
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
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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)
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【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)
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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)
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