
【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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