みを認めた．骨髄検査でも

同様の細胞を 80.8％認め，FCM で CD2+，CD4+，CD25+，
CD30-の表面形質を呈した．HTLV-1 抗体陽性，CCR4 蛋白

陰性であり，最終的に急性型 ATL と診断された． 
【考察】 
本症例の異常細胞は，核が濃染しているものや核に複数の

切れ込みを有するものも少数認めたが，大部分が Blast 様

であり鑑別困難な細胞であった．急性型 ATL では異型の程

度が強くなるとされているが，Flower 状を呈するものから

核不整の乏しいものまで多様性に富んでいるとの報告も多

数ある．また近年，ATL 細胞に発現する CD30 が Flower cell 
形成や細胞増殖，病態進行に関与するとされ，CD30 を標

的とした治療の可能性が示されている．本症例は CD30-で
あり，細胞増殖や病態進行との関連性は示唆できなかった．

しかし，本症例の他に過去 5 年間で当院にて FCM を実施

した ATL4 例中 1 例が CD30-で Flower cell が乏しかったこ

とからも， Flower cell 形成に CD30 が何らかの形で関与し 
ている可能性が示唆された．  
【結語】 
ATL では，典型的な Flower cell だけでなく，Blast 様や 
CLL 様の細胞が出現することもあるため，FCM の実施や

HTLV-1 抗体の検索が重要となる． 
 
連絡先：089-924-1111 (内線：7212) 
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異常細胞の鑑別に苦慮したATLの1症例

一般演題 血液

◎森岡 薫乃 1)、杉原 崇大 1)、多和 拓未 1)、田原 綾 1)、土手内 靖 1)、高橋 志津 1)、森山 保則 1)

松山赤十字病院 1)



【はじめに】炭酸リチウムは精神科領域で躁病や躁うつ病

の患者の治療によく使われている.リチウムは血漿タンパク

と結合せずに細胞内に広く分布し,腎臓から排泄され腎機能

の低下などにより血中濃度が上昇するためモニタリングが

必要である.今回,我々は測定機器の更新に伴い汎用自動分

析装置で測定可能な「エスパ LiⅡ」の基礎的検討をおこな

ったので報告する.

【試薬・機器】検討試薬はエスパ・ LIⅡ試液セット-LS(ニ

プロ株式会社),分析装置は日立 LABOSPECT006(日立ハイテ

クノロジーズ株式会社)を使用した.対照試薬にはコバス試

薬リチウム(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社),分

析装置は cobas6000 c501を用いた. 測定原理は両試薬とも

比色定量法である.

【結果および考察】1.精度：2濃度の専用コントロールを

用いた併行精度(n=10)は XB=0.50mEq/L,1.50mEq/Lの時

CV=1.8%,0.8%であった.10日間の室内再現性は

XB=0.49mEq/L,1.49mEq/Lの時 CV=1.0%,0.8%と精度は良好で

あった.2.希釈直線性：高濃度試料を生理食塩液を用いて

10段階希釈し測定したところ,少なくとも 6.3mEq/Lまで良

好な直線性が得られ,添付文書に記載された測定範囲上限の

5.00mEq/Lを満たしていた.3.従来法との相関：

n=20,r=0.995,y=0.96x+0.001(x:対照試薬,y:検討試薬)と良

好な相関が得られた.4.試薬の安定性：測定終了後に蓋をし

て冷蔵庫に保存し,測定時のみ機器に搭載した時のコントロ

ール測定値の変動幅は,少なくとも 3ヶ月程度は初日比 5％

以内であり許容範囲内であった.試薬の運用方法を工夫する

ことにより,試薬の無駄を減らすことができると思われた.

【まとめ】基礎的検討は良好な結果が得られた.本試薬は汎

用試薬で多くの自動分析装置に搭載可能であり,安定性も良

好で試薬ロスすることなく効率的に使用可能と考えられた.

リチウム濃度の測定は血中濃度のモニタリングや中毒患者

への血液透析など治療方針の決定に重要であり,院内測定を

おこなうことは臨床にとって有用であると考えられる.

連絡先　086-422-0210　内線 2494

LABOSPECT006を用いたリチウム測定試薬の検討

◎赤田 麻斉文 1)、檜垣 幸佑 1)、中西 智宏 1)、久木 紀代美 1)、中川 尚久 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)
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【はじめに】ロイシンリッチ α2グリコプロテイン(LRG)は，
炎症性腸疾患における活動期の判定の補助に有用な新規血

清バイオマーカーである。今回我々は，積水メディカル株

式会社より発売された LRG測定試薬「ナノピア LRG」の
導入を目的として，基礎的検討を行ったので報告する。

【試薬・機器】測定試薬には，LTIA法を測定原理とする
ロイシンリッチ α2グリコプロテインキット「ナノピア
LRG」（積水メディカル），測定機器には TBAc-16000
（キャノンメディカルシステムズ）を用いて測定した。

【方法】併行精度：2濃度のコントロールおよび自家製プ
ール血清において 20回連続測定を行った。室内再現精度：
キャリブレーションを実施した試薬を用いて，2濃度のコ
ントロール試料を 1日 2回，15日間測定を行った。希釈直
線性：高濃度試料を生理食塩水で 11段階希釈し，各 3回測
定を行った。検出限界・定量限界：低濃度試料を生理食塩

水で 9段階希釈し，1日 2回（ブランクは 1日 12回），
5日間測定した。プロゾーンの確認：LRGプロゾーン試料
を生理食塩水で倍々希釈し，各 3回測定した。特異性：干

渉チェック Aプラス，干渉チェック RFプラス（シスメッ
クス）を用いて 6段階希釈系列を作成し，各 3回測定した。
【結果】併行精度：CV＝0.76～1.13％と良好であった。
室内再現精度：CV＝1.14～1.45％と良好であった。希釈
直線性：93.7µg/mLまでの直線性を確認した。検出限界・
定量限界：JSCCの指針に従って評価し，検出限界は
1.52µg/mL，定量限界は 2.81µg/mLとなった。プロゾーン
の確認：高濃度試料において，測定値が測定範囲上限

（100µg/mL）以下に落ち込まないことを確認した。
特異性：遊離型ビリルビン 20mg/dL，抱合型ビリルビン
20mg/dL，溶血（ヘモグロビン）500mg/dL，乳び（ホルマ
ジン濁度）1500FTU，リウマトイド因子 500IU/mLまで測
定値に影響がないことを確認した。

【まとめ】「ナノピア LRG」の基礎性能は良好であり，日
常検査に十分な性能を有していることが確認できた。

(連絡先：086-222-8811)

LRG院内導入に向けた基礎的検討

◎岡崎 忠治 1)、小野 瑛朱香 1)、折田 友美 1)、大取 由美子 1)、松本 明美 1)、樋口 信久 1)

岡山赤十字病院 1)
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I.はじめに
当院では従来、生化学的心筋マーカーである心臓由来脂肪

酸結合蛋白(以下 H-FABP)と心筋トロポニン T(以下 cTnT)は
定性法(イムノクロマト法)を使用していた。しかしながら、
自動分析装置更新を機に業務効率化を求めて H-FABP、心
筋トロポニン I(以下 cTnI)の定量測定を開始した。今回、定
性法と定量法の IHDにおける臨床性能評価を実施したので
報告する。

II.対象と方法
2017年 7月~2020年 8月の期間に CK、CK-MB、H-FABP、
cTnT、cTnI、白血球数、心電図検査、心臓超音波検査が行
われた定性 12例、定量 204例、計 216例を対象とした。臨
床診断に基づき IHDにおける H-FABP、心筋トロポニンの
臨床性能を評価した。

III.結果
①定性において H-FABPは感度 100.0％、特異度 12.5％、偽
陽性率 87.5％、偽陰性率 0.0％、陽性尤度比 1.1、陰性尤度
比 0.0となった。cTnTは感度 50.0％、特異度 87.5％、偽陽

性率 12.5％、偽陰性率 50.0％、陽性尤度比 4.0、陰性尤度比
0.57となった。
②定量において H-FABPは感度 69.0％、特異度 81.7％、偽
陽性率 18.3％、偽陰性率 31.0％、陽性尤度比 3.8、陰性尤度
比 0.38となった。cTnIは感度 89.0％、特異度 86.5％、偽陽
性率 13.5％、偽陰性率 11.0％、陽性尤度比 6.6、陰性尤度比
0.13となった。
IV.考察・まとめ
定性法と定量法を比較した結果、定量の方が H-FABPは偽
陽性率が低く、トロポニンは陰性尤度比が有意に低かった。

すなわち定量法にて H-FABPが陽性であれば IHDの可能性
は高く、トロポニンが陰性であれば IHDの可能性は低く除
外診断として有用性が高いと考えられた。

また定量法では全血を専用採血シリンジで採取する作業を

省略でき、測定時間も 5分程度短縮されることから迅速診
断に近づく利点もあり、総合的に評価すると定量法の方が

臨床性能は優れていると判断された。

連絡先：086-427-1111

H-FABP及び心筋トロポニンの定性法と定量法の IHDにおける臨床性能評価

◎三浦 善徳 1)、森山 研介 1)、藤田 昌美 1)、河合 愛里 1)、木口 直哉 1)、松井 宏人 1)、小橋 博子 1)

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院 1)
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【目的】当院では 2017年 12月よりプレセプシンの院内測
定を開始した。敗血症におけるプレセプシンのカットオフ

値はメーカー推奨値（500pg/ml）があるものの、現在
我々の使用経験から敗血症の診断において苦慮することが

ある。そこで、今回我々は当院における敗血症のカットオ

フ値を検討し、治療･診断に役立てることを目的とした。

【期間・対象】2017年 12月から 2020年 12月にプレセプ
シンを測定した入院及び外来患者 1465名を対象とした。
【方法】1）2017年 12月から 2020年 8月までのプレセプ
シン測定患者を対象に、敗血症群を①敗血症診断ガイドラ
イン（感染症もしくは感染症の疑いがあり、かつ Sequential 
Organ Failure Assessment（以下 SOFA）スコア合計２点以上
の急上昇）を満たす患者、②サマリーにおいて敗血症の診
断名がある患者とした。対照として非敗血症群は、感染症

を認めず、かつ SOFAスコアが 0または 1である患者とし
た。①と②各々の条件の敗血症群と非敗血症群を対象に、
Receiver operating characteristic（以下 ROC）曲線にてプレセ
プシンのカットオフ値を求めた。2）求めたカットオフ値を

使用して、2020年 10月から 12月のプレセプシン測定患者
を対象にその妥当性を検証した。

【結果】1）前記①と②の条件を満たした敗血症群は
1342名中 158名（①22名②136名）、非敗血症群は
116名であった。各々を ROC分析した結果、カットオフ値
は①が 320.6pg/ml、②が 349.3pg/mlとなった。2）求めた
カットオフ値を使用した妥当性の検証では、各々の感度・

特異度・陽性尤度比・陰性尤度比は、①80.0％・ 75.0％・
3.2・ 0.27、②80.0％・ 75.0％・ 3.6・ 0.26であった。
【考察とまとめ】本来ならばガイドラインの診断基準に従

い、①の条件のみで解析をするべきだが、今回の研究では
SOFAスコアの継続的な記録がある患者が極めて少なかっ
たことから、②の条件を加えて検討を行った。得られた
2つのカットオフ値は、両者ともに陰性尤度比が小さいこ
とから、プレセプシンの測定値が 349.3pg/ml以下であれば
敗血症の可能性が低いことを意味し、敗血症の除外診断に

おいて有用であると考えられる。

（連絡先：木口直哉 0864271111 kensa@heisei.or.jp）

当院における敗血症患者のプレセプシンカットオフ値の検討

◎木口 直哉 1)、森山 研介 1)、藤田 昌美 1)、河合 愛里 1)、三浦 善徳 1)、松井 宏人 1)、小橋 博子 1)

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院 1)
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【目的】

　当院は 2017年 12月より敗血症の診断補助として EIA法
による血漿プレセプシン（以下 PSEP）値の院内測定を開始
している。検査材料は EDTA血漿の為、採血の際は単独検
体としているが、血清での測定が可能であれば採血管のコ

スト削減や採血者と患者の負担軽減につながると考えた。

そこで我々は、血漿 PSEP値と血清 PSEP値の比較検討を行
ったので報告する。

【対象と方法】

　2021年 1月 7日から 2021年 4月 27日の間に測定依頼が
あった 87件を対象とし、同時に採取された血清の PSEP値
を測定した。

【測定機器・試薬】

　分析装置：AIA360（東ソー株式会社）
　測定試薬：Eテスト「TOSOH」Ⅱ（Presepsin）

（東ソー株式会社）

【結果】

　血漿と血清の PSEP値の相関性を確認したところ、相関

係数 r=0.997、回帰式 y=0.9972x+36.388であり、良好な相関
性を示した。その中で、血清＞血漿となった例が 66件あり、
血清がやや高値に出る傾向がみられた。一方、血漿＞血清

となった 21件のうち、多くは 500pg/mL以上で、
500pg/mL未満の検体は 1件のみであった。また、やや乖離
がみられた検体は、いずれも 1000pg/mL以上の高値であっ
た。一致率においては、敗血症のカットオフ値とされる

500pg/mL以上となった検体及びメーカー推奨の基準値上限
である 155 pg/mL以上の検体でいずれも 100％であった。
【考察】

　血漿と血清の PSEP値の比較検討を行った結果、良好な
相関性を示した。また、やや乖離がみられた検体はいずれ

も 1000pg/mL以上の高値であり、敗血症のカットオフ値は
500pg/mL以上である為、臨床的に問題はないと考えられた。
さらに、血漿 PSEP値においてカットオフ値及び基準値以
上となった検体に対しても高い一致率を示したことから、

血清 PSEP値でも同等に活用できると考えられた。
連絡先：086-427-1111

EIA法における血漿プレセプシン値と血清プレセプシン値の比較検討

◎河合 愛里 1)、森山 研介 1)、藤田 昌美 1)、木口 直哉 1)、三浦 善徳 1)、松井 宏人 1)、小橋 博子 1)

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院 1)
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【はじめに】新型コロナウィルス(SARS-CoV2)の世界的流
行から一年以上経過したが、その脅威は衰えることなく深

刻な状況が続いている。特に問題なのは重症化リスクの高

い変異株の流行である。高齢者のみならず、幅広い年齢層

で重症化し、症状の急性増悪による死亡例も報告されてい

ることから、重症度・病態の把握を早期に示すマーカーの

発見は重要な課題である。

COVID-19の病態においてサイトカインの関与が明らか
となっており、サイトカイン濃度の把握は重要であると考

えられる。しかし、サイトカイン測定は専用の免疫測定装

置を必要とし測定が難しい施設が多い。産生機序にサイト

カインが関与している CRP、SAA、フェリチン、可溶性
IL-2受容体(sIL-2R)、尿中β2マイクログロブリン(U-
β2MG)は汎用生化学自動分析装置で測定が可能で、一般臨
床で広く活用されている。本研究では COVID-19の重症度
分類、病態把握の簡便な指標として上記 5項目が有用であ
るか検討した。

【対象と方法】2020年 4月 1日から 2021年 3月 31日の期

間、PCR検査にて SARS-CoV2陽性と判定された患者
889名を対象とした。新型コロナウィルス診療手引き(厚生
労働省)に従い、対象患者を軽症、中等症Ⅰ、中等症Ⅱに重
症度分類し、各重症度における CRP、SAA、フェリチン、
sIL-2R、U-β2MGの初回測定値に有意差があるか検定した。
また、各項目の経時変化と COVID-19患者の病態を比較し、
指標となるか考察した。

【結果と考察】項目ごとに重症度別の測定値を比較した結

果、いずれの項目も P<0.05と有意差を認め、CRP、SAA、
フェリチン、sIL-2R、U-β2MGは COVID-19における重症
度分類の指標となることが示唆された。各項目の経時変化

と COVID-19患者の病態推移を比較した結果、フェリチン
はステロイドによる影響が最も少なく、病態を把握する有

用な指標であると示唆された。CRP、SAA、フェリチン、
sIL-2R、U-β2MGは院内検査可能で、迅速に結果を得るこ
とができることから、COVID-19診療において重要な検査
データであると考えられる。

広島市立舟入市民病院　検査科 (TEL:082-232-6152)

COVID-19における重症度・病態把握マーカーの検討

◎福永 竜也 1)、石原 沙也加 1)、中島 雅博 1)、空谷 尚美 1)、田中 美樹 1)

地方独立行政法人 広島市立病院機構広島市立舟入市民病院 1)
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　現在，フルクトースが肝臓での脂肪蓄積を促進し，非ア

ルコール性脂肪肝炎 (NASH) のリスクを高めることが報告
されており，その原因として尿酸が関与することが示唆さ

れている。また，尿酸と心血管疾患の数多くの疫学調査に

おいても正の相関関係が認められる。しかし，尿酸値は生

活習慣病と関係する種々の因子に影響されるため，尿酸上

昇が動脈硬化の危険因子であるかどうかは未だ意見が分か

れている。そのような背景の中，尿酸上昇が NASHや動脈
硬化の病因となりうる根拠として，キサンチン酸化酵素

（XO）が注目されている。XOは尿酸を産生する際に，活
性酸素種を生じることが明らかとなってきており，XO阻
害薬は，尿酸低下，痛風の治療だけではなく，NASHや動
脈硬化にも奏功する可能性がある。そこで本研究では，フ

ルクトースを負荷して尿酸値を上昇させた脳卒中易発性自

然発症高血圧モデルラット（SHRSP5/Dmcr）を用いて
XO阻害薬であるフェブキソスタットの NASHと動脈硬化
に対する抗酸化作用について肝臓，血管の視点から検討し

た。

　NASHを発症させる SHRSP5/Dmcrラットを用いて実験を
開始した。14週齢から 26週齢にかけて，高脂肪食のみを
与えた Cont群，高脂肪食に加え 10%フルクトース 
(40mL/day) 負荷を行った Fru群，HFC食と 10%フルクトー
ス (40mL/day) に加えフェブキソスタット (1.0 mg/kg/day) 
の投与を行った Feb群の 3群に分けた。
　本研究において，フェブキソスタットは，XO阻害によ
って肝臓での尿酸産生を抑制することで，その過程で発生

する活性酸素種を低下させ，抗酸化因子を増強した。その

結果として，肝臓の炎症および白色肥大化の抑制，脂肪滴

や線維化の減少につながったと考えられる。また，血管系

においても，腸間膜動脈における脂質沈着の抑制，LDLコ
レステロールの減少，血管内皮機能障害の抑制が確認され

たことから，動脈硬化に対する保護効果も示唆された。

以上のことから，フェブキソスタットは XOを阻害するこ
とで尿酸，酸化ストレスを低下させ，肝・血管系に対して

保護効果を示したと考えられる。

pi0g4r1m@s.okayama-u.ac.jp　080-8236-2394

肝臓・血管系における XO阻害薬フェブキソスタットの抗酸化作用

◎柿本 麻衣 1)

岡山大学大学院 保健学研究科 1)
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　近年，高尿酸血症は痛風だけでなく，高血圧，慢性腎不

全，メタボリックシンドロームなど多くの臓器疾患と関連

があることが次々と明らかになってきた。また，非アルコ

ール性脂肪肝炎（NASH）患者では高頻度に高尿酸血症を
発症することや，高尿酸血症が心血管疾患の危険因子にな

りうることも報告されている。さらに，血清尿酸値はフル

クトースの摂取と関連していることも示唆されている。本

研究では，フルクトース負荷による尿酸上昇が NASHと動
脈硬化に及ぼす影響について検討した。

　実験には，高脂肪・高コレステロール（HFC）食負荷に
より NASH，脂質代謝異常などを惹起する SHRSP5/Dmcrラ
ット（n=10）を使用した。Cont群（n=5），Fru群（n=5）
の 2群に分け，Cont群には HFC食を，Fru群には HFC食
と 10%フルクトース（40mL/day）を 14週齢から 26週齢ま
での 12週間負荷した。25週齢時に経口ブドウ糖負荷試験
（OGTT），インスリン負荷試験（ITT），26週齢時に血管
内皮機能検査，採血，解剖による臓器重量の測定を行った。

採取した血液は生化学解析，摘出した臓器は病理染色およ

び遺伝子解析に使用した。

　その結果，Fru群では有意に血中尿酸値が上昇した。両
群で NASHを発症し，Fru群では肝臓の顕著な白色肥大化
と肝重量／脛骨長比の増加，線維化の悪化がみられた。ま

た，Fru群で腸間膜動脈への脂質沈着の促進と，弛緩機能
低下による血管内皮機能障害がみられた。糖代謝の指標で

は，Fru群で血糖値は有意に増加し，インスリン値と
HOMA-IRは増加傾向を示した。OGTTにおける曲線下面積
（AUC）は Fru群で有意に増加し，ITTの AUCは増加傾向
を示した。肝臓の遺伝子解析では，Fru群で酸化ストレス
関連遺伝子が上昇し，抗酸化ストレス関連遺伝子が低下し

ていた。

　これらの結果より，フルクトース負荷による尿酸上昇が

インスリン抵抗性と酸化ストレスを介して，NASHを増悪
させ，動脈への脂質沈着を促進したことが示唆された。

p05a6mex@s.okayama-u.ac.jp
090-3880-8033

糖負荷による尿酸上昇が NASHと動脈硬化を増悪させる

◎藤井 萌 1)

岡山大学大学院 保健学研究科 1)
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【はじめに】　1998年の毒物混入事件を契機に当院の毒劇
物解析室にも化学物質分析装置が導入され，中毒起因物質

の分析を開始し 20年が経過した。現在，免疫生化学検査室
の技師のうち 3名が兼務し，結果は即日報告している。今
回，現在までの分析状況についてまとめたので報告する。

【対象および方法】　対象は 2002年 4月から 2019年 3月
末までの 18年間に分析依頼のあった 2549例とした。検体
は胃洗浄液，血清，尿を用い，分析装置は GC/MS，
HPLC，原子吸光分光光度計等を使用した。年齢については，
20歳以下，21～40歳，41～60歳，61歳以上の 4区分とし
た。なお、本研究は川崎医科大学・同附属病院倫理委員会

の承認（受付番号：5225）を得て行った。
【結果】　依頼件数は 2015年までは年間に 100件前後であ
ったが，2016年には 220件，2017年以降は 300件前後と増
加を認めた。また，診療報酬制度における急性薬物中毒加

算が認められた症例の割合は，2013年までは 40％以上であ
ったが，2014年以降は 10％前後となった。急性薬物中毒加

算が認められた症例を対象に，年次推移を確認した結果，

男女割合は，女性が 51.4～84.4％といずれの年度も高かっ
た。年齢別では 21~40歳の割合が高い傾向にあり，18年間
中 14年間で 40％以上を占めた。また，検出物質は，向精
神病薬と総合感冒薬・解熱鎮痛剤が年間を通して上位を占

めるが，年によってその割合には増減があり，一定の傾向

は認められなかった。農薬については明らかな減少傾向が

認められ，2019年には 2.9％まで減少した。
【まとめ】　当検査室で中毒起因物質の分析を開始して

20年が経過した。開設当初は急性薬物中毒疑い症例を主な
対象としていたが，近年は原因不明の意識障害で救急搬送

された症例において急性薬物中毒の除外診断として行われ

るようになった。そのため，依頼件数は激増したが，急性

薬物中毒加算が認められる症例の割合は減少した。急性薬

物中毒加算が認められた症例は 21～40歳の女性が多く，検
出物質は向精神病薬と総合感冒薬・解熱鎮痛剤の割合が高

かった。

【連絡先】086-462-1111（内線 23126）

毒劇物解析室における分析状況～急性薬物中毒患者数の動向～

◎森永 睦子 1)、古川 聡子 1)、岡本 操 1)、上杉 里枝 1)、河口 豊 1)

川崎医科大学附属病院 1)
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【はじめに】

HBs抗体は B型肝炎ウイルス hepatitis B virus（HBV）の
HBs抗原に対する抗体であり，HBVの感染既往や HBワクチ
ン接種後における抗体獲得の有無を鑑別するための指標とし

て用いられている。今回，我々は世界保健機構の第 2次国際
標準品 (NIBSCcode:07/164)を標準物質として値付けした試薬
ルミパルスプレスト HBsAb-Ⅲの性能評価を行ったので報告す
る。

【対象および方法】

対象は 2020年 4月に，当院中央検査部に HBs抗体測定の依
頼があった患者の血清（54例）とした。なお, 本研究は川崎

医科大学・同附属病院倫理委員会の承認（受付番号:3932） 

を得て行った。検討試薬にはルミパルスプレスト HBsAb-Ⅲを，
対照試薬には第 1次国際標準品を標準物質として値付けされ
ているルミパルスプレスト HBsAb-Nを用いて，全自動化学発
光酵素免疫測定システムルミパルスプレストⅡで測定した

（試薬，機器ともに富士レビオ）。定性試験はクイックチェ

イサー HBsAb（ミズホメディ－）を用いた。

【結果】

1) ACCURUN125anti-HBs陽性コントロールと 2種類のプー
ル血清を 10回連続測定した併行精度の変動係数（CV）は
1.6～3.0 %であった。また，同試料を用い 1日 1回，11日間測
定した日差再現性の CVは 1.7～3.8 %であった。2)HBs抗体高
濃度プール血清を 10段階希釈し, 各試料を 1回測定した結果，
1000.0mIU/mＬまで原点を通る直線性を認めた。3)precision 
profileを作成し，定量限界値を求めた結果，0.9mIU/mL（相対
標準偏差 CV=10%）であった。4)対照試薬と検討試薬の相関
性は，相関係数が 0.997, 線形関係式が y= 1.07x-9.24であった。
5)メーカー推奨値のカットオフ値 10.0mIU/mLに対する対照試
薬と検討試薬の判定一致率は 100％であった。また，9例の検
体を用いた検討試薬と定性試験の判定一致率も 100％であった。
【まとめ】

第 2次国際標準品を標準物質とするルミパルスプレスト

HBsAb-Ⅲ試薬は，従来試薬と同等の基本性能を持つことが確
認できた。　　　　　　

連絡先 086-462-1111（内線 23113）

第 2次国際標準品を標準物質とした試薬「ルミパルスプレスト HBsAb-Ⅲ」の性能評価

◎木村 千紘 1)、大久保 学 1)、古川 聡子 1)、前田 ひとみ 2)、岡本 操 1)、森永 睦子 1)、上杉 里枝 1)、河口 豊 1)

川崎医科大学附属病院 1)、川崎医科大学 2)
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【はじめに】

SP-Dは特発性肺線維症、膠原病関連間質性肺炎、薬剤性肺
炎等の様々な種類の間質性肺炎で上昇することから、間質

性肺炎と他疾患の鑑別、間質性肺炎の活動性把握および予

後推定等の経過観察に用いられている。このたび迅速に多

検体測定が可能な機器が開発され、性能評価を行ったので

報告する。

【対象】

当院総合内科を受診し、SP-Dを測定した患者のうち、研究
参加の同意を得られた患者の残血清を用いた。

【機器･試薬】

対照機器・試薬：対照 A－CL-JACK RK（日立化成ダイア
グノスティックス･システムズ株式会社）、CL SP-D「ヤマ
サ」（ヤマサ醤油株式会社）、対照 B－全自動マイクロプ
レート EIA分析装置 AP-96（日立化成ダイアグノスティッ
クス･システムズ株式会社）SP-Dキット「ヤマサ」
EIAⅡ（ヤマサ醤油株式会社）、検討機器・試薬： CL-
JACK NX（日立化成ダイアグノスティックス･システムズ

株式会社）、CL SP-D「ヤマサ」NX（ヤマサ醤油株式会社）
【方法･結果】

1)同時再現性：3濃度の試料において、CVは 3.8～4.7%で
あった。2)日差再現性：1日 2回 20日間測定しところ、
CVは 4.5～5.2%であった。3)添加回収試験：回収率は
92.6～114.2%であった。4)検出限界、実効感度：ともに濃
度は 2.6 ng/mLでメーカー試薬添付文書記載の 15.0 
ng/mL未満であった。5)希釈直線性：534.4 ng/mL まで良好
な直線性が認められた。6)妨害物質の影響：干渉チェッ
ク・ Aプラスおよび RFプラス（シスメックス社）を用い
て調べたところ影響はみられなかった。7)相関性試験：患
者検体 110件を用いた本法と対照 Aの相関は回帰式
y=0.977x-17.6、相関係数 0.995、本法と対照 Bとの相関は回
帰式 y=1.00+12.9、相関係数 0.976であった。
【考察】

CL-JACK NXを用いた CL SP-D「ヤマサ」NXの基礎的性
能は概ね良好であった。　　　　

                             （連絡先：086-235-7667）

CL JACK NXを用いた CL SP-D「ヤマサ」NXの基礎性能評価

◎中村 茉由 1)、古川 雅規 1)、東影 明人 1)

岡山大学病院 1)
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【はじめに】炎症性サイトカインのひとつである IL-6は，
免疫反応，造血，急性期炎症反応をはじめとする様々な生

物学的事象に関与している．生体の恒常性の維持に重要な

役割を果たす一方，ウイルスや細菌等の感染症に伴う敗血

症や，多発外傷などで過剰に産生された IL-6は多臓器障害
等の病態を引き起こす．IL-6は既存のバイオマーカーに比
べ発症早期にピークを示し，加療に伴って速やかに低下す

ることがわかっている．今回 IL-6測定試薬の導入に向けて
基礎的検討を行ったので報告する．

【試薬・測定装置】検討試薬としてエクルーシス試薬　　

IL-6（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社），測定
装置はコバス e801（ロシュ・ダイアグノスティックス株式
会社）を用いた．

【結果】①併行精度　2濃度の試料を 10回連続測定した結
果，CVはそれぞれ 0.65%，0.70%であった．②室内再現精
度　2濃度の試料を 10日間測定した結果，CVはそれぞれ
0.97%，1.09%であった．③希釈直線性　高濃度検体を用い
て 10段階希釈系列を作製しそれぞれ 2重測定した結果，測

定範囲（1.5~5000pg/mL）において直線が得られることを確
認した．④検出限界　低濃度検体を 10段階希釈し測定して
算出した結果，検出限界は 1.20pg/mLであった．⑤共存物
質の影響　ビリルビン F（0~20.0mg/dL），ビリルビン
C（0~20.0mg/dL），溶血ヘモグロビン（0~500mg/dL），乳
び（0~3000FTU），RF（0~500IU/mL）をそれぞれ添加測定
した結果，全て未添加試料に対して±5%以内の変動であっ
た．⑥添加回収試験　3濃度添加し回収率は 97.8~101.8%で
あった．

【まとめ】今回コバス e801におけるエクルーシス試薬　　
IL-6の基礎的検討を行った結果，基本性能において良好な
結果が得られた．緊急搬送・集中治療を要する患者の重症

度判定の補助を目的として，エクルーシス試薬 IL-6が
2021年 1月より保険適用された．全身性炎症反応症候群は
元より，COVID-19患者における重症度判定への活用が期
待されており，院内導入することでより臨床に貢献できる

ものと考える．

連絡先　0859-38-6826

エクルーシス試薬 IL-6の基礎的検討

◎渡部 加奈子 1)、仲田 夢人 1)、逸見 静子 1)、市川 ひとみ 1)、福田 哲也 1)

国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 1)
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【はじめに】臨床検査精度管理調査報告書によると、

TSH値は測定キット間の変動が大きく、最大 1.6倍程度の
差がある。このため C-STFTにより、全測定方法間の平均
値に対してハーモナイゼーションを行うことで TSH値の標
準化が実現した。今回、我々は TSH測定試薬 3試薬を比較
検討する機会を得たので報告する。

【対象および方法】徳島大学病院検査部に TSHの測定が依
頼された患者の残存血清 50例を対象とした。測定試薬に
『ルミパルスプレスト TSH IFCC』（以下 LUMI；富士レビ
オ）を用いてルミパルス L2400にて測定した方法、『アー
キテクト・ TSH』（以下 ARCH；アボットジャパン）を用
いてアーキテクト i1000にて測定した方法、『エクルーシ
ス試薬 TSH』（以下 ECL；ロシュ・ダイアグノスティック
ス）を用いて cobas 6000にて測定した方法の 3法について
検討した。ARCHは補正係数 1.09を乗じた。
【結果】いずれの試薬でも、併行精度は CV2.3％以下，室
内精度は CV3.6％以下と良好であった。希釈直線性の検討
では、LUMIは 185.9μIU/mL、ARCHは 100.8μIU/mL、

ECLは 99.89μIU/mLまで直線性を認めた。各試薬の相関に
ついて検討したところ、回帰式は LUMIと ARCHで y＝
0.93x－2.7、LUMIと ECLで y＝0.89x＋1.6、ARCHと
ECLで y＝0.94x＋5.0を示した。また、ハーモナイゼーシ
ョン前の各試薬の測定値についても検討したところ、回帰

式は LUMIと ARCHで y＝1.08x－3.6、LUMIと ECLで y＝
1.12x＋0.2、ARCHと ECLで y＝1.02x＋5.0であった。いず
れの検討でも、相関係数は r＝0.988以上であった。
【考察およびまとめ】今回検討を行った TSH測定試薬はい
ずれも、基礎的検討において良好な結果が得られた。ハー

モナイゼーションにより、LUMIと ARCHは従来よりもや
や高値の測定値が得られるようになったが、今回検討した

3試薬は、ハーモナイゼーション前から良好な相関を認め
ており、補正後も大きな相関の変化は認めなかった。この

ことから、3試薬はともに臨床的に有用な試薬であり、ハ
ーモナイゼーションによる臨床への混乱は少なかったので

はないかと考えられる。

【連絡先：088-633-9307】

甲状腺刺激ホルモン（TSH）測定試薬 3試薬の比較検討について

◎藤野 恵 1)、小笠 佐知子 1)、森 さゆり 1)、松本 真弓 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)
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【はじめに】新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗体検査に
は、ウイルスの spike protein domain S1(S)と nucleocapsid 
protein(N)に対する抗体検査試薬が用いられている。今回
我々は、当院職員ワクチン（Pfizer社）接種者において、
2社の S抗体定量検査試薬を用いて抗体獲得率および抗体
価の変動について検討を行った。

【対象と方法】本検討に同意が得られ、SARS-CoV-2ワク
チンを接種した当院職員で N定性検査陰性の 128名を対象
とし、ワクチン 2回目接種から約 1ヶ月後に SARS-CoV-2
に対する抗体価を測定した。そのうち 38名はワクチン接種
前(以下Ⅰ期)、2回目接種前日(以下Ⅱ期)、2回目接種から
約 1ヶ月後(以下Ⅲ期)の抗体価を測定し、抗体価の変動を
検証した。測定試薬は、Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S RUO 
(Roche社) (R-S定量)および ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG
ⅡQuant (Abbott社) (A-S定量)を使用した。
【結果】抗体価測定を実施した 6日間において、専用コン
トロールを用いた各試薬の安定性は良好であった。ワクチ

ン 2回目接種から約１ヶ月後の S抗体価平均値は、R-S定

量：1378.4U/mL、A-S定量：10430AU/mLとなり、１例を
除き全例陽性であった。各社が推奨する感染防御の指標と

なる抗体価(R-S定量:15U/mL、A-S定量:4160AU/mL)から求
めた抗体獲得率は、R-S定量:99.2%、A-S定量:84.4%となっ
た。R-S定量と A-S定量の相関は Y=5.3X+3149.1,R=0.74で
あった。また、ワクチン接種による抗体価の変動は R-S定
量平均値がⅠ期:0.4,Ⅱ期:107.5,Ⅲ期:1407.7U/mL、A-S定量
平均値がⅠ期:1.94,Ⅱ期:1555.3,Ⅲ期:11360.7AU/mLとそれぞ
れの試薬で増加傾向を示した。

【考察】SARS-CoV-2に対する抗体価は、ワクチン 2回接
種によって 1例を除き全て陽性であったが、抗体獲得率は
2試薬間で若干の差異が生じた。R-S定量、 A-S定量とも
にワクチン接種による抗体価の上昇を確認できた。また、2
回接種によるブースター効果も確認できたことから、2回
接種の妥当性が証明された。両試薬ともにワクチン接種に

おける抗体獲得の指標として有用であると考えられた。し

かし、抗体価は試薬間で異なるため、同等の解釈を可能と

する評価基準の設定が望まれる。0829-36-3111(内線 2245）

SARS-CoV-2ワクチン接種における抗体検査試薬２社を用いた抗体価の比較検討

◎小原 健吾 1)、鹿嶋 聖 1)、村田 竜也 1)、丸山 恭平 1)、大西 真子 1)、横山 富子 1)、長尾 専 1)、福岡 達仁 1)

広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 1)
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【はじめに】髄膜炎菌（Neisseria meningitidis）はグラム
陰性の双球菌で、飛沫感染により伝播し、重篤な敗血症

や髄膜炎を引き起こす。また本邦では、健常者の約

0.4％は鼻咽頭に保菌している。今回、性行為に関連す

ると考えられた髄膜炎菌性尿道炎の症例を経験したので

報告する。

【症例】20歳代男性。既往歴のない健常成人。排尿時に
膿性の尿道分泌物を認めたため当院救急センターを受診。

来院 2週間前に複数人による性交渉歴があったため、淋
菌感染症による尿道炎を疑い、尿培養、尿淋菌・クラミ

ジアトラコマティス PCRが提出された。全身状態良好で
症状も乏しいため、後日当院泌尿器内科外来受診となり

帰宅となった。

【微生物学的検査】来院時に採取された尿のグラム染色

は、菌体は認められず、形態の崩れた好中球をわずかに

認めたのみであった。チョコレート寒天培地、スキロー

寒天培地（コージンバイオ）を 36.5℃、炭酸ガス 6.0%の
条件下で培養し、24 時間後に半透明で光沢のある粘着性

のコロニーを認めた。オキシダーゼ陽性のグラム陰性双

球菌であった。質量分析装置MALDI Biotyper（ブルカー
ジャパン）と IDテスト・ HN-20ラピッド（日水製薬）
で N. meningitidis（質量分析 SV:2.46、IDテスト判定コー
ド：1043000）と同定された。PAS-TREX メニンジャイ
ティス（BIO-RAD）にて抗 N. meningitidis Y/W135特異抗
体感作ラテックスに凝集を認めた。尿の淋菌・クラミジ

アトラコマティスの PCR結果はともに陰性であった。
【治療経過】菌種同定後、泌尿器内科外来受診時に

CTRXが投与され、診察終了となった。
【まとめ】髄膜炎菌保菌者による性行為感染が原因とな

る髄膜炎菌性尿道炎は国内外で報告がある。臨床症状は

淋菌性尿道炎との区別が困難であるため、多様な髄膜炎

菌性感染症の症状の一つとして今後留意が必要な症例で

あると考えられた。

連絡先：086-422-0210(内線:2424)

Neisseria meningitidis による尿道炎をきたした 1症例

◎海原 弘貴 1)、大熨 ゆうか 1)、井上 恭太郎 1)、松永 美妃 1)、黒瀬 多規子 1)、茅田 知子 1)、大森 章恵 1)、藤井 寛之 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)
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【はじめに】C.ulceransはジフテリア毒素産生能を有し、
ヒトにジフテリア様症状を引き起こす人獣共通感染症の起

因菌として知られており、多くは飼育しているイヌやネコ

からの感染が推定されている。今回我々は胸水よりジフテ

リア毒素産生 C.ulceransを検出したので報告する。
【症例】50代男性、既往歴なし。発熱、咳嗽、喀痰を主訴
に前医受診し、炎症反応の上昇と右胸水貯留を認め当院紹

介となった。胸水穿刺にて淡黄色、軽度混濁した胸水が提

出された。膿胸の診断で ABPC/SBT投与と胸腔ドレナージ
により症状は改善し、第 16病日目に退院となった。
【細菌学的検査】胸水のグラム染色で多数の白血球とグラ

ム陽性桿菌が観察された。血液寒天培地で 24時間炭酸ガス
培養を行い、1-2㎜の弱いβ溶血を示す乳白色のコロニー
が発育した。BD BBLCRYSTAL GP及び質量分析法にて
C.ulceransと同定された。薬剤感受性試験は、CLDM以外
に良好な感受性を示した。患者の同意を得て保健所へ情報

提供を行い、PCR法により毒素遺伝子が検出された。毒素
産生性を確認するため、国立感染症研究所にて精査を行い

細胞培養法において毒素産生性が確認された。

【考察】主治医に患者の動物との接触歴を確認したところ、

ネコ 2匹を 1階のベランダで飼育しており、野生ネコとの
接触があることがわかった。これらのことより、飼いネコ

を通しての感染が考えられた。C.ulceransが検出された場
合、感染症法での届け出対象ではないが、保健所を通じて

患者や飼育する動物などの情報提供が求められている。

Corynebacterium属は咽頭や皮膚に常在しており、詳細な同
定まで行わないこともある。本菌の検出のためには、偽膜

形成やリンパ節腫脹などジフテリア症状を呈していなくと

も、動物との接触歴など臨床情報の収集に努め、弱いβ溶

血を示す Corynebacterium様のコロニーが発育した場合は、
種レベルまで同定する必要がある。胸水からの検出は比較

的稀であると考え報告した。

連絡先：086-222-8811（内線 21251）

胸水よりジフテリア毒素産生 Corynebacterium ulceransを検出した 1例

◎香川 麻衣 1)、林 加奈子 1)、小田 昌弘 1)、大山 智之 1)

岡山赤十字病院 1)
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【はじめに】腸チフスはチフス菌（Salmonella enterica 

subsp. enterica serovar Typhi）に汚染された水や食品な

どの摂取により、敗血症を引き起こすことで発症する全身

性感染症である。今回われわれは、インドネシアから帰国

後の腸チフス症例を経験したので報告する。

【症例】50 歳代、女性。基礎疾患：糖尿病、気管支喘息。

現病歴：2020年 1月 5日にインドネシアのメダンへ渡航し、

インドネシア滞在中には生の果物や屋台での食事を摂取し

ていた。2月初め頃から 39℃台の発熱と下痢を認め、イン

ドネシアの病院に 4日間入院し、デング熱の治療を受けた。

2月 14日に日本へ帰航した。その後も吐き気や水様便など

の症状を認め、3月 9日に 39～40℃の発熱、食欲不振、倦

怠感が出現し、3月 11日に当院を受診した。

【経過】入院時に血液培養 2セットを採取し、SBT/ABPCに

よる抗菌薬治療を開始した。3月 13日に血液培養の結果で

腸チフスが判明し、抗菌薬が CTRX+AZMへ変更となった。症

状は改善傾向であり、今後の加療継続のため 3月 16日に他

院へ転院した。

【細菌学的検査】培養 1日目に血液培養 2セットが陽性と

なり、グラム陰性桿菌が認められた。SS寒天培地で中心に

黒色を伴うコロニーが確認され、TSI培地と SIM培地でも

穿刺部位に硫化水素産生が認められた。BDフェニックスで

S.Typhiと同定された。サルモネラ免疫血清（デンカ生研）

を用いた血清型別テストは、生菌で抗 O9群血清と抗 Vi血

清に凝集し、加熱菌では抗 O9群血清に凝集したが、抗

Vi血清には凝集しなかった。H抗原はｄであった。

【考察】今回、インドネシア滞在中に感染したと考えられ

る腸チフス症例を経験した。血液培養を施行したことでチ

フス菌による血流感染の存在が判明し、適切な抗菌薬治療

を行うことができた。臨床側との情報共有は必須であり、

海外渡航歴のある場合には、本症例のような稀な菌による

感染も念頭において検査を進める必要がある。

【謝辞】菌株を同定精査して頂いた愛媛大学医学部附属病

院細菌検査室の皆様に深謝致します。

十全総合病院　臨床検査科：0897-33-1818(内線 6213)

インドネシアから帰国後の腸チフス症例

◎近藤 みずほ 1)、佐々木 貴美 1)、泉谷 美和 1)

一般財団法人 積善会 十全総合病院 1)
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【はじめに】Campylobacter spp.は、人畜共通感染症を引き
起こす微好気性のらせん状をしたグラム陰性桿菌である。

通常、下痢症患者の糞便から分離されることが多いが、敗

血症や髄膜炎などの腸管外感染症を引き起こすこともある。

今回我々は椎間板穿刺液から Campylobacter coli（以下 C．
coli）を検出したので報告する。
【症例】90歳代女性。既往歴：高血圧症、認知症。現病
歴：20XX年 8月、前日より発熱と下痢を認め、本人脱力、
歩行困難となり当院に救急搬送され即日入院した。CT所見
より L3 -5レベルで椎体右腹側に軟部影あり、化膿性脊椎
炎、椎間板炎が疑われた。微生物学的検査として入院時に、

椎間板造影検査時に採取した椎間板穿刺液、血液培養 1セ
ット、尿培養及び便培養が提出された。

【微生物学的検査】椎間板穿刺液におけるグラム染色は好

中球を多数認めたが細菌は認めず、平板培地上においても

明らかな細菌の発育は認めなかった。同時に実施していた

便培養より Campylobacter spp.の発育が認められたため、羊
血液寒天培地（日水）及び mCCDA 寒天培地（BD）の微

好気条件 24 時間培養を追加で実施したところ、菌の発育
を認めた。グラム染色を実施し、らせん状グラム陰性桿菌

を認めた。培地上に発育した菌の生化学的性状は、カタラ

ーゼ（＋）、オキシダーゼ（＋）馬尿酸加水分解（－）、

25℃発育（－）、42℃発育（＋）NA（R）、CET（R）であ
った。簡易同定キット「アピヘリコ」による同定により 
C．coliと同定した。
【まとめ】今回、椎間板穿刺液より C．coli が検出された。
穿刺液の培養では Campylobacter spp.の想定しておらず分離
を実施していない。直接塗抹検査でも細菌を認めなかった。

当初は Campylobacter spp.を分離出来なかったが、便検体か
ら Campylobacter spp.を検出したことにより、微好気培養を
追加で実施し C. coliを検出することができた。
Campylobacter spp.が腸管外感染症を起こす原因菌となりう
ることを再認識した貴重な症例であった。今後、便検体以

外でも Campylobacter spp.が検出されることも念頭に置き業
務にあたりたい。

連絡先：089-943-1151 　

椎間板穿刺液から Campylobacter coli を検出した 1 症例

◎笹田 和美 1)、横井 杏奈 1)、畑野 一秀 1)

一般財団法人 永頼会 松山市民病院 1)
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【はじめに】市中感染型 MRSA（CA-MRSA）は主に皮膚軟 
部組織感染症患者から分離され、予後良好と言われている。 
米国では USA300 を代表とする、Panton-Valentine leukocidin 
（PVL）陽性 CA-MRSA の急速な拡がりが問題となってお

り、国内でも PVL 陽性 CA-MRSA が増加傾向にある。今

回、USA300 に類似したΨUSA300 による難治性皮膚軟部組

織感染症を経験したので報告する。【症例】70 代、男性。主

訴：右臀部痛。既往歴：副鼻腔炎。現病歴：8/20 右臀部に

手拳大の硬結があり受診。LVFX 処方されたが改善なく、

左臀部や陰嚢にも硬結が出現した。【経過】8/24 に切開し、

膿の培養が提出された。8/26 炎症反応高値のため入院とな

り VCM 投与、9/4 軽快退院となる。10/8 一週間前より左臀

部に皮疹が再燃し受診。MINO 内服一週間程度で皮疹消退

した。再燃の可能性あり、MINO 長期内服となったが、副

作用のため ST へ変更。翌年 1/7 ST 内服中であったが、左

臀部に小児手拳大の発赤硬結、排膿あり受診。外来にて 10
日間 VCM 点滴後 ST 内服とし、以後再燃ないため 8 月下

旬 ST 終了となった。【細菌学的検査】膿のグラム染色では

グラム陽性球菌 1+、好中球 1+、培養では MRSA が検出さ

れた。症状が激しい為、PVL 産生を疑い岡山大学病院皮膚

科に解析を依頼、PVL 産生を確認した。また、キノロン耐

性であったため USA300 の可能性を考え、東京薬科大学薬

学部へ菌株の解析を依頼したところΨUSA300 （SCCmec 
typeΨⅣ、ACME 陽性、ST8）と解析された。再燃時、膿の

培養からは MRSA が検出された。また、本人、家族、ペッ

トの鼻腔を検査したが MRSA は検出されなかった。【まと

め】今回、ΨUSA300 による難治性皮膚軟部組織感染症を

経験した。ΨUSA300 は USA300 同様に病原性が強いと考

えられた。ΨUSA300 は増加傾向にあり、今後、健常人で

MRSA 感染症が難治化する場合には、このような菌を念頭

におき、検査する必要があると思われた。 
 
最後に菌株を解析してくださった岡山大学病院皮膚科小橋

美那先生、東京薬科大学薬学部病原微生物学教室中南秀将

先生、金子寛先生に深謝いたします。 
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◎栗本 真起子 1)、入江 由美 1)、松谷 茉由 1)、二宮 恵 1)、髙畑 奈都美 1)

総合病院岡山協立病院 1)



【はじめに】　当院での抗酸菌同定は TRC（Transcription 
Reverse-transcription Concerted reaction）法を用い実施してい
る。

今回、MAC(Mycobacterium avium complex)を疑わせるコロ
ニー発育を認めたにもかかわらず、TRC法において偽陰性
となった M. aviumを経験したので報告する。
【症例】　患者は 50歳代女性。CTで肺右上葉 S1に空洞性
結節を認めた。胸腔鏡下右上葉切除を実施し、肺抗酸菌症

疑いで肺葉組織検体が提出された。

【微生物学的検査】　肺葉組織のチールネルゼン染色にて、

菌量１＋の抗酸菌を認めた。同試料の TRC法の結果は陰性
であった。培養を実施したところ、遅発育で非光発色菌群

の S型のコロニー発育を認めた。本コロニーを用いた
TRC法の結果も陰性であった。
発育したコロニーを用いた DDH(DNA-DNA 

hybridization)法では M. aviumに最も高い一致率を示した。
TRC法と DDH法の結果が乖離したため、16S rRNA、

rpoおよび hsp領域のシーケンス解析を BLASTで実施した

ところ、M. avium（一致率 99％以上）となった。
【考察】　TRC法は 16S rRNA領域を標的とする核酸増幅
法である。本症例について、試薬製造販売業者に分析を依

頼したところ、M. avium標準株（ATCC25291）と 1塩基
（142C＞T）の変異が認められたとの回答を得た。この結
果は、院内で実施した 16S rRNA領域のシーケンス解析に
おいても一致した。

偽陰性となった要因として、増幅後に検出用プローブが

結合できなかったことが考えられた。このことは、原理が

異なる他社の試薬においても、起こり得る可能性があると

思われた。

【結語】　核酸増幅法では検出不能であり、DDH法やシー
ケンス解析が有効であった M. aviumの症例を経験した。
核酸増幅法は、配列に変異・欠失/挿入等がある場合、

1塩基であっても検出不能となることがあり、多型が起こ
りやすい抗酸菌においては、核酸増幅法にて検出できない

可能性を考慮し、総合的に判断する必要があることを再認

識した。

遺伝子変異により核酸増幅法で検出できなかったMycobacterium aviumの一例

◎玉川 優華 1)、西田 愛恵 1)、上岡 彩椰 1)、道家 章斗 1)、三本 愛里 1)、森本 徳仁 2)、徳弘 慎治 1)、横山 彰仁 3)

高知大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門 1)、高知学園大学健康科学部臨床検査学科 2)、高知大学医学部付属病院呼吸器・
アレルギー内科 3)
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【はじめに】Malassezia属真菌は皮膚の常在菌であり、好
脂性であることから頭皮や体幹部などの皮脂腺の豊富な部

位より分離される。主に癜風や脂漏性皮膚炎の起因菌とし

て知られているが、近年脂質を多く含む高カロリー輸液な

どに使用されたカテーテルからの分離例が散見されており、

カテーテル関連血流感染症の起因菌としても報告されてい

る。今回我々はカテーテルより Malassezia furfurを検出した
症例を経験したため報告する。

【症例】50歳代、男性。両側肺尖気胸、胃癌の既往あり。
肺アスペルギルス症により入院。脂漏性皮膚炎治療中。気

管支切開後であること、及び胃癌による胃全摘術後である

ことより、20XX年 8月より右鼠径部 CVからの高カロリー
輸液を開始。同年 9月より CVからの乳脂肪剤追加。同年
11月に 38.0℃の発熱、翌日 CFPM投与により一時解熱する
がその後再び発熱がみられ CVカテーテル抜去。患者は
CVカテーテル抜去により解熱。
【微生物学的検査】カテーテル先端のグラム染色鏡検像で

はボーリングのピン状の酵母様真菌を多数認めた。培養

1日目では真菌の発育は見られず、鏡検像の所見より
Malassezia属真菌を疑いオリーブオイルを重層したクロモ
アガーカンジダ培地による培養を追加した。追加した培地

より培養 3日目に真菌の発育を認めた。
【遺伝子学的検査】本コロニーから rRNAの D1/D2領域及
び ITS領域の相同性検索を行った結果、M. furfurとそれぞ
れ 99.27％、99.20％の一致率を認めた。
【まとめ】Malassezia属真菌は増殖に脂質を必要とするこ
とから、一般的な培地では発育を認めない。また、皮膚疾

患の原因菌として知られており、その他の疾患では本菌種

が疑われることはまれである。本症例では鏡検像より

Malassezia属真菌の可能性を疑い、至適環境下での培養を
実施することによって同定に至った。今回カテーテル培養

と同時に血液培養が提出されていたが、その結果は陰性で

あった。カテーテル関連血流感染症を疑い、血液培養に対

しても至適環境下での培養を行う必要があったのではない

かと考える。　（高知大学医学部付属病院　三本愛里　

TEL：088-880-2643 Mail : jm-mimotoairi@kochi-u.ac.jp）

CVカテーテル培養よりMalassezia furfurが検出された一症例

◎三本 愛里 1)、西田 愛恵 1)、上岡 彩椰 1)、道家 章斗 1)、玉川 優華 1)、森本 徳仁 2)、徳弘 慎治 1)、横山 彰仁 3)

高知大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門 1)、高知学園大学健康科学部臨床検査学科 2)、高知大学医学部附属病院呼吸器・
アレルギー内科 3)
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【背景】カンジダ血症は重篤な感染症であり、早期診断

および迅速な治療介入が求められる。その多くは血管内

カテーテルに由来し、尿路に起因することは稀である。

今回我々は Candida glabrataによる気腫性膀胱炎を契機
としたカンジダ血症の一例を経験したので報告する。

【症例】83歳女性、20XX年に重症大動脈弁狭窄症に対
して経カテーテル大動脈弁留置術が施行された。術後

6日目、発熱および下腹部膨満感を認め、CT検査にて気
腫性膀胱炎が疑われた。このとき採取された尿および血

液培養検体から、翌日酵母様真菌が検出され、感染症内

科併診となった。細菌検査室から C. glabrataの可能性が
高いと報告したこと、さらに身体所見および検査所見か

ら、気腫性膀胱炎に起因するカンジダ血症であると診断

され、L-AMBにて治療開始となった。翌日酵母様真菌
を C. glabrataと同定し、薬剤感受性検査を実施した。治
療開始 7日目に提出された血液培養の陰性化を確認し、
F-FLCZへ変更されたが、同 36日目提出の血液培養から
再度 C. glabrataが検出されたため、再び L-AMBに変更

された。同 52日目に膀胱鏡検査にて膀胱壁の広範な膿
の貯留を認め、ドレナージされた。4日後に再度発熱し、
MCFGが併用となった。その後尿および血液培養の陰性
化が確認され、同 86日目に転院となった。
【考察】陽性ボトル内容液を用いた質量分析では菌種同

定には至らなかったが、グラム染色形態及び嫌気ボトル

のみ陽転したことから C. glabrataであると推察した。こ
の菌種の推定が初期治療における適切な抗真菌薬選択に

繋がったと考えられた。本菌はキャンディン系薬が有効

であるが、尿中移行性に乏しく、本症例ではアゾール系

低感受性菌によるカンジダ性尿路感染症の治療に準じて

抗真菌薬が選択された。治療方針の決定に際し、培養同

定結果ならびに CLSI document M27-S4に準じた薬剤感受
性試験結果の報告が有用であった。

【結語】C. glabrataによる気腫性膀胱炎を契機としたカ
ンジダ血症の一例を経験した。臨床との情報共有により、

早期診断および迅速な治療介入に貢献できた。

連絡先－0859-38-6825

Candida glabrataによる気腫性膀胱炎を契機としたカンジダ血症の一例

◎三島 実可子 1)、森下 奨太 1)、寺岡 千織 1)、室田 博美 1)、市川 ひとみ 1)、北浦 剛 2)、福田 哲也 1)

国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院検査部 1)、同 感染症内科 2)
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【はじめに】無鉤条虫（Taenia saginata）は、ヒトを終宿主、
ウシを中間宿主とする条虫である。世界中に広く分布し、

生の牛肉中の囊虫を経口摂取することで感染する。感染後、

約 2～3ヶ月で成虫となり小腸内に寄生し、腹部不快感、腹
痛、下痢を引き起こす。無鉤条虫症は、近年、日本では稀

な疾患であり、国内感染症例と比べて輸入感染症例が圧倒

的に多い。今回我々は、糞便中からの片節や虫卵の検出お

よび問診により早期診断、治療が行えた無鉤条虫の症例を

経験したので報告する。

【症例】30歳代男性《既往歴》なし《渡航歴》20XX年
7～10月に中国に滞在《主訴》下痢《現病歴》中国に滞在
中、生の豚肉は経口摂取しなかったが、生に近い牛肉を何

度か経口摂取した。8月頃より下痢（2～3回/day）があっ
た。日本に帰国後の 10月中旬、糞便中に片節の排出がみら
れたため、近医を受診し、精査目的にて当院に紹介となっ

た。《初診時検査所見》糞便中に扁平で白色の片節が確認

され、活発に伸び縮みしていた。また、糞便の直接塗抹法

で虫卵を確認した。虫卵は黄褐色、大きさは 30～40μmと

小さく、円形であった。放射線状の幼虫被殻があり、その

中には六鉤幼虫が存在した。《臨床経過》駆虫のため、プ

ラジカンテル（600mg）内服の 2時間後、クエン酸マグネ
シウム（50g）を内服して下痢を誘導させ、その 2時間後に
下痢便とともに虫体（頭節および体節）が排出された。頭

節の排出を確認でき、さらに、2回目の下痢便では虫体は
排出されなかったため、駆虫できたと判断された。

【考察】無鉤条虫の診断は主に片節の検出により行われる。

無鉤条虫の受胎片節は小腸内では虫卵を産卵しないため、

糞便中に虫卵を認めることは少ない。また、虫卵が確認で

きた場合でも、無鉤条虫、アジア条虫、有鉤条虫の虫卵の

形態は、鑑別が困難である。本症例では、中国への渡航歴

と生に近い牛肉の食歴を患者から問診できたため、早期に

無鉤条虫症であると診断ができ、治療を行うことができた。

これらのことから、条虫症が疑われる症例では、糞便中か

らの片節や虫卵の検出、および患者への渡航歴と食歴の問

診が早期診断、治療に重要である。

　　愛媛大学医学部附属病院　細菌検査室：089-960-5621

糞便中から片節や虫卵を検出した無鉤条虫症の 1例

◎伊豫田 都 1)、村上 忍 1)、玉置 南 1)、林 愛莉実 1)、宮本 仁志 1)、高田 清式 2)、高須賀 康宣 1)

愛媛大学医学部附属病院 1)、愛媛大学医学部附属病院 第一内科 2)
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【はじめに】赤痢アメーバは病原性腸管寄生原虫で、感染

性嚢子の経口摂取より感染する。そのため男性同性愛者や

糞便汚染のある地域で発生しやすい。鏡検で便中の嚢子や

栄養型を検出し確定診断となるが、今回大腸内視鏡生検に

てアメーバを確認した症例を経験したので報告する。

【症例 1】40歳代、男性。梅毒、HIV感染症の治療目的で
紹介された。スクリーニングとして行われた大腸内視鏡検

査にて回盲部に多発びらんがあり生検より赤痢アメーバ栄

養体を確認した。メトロニダゾール（MNZ）で治療開始し、
1月後の再生検では虫体が確認されず治療終了となった。
【症例 2】60歳代、男性。下行結腸ポリープのフォローで
大腸内視鏡検査を施行していた。5年前に盲腸に多発びら
ん、潰瘍を認めたがアメーバ症の確定診断に至らず、今回

便潜血陽性となり生検で赤痢アメーバ栄養体を確認した。

同性愛・性風俗の経歴は無かった。MNZを投与するも潰瘍
病変が残存し、虫体も確認した。更にMNZを増量投与す
るも虫体は残存しMNZ抵抗性が示唆された。MNZとパロ
モマイシンを投与後虫体が確認されず治療終了となった。

【症例 3】70歳代、男性。健康診断で便潜血陽性となり、
内視鏡検査を施行した。回盲部にびらん、潰瘍が多発し、

生検より赤痢アメーバ栄養体を確認した。同性愛・性風俗

の経歴は無かった。MNZを投与後再生検すると、びらんと
潰瘍は治癒傾向を示したが虫体は多数確認された。MNZ抵
抗性が示唆されMNZとパロモマイシンが投与された。近
日内視鏡再検査予定である。

【まとめ】今回我々は大腸内視鏡生検検査より確認された

赤痢アメーバ 3症例を経験した。赤痢アメーバの確定診断
には、虫体と赤血球の貪食像、抗体などを調べる必要があ

るが、便中のアメーバの活発な運動を捉えることは容易で

はない。当検査室は内視鏡検査室が近くに配置されており、

採取後すぐに鏡検することが可能であったため、生検組織

の無染色標本でアメーバ栄養体の活発な運動や赤血球貪食

像を確認することができた。

　また、2症例は明らかな感染時期や感染経路が不明であ
り、かつMNZ抵抗性を疑う症例であった。

(内線 089-960-5621)

大腸内視鏡生検材料より確認された赤痢アメーバの３症例

◎玉置 南 1)、村上 忍 1)、宮本 仁志 1)、伊豫田 都 1)、林 愛莉実 1)、高須賀 康宣 1)、末盛 浩一郎 2)

愛媛大学医学部附属病院 1)、愛媛大学医学部附属病院 第一内科 2)
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【はじめに】抗酸菌塗抹検査は最も迅速な抗酸菌検査のひ

とつである。塗抹検査は院内感染対策の観点からも重要な

検査であるが、従来の Ziehl-Neelsen法（以下 Z-N法）は検
出感度が不十分であるとの指摘も多く、相対的に検出感度

の高い蛍光法が推奨されている。今回、当院における抗酸

菌塗抹検査業務の見直しを目的に、蛍光観察装置 3機種と
蛍光染色試薬 4種を用いて、Z-N法と蛍光法の比較評価を
行ったので報告する。

【対象・方法】塗抹検査の依頼があった臨床検体 135検体
を対象とした。蛍光観察装置 3機種は蛍光顕微鏡に
BX53（OLYMPUS）と Ci-S（Nikon）、光学顕微鏡に取り
付ける落射蛍光モジュール（スギヤマゲン）を使用した。

蛍光染色試薬 4種はアクリステイン（極東製薬工業）、
KBMオーラミン・ローダミン染色液（コージンバイオ）、
改良オーラミン O染色キット（スギヤマゲン）、0.1％オー
ラミン O染色液（武藤化学）を使用した。標本はスプタザ
イム処理均等化・遠心後の検体を 10μL塗抹し、Z-N法と
染色液ごとに各蛍光観察装置にて塗抹鏡検を行った。

【結果】蛍光観察装置のうち、蛍光顕微鏡 2種間には感度
に差は認められなかったが、落射蛍光モジュールは Z-N法
との比較で 7.7 ％、培養結果との比較で 2.5％低かった。塗
抹陽性度においても、蛍光顕微鏡 2種より 12％低い結果と
なった。Z-N法と蛍光顕微鏡を使用した蛍光法の比較では、
全体一致率 95.7％、培養結果との比較は、全体一致率
75.9％で蛍光法が 4.5％高く、塗抹陽性度の高い検体が
62.5％認められた。Z-N法陰性で蛍光法陽性の検体も 4.4％
存在した。

【まとめ】Z-N法と比較し、蛍光法の検出感度は高く、短
時間で検査できるため、抗酸菌感染症の早期診断・治療に

有用である。落射蛍光モジュールは安価で暗室を必要とせ

ず、光学・蛍光顕微鏡の 2役がこなせる利便性がある一方、
感度および塗抹像の鮮明さは蛍光顕微鏡には劣る結果とな

った。蛍光法導入時には蛍光観察装置は必須であり、それ

ぞれの特徴を理解し選定することで、迅速な抗酸菌群の検

出に貢献できる。

連絡先：086-422-0210（内線 2424）

蛍光観察装置 3機種を用いた、Ziehl-Neelsen法と蛍光法の比較検討

◎井上 恭太郎 1)、大熨 ゆうか 1)、海原 弘貴 1)、松永 美妃 1)、黒瀬 多規子 1)、茅田 知子 1)、大森 章恵 1)、藤井 寛之 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)
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【はじめに】血液培養検査は、感染症診療における迅速か

つ正確な診断と適切な抗菌薬治療の選択に重要な役割をも

つ。汚染菌を起炎菌だと誤って判断した場合、不必要な抗

菌薬治療を行い、必要な治療が遅れかねない。そのため、

汚染菌の混入を減少させることが重要で、汚染率はその指

標となる。当院の 2018年の汚染率は 3.9％と高い結果であ
った。今回、汚染率を下げることを目的に、採血方法と消

毒方法の見直しにより、適切な治療を目指し、ベストプラ

クティスのイラスト手順書作成と定着に取り組んだので報

告する。

【対象と方法】比較対象期間として、介入前は 2019年７月
から 12月、介入後は 2020年２月から７月までとし、各６
か月間の複数セット採取率、陽性率、汚染率を集計した。

測定機器はバクテアラート３D（ビオメリュー・ジャパン
株式会社）を用いて培養を行った。

【結果】複数セット採取率は介入前 95.6％、介入後 96.2％
であった。陽性率は介入前 20.2％、介入後 21.3％であった。
汚染率は介入前 3.2％、介入後 1.7％であった。

【考察】複数セット採取率は介入前後ともに 95％以上と高
い値を維持できている。陽性率は介入前後ともに 15％以上
と高い値を示していることから、血液培養提出件数が少な

い可能性がある。汚染率については、セーフティホルダー

の使用を強く推奨し、２針法の徹底を図ったことにより、

介入後の汚染率は減少したと考えられる。ベストプラクテ

ィスのイラスト手順書を作成し、指導を行ったことで、ど

のタイミングで採血や消毒を実施すればよいかが明確にな

り、適切なタイミングで行えるようになった。今後も継続

して汚染率の低下に努める必要がある。

連絡先：0985-22-3027

当院における血液培養検査汚染率低下への取り組み

◎今永 智之 1)、山下 佳江 1)

医療法人 沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院 1)
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【はじめに】当院の細菌検査室は、2004年 4月の開院時か
ら外部委託であり、一般培養検査結果報告に１週間程度を

要していた。当院は腎移植施行病院であり、腎移植後感染

症は重要な問題である。腎移植後感染症に迅速に対応する

ため、腎移植担当医の強い要望があり、徳洲会グループ系

列病院の協力を得て、2017年１月に細菌検査室を開設し、
院内で検査が始まった。当院の細菌検査室立ち上げにおけ

る経緯と現状を検討したので報告する。

【対象と方法】対象期間は、2004年 4月開院時から
2019年 12月までの 15年間で、その期間に提出された一般
培養検体を対象とし、一般培養検査結果の報告日数、顕微

鏡下における喀痰についてのグラム染色品質管理、血液培

養検査における採取から陽性報告までに要した時間、一般

培養検査依頼件数、臨床医からの評価について比較した。

【結果】一般培養検査結果の報告日数の比較として、外部

委託時、結果報告に要した期間は１週間程度であった。院

内導入後、グラム染色は当日報告が可能となり、菌種同定

と薬剤感受性検査の結果も５日以内で報告できるようにな

った。喀痰の白血球数変化として、グラム染色で比較でき

た 298件のうち、一致率は 20.5％（61/298）で、院内検査
より外部委託での白血球数が少なく報告されていたのは

77.9％（232/298）であった。血液培養検査における採取か
ら陽性報告までに要した時間の比較として、外部委託では、

陽性報告までに要した時間が約 48時間に対し、院内導入後
は、平均 19.6時間であった。総検体数として、外部委託時
2015年 3384件、院内導入後 2019年 4935件であった。
【結語】今回、細菌検査を外部委託から院内導入し、結果

報告を迅速化することができた。また、抗菌薬の適正使用

や薬剤耐性菌への早期対応などの院内感染対策にも有用で

あった。細菌検査の院内導入に苦労はしたが、臨床医や感

染チームから高い評価を得た。今後、細菌検査院内導入を

考えている施設の方の参考になれば幸いである。

連絡先：0895-22-3027

細菌検査院内導入への取り組み

◎細川 佳那 1)、今永 智之 1)、薬師寺 志都 1)、山下 佳江 1)

医療法人 沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院 1)
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【はじめに】

近年、尿路感染症における起因菌と推測される菌種の中

で耐性菌は増加傾向である。抗菌薬適正使用が注目される

中、尿検査（定性、沈査等）や、確定診断である尿の培養

検査がある。今回、抗菌薬適正使用を目的とし、抗菌薬使

用患者における尿検査や尿の培養検査の実施率を 2020年
6月から 12月まで調査したので報告する。
【対象と方法】

2020年 6月から 12月の 6か月間に当院泌尿器科患者で
抗菌薬を使用した 612件を対象とし、尿検査の提出率と尿
沈渣での白血球割合、尿の培養検査の提出率とグラム染色

での白血球割合、分離菌頻度を調査した。

【結果】

尿検査における白血球割合は、0～29/HPFが 315件、
30～99/HPFが 65件、100以上/HPFが 101件であり、検尿
提出率は 78.6％であった。培養における白血球割合は、1～
9/視野が 26件、10～29/視野が 30件、30以上/視野が 84件
であり、尿路感染症疑いの培養提出率は 94.2％であった。

分離菌頻度は、Escherichia coli（以下、E. coli） 65件
（40.0％）、Enterococcus faecalis 32件（22.9％）、
Klebsiella pneumoniae 28件（20.0％）、Pseudomonas 
aeruginosa 12件（8.6％）であった。また、E. coliの分離菌
中では、キノロン耐性 E. coli1 1件（15.3％）、ESBL E. coli 
9件（13.8％）であった。
【考察】

　抗菌薬使用の内訳は、術前や処置後、カリニ肺炎の予防

投与と尿路感染症である。現状は、尿沈渣で尿路感染症が

疑われる 30個以上/HPFは 166件、その内培養提出件数は
105件（63.3％）であった。精査の結果、尿路感染症を疑う
時の培養提出率は 94.2％、エンピリック治療は 5.8％で、提
出率を 100％に近づけるよう培養の重要性を周知していき
たい。

【結語】

今回の集計結果をもとに、抗菌薬のデ・エスカレーション

にもつなげていきたい。

連絡先：0893-24-2151

当院泌尿器科における抗菌薬使用の現状

◎大森 千華 1)、上岡 一寿 1)

市立大洲病院 1)
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【はじめに】当院では、近年 ESBL産生菌による尿路感染
症や敗血症が増加している。そこで今回、尿培養の初回分

離培養に薬剤感受性ディスクを用いることで、培養 2日目
に ESBL産生菌が推定可能であるか検討を行った。
【対象】2019年 10月～2021年 6月の期間に提出された尿
培養検体で、単独の腸内細菌目細菌が検出された 183件
（うち ESBL産生菌 44株）を対象とした。ESBL非産生菌、
ESBL産生菌は薬剤感受性検査および確認試験で判定した。
【方法】培養 1日目に尿培養検体のグラム染色標本を観察
し、検体を定量白金耳で羊血液寒天培地（日水）、BTB寒
天培地（極東）に画線塗抹した。鏡検でグラム陰性桿菌が

認められた検体は、上記の画線塗抹した BTB寒天培地に
Cefpodoxime （CPDX）および Cefepime（CFPM）ディスク
（BD）をそれぞれ離して設置し、一昼夜培養した。培養
2日目に発育したコロニーをMALDI Biotyper（Bruker）で
菌種同定し、腸内細菌目細菌であった株はディスク阻止円

直径を測定した。蓄積した阻止円直径のデータを基に

ESBL産生菌の Cutoff値を検討した。

【結果】ESBL非産生菌の阻止円直径は CPDX 6～35mm、
CFPM 26～54mmで、ESBL産生菌は CPDX 6mm、CFPM 
6～34mmであった。ROC解析の結果から、ESBL産生菌の
Cutoff値（感度/特異度）を CPDX 6mm（100/95）、CFPM 
≦28mm（100/98.6）に設定することで 43/44株が ESBL産
生菌であると判定できた。CPDX 6mmの ESBL非産生菌に
は AmpC β-lactamase過剰産生菌も含まれており、CPDX単
剤のみでは ESBL産生菌との鑑別が困難であったが、
AmpC β-lactamaseが第四世代セフェムを分解しにくいこと
から、Cutoff値を CPDX ≦9mm、CFPM ≧28mmとし、2剤
を併用することで鑑別することができた。

【考察】本スクリーニングは urosepsis疑いで血液および尿
培養が提出されるような場合、培養 2日目に血液培養の薬
剤感受性が判明する前に、尿培養の初回分離結果から薬剤

耐性菌が推定可能である。治療に第三世代セフェムなどを

使用している場合に報告することで、早期に抗菌薬変更が

可能であり有用であると思われる。

連絡先：082-262-1444（内線 2312）

初回分離培養時に薬剤感受性ディスクを用いた耐性菌の直接スクリーニング

◎原田 耕輔 1)、桑原 隆一 1)、川西 なみ紀 1)

JR広島病院 1)
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【はじめに】

近年，Diagnostic Stewardship（DS）を重視した検査の実
践が求められる．Clostridioides difficile infection（CDI）の検
査は，対象患者を適切に選択し，適正な検体を提出，そし

て適切な検査項目を適切なタイミングで報告することが基

本である．今回，当院における DSを重視した CDI検査の
構築を整え，その検証を行ったので報告する．

【プロセス】

①入院後（紹介発症患者を含む）発熱，および 24 時間以
内に 3 回以上もしくは平常時よりも多い下痢の患者
②Bristol Stool Scale（BS） 5 以上の検体．適応外の検体の
検査を行わない Reject rule を実行
③培養検査，および糞便中の C. difficile の抗原（GDH）
/毒素（toxin）を検出する迅速診断法．その結果より便中毒
素遺伝子検出法（NAAT）の適応
【プロセス構築と評価】

①診療基本マニュアル，院内研修会，ICTだよりなどによ
る啓蒙活動　②2020年 1月より糞便性状のシステム DB採

用．適応外検体は 20年前期 7.3%，20年後期 5.6%，21年
前期 3.0%と減少傾向　③日本臨床微生物学会通常診療にお
ける C. difficile検査の考え方,フローチャート（2017）に対
応可能な体制整備を行った．また，NAATの導入により感
染制御部，感染症科との連携調整，臨床的判断による

NAATの指示体制を整えた．
【考察】

CDI検査について DSを重視した構築と評価を行った．
本邦では，健常成人の約 7%，入院患者の 10～20％程度
に C. difficile の保菌を認める．また，イムノクロマト法の
毒素検出感度は 60%程度と低いことに対し，NAATは，検
出感度が高いことによる CDIの過剰診断の危険性があると
言われる．要するに CDI診断は臨床症状に併せた DSと解
釈が重要である．イムノクロマト法の検査結果（GDH陽性
/toxin陰性）報告から感染症科医師が NAATの指示に関わ
る事とし，その結果報告と同時に主治医コンサルが可能な

体制を整えた．当日は NAAT実施による臨床診断の状況に
ついても併せて報告する．　　　　連絡先 082-257-5546

DSを重視した CDI検査の構築

◎太田 志保 1)、原 稔典 1)、長岡 里枝 1)、田寺 加代子 1)、木場 由美子 1)、樫山 誠也 1)、山崎 真一 1)、横崎 典哉 2)

広島大学病院 臨床検査部門 1)、広島大学病院 検査部 2)
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【目的】大腸菌は常在細菌叢の一つだが、中にはヒトに下

痢や腹痛などの腸管感染症を引き起こす下痢原性大腸菌が

存在する。しかし下痢原性大腸菌と確定するには毒素の検

出や、細胞侵入性、細胞付着性などの病原因子の証明が必

要である。大腸粘膜組織の培養検体は感染性腸炎や潰瘍性

大腸炎の確定診断目的で提出される場合が多く、糞便検体

からの培養検査よりも起炎菌の検出感度が高いという報告

がある。今回、大腸粘膜組織検体と便検体を用いて下痢原

性大腸菌検出における PCR法の有用性について検討した。
【対象】2014年 1月から 2020年 12月の間に当検査室へ検
査依頼され、大腸菌の発育を認めた大腸粘膜組織検体

166件、感染性腸炎を検査目的とした便検体でクロモアガ
ー STEC生培地（関東化学）に大腸菌の発育を認めた 55件、
計 221検体を対象とした。
【方法】純培養した大腸菌コロニーから DNA抽出試薬
（関東化学）を用いて DNAを抽出し、シカジーニアス病
原遺伝子検出 PCRキット（関東化学）を用いて eaeA、
stx1、stx2、est、elt、aggR、invEの 7種類の遺伝子の検出を

試みた。さらに PCR法により病原因子を検出した株につい
ては病原大腸菌免疫血清（デンカ生研）を用いて血清型を

確認した。

【結果】検出した病原因子は eaeA: 3株、aggR: 8株、stx1、
stx2各 1株であり、EPEC: 2株、EAEC: 8株、EHEC: 1株、
合計 11株検出された。また、O抗原は EPECでは
O27(2株)、EHECは O157(1株)、EAECでは O86(2株)、
O78(1株)、O44(1株)が検出されたが、半数(4/8株)は O抗
原を決定できなかった。また、大腸粘膜組織では 1.2％、糞
便では 16.4％の検体で病原因子が検出された。
【考察】今回検出した EAECの半数は O抗原型別不能であ
った。O抗原が検出されても、病原因子が検出されない株
も多く存在するという報告もされており、O抗原検査の結
果のみで病原性大腸菌の評価を行うのは困難である。今回

対象とした検体約 5.0％から PCR法にて病原因子を検出し、
臨床へ報告を行った。それにより治療もしくは感染対策に

つながった症例も認められ、病原因子検出の重要性を改め

て実感する結果となった。　連絡先－086-235-7673

当院における下痢原性大腸菌関連遺伝子検出の有用性の検討

◎大倉 真実 1)、飯尾 耕治 1)、藤森 巧 1)、筧 彩佳 1)、三鍋 博史 1)、横山 雪花 1)、東影 明人 1)

岡山大学病院 1)
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【はじめに】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が日
本をはじめとした世界各国で拡大する中、迅速かつ検出感

度の高い検査による診断が必要とされている。当院では

2020年 4月より LAMP法による検査を開始したが、休日・
夜間における検査体制に懸念があった。このことから、

2020年 12月より全自動遺伝子解析装置 Smart Gene（以下
スマートジーン）を導入し、新型コロナウイルス検査の

24時間提供体制が整えられた。今回、SARS-CoV-2陽性検
体を用いて 2法間の検出感度について比較検討した。
【対象と方法】当院で LAMP法を実施し SARS-CoV-2陽性
と判定され-80℃凍結保存していた臨床検体 5件（喀痰 3件、
鼻咽頭ぬぐい液 2件）を対象とした。喀痰は病原体検出マ
ニュアル 2019-nCoVの喀痰検体の前処理法に従い処理した
上清を使用した。生理食塩水にて各検体の 10倍希釈系列を
作製しそれぞれ 100µLを測定に用い、LAMP法とスマート
ジーンにおける陽性判定が出る最高希釈倍率を検出感度と

して比較した。LAMP法の核酸抽出にはMaxwell® RSC 
Viral Total Nucleic Acid Purification KitとMaxwell® RSC 

Instrumentを使用した。
【結果】各検体に対し陽性判定が出る希釈濃度は異なった

が、同検体における 2法間の比較結果は測定したうち 3件
（喀痰 2件、鼻咽頭ぬぐい液 1件）は 1管差で、1件（喀
痰）は 2管差で LAMP法の検出感度が高かった。1件（鼻
咽頭ぬぐい液）は LAMP法では 10倍まで陽性であったが、
スマートジーンでは原倍でも陰性であった。

【考察】今回の検討における検出感度の比較では 2法間の
差は LAMP法が 1～2管差で感度が高い結果となったが、
スマートジーンは煩雑な前処理が不要で検査時間が約 60分
と短く技師の習熟度によらない簡便さと迅速性から、24時
間検査を可能とする有用な検査法であると考えられた。救

急患者の入院時や早期の臨床的な判断が求められる場合に

はスマートジーンを、緊急性のない場合や COVID-19が疑
われるにも関わらずスマートジーン陰性の場合には

LAMP法を併用するなど、その施設にあったルールを決め
て両方法を柔軟に活用していくことが望ましいと思われた。

連絡先：086-422-0210（内線 2424）

遺伝子検査用装置 Loopamp EXIAと Smart Geneによる SARS-CoV-2検出感度の比較検討

◎大熨 ゆうか 1)、海原 弘貴 1)、井上 恭太郎 1)、黒瀬 多規子 1)、安原 真奈美 1)、茅田 知子 1)、大森 章恵 1)、藤井 寛之 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)
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【はじめに】

新型コロナウイルス感染症の流行により新型コロナウイル

ス(SARS-CoV-2)PCR検査機器が医療機関等の様々な施設に
急速に導入されている。機器・試薬の測定性能の違いによ

るバラツキが問題になっており、検査精度の確保のために

精度管理が重要視されている。当院でも複数の全自動遺伝

子解析装置を導入しており、今回、精度管理の充実を目的

として陽性コントロールを用いた SARS-CoV-2PCR検査試
薬の基礎的検討を行ったので報告する。

【方法】

フルプロセスの陽性コントロールとして、AcroMetrix 
SARS-CoV-2 Control(Thermo Fisher Scientific)を使用し、試薬
はスマートジーン SARS-CoV-2 (ミズホメディー、S法)、
Xpert Xpress SARS-CoV-2「セフィエド」(ベックマン・コー
ルター、X法)、FilmArray 呼吸器パネル 2.1(ビオメリュ
ー・ジャパン、F法)を用いた。S法は専用抽出液、X法と
F法は UTM(コパンジャパン)にて陽性コントロールを段階
希釈したものを試料とし、検出限界値等を比較検討した。

【結果】

各法の検出限界値は、S法：625コピー/mL、X法(E遺伝
子)：78コピー/mL、X法(N2遺伝子)：78コピー/mL、
F法：39コピー/mLであった。また、各検査試薬の標的遺
伝子である SARS-CoV-2の E、N2、M、S遺伝子の検出が
可能であることが確認できた。

【考察】

本検討により、フルプロセス陽性コントロール AcroMetrix 
SARS-CoV-2 Controlは SARS-CoV-2の E、N2、M、S遺伝
子の検出が可能であることから、今回検討した検査試薬の

内部精度管理用陽性コントロールとして有用であると考え

られる。検査試薬により検出限界値に差がみられたため、

使用の際にはその点を考慮する必要がある。当院のように

複数の PCR検査機器を所有する場合はこの陽性コントロー
ルを使用することでより効率的に内部精度管理が行えると

考えられる。

連絡先：086-222-8811(内線 21251)

AcroMetrix SARS-CoV-2 Controlを使用した内部精度管理の検討

◎林 加奈子 1)、香川 麻衣 1)、小田 昌弘 1)、大山 智之 1)

岡山赤十字病院 1)
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【目的】

　昨年より SARS-CoV-2による重症呼吸器感染症が問題に
なっている。特に救急外来での SARS-CoV-2感染の早期診
断は患者隔離、医療従事者の感染対策上重要である。さら

に呼吸器感染症を引き起こす他の病原体の検出も治療上重

要である。昨年新たに導入したビオメリュージャパン社

FilmArray呼吸器パネル 2.1（以下 FilmArray2.1）は、呼吸
器感染症でよく見られる 18種のウイルスと 3種の細菌を短
時間で同時に検出でき、有用性が高いと考え検査結果を集

計したので報告する。

【対象と方法】

　当院で 2020年 12月 11日～2021年 7月 12日の間に、
SARS-CoV-2感染が疑われた生後 10ヶ月～93歳までの男女
627例の鼻咽頭ぬぐい検体を FilmArray2.1にて測定した。
【結果】

　陽性例は 75例で、内訳は検出数順にライノ/エンテロウ
イルス 29例、SARS-CoV-2 17例、パラインフルエンザウイ
ルス 3型 10例、その他 19例であった。

　FilmArray2.1で陽性を示したのは全体では 12.0％であっ
た。10代以下の年代においては SARS-CoV-2陽性例は確認
されなかったものの、その他の病原体が陽性と確認された

のは 10歳未満の児童で 43.2％、10代で 21.4％と高率であ
り、ライノ/エンテロウイルスが半数以上を占めた。
　SARS-CoV-2陽性例は 17例全てが 30代以上でありその
うち約半数の 8例が 70代であった。
また陽性例 75例中 5例に重複陽性が見られ、そのうち

4例がライノ/エンテロウイルス陽性であった。また年齢の
内訳は生後 11ヶ月～16歳であった。
なお本検討期間において、例年冬期に流行するインフルエ

ンザウイルスは、A型・ B型ともに検出されなかった。
【考察】

　SARS-CoV-2流行下においてインフルエンザウイルス陽
性例は著しく減少している反面、10代以下の年代でライノ
/エンテロウイルスが多く検出された。FilmArray2.1はライ
ノ/エンテロウイルス感染をはじめとした呼吸器疾患の鑑別
に役立つと考えられる。　　連絡先　－　086(235)7673

COVID-19疑い患者における FilmArray呼吸器パネル 2.1による病原体の核酸検出

◎三鍋 博史 1)、飯尾 耕治 1)、藤森 巧 1)、筧 彩佳 1)、大倉 真実 1)、横山 雪花 1)

岡山大学病院 1)
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【はじめに】

2019年 12月中国武漢市で発生した SARS-CoV-2(以下
COVID-19)は、2020年 1月に日本国内での発生者が確認
されて以来、急速な感染拡大が見られる。各種感染対策

を行うも、変異株の出現の影響もあり、2021年 5月には
第 4波の発生も見られた。
今回我々は、当社で受託した新型コロナウイルス検査

についての状況をまとめたので報告する。

【方法・対象】

対象は、当社に新型コロナウイルス検査依頼があった

岡山県内の施設を対象とし、材料はぬぐい液または唾液

を使用した。

方法は、2020年 5月～2020年 8月上旬は、Loop-
mediated isothermal amplification法(以下 LAMP法)、
2020年 8月中旬以降は IVD試薬である cobas6800による
Real time polymerase chain reaction法（以下 RT-PCR法）、
2021年 1月中旬以降は RUO試薬である Light Mixを用い
た RT-PCR法検査も併用して実施した。

【結果】

2020年 5月～2021年 5月の新型コロナウイルス検査依
頼の総件数は 83773件であった。各月別検査数は、
2020年 5月の 7件で少なく、2021年 5月には第 4波の影
響もあり 26155件と多くなった。各月別の陽性検体数お
よび陽性率は、5月〜7月の 0件 0％であったが、翌年の
5月は第 4波の変異株の影響での 1564件 6.0％と高値を示
した。年齢別では、期間中の陽性者全体の 20％を 20代が
占めた。

【まとめ】

当社での 2020年 5月から 2021年 5月までの COVID-
19陽性率は特に 2021年 5月で増加が顕著にみられた。
これらの結果より、岡山県では、2021年 5月に全国的
な外出自粛解除、移動者の増加、変異株の影響もあり検

査数、陽性率の増加につながったものと思われる。

今後も、感染対策の点からも引き続き調査を行い、注

視していく必要がある。　　　　　　　　　　　　　　

株式会社岡山医学検査センター　TEL086-427-2317

当社における岡山県の COVID-19検出状況

◎西森 大貴 1)、増成 彩華 1)、嶋戸 あゆみ 1)、岸上 知由 1)、廣田 千代子 1)、難波 幸枝 1)

株式会社 岡山医学検査センター 本社ラボ 1)
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【目的】

AccuPlex SARS-CoV-2 Reference Material Kit（SeraCare）を
用いて､SARS-CoV-2核酸検出法であるジーンキューブ HQ 
SARS-CoV-2法（東洋紡､GENECUBE法）、Loopamp新型
コロナウイルス 2019（SARS-CoV-2）法（栄研化学､
LAMP法）、QuantStudioリアルタイム PCRシステムによ
るリアルタイム one-step RT-PCR法（サーモフィッシャー
サイエンティフィック、感染研法）の 3法について検出感
度試験を実施した｡

【対象と方法】

AccuPlex SARS-CoV-2 Reference Material Kit を用い､ウイル
ス量が 5,000～0コピー/mLとなる希釈系列を調整した｡
SARS-CoV-2核酸検出法の工程は､検体からの核酸抽出と核
酸増幅法からなる｡今回の検討は QIAamp Viral RNA 
Mini  Kit（キアゲン、QIAcube）およびジーンキューブ専用 
プロテイナーゼ K溶液（ProK）による核酸抽出を行い、
①ProK+GENECUBE法、②QIAcube+GENECUBE法、
③QIAcube+LAMP法、④QIAcube +感染研法で実施した｡

【結果】

①ProK+GENECUBE法、②QIAcube+GENECUBE法、
③QIAcube+LAMP法 および④QIAcube+感染研法はいずれ
も約 250コピー/mL（懸濁液中）まで検出でき、これらは
同等の検出感度であった。さらに低濃度域までの懸濁液の

希釈系列を用いた検出感度試験では①ProK+GENECUBE法
は 427コピー/mL、③QIAcube +LAMP法は 213コピー
/mL、②QIAcube+GENECUBE法と④QIAcube+感染研法は
共に 107コピー/mLまで検出が可能であった。
【考察】

AccuPlex SARS-CoV-2 Reference Material Kitから希釈系列を
作製し、3種の SARS-CoV-2核酸検出法を実施した結果、
各検出法で示されている検出感度が検証できた。実検体に

おいてはコントロール調整試料と異なり、検体種、検体採

取時期、検体保存法、抽出方法等により、検出感度に差異

が生じる可能性があるため、注意が必要である。

連絡先 086-462-1111（内線 23121）

AccuPlexを用いた SARS-CoV-2核酸検出法の感度試験成績について

◎長山 香織 1)、中桐 逸博 2)、石松 昌己 1)、髙木 理恵子 1)、仲光 美紅 1)、赤澤 美都 1)、仲井 富久江 1)、河口 豊 1)

川崎医科大学附属病院 1)、川崎医療福祉大学 2)
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【目的】唾液中の SARS-CoV-2を検出するために唾液採取専
用滅菌綿棒吸水タイプの有用性について検討した。

【対象と方法】健康成人 3名のプール唾液に SARS-CoV-2核
酸検出済みの鼻咽頭検体を添加し、理論上 10,730コピー
/mLの SARS-CoV-2陽性疑似唾液検体を作製した。さらに健
常成人プール唾液と作製した疑似陽性唾液を 9：1（最終濃度: 
1,073コピー/mL）、5：5（5,365コピー/mL）、0：
10（10.730コピー/mL）で混ぜ合わせ希釈系列を作製した。唾
液採取専用綿棒は滅菌綿棒 1ｍL吸水タイプ（シスメックス）
で、予め無菌チューブ内に各疑似検体 1ｍLを入れた中に滅菌
綿棒を挿入させ、約１分間で吸い取らせた。その綿棒を

3mLUTMで十分懸濁させ、専用プロテイナーゼ K溶液（東洋
紡、ProK）と QIAcube（キアゲン、QIA）にて核酸抽出し、
GENECUBE法（東洋紡、G法）により SARS-CoV-2核酸検出
を行った。また、リアルタイム PCR法（サーモ、感染研法）
でウイルス量の確認を行った。通常、唾液 1mLを採取するが、
0.1mLあるいは 0.5mLしか採取できなかった唾液採取不足例
についても併せて検討した。

【結果】SARS-CoV-2陽性疑似唾液系列では、ProK-G法は
5,365と 10,730コピー/mLの 2濃度で陽性を示し、QIA-G法は
1,073、5,385および 10,730コピー/mLの 3濃度全てが陽性であ
った。QIA-感染法による 1,073コピー/mL疑似唾液の SARS-
CoV-2量は 29コピー/テストであった。また、1,073コピー
/mLの陽性疑似唾液が 0.1mL採取の場合は ProK-G法は陰性で
あったが、QIA-G法は陽性で、0.5mL採取の場合には両法と
も陽性となった。

【考察】標品と異なり唾液中にはムチンや酵素等の微量蛋白

成分が存在する影響で、疑似検体の十分な均一化が図り辛く、

綿球内への SARS-CoV-2の付着が想定され、1,073コピー
/mLの疑似陽性唾液では ProK-G法の陰転化がみられたものと
推測された。1,073コピー/mLの唾液が既定量の 1ｍLに満た
ない 0.1mLの唾液量では高感度な QIA-G法で検出が可能であ
った。滅菌綿棒 1mL吸水タイプ唾液採取専用綿棒を被検者の
口の中で 3～5分程度含むことで、唾液を容易に採取できる。
SARS-CoV-2の検出感度を把握した上での運用が重要である。 
連絡先 086-462-1111（内線 23121）

SARS-CoV-2核酸検出における唾液採取専用綿棒の検討

◎石松 昌己 1)、中桐 逸博 2)、髙木 理恵子 1)、長山 香織 1)、仲光 美紅 1)、赤澤 美都 1)、仲井 富久江 1)、河口 豊 1)

川崎医科大学附属病院 1)、川崎医療福祉大学 2)
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【目的】不活化 SARS-CoV-2である Heat-inactivated SARS-
CoV-2 (ATCC VR-1986HK™)を用いて､Loopamp®新型コロ
ナウイルス 2019(SARS-CoV-2)検出試薬キット(栄研化学､
LAMP法)､ジーンキューブ HQ SARS-CoV-2(東洋紡､
GENECUBE法)､ID NOW新型コロナウイルス 2019(アボッ
ト､ID NOW法)の 3法についての検出感度試験を実施した｡
【対象と方法】Heat-inactivated SARS-CoV-2 を用い､ウイル
ス量が 250,000~2,500コピー/mLとなる希釈系列を調整した｡
さらに､LAMP法､GENECUBE法用に各水準 20μLを
UTM輸送液 1mLに入れ調製し､懸濁液中のウイルス量を
各々5,000､2,500､1,000､500､250､125､50 コピー/mLとした｡
SARS-CoV-2核酸検出法の工程は､検体からの核酸抽出と核
酸増幅法からなる｡今回の検討はMaxwell® RSC 
Instrument(プロメガ､Maxwell法)およびジーンキューブ® 専
用 プロテイナーゼ K溶液(ProK法)による核酸抽出を行い､
①ProK法+GENECUBE法､②Maxwell法+GENECUBE法お
よび③Maxwell法+LAMP法で実施した｡また､④ID NOW法
では調整した希釈系列液 50μLを ID NOWカートリッジに

供し､測定した｡

【結果】①ProK法+ GENECUBE法と③Maxwell法+ 
LAMP法は共に 500コピー/mL(懸濁液中)まで検出でき､同
等の検出感度であった｡また､②Maxwell法+ GENECUBE法
は 125コピー/mL(懸濁液中)まで検出可能であった｡④ID 
NOW法は 250コピー/mL(懸濁液中)まで検出可能であった｡
【考察】今回の結果より､元検体中のコピー数に換算したウ

イルスの検出限界は①ProK法+GENECUBE法および
③Maxwell法+LAMP法は 25コピー/μLであった｡
②Maxwell法+ GENECUBE法は 6.25コピー/μLであった｡
また､④ID NOW法では 12.5コピー/μLであった｡COVID-
19と診断された患者の初回検査時のウイルスコピー数は少
なくても平均 18,647コピー/μLという報告がある｡したがっ
て､SARS-CoV-2ウイルス核酸検査法として今回検討した
①ProK法+GENECUBE法､②Maxwell法+GENECUBE法､
③Maxwell法+LAMP法､④ID NOW法のいずれも SARS-
CoV-2核酸検出はルーチン検査として可能であると考えら
れた｡連絡先 086-225-2111(82418)

不活化 SARS-CoV-2を用いた SARS-CoV-2 核酸検出法の感度試験成績について

◎村上 悦子 1)、田村 昌代 1)、濱野 政弘 1)、木村 美咲 1)、神原 晃子 1)、中桐 逸博 2)

川崎医科大学総合医療センター 1)、川崎医療福祉大学 2)
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【はじめに】尿中有形成分分析装置 Atellica UAS800（以下
UAS800）は、デジタル顕微鏡で検体測定した画像を機器が
自動分析し、尿中の有形成分を識別・判定する装置である。

UAS800について、新鮮尿検体を用い、当院ルーチン使用
機である尿中有形成分分析装置 UF-1000i（以下 UF）、お
よび当院目視鏡検法（以下、鏡検法）を比較した。

【対象および測定機器】対象は、当院検査部に尿定性沈査

検査を依頼された外来・入院の新鮮尿検体 515検体、測定
機器にはシーメンス社 Atellica UAS800 （検討機）、シスメ
ックス社 UF-1000i （当院ルーチン使用機）を用いた。
【方法】定性検査を実施した検体について、尿中有形成分

分析機 2機種及び鏡検法にて測定（鏡検法では、重要な沈
渣成分について無染色またはＳ染色の鏡検画像を記録）し、

赤血球、白血球、扁平上皮細胞、硝子円柱を中心に 3者相
関を行った。

【結果】鏡検法と比較した UAS800の完全一致率は、赤血
球：48.9％、白血球：47.9％、扁平上皮細胞：70.1％、硝子
円柱：33.2％であった。UFの完全一致率は、赤血球：

64.9％、白血球：70.3％、扁平上皮細胞：67.4％、硝子円
柱：61.7％であった。完全一致率は、UFのほうが良好であ
ったが、1管差一致率は、UAS800も全て 85％以上を示し
た。また、病的円柱の一致率については、UFは 44.9％であ
るのに対し、UAS800は 60.8％と、UAS800のほうが良好で
あった。

【まとめ】一部の結果で相関に乖離がみられたが、概ね良

好な結果が得られた。画像にて判定する UAS800では、フ
ローサイトメトリー法で血球類に誤認されやすい結晶成分

や酵母が適切に識別されていた。一方で、異型上皮細胞や

円柱類など厚みのある成分は、画像上では捉えているにも

関わらず、フォーカスが合わないために自動判定には至ら

なかった例も多く見られた。装置画像を技師が直接確認す

ることや施設に合ったフラグやロジックの設定を行うこと

で、目視鏡検数の軽減及び業務効率化の可能性が示唆され

た。

連絡先：088-633-9308

尿中有形成分分析装置「AtellicaUAS800」基礎検討

◎赤岩 沙紀 1)、藤中 敦士 1)、上田 舞 1)、多田 智紀 1)、秦 真公人 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)
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【背景】AtellicaUAS800（以下 UAS）と目視法では血球類
において良好な相関であったが、一部の尿検体で乖離が生

じる場合がある。当院では導入時より血球類の見落としを

防ぐため「潜血（2+）以上かつ赤血球 1-4/HPF以下」、
「尿定性白血球（2+）以上かつ沈渣白血球 1-4/HPF以下」
の再検ロジックで運用してきた。しかし既存のロジックで

は見落とし傾向にあったため、新たに「潜血（1+）かつ赤
血球 1-4/HPF以下」、「尿定性白血球（1+）かつ沈渣白血
球 1-4/HPF以下」を追加した。今回、追加した再検ロジッ
クで再検となった尿検体の目視法との乖離率、TAT、鏡検
率の変化についてまとめ、若干の知見を得たので報告する。

【方法】検討期間中に尿沈渣のオーダーがあった 4534件の
うち、追加ロジックにより再検となった 462件（赤血球
数：377件、白血球数：85件）を対象とし、目視法との乖
離率を求めた。なお、「確認」または「無効」の判定およ

び尿量不足の検体は対象外とした。目視法は尿沈渣検査法

2010に準拠し、TATと鏡検率の集計期間は、ロジック変更
の前後 2カ月間とした。

【結果】目視法との乖離が生じた検体は、赤血球数：34.7
％（131件）、白血球数：35.3％（30件）であり、最も大
きな乖離が生じた検体は赤血球数において UAS　1-4/
HPFに対して目視法　30-49/HPFであった。なお、目視法
と乖離した検体の 39.8％（64件）に粘液糸を認めた。ロジ
ック変更前の TATが平均 19分 43秒、鏡検率が 16.7％
（1051件/6298件）に対し、ロジック変更後の TATは平均
22分 40秒、鏡検率が 19.8％（1276件/6454件）であった。
【考察・まとめ】ロジックの追加により鏡検率が 3.1％
（1.2件/日）増加し、それに伴い TATは約 3分延長したが、
血球類の見落としを 3.6％（161件/4534件）防ぐことが出
来た。顕微鏡的血尿の診断基準は沈渣中赤血球数が 5-9/
HPF以上とされており、新しく追加したロジックは UASの
見落としを防ぐ上で非常に有用であると考えられる。また

乖離が生じた検体の 39.8％（64件）に粘液糸を認めたこと
から、比較的少数の血球類においては粘液糸がピント不良

による偽低値傾向の原因となりうることを念頭に置き結果

報告を行う必要がある。連絡先 089-924-1111（内線 6211）

尿中有形成分分析装置「Atellica UAS800」を用いた再検ロジックの再考について

◎髙橋辰典 1)、神岡 良助 1)、二宮 早苗 1)、髙橋 諭 1)、西山 記子 1)

松山赤十字病院 1)
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【はじめに】ポリオーマウイルスは種々の動物に感染する。

ヒトに日和見感染を引き起こすのはBKウイルス（以下、
BKV）とJCウイルスの2種類が報告されている。BKVは健
常者の尿からも検出され、通常は非病原性のウイルスと考

えられているが、腎移植を受けた患者など免疫力の低下し

ている患者では腎機能障害、間質性腎炎、尿路狭窄などの

疾病を引き起こす。今回、腎移植後の患者尿中にヒトポリ

オーマウイルス感染様細胞を認めた症例を経験したので報

告する。

【症例】40歳代 男性。他院で腎移植を施行し 1ヶ月後よ
り当院通院フォロー。術後 2ヶ月から尿沈渣中に N/C比大
細胞が出現。術後 2年後の 8月に血清クレアチニン（以下、
Cr）3.48 mg/dLと腎機能が悪化したため当院入院となった。

【検査所見・経過】Sternheimer染色（ﾗﾎﾞｽﾃｨﾝS；武藤化学
株式会社）を実施した尿沈渣検査でヒトポリオーマウイル

ス感染様細胞を認めたため担当医に報告し免疫抑制剤減量

に治療方法変更。Cr 1.49 mg/dLと腎機能は安定している。

【考察】BKV尿症から血症を経て、BKV腎症（以下、
BKVN）に進展した場合の予後は明らかに不良であり、約
50％の症例が 5年以内に移植腎を喪失すると言われている。
よって、BKVNに進展させないために簡便である尿沈渣を
一定間隔で実施することが重要であると考える。今回の症

例では、腎生検などの検査は行っておらず確定診断はでき

ていない。通常、腎移植を行った患者は BKVNを考慮しヒ
トポリオーマウイルス感染様細胞の有無を観察していくこ

とが大変重要である。今回、ヒトポリオーマウイルス感染

様細胞を検出できたことにより免疫抑制剤減量にて移植腎

機能廃絶を回避できている。今後も積極的に標本観察を行

い、臨床へ有用な情報を提供していくことが重要であると

考えた一例であった。

【謝辞】今回の症例にあたりご指導いただきました東京女

子医科大学名誉教授 寺岡慧先生に深謝いたします。
　連絡先（0847）52-3140

尿沈渣中にヒトポリオーマウイルス感染様細胞を認めた一症例

◎川合 晏奈 1)、池本 七生 1)、尾原 成紀 1)、三郎迫 通 1)、今村 誠志 1)、加納 由美子 1)、安原 真奈美 1)、松尾 祥子 1)

社会医療法人 社団陽正会 寺岡記念病院 1)
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【はじめに】

癌の診断に至るまでには様々な検査があり確定診断に日

数を要する.今回,我々は生理検査室との情報共有によって悪
性腫瘍の早期発見,部位の確定に至った 3症例を経験したの
で報告する.
【症例 1】
70歳代男性.高血圧症の精査目的で当院腎臓内科へ紹介.尿
定性検査では蛋白(3+),潜血(3+),尿沈渣で異型細胞を認めた.
超音波検査の依頼があっため生理検査室へ連絡.超音波検査
で膀胱内に 7cm大の腫瘤が見られ,その後,膀胱癌と診断さ
れた.
【症例 2】
70歳代男性.肝腫瘍の精査目的で当院消化器内科へ紹介.腹
部超音波検査で膀胱内に腫瘤を認めたため一般検査室へ連

絡.一般検査では尿定性検査のみであった.蛋白(1+),潜血
(±)であり,追加で尿沈渣を目視し異型細胞を認めたことか
ら細胞診への提出となった.その結果,膀胱癌と診断された.

【症例 3】
70歳代女性.体重減少で当院総合内科へ紹介.尿定性検査で
蛋白(4+),潜血(2+),尿沈渣で異型細胞を認めたため生理検査
室へ連絡.超音波検査で左腎盂に腫瘍が認められ,その結果,
左腎盂癌と診断された.
【考察とまとめ】

今回の症例において,尿沈渣だけでは膀胱,尿管,腎盂など
癌の部位を確定することが出来ないが,超音波検査から当日
中に膀胱癌および腎盂癌を疑って精査し,早期診断に寄与す
ることができた.尿沈渣では超音波検査からの画像情報があ
ることによって異型細胞をターゲットに観察するため検出

率をあげることができた.また超音波検査においても一般検
査からの異型細胞の情報があることで腎尿路系を詳細に観

察することができ,原発巣の早期確定に至った.今回の経験よ
り,日常的に他部署との情報共有をすることは付加価値のあ
る検査結果を臨床へ提供することに繋がると考える.
連絡先 082-241-3111（2501）

検査室間の連携によって早期発見に繋がった尿路上皮癌 3症例について

◎中村 晶奈 1)、中迫 祐平 1)、徳永 裕介 1)、中司 恵 1)、山下 美香 1)、芝 美代子 1)、米田 登志男 1)

広島赤十字・原爆病院 1)
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【はじめに】尿路上皮性悪性腫瘍の多くは尿路上皮癌であ

るが、稀に小細胞癌を併発し、予後不良因子となる。今回

我々は、尿沈渣検査で異型細胞を検出し、病理組織学的に

膀胱原発小細胞癌と診断された症例を経験した。

【症例提示】80歳代男性。肉眼的血尿に対する造影 CT検
査で壁外浸潤を伴う膀胱腫瘍が疑われた。膀胱鏡検査で、

膀胱右側壁に一部乳頭状の腫瘍を認めた。尿沈渣で異型細

胞を認め、自然尿細胞診と経尿道的膀胱腫瘍切除術の組織

診で、小細胞癌と一部肉腫様変化を伴う尿路上皮癌と診断

された。

【尿沈渣検査】赤血球 >100/HPF, 白血球 1-4/HPF, 異型細
胞 (+)
【尿細胞所見】N/C比の高い白血球大の小型細胞が集塊状
または孤立散在性に認められた。核は大小不同で細胞質の

乏しい裸核状細胞で、クロマチンはゴマ塩状であり、小細

胞癌を疑った。核小体明瞭で N/C比の高い尿路上皮癌を疑
う異型細胞や、肉腫様分化が示唆される大型異型細胞もみ

られた。

【結語】尿沈渣において小細胞癌を検出する頻度は非常に

低く、組織型の判定に苦慮することが多い。本症例は、尿

沈渣では細胞形態的特徴から異型細胞と報告し、後に細胞

診と組織診で小細胞癌と診断された。小細胞癌は進行の早

い予後不良な組織型であり、スクリーニング検査である尿

沈渣における検出の意義は大きいと考える。 
 連絡先：（086）422－0210内線 2493

尿沈渣中に膀胱原発小細胞癌を認めた 1例

◎馬渕 邦子 1)、絹田 陽子 1)、赤石 優 1)、小幡 奏子 1)、石橋 直美 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)
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【はじめに】クリプトコッカス症は肺や皮膚から感染する

クリプトコッカス属真菌による感染症であり、我が国にお

いて多くは Cryptococcus neoformansによって引き起こされ
る。C. neoformansは培養検査や血中抗原検査、髄液検査等
で検出されるが、今回は尿沈渣中に菌体を認めた症例を経

験したので報告する。

【症例】87歳男性。近医にて慢性腎不全、高血圧症で加療
中であった。CAPDカテーテル留置術施行のため当院紹介、
後に透析開始となった。自宅で畜産等を行っているが、本

人の管理上の問題から腹膜炎を定期的に繰り返している。

【検査】20XX年 1月の定期外来受診時に実施した尿沈渣
検査で、莢膜様の構造物を伴った酵母様真菌を少数認めた。

尿沈渣で墨汁染色を実施し、菌体外周辺縁に莢膜を確認し

たため主治医に報告した。その後尿培養で C. neoformansが
同定された。血液培養と血清クリプトコッカス抗原検査は

陰性で、頭部・胸部~骨盤部 CTでもクリプトコッカス感染
を強く示唆する所見は乏しかった。髄液検査も予定してい

たが患者から検査の同意が得られなかったため実施されな

かった。患者はフルコナゾール内服開始の上退院となった。

その後嘔吐や項部硬直などの髄膜刺激症状、呼吸器症状は

なく、同年 3月外来受診時に実施された尿沈渣検査、尿培
養から C. neoformansは検出されなかった。
【考察】C. neoformansは中枢神経系、特に髄膜に親和性が
高いため髄膜脳炎を起こしやすく、免疫機能が低下した患

者で好発するが、免疫健常者で発症し慢性の経過をたどる

こともある。髄膜脳炎で意識障害まで進展すると予後不良

となるため、早期の診断と治療開始が重要となる。今回は

髄液検査を行うことができなかったため、脳脊髄液中に菌

体の存在を確認できなかったが、尿沈渣鏡検の際に注意深

く観察することで莢膜の有無を確認することができ、さら

に必要に応じて臨床側と連絡を取り、追加検査をオーダー

してもらうことで早期診断および早期治療につながると考

えられた。

連絡先　0859-38-6824(内線：6824)

尿沈渣中に Cryptococcus neoformansを認めた一例

◎堀江 拓耶 1)、吉岡 明 1)、市川 ひとみ 1)、福田 哲也 1)

国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 1)
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〔はじめに〕癌性髄膜炎とは癌腫が髄膜転移や髄膜播種を

きたす病態であり、一般的に予後不良である。しかし、早

期発見して治療することは延命に繋がる。今回、我々は髄

液検査時に作製したメイギムザ染色標本で異型細胞を認め

た 4症例を経験したので報告する。
〔症例１〕60歳代、男性。持続する頭痛のため、髄膜炎疑
いで他院より当院へ紹介搬送。髄液検査所見は細胞数

62/µL、単核細胞 20/µL(87.0%)、多形核細胞 3/µL(13.0%)。
メイギムザ染色標本にて大型の異型細胞を認め、細胞診は

classⅤで腺癌と診断された。
〔症例 2〕50歳代、女性。意識障害により当院へ緊急搬送。
乳癌の既往あり。MRI/Aが施行されたが異常なし。髄液検
査所見は細胞数 25/µL、単核細胞 21/µL(95.5%)、多形核細
胞 1/µL(4.5%)。メイギムザ染色標本にて異型細胞を認めた。
後日施行された造影MRI検査の所見と併せて乳癌の転移に
よる癌性髄膜炎と診断された。

〔症例 3〕50歳代、男性。胃癌のため化学療法中であった
が、頭痛や嘔気、複視などの症状出現のため癌性髄膜炎が

疑われた。髄液検査所見は細胞数 28/µL、単核細胞 23/µL 
(88.4%)、多形核細胞 3/µL (11.6%)、CA19-9:112519U/ml。
メイギムザ染色標本で小型の異型細胞を認め、細胞診は

classⅤで低分化腺癌と診断された。
〔症例 4〕80歳代、女性。当院で肺癌術後に多発肺転移を
認め化学療法中であったが、持続する頭痛が出現。造影

MRI検査を行い、癌性髄膜炎が疑われた。髄液検査所見は
細胞数 3/µL、単核細胞 2/µL(66.6%)、多形核細胞
1/µL(33.4%)、CEA:19.6ng/mL、シフラ:2.1ng/mL。メイギム
ザ染色標本にて小型の異型細胞を認めた。細胞診は

classⅢ(Atypical cells)で癌性髄膜炎と診断された。
〔考察〕癌性髄膜炎を疑う場合にはまず画像検査が行われ

るが、病変の大きさなどにより異常所見を検出できないこ

ともある。当院では髄液検査時には全症例メイギムザ染色

標本を作製しており、今回経験した４症例からもメイギム

ザ染色標本を作製して鏡検し、異型細胞を正確に検出する

ことは極めて臨床的意義が高く、早期発見・早期治療に繋

がると考える。連絡先:088-822-1201(内線 9642)

当院で経験した癌性髄膜炎４症例

◎北 真美子 1)、栗下 一義 1)、大原 有理 1)、弘内 岳 1)

高知赤十字病院 1)
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[はじめに]原発性中枢神経系悪性リンパ腫(Primary central 
nervous system lymphoma(PCNSL))は、本来リンパ組織が存 

在しないとされる頭蓋内に原発するリンパ性腫瘍である。

全脳腫瘍の約 2％程度と発生率が低く、グリオーマや他の

脳腫瘍とは治療方針や手術での切除範囲が異なるため、 

鑑別診断することは極めて重要である。今回、我々は髄液

一般検査で異型細胞を検出したことにより、PCNSL の疑い

を指摘できた症例を経験したので報告する。 
[症例]71 歳男性。ふらつきや嘔吐、左上肢の動作困難を自

覚し他院を受診した結果、MRI 検査で右中心溝周囲に造影

病変を認め、髄液検査でオリゴクロナールバンド (+)、
MBP(-)、IgG index(-)であり脱髄性疾患や亜急性期の脳梗塞

が考えられた。無治療にて消失後、再診時に MRI 検査で小

脳に新規病変を認め、左小脳失調が再増悪しているため当

院へ紹介となった。発現形態から悪性リンパ腫を疑い、頭

部 CT 検査を実施したところ左小脳半球～虫部にかけて軽

度高吸収の腫瘤を認めた。MRI 検査では、ほぼ均一に造影

されていたが発現経過などが典型的ではなく追加検査とし

て髄液検査が提出された。 
[検査所見]生化学および血液検査では特に異常は認めなか

った。髄液検査では総蛋白 35mg/dL、糖 92mg/dL、髄液糖/
血糖比 0.50、髄液β2 マイクログロブリン 4.8mg/L であっ

た。細胞数は 4/μL と少数であったが、計算盤上にリンパ

球に比べ大型で N/C が高く、核形不整および核小体が目立

つ細胞を認めた。異型細胞の同定の為にサイトスピンを行

いギムザ染色を行った結果、大型細胞で核形不整であり明

瞭な複数の核小体が認められ悪性リンパ腫が疑われた。組

織の病理所見では、HE 染色で異型リンパ球のびまん性の

増殖を認め、免疫染色で CD20(+）CD10（-）BCL2（+）BCL6
（-）MUM-1（+）ki-67index80％と高値を示し、non-GCB type
のびまん性大型細胞型 B 細胞リンパ腫と診断された。 
[まとめ]今回、髄液細胞数が少数であったが異型細胞を検

出したことにより、迅速に悪性リンパ腫の疑いの情報を臨

床医に報告でき、発生率の低い PCNSL の診断に一助を担

うことができた。           
連絡先：089-960-5620 
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◎松本 雄貴 1)、菅野 和久 1)、金並 真吾 1)、高野須 広道 1)、藤田 英里加 1)、林 あかね 1)、高須賀 康宣 1)、山下 大介 2)

愛媛大学医学部附属病院 1)、愛媛大学医学部附属病院 神経外科 2)



【はじめに】

日本海裂頭条虫は,その形態から「サナダムシ」とも呼ばれ,
症例数自体は少なくなっているが,国内で報告される条虫症
の中では本虫による日本海裂頭条虫症が最も多い。報告さ

れている症例のほとんどは単発例であるが,今回当院で,家族
内(母親と娘)でほぼ同時期に感染したと思われる症例を経
験したので報告する。

【症例】

30歳代女性(母親):数日前から腹痛があり,排便時に虫体を数
cm排出した(2回)ため近医を受診した。条虫症を疑い,駆虫
目的で当院紹介となった。7歳女児(長女):現病歴として腹
痛や下痢はなく,排便時に虫体下垂を確認した。母親が同様
の症状により当院を受診予定だったことから,当院救急外来
を休日の日中に受診した。受診時に,当日朝に排出した虫体
を割り箸に巻き付けた状態でビニール袋に入れて持参して

いた。生活歴として寿司以外の生ものの摂取はなく,県外,国
外への移動歴もない。身体所見なども特記事項はなかった。

【検査概要】

女児から排出された虫体を目視で確認し,その形態から日本
海裂頭条虫の可能性が高い旨を主治医に直ちに連絡した。

その後,条虫の片節を顕微鏡下で観察し,子宮が 1つであるこ
とを確認した。片節内の虫卵を観察後,80％アルコール溶液
に浸漬して保存した。母親は後日ガストログラフィン注入

による駆虫を行い,虫体を排出した。虫体は頭節を含み日本
海裂頭条虫であることを確認した。約 1か月後に実施した
女児の糞便による虫卵検査は陰性であった。

【まとめ】

母親が先に虫体を自宅にて排出していたことで,女児への対
応は早かった。また虫体の排出時期が同じことから,同時期
に感染したと考えられる症例である。虫体を持参されたこ

とにより,虫体の鑑別や患者家族への指示を適切に行うこと
ができた。しかし,感染源が明確にならなかったことを含め
今後,女児のフォローアップや母親と長女以外の家族の観察
も必要と思われる。

連絡先 086‐462‐1111（内線 23134）

家族内（母親と娘）で同時期に感染したと思われる日本海裂頭条虫症の経験

◎松坂 友花 1)、安藤 潤子 1)、見手倉 久治 1)、海津 博子 1)、大倉 尚子 1)、河口 豊 1)

川崎医科大学附属病院 1)
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【はじめに】過去に AB型と確定している患者の血液型検
査において,抗 B試薬との反応に部分凝集を認めたが,原因
を特定することが出来なかった症例を経験したので報告す

る.
【症例】患者は 90代女性,輸血歴・移植歴無し,意識レベル
低下とタール便を主訴に救急搬送された.2008年 10月に血
液型検査歴があり,抗 A(4+),抗 B(4+)で AB型と確定してい
る.入院時 Hb5.5g/dLで RBC 4単位輸血オーダーがあり血液
型検査を実施した.
【結果】血液型検査カラム凝集法にて,抗 A(4+),抗 B(mf),抗
D(4+),Rh-ctrl(0),A1赤血球(0),B赤血球(0)で ABO血液型判定
保留となった.試験管法でも同様に抗 B試薬に部分凝集を認
めた.A1赤血球,B赤血球の 37℃ 60分 IAT陰性.抗 Hレクチ
ン:患者(+/-),対照 AB赤血球(0).被凝集価:患者 抗 A 64倍,抗
B 256倍,AB型対照 抗 A 64倍,抗 B 128倍.抗 B試薬と反応
後の非凝集赤血球を採取し抗 B試薬を用いた吸着解離試験:
B赤血球(4+),O赤血球(0).A-トランスフェラーゼ活性:患者
128倍,AB型対照 128倍.B-トランスフェラーゼ活性:患者

32倍,AB型対照 32倍.不規則抗体陰性,交差適合試験 LISS-
IAT AB型 RBC 4単位適合.その後,治療により病状が改善さ
れ Hb値上昇と共に抗 B(mf)のフリーセルは減少した.
【考察】ABO血液型オモテ試験で部分凝集を認める原因と
して,異型輸血,ABO不適合造血幹細胞移植,亜型,血液型キメ
ラ等が考えられるが本症例では前回の検査結果で抗 B(4+)
であることや各種精査の結果,患者情報よりこれらの原因は
否定された.そこで疾患による抗原減弱を考えたが,白血病等
の血液疾患は無く,今回入院時の診断名より S状結腸潰瘍が
B抗原減弱の原因と仮定した.文献や中四国ブロック血液セ
ンターへの問い合わせでは有力な情報は得られず,特定する
ことは出来なかった.
【まとめ】今回我々は消化管出血により B抗原減弱をきた
したと思われる症例を経験した.原因の究明には至らなかっ
たが,ABO血液型検査時には原因不明の部分凝集が起こり
うることを認識できた症例となった.
連絡先 088-822-1201（内線 9638）

原因が究明できなかった B抗原減弱の 1症例

◎佐竹 小百合 1)、長谷川 智子 1)、山﨑 美香 1)、弘内 岳 1)

高知赤十字病院 1)
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【はじめに】血液型検査の異常反応は輸血製剤の選択など

臨床に及ぼす影響が大きく，精査，原因解明が重要となる．

今回，血液型検査，不規則抗体検査にて非特異反応が確認

され，原因として薬剤性免疫性溶血性貧血（以下；

DIIHA）が疑われた症例について報告する． 
【症例】

80歳代男性．労作時呼吸苦，結核性胸膜炎の既往があり，
リファンピシン，イソニアジドを服用．

【検査所見】

T-BIL：1.20g/dL，D-BIL：0.49g/dL，LDH：463U/L，Fe：
68μg/dL，UIBC：84μg/dL，フェリチン：780.7ng/mL，
WBC：6.5×109/L，RBC：1.86×1012/L，Hb：7.0g/dL，Ht：
21.3％，MCV：114.5fl，MCH：37.6pg，MCHC：32.9g/dL，
PLT：249×109/L，RET：128.8‰末梢血塗抹標本上で赤血
球凝集を認め，加温再検も同様の結果となった．

血液型検査は，ABO血液型と RhD血液型オモテ試験は
全ての試薬で凝集が確認され，赤血球洗浄により凝集解消

した．ウラ試験，不規則抗体検査は全ての血球に対して凝

集した．凝集の原因について自己抗体の影響が疑われ，精

査を血液センターに依頼した．

【経過】薬剤が原因の溶血性貧血が考えられ，副作用とし

て貧血が記載されているリファンピシンを休薬，ステロイ

ド投与が開始された．治療開始直後から徐々に貧血が解消

し，治療開始 5週目に Hb13.5g/dlまで回復．血液型検査，
不規則抗体検査を再検査したところ，異常凝集は消失し，

判定可能となった．

血液センターによる不規則抗体精査の結果，IgM，IgG型
温式自己抗体が示唆された．休薬とステロイド投与による

貧血解消されたこと，確認された温式自己抗体がリファン

ピシン投与による産生が報告されていることより，

DIIHAが疑われ，異常反応の原因と考えられた．
【まとめ】血液型検査，不規則抗体検査が異常反応を示し，

原因として DIIHAが疑われた症例に遭遇した．DIIHAの発
症頻度は低いが，原因薬剤は多岐に渡る．異常反応に遭遇

した際には，使用薬剤にも留意し，検査に努めていく．

連絡先：087-816-1301(直通)

血液型検査異常反応を示し，薬剤による影響が考えられた症例

◎松村 雄太 1)、山﨑 愛沙実 1)、柳原 優司 1)、松尾 拓郎 1)、冨川 誠 1)、宮脇 啓輔 1)

国家公務員共済組合連合会 高松病院 四国中検ラボ 1)
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【はじめに】不規則抗体検査の目的は、臨床的意義のある

抗体を検出することであり、間接抗グロブリン試験（以下、

IAT）は必須である。当院では、IH-500（BIO RAD）を使
用し、不規則抗体スクリーニング（以下、SC）は、カラム
凝集法:LISS-IAT +酵素法、同定法はカラム凝集法:酵素法＋
試験管法:PEG-IATで行っていた（以下、酵素＋PEG）。
2019年 1月 12日から酵素法を廃止し、SCはカラム凝集
法:LISS-IAT、同定法をカラム凝集法:LISS-IAT（以下、
LISS）に変更した。変更前後での抗体検出状況について比
較検討した。【対象・方法】対象は酵素＋PEG実施期間の
14669件（2017/1/12〜2019/1/11）と LISS実施期間の
16107件（2019/1/12〜2021/1/11）の SC陽性率、初回抗体検
出数及び検出率について比較した。陽性の判定、抗体検出

は当院の基準に従った。【結果】SC陽性率は、酵素＋
PEGでは 11.8%（1751/14669）、LISSでは
4.2%（682/16107）であった(患者重複)。SC陽性には、不規
則抗体、酵素非特異反応、薬剤の影響、意義不明が含まれ

る。初回抗体検出数は、酵素＋PEGでは 197件（酵素法の

みでの検出 137件）で、抗 E、抗 Lea、抗 P1が多かった。
LISSでは 102件であり、抗 E、抗Mが多かった。臨床的意
義のある抗体の検出率は、酵素＋PEGでは
49.7%（98/197）で、LISSでは 61.7%（63/102）であった。
【まとめ】酵素法廃止以前は、①酵素非特異反応、②反応
増強剤である LISSと PEGの反応性の乖離、③カラム凝集
法と試験管法による感度差などで抗体検出に苦慮すること

が少なくなかったが、酵素法を廃止し、SCと同定法を
LISS-IATに統一したことで、上記①～③の影響がなくな
り、業務負担軽減、効率化、試薬代削減することができた。

また、抗体検出に関しては、臨床的意義のある抗体の検出

率が増加した。【結語】不規則抗体検査を IATのみに変更
することで、臨床的意義のある抗体を効率よく検出するこ

とができた。

086-294-9911(内線：8910)

当院における不規則抗体検査酵素法の廃止と同定法変更による抗体検出状況の変化

◎中川 智博 1)、小坂 明里 1)、黒田 和彦 1)

独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 1)
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【はじめに】Miltenberger関連(Mi)抗原はMNS血液型に属
する低頻度抗原である。Mi抗原に対する抗体(抗Mi)のほと
んどは自然抗体として検出されるが、ときに溶血性輸血副

反応や胎児・新生児溶血性疾患の原因となることが報告さ

れている。今回我々は、妊婦健診で抗Miを検出した症例
において出産まで経過を観察できたため報告する。

【症例】26歳女性。O型 RhD陽性。初産。既往歴なし。
輸血歴なし。当院での出産希望のため受診し、妊娠 12週の
初期妊婦健診にて不規則抗体スクリーニング検査陽性とな

った。不規則抗体スクリーニング検査は、反応増強剤に

LISSを用いた間接抗グロブリン試験(LISS-IAT)とフィシン
を用いた酵素法をビーズカラム凝集法にて実施した。

【結果】スクリーニング血球 No.1のみ LISS-IAT(3+)酵素法
は全て陰性であった。PEG-IATによる不規則抗体同定検査
は、パネル血球全て陰性となった。上記の結果より抗 Dia

を疑い、別ロット Di(a+)血球にて PEG-IAT実施するも陰性
であった。スクリーニング血球 No.1のみMi(a+)の表記が
あったことから、試薬メーカーに問い合わせ Di(a-)Mi(a+)

の血球を入手し、LISS-IATを実施し(3+)となったため、抗
Miと同定した。抗体価は 4倍であった。その後、抗体価を
妊娠 24週、36週で測定し、いずれも 4倍であった。出生
後は、臍帯血の直接抗グロブリン試験(DAT)陰性であり、
新生児の溶血所見もなく経過良好のため、母児ともに無事

退院された。

【考察】本症例はスクリーニング血球にMi抗原が含まれ
ていたため、不規則抗体スクリーニング陽性となり、試薬

メーカーより Di(a-)Mi(a+)の血球を入手することで、抗
Miと同定することができた。本結果をふまえて、医師と協
議した結果、定期的な抗体価測定による経過観察を行うこ

ととなった。そのため、事前に検査日を把握し、試薬メー

カーよりMi(a+)の血球を確保していただくことで、定期的
な抗体価測定が可能となった。本症例は、抗体価の上昇を

認めず、臍帯血の DATも陰性であり、新生児の溶血所見を
認めなかった。しかし、抗Miはときに胎児・新生児溶血
性疾患の原因となるため、不規則抗体同定を行う上で考慮

すべきである。連絡先：0829-36-311(内線 2245)

Miltenberger関連抗原に対する抗体を検出した妊婦の一症例

◎村田 竜也 1)、西浦 和佳 1)、大田 祐美子 1)、岡田 未来依 1)、荒瀬 美幸 1)、山本 加代子 1)、三舛 正志 1)、福岡 達仁 1)

広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 1)
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【初めに】フィブリノゲン（以下、Fib）は凝固反応の最終
産物であるフィブリンの基質であり、他に替わる凝固因子

は無く、止血に不可欠な蛋白質である。大量出血時の希釈

性凝固障害、弛緩出血等では、急性低 Fib血症を呈し、　　
止血困難な状況に陥る場合がある。それらの症例において、

Fibを高濃度に含有する同種クリオプレシピテート（以下、
クリオ）は、容量負荷なく Fibを補充することができ、　　
作製・使用する施設が増加している。当院でも、2021年　　
4月からクリオの運用を開始したので、その使用状況につ
いて報告する。

【クリオの性状】日本輸血・細胞治療学会のプロトコール

を参考に、AB型 RhD陽性 FFP-LR-480を用いて作製した。
平均 Fib量は 544.9mg（367.2-805.7mg）で平均容量は
63.8mL（45.4-69.0mL）であった。（n＝32）
【使用状況】運用開始に際し、適応を投与直近の Fib値が
150mg/dLを切っている、または、切る事が予想される症例
とした。開始から約 4ヶ月間で 11症例に計 26本のクリオ
を使用した。使用したクリオは 1症例あたり平均 2.4本　

（1-4本）、輸注された平均 Fib総量は 1307.8ｍg（399.5-
2469.7ｍg）であった。診療科は婦人科 3例、心臓血管外科
8例で、患者の年齢は中央値 14才（0-54才）であった。ク
リオ使用前の平均 Fib値は 128.3mg/dL（50-280mg/dL）、使
用後は 243.3mg/dL（128-338mg/dL）で平均増加量は
115.0mg/dL（44-227mg/dL）であった。また、クリオ投与前
の血液製剤の平均使用量が赤血球製剤 13U、新鮮凍結血漿
14U、血小板製剤 14Uで、投与後の平均使用量は赤血球製
剤 2U、新鮮凍結血漿 1.8U、血小板製剤 4Uであった。
【まとめ】クリオを使用した症例は、概ね適応となる症例

であった。血液製剤の使用状況から、クリオによる効果は

見られたと思われるが、クリオ使用後の Fib値が
150mg/dLに達していない症例もあった。今後は、使用状況
をより詳細に分析して、適切なクリオの依頼本数を検討し

たい。

（連絡先：086-235-7768）

当院におけるクリオプレシピテートの使用状況

◎池田 亮 1)、浅野 尚美 1)、閘 結稀 1)、小郷 博昭 1)

岡山大学病院 1)
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【はじめに】

次世代シーケンシングにより、ホルマリン固定した病理

組織検体（以下 FFPE）を利用した遺伝子診断の臨床導入が

始まっている。FFPEは汎用性に優れ比較的用いやすいサン

プルであるが、一定水準以上の DNA品質を保つことは難し

く遺伝子用の検体の標準化が課題となっている。ホルマリ

ン固定時間延長による DNA断片化でがんゲノム検査不能と

なる検体として生検がある。生検は、約 3ｍｍの小さな検

体であるため、手術材料よりもホルマリン固定の影響を受

ける。小さな生検検体から良質な DNAを抽出する必要があ

るため、ホルマリン固定時間の影響の少ない検体処理が必

要となる。また、がんゲノム検査を希望される患者は容態

が不安定な方が多く検査報告時間はできるだけ短くするこ

とが不可欠である。

ホルマリン固定後、FFPE作製のためパラフィン浸漬する

通常型自動包埋機（以下 ASP6025）は、半日程度時間を要

する。マイクロウェーブを使用する迅速型自動包埋機（以

下 Xpress）では、約 2時間でパラフィンへの浸漬が可能で

あるが、DNAへの影響は本邦では検証報告されていない。

【目的】

今回、Xpressを用いた FFPEを作製し、がんゲノム検査

で活用可能かどうか DNA品質の検証を行う。

【方法】

2020年 12月 1日～2021年 5月 31日に当院にて悪性腫瘍

で手術された摘出検体の残余検体を約 5㎜に切り出した

18例を用い、ASP6025と Xpressで検体処理後、両検体の

DNAを抽出（QIAamp DNA FFPE Tissue）、DNA濃度を

Qubit、電気泳動装置 TapeStation Analysis Software 3.2で
DNA品質指標である DIN値を求めた。統計的手法は、マ
ンホイットニー検定を用いた。

【結果】

　両者の DNA品質指標である DIN値に有意差は認めなか
った。がんゲノム検査の FFPE検体処理に Xpressを用いる
ことは有用である。

連絡先　岡山大学病院病理部　標本処理室 086-235-7691　

迅速型自動包埋装置と通常型自動包埋装置の比較検討

DNA品質評価について

◎實平悦子 1)、井上 博文 1)、松岡 昌志 1)

岡山大学病院 1)
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【はじめに】POCT(point of care testing)とは、被験者の傍ら
で医療従事者自らが行う簡便な検査である。当院では臨床

現場において、POCT機器の 1つである簡易血糖測定器を
使用しているが、定期点検や精度管理が行われずに使用さ

れてきた。今回、2018年 12月より施行された改正医療法
に伴い、各種標準作業書や日誌等の整備、内部精度管理実

施の体制を構築したので報告する。

【方法】対象機器は、スタットストリップ エクスプレス

(ノバ・バイオメディカル)で、外来 4診療科・救急室・透
析センター・手術室・ 4病棟・検査室予備機の計 20台。方
法は、測定作業日誌・検査機器保守管理作業日誌を作成し、

月 1回、担当の臨床検査技師が各部署を巡回し、1)機器の
外観・電源動作・液晶表示、2)テストストリップの使用期
限、3)コントロール測定(専用グルコース QC溶液 4レベ
ル)について点検を実施した。コントロール測定値は、機器
本体から専用の QC管理ソフトウェアにデータを転送し、
一元管理を可能にした。また、コントロール測定値を基に

機器シリアル毎のグラフを作成して、月 1回更新し、院内

共有の OAシステムで誰もが参照できるようにした。
【結果】取り組みを開始した 2021年 4月から 6月までに、
機器の点検にて、バッテリー切れ 3件、テストストリップ
の使用期限切れ 1件、日時のずれ 1件を認めたが、その場
で交換・設定を行い対応することができた。コントロール

測定を数回行っても測定値が管理幅から外れた場合は、検

査室の予備機と交換して修理を行うことにしている。しか

し、コントロール測定値が管理幅を外れて使用不可になっ

た件数は未だ 0件である。
【考察】臨床検査技師が各部署を巡回することで、簡易血

糖測定器の実際の使用状況について把握することができた。

本来であれば、毎日の精度管理が理想的であるが、現在は

月 1回のコントロール測定しか実施できていない。精度管
理の頻度を増やすためには、臨床検査技師だけでなく、看

護師の協力が重要となる。そのためには、精度管理の必要

性を認識してもらうことが不可欠であり、今後の課題であ

る。これからも継続して機器管理に努め、より信頼性の高

い結果の提供に貢献していきたい。連絡先：084-945-3106

簡易血糖測定器の機器管理に関する当院での取り組み

◎池本 優子 1)、井上 悦子 1)、平原 寿々花 1)、澁谷 仁美 1)、林 亜実 1)、井上 英昭 1)

医療法人社団 日本鋼管福山病院 1)
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【はじめに】徳島県の糖尿病死亡率は依然として全国で１

位となっている．当院は，外来棟と入院棟に分かれており，

外来検査室で糖尿病治療における血糖自己測定器（以下

SMBG機器）の使い方の指導やフラッシュグルコースモニ
タリング（以下 FGM）の装着，指導を行っている．今回は
そのメリットと今後の課題について報告する．

【取り組み】当院の血糖自己測定の消耗品の受け渡しは年

間 2468件であり，外来検査室で新規説明，消耗品の受け渡
し，SMBG機器の点検，交換を行っている．その際，
「SMBG受け渡し確認票」を用いて消耗品の数等を患者と
共に確認し，間違いを防いでいる．FGMのオーダーは年間
417件あり，FGMの装着は基本的に外来看護師が行うが繁
忙時には 3～4件/月の頻度で臨床検査技師が行っている。
また，糖尿病教室では患者の要望を受け SMBG機器の紹介，
糖尿病に関する検査値の正しい見方や，合併症などの講義

を取り入れた．

【今後の展望】当院ではスマートフォンでグルコーススキ

ャンを行える FreeStyleリブレ Linkの運用を開始した．ス

マートフォンで手軽に測定できるようになったことで患者

の QOL向上につながると考えている．また，クラウド連携
することで，自宅にいながらスキャンデータや入力した情

報を医療従事者と共有できるため,トレンドの把握が可能と
なり素早い指導が可能となる．課題としてアプリの操作方

法等の説明があり特に高齢者への説明では工夫が必要であ

る．また SMBG機器とパソコンをケーブルでつなぎ測定結
果を自動取込するMEQNET SMBG Viewerを導入し、患者
自身で血糖値の記録が困難なケースや虚偽報告への対応が

可能となった。当院でこれらのツールを運用するためには

様々な整備が必要となるが今後検討していきたい．

【まとめ】糖尿病医療では患者の積極的な治療参加と自己

管理意識の向上が重要であるため，検査の専門知識を有し,
患者とのコミュニケーションが取りやすい環境である検査

部は糖尿病医療に貢献し得ると考える．今後当院でも業務

範囲を広げて血糖自己測定データの解析や説明にも携わっ

ていきたい．

・連絡先：0885-32-2555（内線番号：3243）

外来糖尿病患者における当院検査室の取り組み

◎桒原 周爾 1)、勢井 伸幸 1)、板東 百合子 1)、妹尾 千尋 1)、西川 真由 1)、速水 淳 1)

徳島赤十字病院 1)
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【はじめに】

病棟での臨床検査に関わる業務は臨床検査技師が実施すべ

きという考えから、病棟に臨床検査技師を配属する施設が

見受けられるようになった。当院でも看護師業務の支援を

考え、生理検査時の事前説明について打診したが、看護師

側からは特に必要ないとの返答があった。このことより、

臨床検査技師と看護師との考えに差異があり、看護師が臨

床検査技師に実施してほしい業務を調査する必要があると

考え、病棟勤務の看護師に臨床検査技師への要望について

アンケート調査を実施した。その結果、看護師が行ってい

る業務支援の要望ではなく、業務に関連した知識習得に関

する要望が多いことが分かった。当院の臨床検査技師の勤

務体制は 24時間勤務ではないため、入院患者の検体採取は
看護師が実施することがほとんどである。そのため、検体

採取に関するインシデントが定期的に発生している。そこ

で、看護師業務支援のとりかかりとして、インシデント軽

減を含めた看護師向けの検査関連勉強会を定期的に開催し

たので報告する。

【方法】

概ね 35歳以下の若手技師で、アンケートの自由意見に記載
されていた内容から勉強会の具体的な内容を検討し、資料

作成等を行った。院内共有フォルダに登録した動画を視聴

してもらい、動画視聴後のアンケートを実施した。また、

若手技師にアンケート調査を実施、加えて、インシデント

件数を比較し、勉強会前後での効果を調査した。

【結果】

受講後のアンケート調査では殆どが「勉強になった」と回

答した。また、検体採取に関するインシデントは減少した。

若手技師へのアンケート調査では殆どが自身の勉強、知識

の整理になったほか、「看護師との検査に対する認識の差

を理解し、説明や伝え方の工夫が必要であることが分かっ

た」と回答した。

【考察・まとめ】

看護師向けの検査関連勉強会を開催したことで、検体採取

や取り扱いの注意点、手順の再確認ができ、インシデント

減少に繋がった。　　キナシ大林病院　087-881-3631(代表)

当院における看護師業務支援の取り組み

◎山本 由紀 1)、山口 政晃 1)、前田 惠美 1)、中川 妙子 1)、十川 直美 1)、宮川 朱美 1)

医療法人財団 博仁会 キナシ大林病院 1)
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【はじめに】臨床検査技師が胸水穿刺に立ち会うことは少

なく、検体をどのように採取しているか知らないことが多

い。採取の状況を知らずに検査を行い、臨床像と合致しな

い結果に困惑することも少なくない。今回、胸水検査の細

胞診と細胞分類検査で結果が乖離した症例を経験し、他部

署と連携し、検査技師が胸水穿刺に参加する取り組みを行

ったので報告する。

【きっかけとなった症例】91歳女性。20xx年 2月末より呼
吸困難、咳嗽出現。3月 4日近医受診。胸部レントゲンに
て右肺野腫瘤影指摘。同日、精査加療目的で当院紹介受診

された。胸部 CTにて右肺上葉腫瘤影、胸膜播種、右胸水
貯留を認め、確定診断のために胸水穿刺を施行した。検査

結果から胸水は滲出性であり、癌性胸水と推測された。院

内で作成したギムザ染色標本では腺癌様細胞の集塊多数認

めたが、外注先に提出した細胞診は陰性であった。

【他部署との連携】<看護部>患者の状態、胸水穿刺の状況
の確認をした。患者は多量胸水貯留のため呼吸苦が強く、

座位で長時間安静を保っていた。胸水は 80ml採取。始めの

30mlを細胞診に、次の 50mlをその他の検査用に検査室に
提出していた。長時間の安静で胸腔内に細胞が沈殿し、採

取の始めと後で細胞数に差があったのではないかと考察し

た。<主治医>結果の乖離と考えられる原因を伝え、ドレナ
ージの際に再検することとなった。再検の際には患者の体

位変換と、採取した検体を全て混和してから分注すること

を提案。穿刺に技師も立ち会うこととした。

【胸水穿刺への参加】穿刺は、医師と看護師と検査技師の

３人で行った。エコー操作、患者の姿勢の保定や声かけ、

患者観察など、技師でも出来ることは多数あった。採取し

た胸水は十分混和後、分注し検査に提出した。再検結果は

両方とも陽性となった。今後、体腔液穿刺には検査技師が

参加することを取り決めた。

【まとめ】乖離した結果から必要性を感じ、胸水穿刺に参

加した。実際に参加してみると、検体処理のみでなく、技

師でもできることが多数あった。今後も、適切な検体採取

を行うと共に、患者が安全に検査、治療を受けられる一助

になれるよう努力していきたい。  連絡先：0846-26-0250

臨床検査技師の胸水穿刺参加の取り組み

◎林 紀子 1)、林 恵美子 1)、町支 香倫 2)

国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 忠海分院 1)、国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 2)
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【はじめに】山陽小野田市は地域医療資源として 6病院と
53の一般診療所を有している。山口県においても新型コロ
ナウイルスの感染拡大が懸念され始めた 2020年 8月下旬、
県下初となる飲食店クラスターが当市で発生し、全国報道

される経験をした。同時期当院においては、同年 6月に販
売開始されたルミパルス SARS-CoV-2抗原定量試薬の導入
を検討していた。その様な背景のもと、ルミパルスを保有

する当院に山陽小野田市医師会より抗原定量検査受託の打

診があった。今回、医師会と市役所と当院との連携による

地域外来・検査センターの設立と稼働報告をしたい。

【地域外来・検査センターの構成】医師会会長の呼びかけ

の下で登録医療機関が募られた。各医療機関で検体採取を

行い、市役所健康増進課が搬送を担い、当院が抗原定量検

査を実施している。健康増進課が地域外来・検査センター

として登録医療機関と当院を結び、医療機関からの検査受

付調整と当院への依頼を行い、結果受け取り後の処理をし

ている。陰性の結果報告は直接登録医療機関へなされるが、

陽性の場合は保健所へ報告されている。2020年 10月 5日

から 6医院での試行、10月 19日から登録医療機関 15施設
での本格稼働を経て、現在は 17施設で稼働中である。
【始動準備】登録医療機関と市役所と当院とで協議を繰り

返し、検体は鼻咽頭ぬぐい液のみで開始、受付は 1日 2回
に設定した。当院では作業手順の決定とマニュアル化、シ

ミュレーションを行い、スタッフ間の手順を統一化した。

【改良点と問題点】再測定回避のために運用 3ケ月後より
全検体の遠心処理に変更し、その後はグレーゾーンを経験

していない。新たに蓋付遠心機を整備して感染対策を強化

できた。医療機関での検体処理液の分注量が不安定で、そ

の都度注意喚起している。試薬が高価で使用期限が短く、

試薬ロスを防ぐ苦心が続いている。

【実績】運用開始から 10ケ月間の件数は 263件、陽性 7件、
グレーゾーン 2件で遠心再検後陰性。陽性率 2.66％。
【まとめ】一般病院である当院が地域と共に検査体制整備

と感染対策に取り組み、微力ながら地域医療に貢献出来て

いる。この貴重な経験を生かし、柔軟な対応の出来る検査

部であり続けたい。　　　　　　連絡先：0836-88-0221

山陽小野田市における地域外来・検査センターの設立について

SARS-CoV-2抗原定量検査の整備

◎大田 弘恵 1)、荒木 みな子 1)、竹岡 律子 1)、福重 達也 1)

小野田赤十字病院 1)

108
一般演題 チーム医療



【はじめに】岡山県は 2018年西日本豪雨災害において、倉
敷市真備町をはじめ多くの地域が甚大な浸水被害を受けた。

当検査部では、この災害による河川決壊により職員自宅が

浸水の被害にあった経験を踏まえ、「重ねるハザードマッ

プ」（国土交通省）を活用し、職員の居住地域の災害危険

性把握など、安全情報管理を行っている。

「重ねるハザードマップ（以下ハザードマップ）」は国

土交通省が運用する、全国のハザードマップ情報を検索で

きるポータルサイトである。任意地域の洪水や土砂災害な

どの災害危険性を、地図上に自由に重ねることが可能であ

る。

【方法】1）ポータルサイト上で、当院を中心に《近隣区
域》、《倉敷・岡山》、《全体広域》の 3種類のマップを
作成、全職員の自宅位置に識別シールを貼付し、居住地域

マップとした。

2） 次に 1）の 3種類のマップに、それぞれ「洪水浸水」
「津波浸水」「土砂災害」「道路防災情報」の情報を重ね

たハザードマップを作成した。

3） 実際の災害発生時には、1）の居住地域マップと、2）
で作成したハザードマップ上の災害危険性を比較すること

で、居住地域の被害推定や危険性把握が可能となる。

【被災例から想定されるハザードマップの効果】

先の西日本豪雨では、河川の決壊が金曜日深夜であり、

真備町に自宅がある職員は、翌土曜日は出勤していなかっ

た。しかし土曜はもともと半休取得者が多く、当該職員の

自宅浸水被害の把握が午後までずれ込むこととなった。

豪雨当時「洪水浸水」ハザードマップで確認が可能であっ

た場合、職員自宅は同マップ上で 3 m～5 mの浸水地域に該
当し、河川決壊の情報から直ちに被災の可能性が示唆され、

職員に対し安全確認を行うことができたと考えられる。

【結語】検査室の危機管理としては「臨床検査部門危機管

理ガイドライン」（日臨技）内の業務継続計画においても、

要員の確保、迅速な安否確認が一例としてあげられている。

その一助として、ハザードマップ活用は有用であると考え

る。

連絡先：086-462-1111（内線 23111）

災害発生！迅速な職員安否確認のために

～「重ねるハザードマップ」を活用した災害危険性の把握～

◎岡﨑 希美恵 1)、大久保 学 1)、永井 智美 1)、渡邊 悦子 1)、見手倉 久治 1)、河口 豊 1)

川崎医科大学附属病院 1)
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臨床検査技師は前身である衛生検査技師時代から徐々に医

師の業務を引き継ぐ形で業務拡大してきた．現在もタスク

シフティング業務啓発事業が日本臨床衛生検査技師会によ

り進められている．そのような状況の中で臨床検査技師の

総数は増加しているが，総合病院の数が減少しており，総

合病院における技師数は飽和している．一方でクリニック

の数は年々増加しているにもかかわらず，クリニックで働

く臨床検査技師は少ない．

私は鳥取県でフリーランスの臨床検査技師として活動して

おり，クリニックとの契約を交わしている．今回，私はク

リニックで働く臨床検査技師としての経験を報告する． 
クリニックで臨床検査技師が可能なこととして，採血，心

電図，血圧脈波，肺機能検査，超音波検査などが挙げられ

る．超音波検査は検査に時間がかかるため，検査機器があ

っても医師が診察の合間に行う負担は大きく，診察と並行

して臨床検査技師が検査することへの需要は大きい．私は

超音波検査を主体に業務を行っている． 
クリニックに来院する患者は定期フォローが中心の総合病

院に比較して，何らかの症状を持った患者が多い．その原

因検索のために超音波検査がオーダーされるが,血液検査だ
けでなく超音波検査を組み合わせることで詳細な経過観察

が可能であった症例や腹痛の原因を超音波検査で指摘でき

たことで円滑に総合病院に紹介しえた症例を経験した． 
超音波検査の領域として，私は腹部・血管・心臓・甲状腺

の検査を行っている.腹痛，胸痛，咽頭痛，下肢腫脹など
様々な症例を経験した．クリニックで臨床検査技師が超音

波検査で診療に貢献するにあたって，複数領域の技術が求

められる．しかしながら，超音波検査の技術習得は容易で

はない．また，総合病院であっても一人の技師の育成には

多大な時間を要する．今後は私のようなフリーランスの臨

床検査技師を活用することや病院ごとではなく，地域で技

師を育成するシステム構築が求められる． 
今回は臨床検査技師の活躍の場のひとつとして，クリニッ

クでの働き方を提示した．

連絡先－０９０４１４０９２８０

クリニックにおける臨床検査技師の役割

◎服部 博明、橋本 潔 1)

はしもとクリニック内科・呼吸器科 1)
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