
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～
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【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
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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
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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)
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