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特 集 に 寄 せ て

　近年の病理検査を取り巻く状況は，変革の時期にある．病理検査を行なう多くの施設

では作業の迅速化や多様化が要望され実施されている現状にある．また，病理に提出さ

れる検体数の増加や免疫組織化学検査をはじめとした検査等の増加も相まって，病理検

査業務には大きな変化が生じてきていることは事実である．私たち病理技術者は，この

ように以前より仕事量が増加している中でも従来のように常に正確・確実な検体処理や

標本作製を要求される．このギャップこそが検体誤認をはじめとした様々なエラーが発

生する大きな要因であると考えられる．病理検査において，エラーは患者様をはじめと

して多くの関連する部署に多大な影響を及ぼす．また，病理検査の信頼性の失墜にもな

りかねない状況も発生する．

　そのような状況の中で，私たち病理技術者は日々エラーの軽減に努力をしている．エ

ラーを防ぐ主たる方策として作業の自動化，合理化あるいは業務フローの見直しなどが

あげられる．今回の特集では，病理検査業務における検体誤認防止をはじめとした施設

内での取り組みや工夫，あるいはそれらに関する考え方に関して３編の論文を掲載した．

掲載にあたっては，できる限り一般の現場に則した内容にすることを心がけた．読者の

皆様には是非とも自施設の現状と照らし合わせていただき，実務に取り入れていただけ

たら嬉しく思います．

　現在を含めた次世代の病理検査のあり方として，「安全」「安心」ということが大変重

要になると思われます．患者様の安全はもとより，作業を行なう者の安全や安心を担保

する業務体系の確立やシステムづくりが，今後の我々にとって大きな課題であると同時

に克服すべき問題でもあります．安心して病理検査ができるような環境や安全に作業が

行なえるシステムを日々考え，フレキシブルに実務に反映させていく姿勢がエラー防止

の取り組みとして大変重要であると考えられます．今回の特集を機に各施設にて安全に

基づいた更なる業務改善が行われることを懇願いたします．

平成21年　病理検査研究班　磯	崎　	勝



－1－

神臨技誌・2010年3月	 1

Ⅱ．当院での取り組み

1．受　付
　受付においては，まず病理検査依頼伝票と
検体内容が確実に整合することを確認する．
伝票に少しでも不備があれば，病理側で推測
や判断をせず，すぐに担当医や看護師などに
問い合わせる．また当院では，院内オーダリ
ングシステムと病理検査部門システムを連携
させ，バーコード方式の受付を行うことによ
り，オンラインでの患者情報の交換を行って
いる．そして受付後は，検体容器の蓋と側面
に赤マジックで病理番号をわかりやすく記載
し，検体処理時に取り違いが起こらないよう
にしている．

2．検体処理時のワークシート導入
　検体処理時にはワークシートを導入してい
る．ワークシートには検体番号，病棟や依頼
科などの出所情報，検体の種類を記入してお
く．そして検体処理を行いながら，検体の個
数，性状や切り出し方法または特記事項を記
載していく．さらに作製ブロック数，特殊染
色，免疫染色，脱灰の記載，それぞれの総数
などの情報も付記していくことで，最終的に
は検体処理に関するあらゆる情報が，すべて

当院における検体取り違いに対する取り組み

島田　直樹，込山　真実，安田　玲子
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　病院病理部

Key words：病理検査，検体取り違い，ワークシート，面合わせ

はじめに

　近年，病理検体の取り違えによる重大な医
療事故が新聞やマスコミなどにより報道され
ている．検体取り違えは患者，臨床，病院や
検査技師に与える影響が大きく，絶対にさけ
なければならない１）．病理検査は自動化が困
難なため人為的なミスが発生しやすい．した
がって各施設において事故防止策をもうける
ことが必要である．今回は当院で行っている
取り組みを紹介する．
　　

Ⅰ．検体取り違いの要因

　検体取り違いは，病理検査室に検体が到着
する以前にも要因はあり，検体採取時の患者
の取り違いや情報の記入ミスなどが上げら
れ，運搬時にも起こりうる可能性がある．ま
た，病理検査室内では受付時，検体処理時や
標本作製時などのさまざまな作業で発生し，
さらに診断や結果報告に関することも含め，
発生要因は多岐にわたる２）．
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の技師にわかりやすく共有できる一覧表が完
成する（図1）．このワークシートは検体処理
時のみならず，包埋後のブロック作製数の確
認や標本完成後の提出時の確認でも有用であ
る．

3．カセット，検体の着色，検体の紛失防止
　検体の大きさでカセットの形状を使い分
け，また検体の種類，特殊染色の有無や薄切
時に複数枚の切片を必要とするなどの作業の
都合に応じて，カセットを色分けしている（図
２）．
　内視鏡などの検体は，一人の患者から複数
個の小さな組織が採取される場合があり，採
取部位ごとに検体番号が割り当てられてい
る．この番号の入れ替わりを防ぐために，奇

数番号の検体にムチカルミンで着色すると，
赤色の検体と無着色の検体とが交互に並ぶの
で，識別しやすくなり包埋や荒削り時に便利
であり（図３），検体の入れ替わりも防止でき
る．	
　また，着色の仕方により皮膚や内視鏡EMR
の検体など，標本の連続性が重視される検体
でも有用である．なお，ムチカルミンでの着
色は，	HE染色や特殊染色に影響しない．ごく
微小な検体は着色した後，障子紙で包むこと
やバイオシートで挟み込むことで，検体の紛
失防止につながる（図４, ５）．

4．包埋，薄切
　当院では，薄切担当者が本薄切からパラ
フィン切片のスライドガラスへの貼り付け，

図1　ワークシートの活用 図2　カセットの使い分け

図3　検体の着色 図4　バイオシートの活用・工夫
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病理番号の記入までの作業を一括して行って
いる．そのため，4分割された大きな水槽を
使用し，１つの水槽面に多くのパラフィン切
片を浮かべて処理するのが通常である（図
６）．このやり方は薄切作業を一度で完了で
きるので簡便ではあるが，拾い間違いの危険
性が非常に高くなる．この危険を避けるため
に，まず包埋時に内視鏡などの酷似した検体
では，包埋する検体の距離間や包埋皿の種類
を替える工夫をしている．そして薄切時には
類似したブロックを同一の人が扱わない，扱
わざるを得ない場合には同じ水槽面に浮かべ
ないなどしている．その他に，ブロックの薄
切面の余白部にいろいろなパターンの穴をあ
けてマーキングすることでブロックを認識し
やすくしている（図7）．	

5．ブロックと標本との照合（面合わせ）
　薄切後の標本は，染色，仕上がりの鏡検，
ラベルの貼付を経て完成する．この間には，
薄切時の切片の拾い間違い，病理番号のスラ
イドガラスへの書き写し違いやラベルの貼り
間違いなどのミスが生じる機会が多いにもか
かわらず，確認作業の機会が少ないため，取
り違いが起きる危険性が最も高くなる．この
ため，標本の提出前に，最終的な確認作業が
必須である．最終確認ではブロックと完成標
本とを直接照合することが重要である．検体
の形状，個数，貼付け位置，ラベルの病理番
号とブロックの病理番号を直接照合すること
で，確実に間違いを回避できる（図8,	 9）．当
院ではすべてのHE染色標本について照合を
行っている．

図5　検体処理時の小物 図6　薄切作業

図7　ブロックへの工夫 図8　ブロックと標本の照合
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6．提出時のチェック
　提出時のダブルチェックは，提出忘れを防
ぐためや，再固定および脱灰処理で提出の遅
れる検体を確認するために行っている．この
作業は２人で行い，一人は標本を，一人はワー
クシートを受け持ち，病理番号，検体の種類，
ブロック数，内視鏡などの検体では個数や特
殊染色の有無を読み上げ，標本に不備がない
かを確認をする（図10）．さらに，事務員とと
もに伝票の確認も行った後，病理医に提出し
ている．

Ⅲ．考　察

　検体取り違いの防止策は，各施設でさまざ
まである．確認作業には手間や経費がかかる
が３），取り違いによる事故が起きた場合の痛
手を考えれば，その防止策をとる必要がある４,

５, ６）．当院では幸い，病院のオーダリングシ
ステムと病理部門システムとの連携で，検体
受付業務での取り違いやラベルの誤記入など
の人為的間違いは防げている．しかし，他に
も人力に依存する作業は多く存在するため，
今回紹介した内容の防止策を行っている．
チェック項目が多いために，多少の手間と時
間はかかるが，経費は比較的かかっていない

図9　照合作業 図10　提出時のダブルチェック

ので，とても有効な手段と思われる．
　当院では，先に紹介した通り，薄切時に取
り違いを起こす危険性が最も高い．これを回
避するために有効な手段はワークシートの導
入と，最終的な完成標本とブロックの照合（面
合わせ）である．特に面合わせは，標本とブ
ロックの病理番号や形状などを直接つきわせ
てみるために，とても有効な作業と考えられ
る．実際，この作業で拾い間違いや上下左右
の貼付け位置の間違いなどを発見している．
今後はこのようなミスもないように，薄切の
やり方に関しても，検討していかなければな
らない．

Ⅳ．まとめ

　医療事故では小さなミスが大きな間違った
結果を招いてしまうので，その小さなミスを
認識して防止対策を考えなくてはならないと
思う．
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＆Ｔ社製　CLINILAN）でデータ管理をして
いる．

Ⅱ．各作業の確認手順
　以下に各作業の確認手順を示した（表1）．

1．受　付
　検査依頼は，臨床側より提出された依頼用
紙と検体を照らし合わせ，氏名の確認を行う．
次に依頼用紙の内容をチェックしていく．記
載漏れや分からない事があればその場で主治
医に確認の連絡を取る．確認後は依頼用紙に
検体の数量と自分のサインを記入する．病理
システムは，医事データを直接参照しており，
カルテ番号や氏名が違うと入力できない様に
なっている．この作業は切り出し担当者が
行っている．

2．切り出し
　前日に受付されたものが対象となり基本的
に固定は一昼夜行う．切り出し作業は毎日交
代で行い，切り出し担当者は翌日包埋薄切作
業を行う．作業開始前には依頼用紙と検体の
照らし合わせを行い，氏名や検体の個数を
チェックする．この作業は，受付時にも行っ
ておりダブルチェックになる．生検材料や小

当院における検体過誤防止に対する取り組み

坂詰　浩一
独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院

Key words：検体過誤防止，病理検査，リスクマネージメント

はじめに

　近年，病理検体に関する医療事故が増加し
ている．病理診断は患者の治療に直結するた
め取り違えや誤診は避けなければならない．
病理検査は，用手法で行う作業が多く事故を
防ぎ切る事が大変困難である．近年ではシス
テム化によりバーコード管理した検体の登録
方法が整備されつつある．しかし，すべての
施設で導入されているわけではなく，当院も
人の手によって確認作業が行われている．人
的作業が多い病理検査ではミスを起こす機会
が多く，どのように確認作業を行っていくか
が重要である．今回検体過誤防止に対する取
り組みを，当院の組織標本作製の手順に沿っ
て紹介する．

Ⅰ．現　状

　組織件数約6000件，細胞診件数約9000件，
解剖件数約20件を病理医２名，技師５名で
行っている．しかし臨床検査科の日当直業務
も行っており，当直明けや休暇等で５名そろ
うことは少ない．また，臨床検査科内の配置
変えもあり経験年数が少ない者も多い．電子
カルテは，導入しておらず病理システム（Ａ
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脱灰，脱脂等の情報も依頼用紙に書き込みス
ムーズな引き継ぎができるようにしている．

3．包埋・薄切
　包埋作業は型どおりに行うが，方向や順番
が決まっているものはカセットのラベルに近
い方を１番または左側とし，角を削って分か
りやすくしておく．終了後はブロックを順番
に並べ紛失が無いかをチェックする．問題が
無ければ薄切作業に取り掛かる．薄切も型ど
おりに行うが，水槽に切片を浮かべる際には
１つの枠に１ブロック分の必要枚数のみと
し，同じ形の切片は絶対に混ぜない．スライ
ドガラスに拾いあげる際は，ブロック面を確
認しつつ拾いあげ，もう一度ブロックの番号

さい検体は技師が行い，大きな手術材料は病
理医が行う．病理医が切り出し終了後，切り
出し図を見ながらカセットに番号を記載して
いく．順番や作成面が逆になっていないかな
どをチェックし，ヘマトキシリンでマーキン
グしていく．生検材料や小さい検体は材料の
情報を依頼用紙に直接書き込む．基本的に同
形同大にて記載し後日でも分かるようにして
いる．皮膚検体やポリープなどは割面も記載
している．作成面を間違えないようにヘマト
キシリンにてマーキングし，必要であれば写
真も撮っておく．生検材料は番号だけでは書
き間違いの確認ができないため，カセットの
側面に患者氏名を書いておく．切り出し終了
後は日付と自分のサインを記入し，再固定，

表1　各作業のおもな確認項目

作業分類 業務内容 確認項目

受 付

依頼用紙の記載内容
チェック

患者名・カルテ番号
提出医・提出科
提出臓器と数量
臨床診断や依頼内容

検体チェック
患者名
番号など区別の記載
固定液の量や中身の確認

ＰＣへの入力 患者名や誤入力の確認

切 り 出 し

依頼用紙と検体の照らし
合わせ

患者名の確認
記載内容と数量の確認

作業中の検体

患者名，臓器名，数量，順番の確認
カセットへの入れる順番の確認
カセットの記載番号の確認
ふたはきちんと閉めたか

検体情報の記載
検体の大きさ，個数，順番の確認
再固定，脱灰，脱脂の有無
日付やサイン

包 埋
検体の確認 検体の紛失はないか

順番は合っているか

カセットの確認 紛失は無いか
番号の書き間違いはないか

薄 切 切片とスライドガラスの
照らし合わせ

ブロック番号とスライドガラスの番号の確認
ブロックと切片の確認
方向の確認

染 色・ 標 本 提 出 標本の出来上がり

不良標本の確認
切り出し図とスライドガラスの確認
ラベルの貼付
ラベルと依頼用紙の確認

報 告 書 作 成
照らし合わせ 依頼用紙と報告書が合っているか

報告書とスライドガラスが合っているか

報告書の内容確認 ＰＣ入力項目に間違いはないか
日付やサインは記載されているか
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な材料が多く提出されるので，上部消化管と
下部消化管を交互にしたり生検個数の同じも
のが並ばない様に受付する．こうする事で標
本番号順に並べた場合，薄切時の水槽の切片
や鏡検時のスライドガラスの取り間違いなど
に気が付きやすい．同姓がある場合などは依
頼用紙や検体に赤で印をつけ注意を促す．生
検切り出し時のカセットの側面に患者氏名を
フルネームで書くのは番号の書き間違いが起
きた時に対処がとれる工夫である．包埋終了
後のブロックの確認は作業ごとにチェックを
することでブロックの紛失や番号の書き間違
いを見つけるためである．また，切り出し・
包埋・薄切の作業は，一人の技師が一貫して
行うので思い込みやうっかりミスが避けられ
ないため，確認の回数を多くすることで対処
している．染色・標本提出は，別の技師が行
うため切り出し図と標本の最終確認ができ
る．
　各作業において経験年数や熟練度に差はあ
るが，確認といった工程はできるだけ簡便に
し，誰でも出来るようなマニュアル作成をす
るべきである．複雑な作業や煩雑な作業はと
かくミスが起こりやすい．工程を簡素化し，
確認作業に時間をかけられるシステムを作り
上げる事も必要である．
　ミスのチェックや過誤防止にはインシデン
トレポートの活用が有効である．インシデン
トとは思い込みやうっかりで起こるミスで，
文字の書き間違いやチョットした間違いなど
が相当する．インシデントが発生場合，速や
かに対応し，その後レポートや台帳に記載し
ていく．起こったインシデントは，スタッフ
全員で対応策や改善策を検討することで同じ
ような事故を未然に防止できる．また，一定
数貯まったら原因や状況などを分析し，今後
に生かす対応策を検討する．インシデントレ
ポートは，始末書のように誰が悪いのかを追
求するのではなく，どのようにしてミスが起

とスライドガラスの番号を照らし合わせる．
生検材料は順番があるため，スライドガラス
に拾い上げる際切片の向きに注意する．

4．染色・標本提出
　生検材料は30分の乾燥後，直ちに染める．
染色担当者が標本をチェックしてラベルを
貼って提出する．標本の出来栄えをチェック
し不具合があれば直ぐに薄切担当者に作り直
してもらう．依頼用紙と標本を照らし合わせ
ラベル貼りを行うが，この時切り出し図も同
時に確認し，標本の切片と一致しているか確
認する．

5．診断・報告
　病理医は，依頼用紙と標本の確認はもちろ
んであるが入力されたデータに関しても
チェックし診断を行っている．診断報告書は，
最後に技師が依頼用紙や標本と照らし合わ
せ，日付，サイン漏れや病理システムへの登
録内容が間違っていないかなどをチェックす
る．（病理診断は後日外部の病理医により
チェックを受けている．）

Ⅲ．考　察

　当院における標本作製の手順を紹介した
が，予算も人手も掛けられない現状のため，
時間をかけ確認している．導入初期はかなり
確認作業に時間がかかり大変であったが，ミ
スがあるかもしれないという意識を常に持て
るようになり，現在では担当者が途中で変
わってもスムーズな作業が続けられるように
なっている．各作業工程については業務ごと
に防止策を述べたが，これらのほかに行って
いる確認作業や過誤防止対策に工夫している
ことがあるので紹介する．受付時には依頼伝
票を見て，同じ臓器や臨床診断が続かない様
にしている．内視鏡生検材料は特に似たよう
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まとめ

　どんなにシステム化が進んでも結局人の手
を介する以上，ミスは無くならない．だから
こそミスはあるものとして，見つける努力を
するしかないと考えている．それが医療事故
を未然に防ぐ最良の方法だと私は考える．	

こったのか，どのようなミスであったのかを
拾いあげることが重要である．インシデント
は重大な事故（アクシデント）の予兆であり未
然に防ぐために活用している．検体をつい
うっかりで取り間違えて気が付かなければ誤
診という重大な状況となってしまうため，イ
ンシデントを減らす対策が牽いては医療過誤
を少なくすることに繋がる．
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性を報告する．

Ⅰ．方　法

病理検査とくに検体処理（検体提出からカ
セット詰めまで）における検体の状況を随時
撮影する．

使用機器・デジタル撮影機器
Canon EOS 40D
　画素数：約1010万画素
　画像タイプ：JPEG,	RAW
当院での条件設定：
　Avモード	F20
　マニュアルホワイトバランス
　JPEG,ラージファイン,ISO感度200

Nikon Coolpix 990
　画素数：約334万画素
　画像タイプ：JPEG
　レンズ回転型スイバル式
当院での条件設定：
　撮影条件：マクロモード，露出優先
　JPEG,	XGAサイズBASIC
　オートホワイトバランス
　ストロボ：使用しない

病理検査におけるデジタル画像の有用性

磯崎　勝
小田原市立病院　病理診断・臨床検査科

Key words：デジタル画像　作業記録　業務保証

はじめに

　病理検査において，検体の誤認をはじめと
する様々なエラーは患者のみならず病理技術
者やその施設に大きな影響を及ぼす．一般的
に，エラーが発生する工程には類似性があり
事後に的確な改善を怠ると再発するものが多
い．エラーが発生した際には，発生要因の特
定あるいは検証を行うことが不可欠である．
これには，明確な証拠にもとづいた検証が必
要であり，従来のように作業者の記憶に頼っ
た証拠による検証では信頼性に欠ける部分も
多く存在する．
　また，病理検査では用手で行う作業が多い．
通常，自分達が行った業務に対して証拠とな
るメモの記載や肉眼によるチェックは行って
いるものの，作業に伴う客観的な証拠といえ
るものは極めて少ないのが現況である．
　そのような中で，近年急速に発達したデジ
タル機器を用いて，様々な作業や検体の状況
をデジタル撮影し保存しておくことは，エ
ラーへの検証や対策を講じる上で有効な手段
である．そして，デジタル撮影は私達が行っ
た作業が適正に行われていることの保証とも
なりうる．今回は，当院で行っている病理業
務に関するデジタル撮影を紹介し，その有用
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FUJI XEROX DocuCentre-II C4300
　形式：カラースキャナー
　解像度：600×600dpi
　出力フォーマット：	TIFF,	DocuWorks文書,	

PDF,	JPEG
当院での撮影モード
　読取解像度：フルカラー ,	200dpi
　モード：写真
　保存形式：	JPG自動

Ⅱ．結　果

1．デジタル撮影について
　特定の撮影装置を限定せずに，状況に応じ
た撮影機材を各人が選択し撮影を行ってい
る．撮影に際しては，１回の撮影で申込用紙
の氏名等の患者情報と検体の氏名ラベルの両
方が画像に写り込むようにしている．

例１） ダミー検体にて擬似条件で撮影
Canon EOS 40Dでの撮影

Nikon coolpix990での撮影
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600 600dpi 

TIFF, DocuWorks , 
PDF, JPEG 

 
, 200dpi 

 
 JPG  

 

 
 

Av  1.6Mpic, F22  
 2,551KB 

 

 

98KB 

 

 
 

A4 , JPEG , 
: 200dpi 

: JPEG 377KB 

 

FUJI XEROX DocuCentre-II C4300 

 
600 600dpi 

TIFF, DocuWorks , 
PDF, JPEG 

 
, 200dpi 

 
 JPG  

 

 
 

Av  1.6Mpic, F22  
 2,551KB 

 

 

98KB 

 

 
 

A4 , JPEG , 
: 200dpi 

: JPEG 377KB 

 

　撮影装置で行うために，撮影に対する条件
は調っている．このため，ブレなどの少ない
描画や安定した露出の画像を得ることができ
る．高画質画像で撮影ができるので強拡大に
しても画像の劣化はみられない．場合によっ
ては肉眼よりも解像能に優れる．

　手ブレ補正機能のないデジタルカメラは，
撮影に際して手ブレに注意する必要がある．
撮影条件をマクロモードにすることでシャッ
タースピードが短くなり手ブレを抑止できる
ようになる．ただし、被写界深度は狭くなる．

FUJI XEROX DocuCentre-II C4300によ
る撮影
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　被写界深度は狭く，撮影光の届く範囲も狭
い．そのために，奥行きのあるものは背景が
黒く描画される．コピーと同様の撮影となる
ので検体はうつ伏せの状態でセットする必要
がある．ファイルサイズは大きく，解像度は
高い．

Avモード 1.6Mpic, F22 
ファイルサイズ 2,551KB

マクロモード
ファイルサイズ：98KB

A4サイズ, JPEGフルカラー , 解像度: 200dpi
ファイルサイズ: JPEG 377KB
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例２）生検材料の撮影
	

例３） 生検材料の撮影（包埋ブロックとの
対比）

　通常撮影した検体と包埋ブロックとの対比
が可能になる．

　検体提出ビンとカセット，病理番号が写り
こむように撮影する．このように小さなサイ
ズの画像でも拡大することにより生検材料の
状態が明確に再現できる．
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生検材料は主にNikon COOLPIX 990で撮影している．
ファイルサイズ: 168KB

四角で囲った部分の拡大

拡大にて生検材料の色や形状が判断できる．

注） ①の検体には包埋・薄切時に順番が逆転しな
いよう赤インクをつけてマークしている．

Nikon COOLPIX 990
画像ファイルサイズ：76KB JPEG
患者ＩＤ・氏名シールと生検材料が写りこむよう
に撮影している．

四角部の拡大像

小さいサイズの画像ながら拡大による画像の
劣化は少ない．
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　作製された組織ブロックと形状の対比を
行ってみる．
　包埋前の検体と包埋後の検体の対比も可能
となり検体との照合が可能になる．
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例４）通常の撮影と実際の材料の確認

拡大像

　小さな検体の場合，デジタル画像の拡大像
と肉眼とでは照合の一致が難しい．当院では，
市販の蛍光灯付拡大鏡を用いて，包埋後の検
体も光学的に拡大しデジタル拡大画像との確
認が容易に行えるようにしている．

2．誤認防止の試みの例
例５）マンモトーム検体
　提出ビンと臓器の同時撮影したものを検査
用箋にカット＆ペーストし用紙として出力
し，切出図として診断医（病理医）に提出して
いる．
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例６）前立腺生検の検体
　前立腺生検の場合，検体を黒インク(PILOT)
で着色し包埋時の紛失（採り忘れ）を防止して
いる．これらの情報を１画面で収まるように
撮影している．（色素の固定にはブアン液を使
用している）

	

例７）手術材料の撮影
	
　

　トリミングした組織材料は薄切面に赤イン
クでマークして薄切面の識別を行っている．
そのトリミング臓器を必要に応じて撮影し，
切出し面の状態を保存する．このことにより
薄切面の取違えの確認ができる．

3．デジタル撮影にかかる時間
　デジタル画像撮影に関しては，数秒で処理
することができる．また，最近のデジタル機
器は起動が大変速く撮影するまでの待ち時間
は非常に少ない．このことにより，デジタル
画像撮影は慣れれば業務の妨げになることは
ない．

4．デジタル画像のファイル名について
　デジタル撮影機器は機種やメーカーによっ
て作成されるファイルが異なる．
Canon	EOS	40D
　ファイル名は通し番号となるが，端末PC
中に年，月，日ごとのフォルダが自動で作成
され撮影日で管理している．
Nikon	COOLPIX	990
　ファイル名は通し番号となる．記録メディ
アでのファイル移動なので，移動時に日付を
名前としたフォルダを作成し保存している．
DocuCentre-II	C4300
　西暦月日時間によるファイル名で保存され
る．ファイル作成日およびファイル名から検
索が可能である．

5．デジタル画像の保存
　コンパクトフラッシュメモリ等の記録メ
ディアにて保存される機器は，市販のツール
を使用してメディアから病理コンピュータの
特定の保管場所に手動で移動・保存を行って
いる．
　 ネ ッ ト ワ ー ク 接 続 し て い る 機 器
（DocuCentre-II	C4300，Canon	EOS	40D）は，
病理検査室内のLANにより特定の保管場所
（データサーバ）に自動で保存されるように設
定している．画像フォルダは共有化設定を行
い病理検査室内LANで，どの端末からでも
閲覧が可能となっている．保存先のPCは毎
日ミラーリングによるデータバックアップを
行っている．
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らでも可能となる．
２）	切出し時の状況がデジタル画像として
残っているために包埋等の操作で検体の
形態確認が容易となる．特に，生検材料
の形態や性状が再現されるので包埋者の
確認になる．

３）	さまざまな不適正検体の証拠ともなりう
る．

9．デジタル撮影にかかるコスト
　通常は，デジタル画像のままPCに保存す
るため銀塩写真などと比較して圧倒的にコス
トはかからない．また，最近では大容量の記
録メディアが低価格となりデジタル画像の保
存にかかるコストは非常に低価格である．撮
影機材や記録メディアさえ揃ってしまえばラ
ンニングコストはほとんどかからないのが現
状である．

Ⅲ．考　察

1．使用機器に関して
CANON	EOS	40D
　通常，臓器撮影に用いられておりカメラは
撮影台に固定されている．この装置を利用し
て検体状況を無影的に撮影することができ
る．EOSは起動時間が非常に速いので撮影す
る上での起動待ち等のストレスにはならな
い．
Nikon	coolpix990
　古い機種ではあるが接写性能に優れ，微小
検体から検体提出状況までの撮影を広くサ
ポートすることができる．今では少なくなっ
たレンズ回転（スイバル）式のカメラは接写に
おいて非常に使いやすく便利である．
FUJI	XEROX	DocuCenter-II	C4300
　いわゆるカラー複合機であるがスキャン部
がスキャナーとして使用可能である．この機
能を利用してデジタル画像を撮影している．

LAN
( )

LAN
PC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

DocuCentre II C4300

 
 

 

 

 
 

PC

 
 
 
 
 
 

USB 

LAN 

CF 

6．デジタル画像の検索
　画像の検索は，撮影日時によってのみ検索
ができる．氏名・検体番号は画像ソフトのサ
ムネル表示によって画像で確認できる．

7．画像の印刷
　画像の印刷はDocuCentre	 II	C4300がカ
ラーレーザー複合機であるため共有ネット
ワークプリンタとして利用でき印刷ができ
る．業務用複合機は待機状態からのウオーム
アップ時間が少ないので利便性が良い．また，
市販インクジェットプリンターなどと比較し
て印刷速度が高速であり，短時間で印刷を行
うことができる．

8．デジタル撮影の効果
１）	検体の受付状況を撮影しておくことで，
検体の提出状況を再現することができ
る．検体と申込書との不一致確認が後か
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このスキャナー部はフラットヘッドスキャ
ナーであり被写界深度の浅い文書等の撮影に
は非常に有効である．微小検体などの撮影に
も有用である．また，JPEG画像のみならず，
PDFファイルも簡単に作成できるので事務処
理にも大変便利である．

2．病理検査でのデジタル撮影に関して
　当院では，以前から検体処理等の作業時に
検体の形や色を手書きスケッチで簡易的に記
録してきた．そして，作業に対して後日に矛
盾や疑問を感じたときには，作業者の記憶や
メモに頼った対応がなされていた．現在では，
これと平行してデジタルカメラ等で検体や申
込用紙あるいは包埋カセットの状態を撮影し
ている．このことで，従来のスケッチ以上に
作業の状況を再現することが可能となった．
また，現在では検体数の増加もあいまって記
憶のみでは対応できない状況になってきてい
る．このことを改善する上でも，業務の安全
を図る上においても，作業にあたってはあた
かもメモをとるようにデジタル画像を撮影し
記録していくことが重要であると考える．
　最近のデジタル機器による撮影は画像解像
度が非常に高い．撮影条件等にさほど注意す
ることなく高い解像度の美しい画像を得るこ
とができる．また，現在では低価格で高性能
なデジタルカメラも販売されており，種類も
多くいろいろな特徴を持った製品が低価格で
発売されている．そのような状況で，病理検
査室にコンパクトデジタルカメラをはじめと
するデジタル撮影機器を１台以上有すること
は難しいことではない．
　ハードウエア環境を整えることで，デジタ
ル撮影に消極的な作業者も億劫さや負荷に感
じることなく撮影を行うようになってくるの
で是非とも設置すべきである．

3．病理検査で作業を保証することに関して
　近年，血液型判定や交差適合試験において
検査結果をデジタル撮影して保存する自動機
器が増えている．病理検査に関しても，再現
できない業務に関しては，積極的にデジタル
画像撮影を行うことで自己の作業の適正性を
主張することができ，病理業務の精度管理と
しても非常に有用であると考える．
　同時に，細胞診の報告などでは検体の適正
や不適正を明記する傾向にある．このことは
非常に重要なことであり，今後病理検査にお
いても診断すべき標本が適正に処理された上
での診断である証が当然のように必要となっ
てくるであろう．そのようなことからも，デ
ジタル撮影は，検体処理の適正を保証する手
段としてコストも安く，かかる手間も少ない
ので非常に有用であると考える．

4．ミスに関する検証について
　一旦ミスが発生した場合には，どの作業工
程で起こったものかの検証が重要である．デ
ジタル撮影を行っていれば，状態の再現性に
優れるので原因が明確となる．通常，作業者
はミスを起こそうとして作業しているわけで
はない．無意識のミスは作業者自身の記憶に
も留まらない場合が多く存在する．このよう
なときに，記憶に頼ったミスの検証を行うと
危険である．記憶による検証は公正さや正確
性に乏しい場合があるので的確な解決に至ら
ない場合も存在する．また，曖昧な記憶によ
る解決は，日常業務を行う上での人間関係に
も少なからず影を落とすことになりかねな
い．このようなことからも，適正な証拠によ
るエラーの検証や改善を行うことが重要であ
る．
　病理検査を行っていると，病理検体の増加
に伴って作業者が適正に業務を行っていても
「昨日のあの検体の状況はどうだったのか」と
質問すると「記憶にない」というケースにもよ
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く遭遇する．	少数の検体を扱っている場合に
は記憶に残るケースも多いが，大量に取り
扱っているとそうはいかない．
　このように，人の記憶に頼った検体処理の
検証は大変曖昧であるのに対し，デジタル撮
影で得られる画像は事実を忠実に描画してい
る．このために正当な検証が可能となるので
ある．また，撮影された画像を見ることによっ
て，作業した者の記憶が引き出されることも
ある．デジタル画像撮影は，ミスやエラーの
検証ばかりでなく，日常自分達が行った検体
処理の適正性を明確に保証する手法ともなり
うる．

Ⅳ．まとめ

　現在の病理検査業務は、従来の用手から自
動化への過渡期にある．その背景には、検体
数の増加やマンパワー不足が潜んでいる。こ
のような現状の中で、安全で安心できる作業
環境を構築していくことはとても重要なこと
である。その手法の一つとして，デジタルカ
メラなどを用いて作業記録を撮影していくこ
とは重要である。同時に，今後私達は記憶に
頼った業務確認ではなく，記録に残す作業確
認の手法を確立していくことがより重要であ
ると考える．
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1．厚さ標準切片の測定
　室温の条件下でブロックをミクロトームの
目盛2,3,4,5μmで薄切した後，HE染色を施
し切片の厚さを計測した．そして設定（目盛）
値と実測値の差を見た．

2．配布（HE染色コントロール）切片の厚
さ測定

　当施設にて4μmの設定で薄切した切片を
HE染色コントロール切片として参加各施設
に配布し，HEにて染色を施されたものを回
収した．その切片の厚さを測定し，配布コン
トロール切片のばらつきを見た．

3．精度管理参加施設の薄切切片の厚さ測定
　パラフィンブロックを参加45施設に染色方
法のアンケートと共に配布した．各施設で日
常的に行っている方法（厚さ）で，薄切，HE

薄切切片の厚さ測定
－15年度精度管理調査から－

三井　秀昭
横浜市立大学医学部病態病理学

Key words：薄切切片，精度管理，レーザー顕微鏡，HE染色，厚さ測定

2009年12月25日受付

はじめに

　平成15年度精度管理調査では，パラフィン
ブロックを各施設に配布し，薄切，HE染色
を施した．その切片にレーザー顕微鏡（LSM）
を使って，切片の厚さを測定した．精度管理
調査の結果と切片の厚さについて検討したの
でこれを報告する．

Ⅰ．材料および実施方法

　材料はヒト剖検肝組織，20％ホルマリン
数ヶ月間固定のもので，型の通りパラフィン
ブロックを作製した．
　HE染色のエオジンはそれ自体が自家蛍光
を発するので，特別な染色を施さなくても蛍
光顕微鏡により測定可能である．そこで走査
型レーザー顕微鏡（オリンパス	LSM-GB200）
を使用してX-Zスキャンを行い，エオジンの
蛍光を計測する事で各切片の厚さを測定した
（図１）．測定箇所は正常肝細胞の部分で行っ
た．無作為な２カ所を計測し，その平均値を
実測値とした．
　なおレーザーによる計測ではエオジン染色
の強弱により影響が無い事は確認してある．
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図1　LSM測定図（2μm切片）
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染色を施行し，染色標本を回収，厚さを測定
した．
　「黄色の二本線で挟まれた蛍光幅が切片の
厚さを示している．Ｘ軸が実測値を示し，こ
の切片の場合2.34μmとなる．」

Ⅱ．結　果

1． 厚さ標準切片の測定
　実測値はミクロトームの目盛（設定値）より
も，いずれの設定時にも厚くなった．その差
は，厚さの設定が薄いほど割合は大きくなる
傾向にあった（図２）．
　機械による違いはあると思うが，2μmの
設定で10%程度の誤差範囲と考える．

2．配布（HE染色コントロール）切片の厚
さ測定

　各施設におけるHE染色による染色性の差
は今回のレーザー測定結果に影響を及ぼさな
いと考えた．したがって回収した配布切片の
厚さは作製時のばらつきを反映したものと考
える．
　配布切片は最も薄かった切片が3.71μmで
最も厚かった切片が4.49μm，平均は4.06μ
m（SD=0.183）であった．±1SDの範囲内に
68.9%が収まっていた（図３）．

3．精度管理参加施設の薄切切片の厚さ測定
　各施設の回収標本の測定値は最も薄かった
施設が，3.24μmで，最も厚かった施設が4.82

μmだった．平均は申告値3.12μmに対して，
実測値が3.98μmだった．申告値と測定値の
差（比）は最小が0.8倍，最大が2.3倍，平均で
1.3倍であった．
　各施設の申告値は2μm	に集中し，他は2
～ 5μmの範囲で散らばっているが，実測値
は4μmを中心に3.2 ～ 4.8μmの範囲で正規
分布様を呈している（図４）．

 

 

 

 
 

 図2　ミクロトーム目盛りと測定値

図3　4μm設定配布切片の厚さ分布

図4　切片の厚さの申告値と実測値
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Ⅳ．考　察

　パラフィンブロックをミクロトームで薄切
する際には，経験を基にミクロトームの目盛
りを目安にしていると考える．ほとんどの施
設でブロックを冷却して薄切しているが，そ
の際には熱膨張が発生して，実際の切片の厚
さはミクロトームの目盛り以上に厚くなる．

Ⅲ．精度管理調査結果との比較

　今回の結果を標準偏差（SD:0.38）により次
の４つのグループに分けて考察する．

－2SD ：標準より１SD以上薄い施設群

－1SD ：	標準より薄く，その偏差が１SD以
内の施設群

＋1SD ：	標準より厚く，その偏差が１SD以
内の施設群

＋2SD ：標準より１SD以上厚い施設群
　ヘマトキシリンの色素で比較すると（ヘマ
トキシリン濃度の）倍率はあまり関連がない
が，切片の厚い施設群で染色時間は長くなり，
分別を行う施設も多い傾向にあった．ヘマト
キシリンの種類別では薄い施設群にマイヤー
が多く，厚い施設群にカラッチが多いという
結果になった．ギルとリリーマイヤーを使用

している施設が全て＋1SD の施設群に含まれ
ているのは興味深い．
　エオジンはいずれもあまり関連性は見られ
なかった（表１）．
　染色評価で見ると±1SDに入っている施設
群の成績の方が±2SDの施設群よりも若干良
い．配布切片と自施設の切片の成績を比べて
見ると±1SDの施設群は成績に差がないのに

比べて，＋2SDの施設群は配布切片の方が成
績は良く，－2SDの施設群は自施設切片の方
が成績は良いという正反対の結果になった．
　配布切片よりも薄い切片を使用している施

設（	－2SD	）の配布コントロール染色の結果
が他の施設群に比べて悪い．これは配布切片
が自施設の切片に比べて厚いため，自施設の
切片と同条件で染色すると，染色性が強すぎ，
共染などが生じて，成績の低下を招いた事が
考えられる．
　ヘマトキシリンの倍率と染色の評価は1.5
倍の施設が最も成績が良く，1倍と3倍以上の
施設はやや成績が悪かった（表２）．
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＊　：ギル，リリーマイヤーを除く
＊＊：	ＡＡを3点Ａを2点Ｂを1点，共染がある

場合-1点で換算，3点満点．

表２　ヘマトキシリンの濃度倍率と評価値

表１　切片の厚さと染色法，評価
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　申告値と測定値が大きく離れている施設
は，その熱膨張を考慮せずミクロトームの目
盛りの値をそのまま記載したのであろう．
　実際の厚さを測定する方法はレーザー顕微
鏡を用いたり1）	，薄切切片を再包埋してマイ
クロメーターで測定する2）といった方法が報
告されているが，いづれも手軽に行えるもの
ではない．正確では無いが簡便な方法として
各施設でブロックを冷却しないで，2,3,4,5μ
m設定で薄切，染色した切片をコントロール
とし，通常の方法で薄切，染色した切片と光
学顕微鏡で比較してみる事を勧める．
　厚さの肉眼的目安だが，顕微鏡的には核が
並んだ場所で比較すると分かりやすい．2μm
の場合，焦点のずれがほとんど無く一平面に
合っている．3μm，4μmと厚さが厚くなる
ほど焦点のずれは大きくなり，5μmでは焦点
をずらすと，核が垂直方向に出現して消える
といった様子が観察される（図５）．
染色性の点から見ると，4μmの切片を日常的
に染色する条件に下において，さまざまな厚
さの切片を染色した場合，2μm切片ではエオ
ジンの染色性が特に弱く，時間をかけても染
色されない．3μmの場合，多少弱いが問題の
ない範囲である．5μmの場合，ヘマトキシリ
ン，エオジンとも強く染色されるため分別処
理をしっかりと施さないと共染を生じる可能
性がある．
　自分の施設の切片が厚いと思っている施設
は平均よりも厚く，薄いと感じている施設は
平均よりも薄いという結果になった．申告値
別に見ると，2.0 ～ 3.5μmと4.0 ～ 5.0μmの
二つのグループに分かれた（図６）．	

V．結　語

　切片の厚さと染色の善し悪しには，関連性
は薄いが，自施設の切片が薄いと考え，必要
以上に濃いヘマトキシリンを使用する事は共

図５　切片の厚さ別HE染色像（X10）

 図６　切片の厚さ（申告値）別の比較
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染などの欠点を増す原因になるので，自分の
施設の切片の厚さを把握し，それに応じた濃
度で使用することが望ましい．
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