
【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
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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
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【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
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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)
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【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。
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