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第 62 回神奈川県医学検査学会 

開催のご挨拶 
 

第 62 回神奈川県医学検査学会 

学会長 横山 一紀 

 

第 62 回神奈川県医学検査学会の開催にあたり、ご挨拶を申し上げます。 

神奈川県臨床検査技師会は、昭和 57 年 6 月に公益法人の認可を得て「社団法人神奈川県

臨床衛生検査技師会」となり、そしてちょうど 30 年後の本年 6 月に一般法人の認可を得て

「一般社団法人神奈川県臨床検査技師会」として新たにスタートいたしました。本学会は

新法人となって初めて開催される記念すべき学会となりますので、日頃の研究成果を発表

する場として、そして会員相互の交流の場として活用していただく学会であるとともに、

従来の枠にとらわれない新企画を取り入れた新しい学会にしたいと準備を進めてまいりま

した。 

本学会のテーマは「地域･医療への質的貢献」としました。私たち臨床検査技師と職能団

体としての当会は、かつてから国民の求める声を聞きながら地域や医療に貢献をしてまい

りましたが、近年では臨床検査技師の専門性のみならず医療全般にわたる幅広い知識を含

めた医療サービスが求められつつあると感じます。このような変化を意識し本学会を学術

研鑽の場として最大限活用することで技能の向上に努め、今まで以上に高レベルできめの

細かい臨床検査を提供することにより、国民が明るく健やかな生活が送れる環境作りにさ

らなる貢献をしてまいりたいと考えております。 

今回は横浜市立大学を会場に拝借し、一般公開講演には「すてきな国際人になる方法」

と題して国際ジャーナリストの廣淵升彦氏にご講演いただきます。特別企画では「各地区

対抗 臨床検査知識競技大会」という新しい取り組みで、クイズ形式で各地区から選出さ

れた代表者たちが自身の検査知識の深さを争います。さらに、一般演題や研究班主催の学

術シンポジウムのほか、賛助会員のご協力によるランチョンセミナーなどを準備しており

ます。これら多彩な内容を準備しておりますので、多くの会員の皆さまのご参加をお待ち

しております。 

最後に、本学会の開催にあたりまして、多大なるご支援ご協力を賜りました役員、委員、

関係諸団体ならびに賛助会員の皆さまに心より感謝申し上げます。 
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横浜市立大学病院・(医学部・看護学科）へのアクセス

電車をご利用の場合

車をご利用の場合

【ＪＲ根岸線】

（横浜－大船駅）
「JR新杉田駅」で下車して下さい。
シーサイドラインに乗り換え(徒歩３分）「市大医学部駅
（附属病院）」で下車（所要時間15分）します。

改札を出て右手階段を下り直進後すぐ左側です。

（徒歩１分）

【京浜急行】

(品川駅－横浜駅－三崎口/新逗子駅)
「京急金沢八景駅」で下車して下さい。
シーサイドラインに乗り換え(徒歩５分)「市大医学部駅
（附属病院）」で下車（所要時間10分）します。

改札を出て右手階段を下り直進後すぐ左側です。

（徒歩１分）

【首都高速湾岸線（神奈川）】

幸浦出入口で降りて下さい。
国道357号線を八景島方面（南方向）へ進み、「金沢
柴町」交差点を左折します。

「市大医学部前」交差点を右折し、正面玄関手前の駐

車場入口よりお入り下さい。

【横浜横須賀道路（釜利谷支線）】
並木出入口で降りて下さい。

直進した後「幸浦二丁目」交差点を右折して「金沢柴

町」交差点を左折します。
「市大医学部前」交差点を右折し、正面玄関手前の駐
車場入口よりお入り下さい。

【駐車場について】
駐車場は有料となっております。
また、数に限りがありますので、なるべく公共交通手
段をご利用下さい。
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第 62 回神奈川県医学検査学会運営のお知らせ 

 

 

Ⅰ．学会に参加される方へ 

1 学会へ参加される会員は、総合受付で「技師会会員証」を提示し、学会参加費 3,000円を納め、

ネームプレートをお受取り下さい。 

2 検査技師の資格を有し学会のみに参加される非会員の方は、当日受付にて会費 8,000円を納め、

ネームプレートをお受取り下さい。 

3 検査技師学校等の学生で学会に参加される方は、学生証を「学生受付」に提示して下さい。参

加費は無料です。なお、学会抄録集を希望される場合は抄録代 1,000円を頂きます。 

4 （一社）神奈川県臨床検査技師会賛助会員で学会に参加される方は、「賛助会員受付」で会員

証を提示し、学会参加費 3,000円を納め、ネームプレートをお受取り下さい。 

5 会場内では必ずネームプレートを付けて下さい。ネームプレートをつけていない方の会場への

入場はお断りします。ネームプレートは帰りに回収ボックスへお入れ下さい。 

ご協力をお願い致します。 

 

Ⅱ．演者・座長・シンポジスト司会者の方へ 

1 演者・座長・司会者の受付 

  総合受付で受付を行います。発表時間の 30分前にまでに受付を済ませて下さい。 

2 口演発表形式は、PCプロジェクターによるパソコン口演形式といたします。発表データはUSB

メモリによる持ち込みで、学会当日に会場にて受付を行ないます。 

3 一般演題発表の方は 9時までに、シンポジストの方は 14時までにデータの受付・試写をお済ま

せ下さい。 

スライド映写は、各自手元のパソコンで操作をお願い致します。 

4 発表で使用するＰＣプロジェクターは各会場 1台です。パソコンは『Microsoft Windows搭載

PC』を使用し、アプリケーションソフトは『Microsoft PowerPoint 2010』を使用します。

PowerPoint 2010 以降のバージョンを使用の方は、保存される際、ファイルの種類を

《PowerPoint 2010》で選択し保存をお願いします。 

操作が困難の方は、事前に会場責任者に申し出て下さい。 

    ＊写真または動画を用いる方は、jpg、mpg 等に圧縮して下さい。 

 

Ⅲ．一般演題の発表時間 

1 一般演題の発表時間は 7分、質問時間は 3分です。演者は持ち時間を厳守して下さい。 

2 発表終了後は、座長の指示に従い直ちに降壇して下さい。 

 

Ⅳ．座長の方へのお願い 

1 座長は演者の発表する時間を確保する一方、発表時間が経過した場合は速やかに演者にその

旨を伝えて下さい。 

2 同じ内容の演題が続く場合は、質問時間をまとめるなどして討論時間を活用してください。 

 

Ⅴ．演者・座長の待機 

1 次演者・次座長席を設けますので、前演者・前座長が発表を始める時に着席して下さい。 
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Ⅵ．シンポジストについて 

1 発表時間は、司会者に一任しますが、持ち時間を厳守して下さい。 

 

Ⅶ．その他 

1 会場での呼び出しは原則として行いません。 

2 学会場は一切禁煙です。 

3 講堂および講義室での飲食等持込は禁止となりますので注意をお願いします。飲食は食堂でお

願いします（ランチョンセミナーは除く）。 

4 この学会は日臨技「生涯教育研修制度臨床専門 20点」の評価認定対象となる学会です。 

5 写真撮影は禁止です。携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしてください。 
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ヘボンホール

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 第8会場

ヘボンホール 大講義室 205 講義室 201 講義室 202 大講義室 305 講義室 303 講義室 304 講義室301・302 ロビー 食堂

200席 140席 60席 60席 140席 60席 60席 120席

8:30ｰ

受付開始

9:00

9:30-10:40 9:30-10:40 9:30-10:40 9:30-10:40 9:30-10:40 9:30-10:40

一般演題 一般演題 一般演題 一般演題 一般演題 一般演題

10:00 （生理） （輸血・血清） （微生物） （臨床化学・血液） （一般） （病理・細胞）

１～6 7～12 13～18 19～23 24～29 30～36

ドリンク

コーナー

10：50-11：00

11:00 開会式

11：00-12：00 11：00～12：00

市民公開講演 日臨技認証制度説明

講師：廣淵升彦

12:00 司会：稲垣浩司 演者：永峰康孝

12：10-13：00 12：10-13：00 12：10-13：00 12：00-13：00 12：10-13：00 12：00-13：00

ランチョンセミナー1 ランチョンセミナー2 ランチョンセミナー3 ランチョンセミナー4 ランチョンセミナー5 ランチョンセミナー6

シスメックス（株） ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 和光純薬工業（株） 栄研化学（株）

講師：石原典明 講師：奥瀬千晃 講師：青木和雄 講師：仲　広志 講師：遠藤美香 講師：野崎　司

13:00 司会：早藤忠洋 司会：櫻井慶造 司会：福田康弘 司会：中沢宏明 司会：間瀬浩安 司会：赤石聡

13:10-14：20

特別企画

各地区対抗

臨床検査知識

14:00 競技大会

担当：企画調査委員会

14:30-15:40 14:30-15:40 14:30-15:40 14:30-15:40 14:30-15:40 14:30-15:40 14:30-15:40

シンポジウムⅠ シンポジウム Ⅱ シンポジウム Ⅲ シンポジウム Ⅳ シンポジウム Ⅴ シンポジウム Ⅵ シンポジウム Ⅶ

（生理） （輸血・血液） （情報システム） （微生物） （臨床化学） （一般） （病理・細胞）

15:00

演者：森　貞浩 演者：岡田尚子 演者：伊藤大史 演者：角田拓也 演者：田中栄太郎 演者：加島準子 演者：梶原　博

演者：北井仁美 座長：兵藤　理 演者：小島由香 演者：佐藤政延 座長：間瀬浩安 座長：森　合美 座長：芹澤昭彦

演者：佐藤和秀 座長：杉山嘉史 演者：平野　智

演者：津田寿美枝 座長：土田孝信

座長：森山　亨

16:00 15:50ｰ

17:20

意見

交換会

17:00

18:00

シアター

生理検査の人材育成

～精度管理との専門

性の確立～

第６２回神奈川県医学検査学会 スケジュール表　　11月17日（日）　　　

CK-MB蛋白量測定

法の有用性～Lﾀｲﾌﾟ

ﾜｺｰCK-MB massの

特徴と基本性能～

受付・意見交換会

ｳｲﾙｽ性肝炎の診断

と治療における各種

ｳｲﾙｽﾏｰｶｰ測定の

意義

ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ作成・改良

への参加を通じた臨

床と経営への

貢献

これからの臨床検査

に求められること

～臨床検査の品質

管理～

医学部看護学科（棟）

尿試験紙によるP/C

比、A/C比の測定

意義と尿蛋白判定

ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ

認証保証施設認証

１０００施設目標

達成活動

血糖測定はSMBG

からCGMへCGMへの

臨床検査技師のかか

わり

寄生虫検査

～虫卵鑑別および検

査の経験と実際～

胃幽門腺の形質発現

(胃型粘液）を伴う子

宮頚管腺病変の診断

と問題点

すてきな国際人になる

方法

ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ･

ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ（株）

周術期における血液

検査と輸血

～凝固ｺﾝﾄﾛｰﾙを

中心に～

ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ

（株）
高感度心筋ﾄﾛﾎﾟﾆﾝ

（ｃTn)測定の臨床的

意義

地域連携

～それぞれの立場で

の関わり方～

様々な立場での

グラム染色
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特別企画目次 

 

市民公開講演   

 第１会場（ヘボンホール）             １１：００～１２：００ 

司会 神奈川県臨床検査技師会監事  稲垣 浩司 

   

「すてきな国際人になる方法」      

    How to be a refined world citizen 

国際ジャーナリスト            廣淵 升彦 

 

 

日本臨床衛生検査技師会報告 

  第 3会場（講義室２０１）        １１：００～１２：００ 

認証保証施設認証 1000 施設目標 達成活動 

「施設認証取得の社会的意義と神奈川県技師会での取得状況」  

  日臨技精度保証認証委員会 委員長      永峰 康孝 

 

   

特別企画 

 第１会場（ヘボンホール）          １３：１０～１４：２０ 

  司会  横浜栄共済病院     大野 匡之 

           富士フイルム健康管理センター   藤崎 誠 

 

各地区対抗 臨床検査知識競技大会 

       パネラー  川崎地区 

                     県央地区 

                       湘南地区 

             西湘地区 

             横須賀地区 

                       横浜Ⅰ地区 

                       横浜Ⅱ地区 
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シンポジウム目次 

シンポジウムⅠ （生理） 

第２会場 (大講義室２０５)              １４：３０～１５：４０ 

        座長 神奈川県警友会けいゆう病院    森山 亨 

   

「生理検査の人材育成 ～精度管理との専門性の確立～」 

地域・医療における小規模施設生理検査室の役割 

  津久井赤十字病院            森 貞浩 

大学病院における人材育成の構築 

        昭和大学藤が丘リハビリテーション病院   北井 仁美 

生理検査の人材育成～精度管理と専門性の確立～ 

       厚生連 相模原協同病院               佐藤 和秀 

検査部・生理検査室における人材育成の実態， 

 開院から 27 年間を振り返る 

       聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院          津田 寿美枝 

 

シンポジウムⅡ （輸血・血液）         

第３会場 （講義室２０１）     １４：３０～１５：４０ 
        座長 東海大学医学部付属大磯病院        兵藤 理 

 

「周術期における血液検査と輸血」 

凝固コントロールを中心に 

  一般財団法人  

神奈川県警友会けいゆう病院 麻酔科         岡田 尚子 

 

シンポジウムⅢ (情報システム) 

第４会場（講義室２０２）                １４：３０～１５：４０ 
        座長  横浜市立大学附属市民総合医療センター  杉山 嘉史 

         

「地域連携・在宅療養フィールドの推進」 

医療提供体制が変われば、物流も変わらなければならない 

  東邦薬品株式会社              伊藤 大史 

「希な遺伝子異常を伴うがんの分子診断」  

 がん診療連携拠点病院として 

         神奈川県立がんセンター         小嶋 由香



9 

 

 

 

 

 

シンポジウムⅣ （微生物） 

第５会場（講義室３０５）    １４：３０～１５：４０                     
座長 秦野赤十字病院         土田 孝信 

関東労災病院      佐々木 雅一 

             

「様々な立場でのグラム染色」 

検査センターにおけるブランチ技師に対する 

グラム染色の指導と力量維持のための取り組み 

株式会社保健科学研究所 感染症分析センター     角田 拓也 

当院での細菌検査の取り組み ～細菌検査外部委託の立場から～ 

    社会医療法人財団石心会川崎幸病院           佐藤 政延 

24 時間体制グラム染色実施についての検査部の取り組み 

       横浜市立大学附属病院                平野 智 

  

シンポジウムⅤ （臨床化学）     

第６会場（講義室３０３）                １４：３０～１５：４０ 

座長 東海大学医学部付属病院            間瀬 浩安 

 

「血糖測定は SMBG から CGM へ 

  CGM への臨床検査技師のかかわり」 

       東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科      田中 栄太郎 

 

シンポジウムⅥ （一般） 

第７会場（講義室３０４）               １４：３０～１５：４０ 

       座長 東芝林間病院                森 合美 

 

「寄生虫検査 ‐虫卵鑑別および検査の経験と実際‐」 

公益財団法人 東京都予防医学協会          加島 準子 

    

シンポジウムⅦ （病理・細胞） 

 第８会場（講義室３０１・３０２）          １４：３０～１５：４０ 

座長 東海大学医学部付属病院           芹澤 昭彦 

 

「胃幽門腺の形質発現（胃型粘液）を伴う 

子宮頚管腺病変の診断と問題点」     

東海大学医学部基盤診療学系病理診断学        梶原 博 
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一般演題目次 

   

〔生理〕 

   

 第 2 会場（大講義室 205）   

   

（9：30） 座長：村井 涼子 （済生会横浜市東部病院 臨床検査部）   

 

1 診断に苦慮した中年男性発症の SPNの 1例     中林 由美 

2 周産期心筋症の一症例       中村 優貴 

3 下咽頭梨状窩瘻からの感染による急性化膿性甲状腺炎の一例   仲村 麻美 

   

（10：00） 座長：谷ヶ城 良太 （大和市立病院 臨床検査科）  

4 臨床検査部門の転倒転落調査について 

－平成 24年度 転倒転落の意識調査アンケート報告－ 稲葉 孝  

5 認知症に脳梗塞を併発したパーキンソン病患者の症例１   加部 一宏 

6 CCDカメラの顔画像の検査診断への応用 

～胃液検査等の際の採血時に於ける本システムの検討～ 加部 一宏 

   

   

〔輸血・血清〕 

   

 第 3 会場（講義室 201）   

   

（9：30） 座長：天野 みい奈 （湘南藤沢徳洲会病院 臨床検査部）   

   

7 輸血製剤を臨床に 24時間安定供給するために行った近年の取り組み  中村 寛 

8 同定不能抗体を保有する患者への輸血を行った 1症例   渡邊 夏季 

9 ＲｈＤ異型輸血後、遠心検体の血球採取位置により抗Ｄ反応態度が異なった症例 

兵藤 理 

10 不規則抗体スクリーニングにおける酵素法省略の可能性   槇 恭佑 

   

（10：10） 座長：杢保 成一 （東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科）   

   

11 エクルーシス試薬 Anti HCVⅡを用いた基礎検討報告    槇 恭佑 

12 ラテックス凝集法を用いた検査において血清フェリチンが偽高値となった症例 梶井 美里 
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〔微生物〕 

   

 第 5 会場（大講義室 305）   

   

（9：30） 座長：大柳 忠智  （聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部）   

   

13 多剤耐性緑膿菌(MDRP)選択分離培地の評価と有用性について   野宮 沙織 

14 済生会横浜市東部病院における ESBL産生菌の分離状況   池谷 由貴 

15 当院で検出された超多剤耐性結核の報告     関根 由貴 

   

（10：00） 座長：佐々木 雅一 （関東労災病院 中央検査部）  

   

16 Clostridium difficile選択分離培地「chromID C.difficile」の検討及び当院での運用 

          小塩 智康 

17 Rapidパネルの使用により血液培養から Vibrio cholerae non-O1 non-O139 を 

迅速に検出しえた 1 例       池野 陽子 

18 便から検出された Vibrio fluvialisの 1症例    高田 正昭 

   

   

〔臨床化学・血液〕 

   

 第 6 会場（講義室 303）   

   

（9：30） 座長：内田 圭一郎 （横須賀共済病院 中央検査科）  

   

19 直接ビリルビンが優位な増加を示した自己免疫性溶血性貧血の病態解析について 

          山口ひとみ 

20 MMP-3測定試薬｢LZ ﾃｽﾄ‘栄研’MMP-3｣の基礎的検討    福崎 裕子 

   

（9：50） 座長：及川 佳恵    (昭和大学藤が丘病院 臨床病理検査部) 

   

21 著名な白血球増多症を発熱で発症しタシグナが有効であった 

 慢性骨髄性白血病（CML）1症例      高田 祐輝 

22 ヘパリン類および FXa阻害薬に対する 4種類の APTT試薬感受性の比較  大谷 政樹 

23 AML with myelodysplasia-related changes(AML/MRC)における細胞異形成と 

後天性染色体異常の関係について      荒川 聡 
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〔一般〕 

   

 第 7 会場（講義室 304）   

   

（9：30） 座長：藤崎 誠 （富士フィルム健康管理センター）  

   

24 尿試験紙による P/C比・A/C比の評価     村上 利恵 

25 潜血反応を利用した尿沈渣検査の精度管理     野崎 司 

26 夜間尿よりヘモジデリン顆粒が検出された血色素尿症の一症例  伊藤 恵子 

   

（10：00） 座長：丸山 博志 （横須賀共済病院 中央検査科）  

   

27 撮像画像を用いた尿中有形成分分析装置 U-SCANNERⅡによる異型細胞の検出の 

有用性について        森 合美 

28 小規模地区精度管理事業における尿沈渣サーベランス運用の試み  佐久間 理 

29 唾液採取方法における唾液中ヘモグロビン検査への影響   森 合美 

   

〔病理・細胞〕 

   

 第 8 会場（講義室 301・302）   

   

（9：30） 座長：坂詰 浩一 （関東労災病院 中央検査部）  

   

30 naphthol ASD chloroacetate esterase 簡便染色法の検討   鈴木 孝夫 

31 内因性ペルオキシダーゼ除去に関する検討     小島 朋子 

32 腎生検における免疫染色酵素処理時間の検討    島田 直樹 

33 肝細胞癌における抗 Arginase-1抗体の有用性の検討    芹澤 昭彦 

   

（10：10） 座長：加戸 伸明   （東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）  

   

34 乳腺原発悪性リンパ腫の一例      牧野 純 

35 Transitional meningioma の成分が混在した chordoid meningioma の再発例 

          原 智代 

36 咽頭扁平上皮癌の 1 例       郷田 敦史
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ランチョンセミナー目次 

 

     １２：１０～１３：００ 

 

■ランチョンセミナー１ 

第２会場 (大講義室２０５) （ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ株式会社） 

これからの臨床検査に求められること 

   ～臨床検査の品質管理～ 

 講師 石原 典明 (ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ株式会社） 

司会 早藤 忠洋 (ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ株式会社） 

■ランチョンセミナー２ 

第３会場 （講義室２０１） （シスメックス株式会社） 

 ウイルス性肝炎の診断と治療における各種ウイルスマーカー測定の意義 

講師 奥瀬 千晃 （聖マリアンナ医科大学病院 消化器肝臓内科） 

            司会 櫻井 慶造 （北里大学病院 臨床検査部） 

■ランチョンセミナー３ 

第４会場 （講義室２０２） （アボットジャパン株式会社） 

    高感度心筋トロポニン（cTn）測定の臨床的意義 

講師 青木 和雄 （アボットジャパン株式会社） 

司会 福田 康弘 （アボットジャパン株式会社） 

■ランチョンセミナー４ 

第５会場 （講義室３０５） （ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ株式会社）  

  クリニカルパス作成・改良への参加を通じた臨床と経営への貢献 

講師 仲 広志 （相模原協同病院） 

司会 中沢 宏明（ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ株式会社） 

■ランチョンセミナー５ 

第６会場 （講義室３０３） （和光純薬工業株式会社）  

  CK－MB 蛋白量測定法の有用性 

       ～L タイプワコーCK－MB  mass の特徴と基本性能～ 

講師 遠藤 美香（和光純薬工業株式会社） 

司会 間瀬 浩安（東海大学医学部付属病院） 

■ランチョンセミナー６ 

第７会場 （講義室３０４） （栄研化学株式会社）  

 尿試験紙による P/C 比、A/C 比の測定意義と尿蛋白判定フローチャート 

    講師 野崎 司（東海大学医学部付属病院） 

     司会 赤石 聡（栄研化学株式会社） 
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「すてきな国際人になる方法」  

     How to be a refined world citizen 

廣淵 升彦 

（国際ジャーナリスト） 

 

 

市民公開講演 
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認証保証施設認証 1000施設目標 達成活動 

「施設認証取得の社会的意義と神奈川県技師会での取得状況」 

 

日臨技精度保証認証委員会 

委員長 永峰 康孝（徳島大学病院キャリア形成支援センタ－） 

 

 

 

 

日臨技報告 

自施設の検査データの精度を、積極的に対外

的に保証できる体制（外部認証･認定）つくりが

要求されている。 

 精度保証施設認証制度の意義は、国民へ安心･

信頼される臨床検査、医療へ品質保証された検査

情報の提供、および臨床検査室のステ－タスの向

上 と捉えている。一方、登録衛生検査所では衛

生検査所指導要領には基づき広範囲でかつ高レ

ベルな要求事項が求められている。さらに、注目

すべき点は、厚生労働省医薬食品局審査管理課

「治験における臨床検査等の精度管理に関する

基本的考え方について」や、「医師主導治験等

の運用に関する研究」の報告書には、治験にお

ける検査データの信頼性保証のあり方について

の提言として、検査の精度管理は、治験に係わ

るか否かにかかわらず、非常に重要な課題であ

る。各施設は適切な品質管理システムの導入や

外部認定の取得などにより、自施設の検査デー

タの精度を、積極的に対外的に保証できる体制

を検討することが望ましい。としていることで

ある。 

 まさにQC（精度管理）からQA（精度保証）そして

QM（クオリティマネジメント）へ、であり時代の要求

である。このような状況を踏まえ、検査の品質、良

質な検査管理業務を担保するため、日臨技標準化

事業では標準化・精度認証を展開している。 
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各地区対抗  

臨床検査知識競技大会 

○大野匡之、新宮千恵美、田中元彦、田中稚佳子、小暮洋美、 

市森恵子、藤崎誠（神奈川県臨床検査技師会 企画調査委員会） 

 

特別企画 

【はじめに】 

 働く全ての人々にとって専門知識の習得は不可

欠であり、それは良くも悪くも皆さん理解してい

ることだと思う。しかし、それらを習得するため

の努力は時に苦痛であり、また目標を見失いがち

でもある。 一部の技術職では日々の修学や鍛錬

の成果を披露し競い合い、さらに自己研鑽を積む

手段として技術大会が開かれている。特に工業系

の技術職などでは「国際技能競技大会」と題して

世界大会も行われている。テレビのニュースやド

キュメンタリーなどで取り上げられることも多

く、日々の努力目標として大きな意味を持ってい

ることは画面の向こう側でもつたわってくる。 

では医療系技術職である臨床検査技師の世界では

どうでしょう。生化学、血液、生理、細菌や輸血

など各分野で「認定資格」というものがあり、皆

さんの努力目標のであることは間違いないと思い

ます。だがそれらはあくまでも一定のレベルに達

した証をえるものであり、日々の研鑽を積むため

のエネルギー源にはなりにくいのではないだろ

か。そこで今回、日ごろの努力を披露し日々の研

鑽を積むためのエネルギー源となるよう「臨床検

査知識競技大会」企画した次第です。 

 

【目的】 

先にも述べましたが、日々の努力目標の一つに

なるのではないかと考えます。たとえば、日ごろ

のルーチンワーク中に疑問に思ったことやわから

ないことなどを「忙しい」と言う言い訳で、調べ

もせずに知ることを疎かにすることがありません

か。また、各部門をローテーションしていない施

設などでは他部署の検査に関する質問を受けて困

ってしまうことはないでしょうか。「臨床検査知識

競技大会」を目標とし、いろいろな分野のことを

学び、知識の貯金ができてくれば臨床からの信頼

も得ることができるのではないでしょうか。われ

われ臨床検査技師は一生修学をしなくてはいけな

い職業だと思います。その長くつらい道の一里塚

としての役割になれればよいと考えます。 

【対象】 

神奈川県臨床検査技師会会員で各地区より代表

３名を選出 

 

【内容】 

本来であれば「技能大会」として技術を競う場

を設けたかったのですが、場所と時間の関係で 

「知識競技大会」とし、今まで培った知識を競っ

ていただきます。出題傾向は生化学検査・血液検

査・一般検査・生理機能検査を中心に臨床検査に

関する問題を幅広く出題したいと思っています。 

参加者は神奈川県下７地区より地区代表・地区理

事を中心に３名の選出を行い、各地区対抗のチー

ム戦で競っていただきます。出題レベルは、国家

試験や各種２級試験等、さらに日常皆さんが働く

現場で起こりうる問題などを吟味し出題いたしま

す。 

 

 

企画担当責任者 

大野 匡之 （横浜栄共済病院） 
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地域・医療における小規模施設生理検査室の役割 

森 貞浩 

（津久井赤十字病院） 

 

シンポジウムⅠ－1  

 はじめに、この興味あるセッションに参加する

機会を頂いたことに感謝申し上げる。ここでは地

域・医療への質的貢献を、「検査室がその院内・そ

の地域において、如何にその存在価値を明らかに

し、認知されるか」と解釈し、小規模施設の立場

で論じてみたい。今回は超音波検査を例に当院で

実際に行っていることを中心として述べる。また、

精度管理については、特に超音波検査ではその評

価対象や基準が決め難く曖昧であり、一定の結論

を持ち合わせないため、一つの意見を述べるに止

め、議論の場に資したいと考える。 

Ⅰ．小規模病院の超音波検査 

① 苦手なこと・得手なこと 

あくまで当院の場合であるが、まず、稀な疾患

や高次的な病態をピンポイントに診断することに

は限界があり、大規模病院の技師の方々のように

はいかない。苦手である。そこで我々は、「自分の

病院で診れるか？紹介が必要な手におえない疾患

か？」を判断し、少なくともトリアージする能力

を磨くことになる。幸いなことに、当院の場合、

腹痛患者の検査として第一選択は超音波検査であ

るため、初期や比較的軽症の病態から観察する機

会には恵まれており、トリアージ能力を身に着け

易い環境にある。例えば、虫垂炎や憩室炎、軽症

の腸炎から重症の腸炎、種々のイレウス、アニサ

キス症、胃潰瘍、胃癌、大腸癌などはある程度日

常的に遭遇し、これらを判断する力は身につく。

また、件数の多い大規模施設に比べ 1 件にかけら

れる時間に比較的余裕があることも助け、正常虫

垂を含めて消化管の観察がし易い。内科の立場か

らすれば、当院で治療可能な虫垂炎か、紹介が望

ましいS状結腸穿孔かを one stepで診断できるメ

リットは大きいし、当然のことだが、問診上微妙

な例で正常虫垂を描出して「虫垂炎を否定」し、

他に重大な所見がないと言ってくれるだけで助か

るとの声が多い。 

② 臨床密着型の検査 

 当院は県北部の僻地医療の基幹としての性格も

あり、複数の診療所のとりあえずの送り先でもあ

るため、院内外の検査依頼がある。また、なんで

も一通り診れ敢えて専門に特化しない若手医師を

養成するという体制もあり、超音波診断の結果が 

その依頼元の医師の専門分野とも限らない。そこ

で、報告に工夫が求められ、そうすることで更に

役に立て、臨床家との相互の距離が縮まる。例え

ば、循環器が専門ではないが、胸部 X 線で肺うっ

血所見があり心不全を疑う患者の心エコーを依頼

いただいた医師に、「左室駆出率は保っていて、E/e’

は 24と高い」と報告しても正しく伝わらない可能

性がある。循環器医ならこれで良いが、他科の医

師には異常なしと判断されかねない。「駆出率は正

常だが、拡張不全が疑われる」でも不足かもしれ

ない。それで肺うっ血が説明できるか。ならば、

可能なら検査時に血圧も測り、「駆出率は正常だ

が、拡張不全が疑われ、急な血圧上昇に伴う

afterload mismatchの可能性がある（少なくとも

一度左心不全に陥ったことは間違いないだろう）」

がより親切かもしれない。依頼者毎に返事を変え

るオーダーメードの報告は診療の質の向上に寄与

する。あくまで補助診断、されど…である。 

③ 医院との技術協力 

 前述の①②は、開業医や医院で働く超音波検査

担当の方々にも共通するものと認識しており、お

よそ十年前より、複数の開業医のご厚意もあり、

その施設で定期的に技術研修を行う活動をさせて

いただいている。 

Ⅱ．精度管理 

① 正診率の向上・担保 

超音波検査の場合、極端に言えば腕の向上と保

証ということになり、難しい問題である。在り来

りではあるが、避けることのできたはずの誤診は

徹底検証し、重要な症例は部内カンファレンスで

共有するなどは行う。臨床に役立つ報告をする能

力の育成には、所見の有無に関わらず、（極端には

全例）カルテを追跡し、我々の報告で医師がどう

動いたかを確認させている。 

② 前回値の重要性 

 例えば 1 枚の画像だけでは判断しがたいが、半

年前の所見がストーリーを生み、より的確な診断

ができるといった例がある。当日供覧したい。 

Ⅲ．まとめ 

 小規模病院の検査室として如何に地域・医療に

貢献するか、経験をもとに述べさせていただいた

が、未だ模索中であり、皆様のご意見も賜りたい。 
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大学病院における人材育成の構築 

北井 仁美 

（昭和大学藤が丘リハビリテーション病院） 

 

シンポジウムⅠ－2  

昭和大学には付属病院を合わせて８病院ありま

す。３年前より統括臨床病理検査部となり、人材

活用および全体のレベルアップによる組織の強化

と安定化のため活発な人事交流を行っています。 

その結果、作業方法・手技や検査結果の判断基

準などが病院ごとに異なること、また教育方法や

期間などもまちまちであることがわかりました。

これらの問題解消のための取り組みとして、ひと

つは各病院の作業方法を見直し、差異を抽出し、

標準的業務手順の確立をすることにより業務標準

化を行いました。これにより病院間格差を是正し

業務の効率化を図ることができました。もうひと

つは組織として共通した技師教育体制を構築し、

中長期的な技師の育成プランを策定しました。 

技師教育体制の構築にあたり、全体の検査技術

習得一覧表を作成しました。これにより統括臨床

病理検査部全体および各病院における項目別の検

査実施可能な技師数の偏りや不足が明確になり、

業務ローテーションと教育目標の設定ができまし

た。 

共通した教育体制としては、検査の習得段階を

ベーシック・アドバンス・スペシャルの３段階（レ

ベル）に設定し、習得期間や習得すべき内容を作

成して習得目標を決めています。ベーシックレベ

ルは基本的な日常業務が行える段階、アドバンス

レベルは専門的な知識を持ち検査および指導がで

きる段階、スペシャルレベルはある領域に特化し

た高度な知識と技術を持ち、学会発表の指導や研

究ができる段階としています。ここ数年我々の施

設では異動・退職・人員削減など環境が変化した

場合にも支障なく日常検査業務が行える環境作り

に取り組み、習得者数の不足している検査項目を

優先的にベーシックの習得者を育成し、全体の習

得状況を高めてきました。 

結果としてベーシック習得者は一定の人材育成

ができ全体のレベルアップを行うことができまし

た。ベーシック習得後さらに精度を保ち専門性を

高めるためには継続して検査を行うことが重要で

す。そのため内部ローテーションを行い、継続的

に検査の習得を行えるようにしています。このこ

とにより病院間のローテーションをスムーズに行

うことができ、また人材の偏りを解消しつつあり

ます。 

 

現在、日常検査業務が行える人材確保の環境は

整いましたが、退職により専門的知識を有する人

材が不足した部門もあり、専門性を高めることが

課題としてあがっています。そのために各病院か

ら部門ごとに専門的知識を持つ人材が集まり分科

会の活動を行っています。分科会では専門性を持

ったチームとして意見交換や情報共有を行い、専

門技師の育成に努めています。今後はこの分科会

が中心となり指導することで専門性の確立が進め

られると思います。さらに専門的知識を向上させ

スペシャルレベルを習得するために、日本臨床検

査技師会や日本超音波検査学会などが行っている

認定技師の資格取得も必要と思われます。 

統括臨床病理検査部全体の枠組みの中で各病院

が集まることにより、ひとつの病院ではできなか

ったことが行えるようになったと思います。今後

も業務ローテーションの調整を行いながら、人材

育成と専門性の確立に取り組んでいく必要性を痛

感しています。 
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生理検査の人材育成      

～精度管理と専門性の確立～ 

 

佐藤 和秀 

（厚生連 相模原協同病院 医療技術部 臨床検査室） 

 

シンポジウムⅠ－3  

【はじめに】 

 人材育成とは、職場における永遠のテーマとい

っても過言ではない。そのなかで、効率よく育成

可能な新人教育チェックリストについて、当院で

の運用方法を解説する。 

 また、生理検査において、ダブルチェック方法、

指導側の心構えや注意点を解説する。 

 

【検査室小委員会概要】 

 検査室小委員会は五つの委員会にて構成されて

おり、医療安全・感染対策委員会、精度向上・業

務改善委員会、学術委員会、サービス向上・ホー

ムページ委員会、財務・厚生委員会である。 

 人材育成に携わる委員会は精度向上・業務改善

委員会であり、新人教育チェックリストを運用し

ている。他にマニュアル整備、コントロールサー

ベイのサポート等も手掛けている。 

 

【新人教育チェックリスト】 

運用方法 

・ 委員会担当者が毎月チェックし、未達項目を担

当部署に指導するよう要請する 

・ 当直業務・各セクションに分類し、最長 2年間

で完結するように手配する 

・ 当直業務トレーニングは、開始から半年で完結

を目標とする 

 

新人教育チェックリストは当直用（検体当直）お

よび各セクション用に分類されている。 

 

【生理検査の人材育成】 

1～2 年：新人教育チェックリストに則って業務を

遂行する（初めは検体当直から入る）。 

心臓カテーテル検査を習得する（心臓カテーテ

ル検査習得後、時期を見て生理当直に移行）。 

2～3 年：当院では夜間救急超音波検査の充実を最

優先事項とするため、腹部エコー（急性腹症の

トレーニング）から開始する。 

急性腹症対応準備期間は開始より約 1年。 

表在（乳腺・甲状腺等）、血管（頸動脈・下肢

動静脈等）を習得する。 

4～5年：心臓超音波のトレーニングを開始する（心

臓超音波のトレーニング終了後、夜間救急対応

に心臓超音波を追加する）。 

＜外部モニターの設置＞ 

 

スキャンを誰かにチェックされているという意識

（緊張感）を持たせる。  

手本となるような操作手順の解説などがモニター

を見ながら行える。  

 

【まとめ】 

新人チェックリストの活用により、効率的な教

育が可能であり、コミュニケーションの一つとし

ても活用できる。 

生理検査においては、一定の流れを決めること

によって、技術的なばらつきが少なくなると考え

る。         生理検査 （内線 2231） 
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検査部・生理検査室における人材育成の実態, 開院から 27年間を振り返る 

津田 寿美枝 

（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 臨床検査部） 

 

シンポジウムⅠ－4 

【はじめに】当院・聖マリアンナ医科大学横浜市

西部病院は横浜市の中核病院として昭和62年5月

に開院した。病床数 518床、診療科 25科目、診療

施設に心臓血管センター、脳神経センター、救命

救急センター、周産期センターを持ち、日本医療

機能評価機構認定を受け、平成 22年に地域医療支

援病院として承認。かかりつけ医とのネットワー

クを築き、一日外来平均 1200名の中、地域の方々

に継続性のある適切な医療を提供できるように、

地域医療全体の向上と充実を支援している。 

【当院検査室部の存在意義】 

旭区・瀬谷区を中心とした地域医療型病院として

は最後の砦の意味を持っていると日頃思って業務

に勤めている。また大学病院としての機能も保時

していることから、臨床検査部には、診療補助、

教育、研究という三つの使命もある。 

その質を保証し、絶え間なく向上させるためには、

透明性の高い活動、開かれた柔軟性のある検査室

を続けることが必要と考えている。 

【開院当初を振り返る】 

当院臨床検査部は輸血・細菌・生理検査・検体ラ

ボ（三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ）で構成されている。他に検

査技師は内視鏡・耳鼻咽喉科・病理部にも配置さ

れている。その中で生理検査室の当初の人数構成

は、経験技師 1名、緊急検査経験技師 1名、新人 5

名であり、次年度に新人が 3 名増員された。つま

り、生理検査未経験者ばかりでスタートした。そ

の中での教育は技術面が先で、知識は後追いであ

った。知識は当初、医師の協力と独学にて身に付

けた。また、開けた検査部を示すために、技師手

作りの院内向け広報新聞を作成したり、他部署と

の交流にも積極的に参加し、チーム医療スタッフ

であることを自覚できる機会を得ようと努力し

た。室内において各自学習テーマを決めて学んだ

事を発表する勉強会を行い、部内ではある一症例

を検体部門と一緒に検討する学習会を催した。更

に知識・技術の不足部分は技師会や各種学会等の

勉強会に各々自発的に参加してきた。 

【人材育成と専門性の向上】 

このように教そわるばかりではなく、教え合うこ

とも、より良くより速く知識が身に着くコツと思

われる。生理検査室では平均 4 年で全ての設置検

査項目が行えるように指導している。 

その後専門性を高めていくのであるが、その方法

の一つとして、以下の項目などを二年目から段階

を踏んで行っている。 

①、歴 2年目で部内発表→2～5年でベテラン技師

と組んでの初回の学会発表、中堅の自発的発表と

投稿。 

②、院内・部内での勉強会発表。 

③、検査部から他部（若手医師・看護部・他コメ

ディカル）への講習会を行い、自らの専門性を高

める。 

④、③の取り組みにより生まれた他部とのコミュ

ニケーションより共同研究へと進めていく。 

⑤、更に院外への活動へと広げていく。 

⑥、各種認定資格を取得する。 

新人が多い状態から始まった当部の上記取り組み

の中での実績を学会発表・雑誌投稿の件数でまと

めると、以下のグラフのようになった。 

 

 
 

【今後の課題】 

現在一日平均 1 人当たりに掛る検査項目が多岐に

わたり、携わる技師全てが均一な知識を身につけ

る事が困難になりつつある。そのため、「好きこそ

物の上手なれ」のごとく、自ら興味のあるものか

ら力を付けて(ある程度均一になるように振り分け

ている)、相互知識の交換に頼っていることである。

また、ベテラン技師が身に付けた知識・技術の伝

達及び、指導主権の世代交代の時に直面し始めて

いること。また、各検査室に一定の法則が出来上

がってから入職してきた技師達が、新たな創造に

チャレンジしたいという向上心を、如何に生み出

していける環境をベテラン技師が造り出していけ

るかが、最も重要な課題と言えよう。 
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周術期における血液検査と輸血～凝固コントロールを中心に～ 

岡田尚子 

（一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 麻酔科） 

 

シンポジウムⅡ 

低侵襲手術、医療機器技術の向上などで周術期医

療の改善がなされてきている一方、手術室で発生

している大量出血は 10,000 症例に 25.9 症例と依

然変わらぬ頻度である 1。大量出血では、一度凝固

障害が発生するとそのために出血量が増加する負

の連鎖が起こり予後を悪化させる。術式、病態に

より適宜検査を行い、凝固異常を進展させないこ

とが肝心である。 

 

本発表では、一般的な外科的または外傷性出血、

抗凝固療法中患者の出血、産科出血での管理上の

相違点について論じ、血液凝固検査の有用性、推

定出血量計算、血液製剤準備などにつき考えてい

きたい。 

 

参考文献： 

1． 入田和男．危機的出血への対応に関するアンケ

ート調査 2011の公表について．日本麻酔科学

会HP，2012. 
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地域連携・在宅療養フィールドの推進 

～医療提供体制が変われば、物流も変わらなければならない～ 

伊藤大史 

（東邦薬品株式会社） 

 

 

シンポジウムⅢ－1  

医療環境は大きく変化をしており、今が潮目の時期

であることは多くの方が知るところである。少子高

齢化、急性期病院の入院短縮により医療連携体制の

構築が急務である。そして、2025 年へのロードマ

ップが掲げられ、団塊世代が 75歳を超える時代へ

医療提供体制が見直されているのである。2007年、

改正医療法が施行され、医療計画制度の下で、いわ

ゆる 4 疾病 5 事業ごとに医療連携体制を構築する

とされ、翌 2008 年からスタートした。2012 年 8

月には「社会保障と税の一体改革」関連法案が国会

で成立。団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年に

向けたグランドデザインが描かれた。そして今年

2013 年には、精神疾患と在宅医療を加えた「5 疾

病・5事業および在宅医療の医療連携体制の構築が

進められることになったのである。「施設」から「地

域」へ医療提供体制が一気に変化していくだろうと

捉えている。医療連携体制が進むということは医療

提供体制が変化する。ならば、物流も変わらなけれ

ばならない。当社では 2007年からこの対応の検討

を始めた。そして 2012 年 12 月、地域医療体制に

おける新しい物流機能として医療材料の分割販売

の実施を実現した。地域医療を担う拠点病院はもち

ろん、医療機関の地域連携室、診療所、在宅療養支

援診療所（在支診）、訪問看護事業所、薬局、介護

系等々、多職種総勢 100 名を越える方々に直接ご

意見を伺い、地域連携・在宅療養の問題点を洗い出

したところ、医療連携体制関係者全ての方から要望

があったのが医療材料の供給問題だとわかった。具

体的には、在宅療養支援診療所（在支診）開設時の

医療材料の初期の品揃え負担、医薬品や医療・衛生

材料の在庫負担、患者さん毎に医療材料を揃えたい

が使いきれない、医療材料の購入先が不明等、多く

の問題が挙げられた。このことから地域医療を担う

診療所、訪問看護事業所、薬局等は共通して医療材

料の供給に関する負担がとても大きいことがわか

った。地域連携体制で患者さんを cure、care する

ということは、医薬品や医療・衛生材料も地域でシ

ームレスに供給が出来、負担なく使用できる環境を

作る必要がある。 

 

そして物流の面から地域連携体制の基盤構築と整

備、つまりは地域医療と在宅療養に関わる医療提供

施設の増加にもつながりシームレスな地域連携体

制を構築していきたいと考えるようになったので

ある。医療材料を分割して提供することは、「物理

的」にはそう大きな問題ではないように思えるだろ

うが、実は単に小売包装品を開封しバラの単位でご

提供するということではない。そこには関係法規が

あり、情報提供やトレーサビリティ、品質の担保が

必要である。弊社としてどのようにご提供すること

が良いのかをしっかりと検討していかなければな

らなかった。5年の準備期間で、弊社は医療材料の

分割供給に関する、関係法規の確認はもちろんの

事、社内外の関係者からの声を集め、社内の対応を

検討してきた。医療材料は、従来から医療機関でも

大量消費される施設向け中心に流通が考えられて

いた。しかし、急性期医療の入院期間の短縮は、完

治していない患者さんを地域で cure、care するこ

とになる。つまり施設で使われていた医療材料を地

域で使うことになる。大規模施設向け、大量消費向

けの流通から、地域医療を意識した流通を考えなけ

ればならない。地域医療では 1 人 1 人の患者さん

に対してシームレスに供給できるバックアップ体

制が必要である。実は地域医療・在宅療養フィール

ドにおける医療材料供給は、診療所だけではなく、

薬局、訪問看護事業所からも行っている。また、患

者さんが薬局等から自費で購入するケースもみら

れるのである。 

病院ではチーム医療として多職種の方々が患者さ

んを看ているが、地域においては地域連携として多

職種の連携で患者さんを看ることが大変重要であ

る。 

医師、薬剤師、看護師、介護の様々な職種の方々が

地域で多職種連携に参加している。 
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希な遺伝子異常を伴うがんの分子診断―がん診療連携拠点病院として― 

小嶋由香 

（神奈川県立がんセンター 検査科 腫瘍分子生物検査室） 

 

シンポジウムⅢ－2  

当施設は平成14年に地域がん診療連携拠点病院

に、平成 19年には都道府県がん診療連携拠点病院

に指定された。地域がん診療連携拠点病院は、が

ん治療の地域格差をなくし、二次医療圏の医療機

関の連携の中心となり、地域全体で質の高いがん

対策をめざすことを目的とし、都道府県がん診療

連携拠点病院にはがん診療の質の向上及び医療機

関の連携協力体制の構築に関し各都道府県の中心

的な役割を担うことが求められている。 

がん治療の水準を一層向上させるための領域拡

大の一環として、分子生物学の発展に対応した新

たな診断、治療を推進する必要が生じている。患

者さん毎に個々のがん細胞で異常を起こしている

遺伝子群を診断、異常遺伝子産物に対する分子標

的薬剤で治療するなど、的確な根拠に基づく治療

法を選択する医療に、患者さんの遺伝的背景の情

報を加味したテーラーメイドのがん治療への期待

が高まって来ている。そうした時代の要請から当

検査室は平成 12年に開設され、対象をがんに特化

し、分子生物学的・分子遺伝学的手法を用いた検

査を行って来た。その特性からこれまでの検査業

務の中で他施設の患者さんの検査に携わる機会が

あったが、この中には検査会社が検査の対象とし

ていないような希な遺伝子異常の検出をベースと

したものが少なくない。本発表では、これらの希

な遺伝子異常を伴うがんの分子診断の幾つかを紹

介すると共に、その過程で見えてきた当検査室の

様な施設を持つがん診療連携拠点病院の果たすべ

き役割について考察してみたい。 

白血病治療において、その病型診断、微量残存

白血病細胞の検出によるフォローアップなどが、

治療方針を決定する上で重要であり、白血病細胞

に存在する遺伝子異常を高感度に検出する遺伝子

診断法が大きな威力となる。当検査室では遺伝子

変異を調べる手段として、検査キットを使った

multiplex PCR による白血病キメラ遺伝子スクリ

ーニングを実施している。また、微小残存病変を

調べる手段としてreal time RT-PCRを用いたキメ

ラ遺伝子mRNAの定量を行っている。最近では主

要なキメラ遺伝子の定性、mRNA定量は検査会社

への外注も可能であるが、希なキメラ遺伝子につ

いては未だ網羅されていないものも多い。染色体

検査により MLL-CBP キメラ遺伝子形成を疑う

MLL-CBP も希なキメラ遺伝子の一つであり当時

は経験したことのない症例であった。MLL-CBP

は白血病キメラ遺伝子スクリーニング検査キット

にも搭載されておらず、定性、定量共に初口から

検査を設定することとなった。 

症例の検査依頼を他施設から受けたが、MLL-CBP

も希なキメラ遺伝子の一つで当検査室でも当時は

経験したことのない症例であったので、この機会

にスクリーニング検査、キメラ遺伝子mRNA定量

検査を確立し当検査室の検査項目に加えた。

CALM-AF10 では、インターネットのキメラ遺伝

子名によるキーワード検索により当検査室で検査

できることを知り依頼を受けたという経験もあ

る。 

GIST（Gastrointestinal stromal tumor：消化

管間質腫瘍または消化管間葉系腫瘍）は、粘膜下

の筋層内に存在するカハールの介在細胞から発生

する希少がんの一つである。若年発症例を除いた

GIST の大部分に c-kit 遺伝子、PDGFRα遺伝子

のどちらかに変異が見られ、変異陽性例ではチロ

シンキナーゼインヒビターのイマチニブの効果が

期待できる。また、遺伝子変異部位によってイマ

チニブ治療効果に差異があることや、イマチニブ

奏効後に憎悪に転じた場合に生ずるイマチニブ抵

抗性二次変異の存在も知られている。当検査室で

は二次変異を含め、好発部位を中心にダイレクト

シーケンス法により遺伝子変異を調べている。こ

の検査については、外注検査でPDGFRα遺伝子に

３箇所変異があるという非常に希な検査結果を受

け取り、再度確認して欲しいと他施設から依頼が

あった。検査したところ、確かに同じ場所に変異

はあったものの全て１塩基多型 SNPs でありイマ

チニブ治療の対象ではないことが解った。 

希な遺伝子異常の検査では、各施設がそれぞれ

に検査項目として確立することは効率的ではな

い。これまでの経験を通じて、院内は勿論、院外

からの希な遺伝子異常の検査依頼に対しても積極

的に対応し、未経験の検査の場合にはこれを確立

してその情報をインターネット上に公開し、地域

貢献の範囲を広げることも都道府県がん診療連携

拠点病院としての使命ではないかと考えている。

誰が検査費用を負担するのか、検査技術のパテン

ト問題はどうするのか等、解決しなくてはならな

い問題も多いが、検査会社への検査の適宜移管等

を含めた効率の良い検査体制のネットワーク構築

が何より患者さんの為に重要である。 
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検査センターにおけるブランチ技師に対するグラム染色の指導と 

力量維持のための取り組み 

角田 拓也 

（株式会社 保健科学研究所 感染症分析センター 感染症管理サポートチーム） 

 

 

シンポジウムⅣ－1  

(株)保健科学研究所は横浜に本社を置く検査セ

ンターである。仙台、大阪に支社を置き、全国に

約 20のラボを持つ。細菌検査に関しては本社、仙

台支社の他、グループ企業として新潟、埼玉、京

都に拠点となる検査室を置き受託できる体制をと

っている。また、ブランチラボに関しては全国各

地の病院に設置され検査が行われているが、グラ

ム染色を含めた細菌検査については、一部の施設

を除き本社、あるいは上記拠点となる検査室で行

っているのが実状である。 

グラム染色は感度・特異度に問題はあるものの、

安価で簡便であり、かつ迅速性においても優れた

検査である。また、ルーチン検査として普段から

グラム染色結果を培養同定結果と比較したり、菌

種同定の際に実施している技師にとって、この検

査の判定自体はそれほど難しいものではない。し

かし、普段、グラム染色を行っていない技師が自

信を持って報告できるようになるためには、染色

方法や判定方法の教育を受けただけでは不十分で

あり、細菌学的な基礎知識も身につける必要があ

る。また、何度も染色に失敗したり結果判定に苦

慮し、先輩の指導を仰ぐことも必要であるため、

多くの時間と経験を要する。さらにグラム染色は

検体の品質評価に用いられたり、起炎菌の推定、

貪食の有無、感染時期の判断等、読み取れる情報

が多く、非常に奥が深い検査である。グラム染色

に不慣れな技師にとっては、これらのことが本検

査をより一層難しいものにしていると思われる。 

また、グラム染色は検体採取後の時間の経過や

保存状態によって大きく影響を受ける検査であ

る。ブランチラボで検査し報告できる体制をとれ

た場合、検査センターが抱える課題の一つである

‘検体採取から検査に移行するまでの時間’が改

善され、医療へも大きく貢献できるものと確信し

ている。 

現在、経験不足からグラム染色検査に苦手意識

を抱えているブランチ技師が、この問題を解決す

るために重要な役割を担っていることは明らかで

あり、彼らの不安を取り除き、自信を持って臨床

にとって有用な結果を報告できるよう導くのが細

菌検査室で働く我々の責務であると考える。 

そこで弊社では、そのような現状を改善するた 

め、従来からの取り組みに加え、新たに組織され

た感染症管理サポートチームを中心に、本年から

ブランチ技師に対しグラム染色の指導を行ってい

る。対象とするブランチラボは 22施設で、そのう

ち 12施設に対し既に研修を開始した。普段、微生

物検査に携わらない技師に対する指導であるとい

うことだけでなく、別々の施設で働く技師に対し、

どのように力量を上げ維持させるかが大きな課題

であると考えている。さらに、稼働した場合にお

いても、技能評価や精度管理等により力量の評価

と十分なフォローが必要になると考えている。 

本年 5 月より始動したばかりの取り組みではあ

るが、グラム染色指導とその後の力量維持のため

に要求される事項など、以下の内容について話を

したいと思う。 

 

（１）ブランチラボとブランチ技師の現状 

（２）研修を開始させるまでの課題と取り組み 

（３）研修内容と評価方法 

（４）研修時にみられた課題 

（５）現在の取り組み 

（６）今後の課題 
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当院での細菌検査の取り組み ～細菌検査外部委託の立場から～ 

佐藤政延 

（社会医療法人財団石心会川崎幸病院） 

 

シンポジウムⅣ－2 

【はじめに】 

当院は 326 床を有する急性期病院として川崎市

幸区を中心に川崎市南部及び横浜市北部を診療圏

として活動している病院である。平成 10年に一般

外来を川崎幸クリニックとして分離独立し、現在

の外来機能としては救急外来を主軸に「断らない

救急」を信条に診療を行っている。開院当時から

細菌検査は検査センターに外部委託しているが、

緊急検査として必要時にグラム染色、チールネー

ルゼン染色を院内で実施している。今回は細菌検

査を外部委託している立場から院内での細菌検査

の取り組み、問題点や課題を紹介する。 

【当院の検査体制】 

検査科のスタッフは2013年8月現在で科長を含

め 30 名である。検体検査（病理含む）13 名、生

理検査 9 名、内視鏡検査が 7 名である。時間外休

日の体制は検体検査が 2 名による当直体制、内視

鏡検査はオンコールで24時間365日の対応を行っ

ている。検体検査の外部委託に関しては細胞診、

細菌検査を主に委託している。 

【当院の細菌検査の取り組み】 

開院当時から細菌検査は委託であるが川崎市に

おいて結核、肺炎を始めとした呼吸器感染の患者

は多く、緊急のグラム染色やチールネールゼン染

色は検査室で 24時間対応を行っている。 

院内で実施した緊急のグラム染色の件数を調べた

ところ、平成 24年 6月に新病院に移転してからの

1年間で 1350件、チールネールゼン染色は 956件

であった。平成 22年ではグラム染色の件数は663

件であり、病院移転に伴い ER の拡充、救急車台

数の増加で患者数も増加しグラム染色の件数は 2

倍に増加している。材料の内訳は喀痰：930 件

（68.9％）、膿：106 件（7.9%）、CAPD：104 件

（7.7％）、尿：88件（6.5％）、胸水：64件（4.7％）、

髄液：27 件（2.0％）、心嚢液：23 件（1.7％）と

圧倒的に喀痰が多い。さらに外来での材料の内訳

に絞ると喀痰が 90.2％を占めた。この結果からも

当院の特に救急外来におけるグラム染色の依頼は

喀痰が非常に多い事が分かる。この他に感染症検

査として迅速キットである肺炎球菌、レジオネラ、

マイコプラズマ抗体等も導入して対応している。 

 

また臨床支援をするための使用している細菌検

査システムは検体検査システムの一部に整備し、

検査依頼と結果取込み、検査進捗状況やデータ集

計を行っている。 

その他、外部委託ではあるが報告体制に関して

は可能な限り迅速な対応を心掛け、検査センター

との契約、協力にて緊急FAX報告や耐性菌報告、

データ集計等もリアルタイムに行えるWeb体制を

とり、院内感染対策委員会や ICT への連携も強化

している。 

【当院における問題点】 

問題点としてはやはりグラム染色の鏡検の教育

である。ルーチンでは細菌検査を外部委託してい

るために鏡検した結果が培養、同定と結びつけて

判断していく事が難しいためにグラム染色は鏡検

して終了という検査になっている。そのため鏡検

した菌がどんな菌であったのか確認する事が業務

や同定結果が報告されるまでの時間経過の中でな

かなか出来ないのが問題点である。 

【今後の課題】 

院内で実施可能な検査としてグラム染色は臨床

に更なる有用なデータを提供していく事が必要で

あると考えている。そのためにグラム染色の教育

の方法論が課題である。また当院ではニッスイの

フェイバーG を使用してグラム染色を行っている

が各社からグラム染色のキットが発売されてい

る。使い勝手やコスト、染色面での検討も行って

いく必要もある。他に現在、院内で採用していな

い迅速キットの検討も課題と言える。 

【まとめ】 

救急患者を受けていくうえでグラム染色は緊急

検査として必要であると考える。グラム染色は技

術的な面では簡易キットの販売によって細菌検査

を外部委託している施設でも染色は可能である。

しかしその鏡検の教育やスキルアップは細菌検査

を検査センターに委託している病院では難しい。

他施設との連携や外部委託先のとの協力によりス

キルアップを行う必要性を感じる。また更なる迅

速キットの臨床的意義や有効性を考えながら導入

検討して細菌検査が外部委託であっても可能な限

り、検査室から積極的な臨床支援をすべきであろ

うと考える。 
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24時間体制グラム染色実施についての検査部の取り組み 

平野智、佐野加代子、瀧澤かすみ、佐藤泰之、荏原茂、松村恵理子 

（横浜市立大学附属病院臨床検査部） 

 

シンポジウムⅣ－3 

【はじめに】 

当院では、平成 22年 4月の診療報酬改定にて検

体検査管理加算Ⅳが新設されたのを機に、かねて

から臨床より要望のあった休日・夜間緊急検査時

におけるグラム染色実施を開始した。開始より３

年が経過し職員の教育・訓練を含め実施方法とそ

の問題点について報告する。 

【現状】 

 当院は病床数 654床、一日平均外来患者数 1902

人（平成 24 年度）である。現在、臨床検査部 34

名、輸血部 4名の計 38名の検査技師が休日・夜間

緊急検査業務を行っている。平成 22年から休日・

夜間緊急検査時のグラム染標本作製を開始し、開

始時、及び新規採用者、異動者の当直訓練時に個々

に教育を行っている。また技師の業務は標本作製

までとし、顕微鏡観察は医師が行うこととしてい

る。 

【教育方法】 

 開始時の職員の教育はマニュアルを作成し、一

回につき数名で昼休みあるいは17時以降に実際に

標本作製を行った。 

対象となる検体は原則緊急を要するものとして喀

痰（気管痰を含む）、髄液のみとした。標本は塗抹

濃淡を変えて二種類、医生物検査室での確認用を

含め二枚ずつ作製することとした。染色は自動染

色機POLY STAINER（関東化学）を染色液はグ

ラム染色液 neo-B＆M（和光純薬）使用した。新規

採用者、異動者の教育も同様に休日・夜間緊急検

査業務に携わる前に他の検査業務の教育と同時に

行った。 

【問題点】 

塗抹標本作製、グラム染色については自動染色

機を用いていることもあり個々の技量の影響は少

ないように思うが定期的な再教育が必要と考え

る。 

現在顕微鏡観察は医師が行うこととしているが、

本来は臨床検査技師が鏡検まで行うのが望ましい

と考える。しかし、グラム染色の塗抹標本判定は

菌体と色素顆粒との判別や、材料によっては常在

菌か起因菌か慎重な判断が必要なものがあり休

日・夜間緊急検査業務担当者全員が判定出来るよ

うになるのは困難である。 

【まとめ】 

24 時間体制グラム染色実施については、結果の

判定に専門性が要求される分野であり、技師の力

量をどのように確保、維持していくかが課題であ

る。なお当院では平成 24 年 10 月より医生物検査

室職員による土曜日出勤を開始しており、金曜日

夜間より土曜日日中に提出された一般培養検体に

ついては平日同様の対応を行っている。 
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血糖測定は SMBGから CGMへ 

CGMへの臨床検査技師のかかわり 

田中 栄太郎 

(東海大学 腎内分泌代謝内科) 

 

 

シンポジウムⅤ 

近年の糖尿病に対しての検査、治療の発展は目覚

ましいものがあり、その代表的なものに 3Cという

ものが挙げられる。これはCarbohydrateCounting 

( 炭 水 化 物 カ ウ ン ト ) 、 CSII （ Continuous 

Subcutaneous Insulin Infusion： 

持 続 的 皮 下 イ ン ス リ ン 注 入 ）、 そ し て

CGM(Continuous Glucose Monitor：持続血糖

モニター)、以上３つの頭文字をとって呼称される

ものであり、我々、東海大学腎代謝内科でもこれ

らの導入/指導に特に力を注いでいる。近年は県下

でもトップレベルの導入率を誇るこれら CSII と

CGM、特に今回はCGMについて東海大学 腎内

分泌代謝内科と臨床検査科との連携、実践におい

て述べる。 

 

① 東海大学で採用されている機器    

② CGMについて  

• CGMの歴史 

• CGMの原理 

• 実際の測定方法 

• 患者さんへの説明 

• 実際の装着例 

• トラブルについて 

• アップロードについて  

③実際の解析結果からわかること 

• 正常耐糖能のデータ 

• 内服加療中のデータ 

• 強化インスリン療法中のデータ 

• GLP-1製剤を用いたデータ 

• 血液透析施行中のデータ  

③CSIIについて  

• CSII導入の適応 /メリット  

• CSII導入の流れ 入院クリニカルパス  

• インスリンの設定 

• ポンプ交換  

④これからのCGM/CSII 
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寄生虫検査 ‐虫卵鑑別および検査の経験と実際‐ 

加島準子 

（公益財団法人 東京都予防医学協会） 

 

シンポジウムⅥ 

寄生虫検査の材料は、糞便、血液、尿、喀痰、十

二指腸液、水や食品などからの寄生虫卵あるいは

原虫の検出から、組織内の虫卵あるいは虫体の切

片の同定、虫体そのものの同定など多岐にわたる。

今回は糞便中の寄生虫卵検査について述べる。 

Ⅰ 検 査 法 

 各検査法にはそれぞれ長所・短所があるため、

それを理解して目的とする寄生虫に最適な検査法

を選択することが求められる。 

１．直接塗抹法 

薄層塗抹法 

 使用便量が 3～5mgと少ないため、虫卵数の少な

い寄生虫には不向きだが、虫卵内容や卵殻の観察

には適している。原虫の栄養型や嚢子の観察も可

能。理論的には、本法標本 3枚（約 10mg）で回虫

メス１隻の虫卵を検出することが出来る。 

セロファン厚層塗抹法 

 使用便量 60～80mgを一度に検査でき、カバーグ

ラスの代わりにセロファンを使うため簡便・安価

で、検出率が高いので集団検査法に使われてきた。

しかし、卵内容や卵殻表面が判別しにくいこと、

卵殻の薄い鉤虫卵などは過乾燥により壊れること

が欠点である。 

２．遠心沈殿法 

ホルマリン・酢酸エチル法 

遠心中の引火を避けるため、MGL法のエーテルの

代わりに酢酸エチルを使用する方法で、原虫嚢

子・蠕虫類虫卵・仔虫の検出が出来る。原虫の栄

養型の検出は不可。 

３．浮遊法 

 比重の低い虫卵（鉤虫卵・東洋毛様線虫卵）に

最適である。浮遊液の比重によって検出される虫

卵に違いがあるが、一般に比重の高い吸虫類の検

査には適さない。 

４．培養法  

ろ紙培養法 

 鉤虫卵と東洋毛様線虫卵は似ているため、特徴

がはっきりしない虫卵の判別が難しい。培養した

東洋毛様線虫の幼虫は、特徴があるために判別し

やすい。糞線虫ならば培養によりフィラリア型な

って、特徴ある尾部の V 字の切れこみが観察でき

る。 

５． その他の検査法 

セロファンテープ法 

 蟯虫卵の検出に使われる方法で、時には虫体も

一緒に検出されることがある。蟯虫は 1 回の採取

検体で陽性者が必ず見つかるわけではないため、

テープは 2 日分を同時に検査できるようになって

いる。検査部分に渦巻き模様のあるものは、この

模様に沿って 40倍で検査をすると全視野をくまな

く検査できるように考案されたものである。 

Ⅱ 寄生虫鑑別 

蠕虫卵鑑別には大きさ・形・色・卵殻（蓋、付

属物）・卵内容の 5つのポイントがある。 

検出される虫卵の数や、虫体も鑑別の一助とな

るが、上記のポイントから検出された虫卵の絞込

みをしていく。 

参考書や図鑑などには典型的な寄生虫卵が掲載さ

れているが、数ある虫卵の中には変形や奇形など

により典型的な特徴を示していないものも見られ

る。虫卵が多数見られる場合はそれにとらわれず、

他の典型的な虫卵を探す。 

Ⅲ 検査室での実際 

・ 無鉤条虫卵(？) を検出したら、最初にすべき

ことは 

・横川吸虫卵と肝吸虫卵の鑑別 

・鉤虫卵と東洋毛様線虫卵の鑑別 

・ミミズと回虫の違いは 

・蛋白膜が取れてしまって４細胞に分裂している

回虫受精卵と鉤虫卵の鑑別 

・無鉤条虫か有鉤条虫の片節の鑑別とそのコツ 

・臨床からの治療薬に関する問い合わせ 

・鑑別が出来ないとき 

・電話での問い合わせ 

日本寄生虫学会 HP http://jsp.tm.nagasaki-u.ac.jp/ 

寄生虫症薬物治療の手引き（熱帯治療薬研究班） 

寄生虫治療に関するコンサルテーション 

〔参考文献〕 

1） 鈴木了司(1980)人体寄生虫卵 原虫図説 蠕

虫・原虫の寄生虫学的検査法，菊屋書房，79，

105． 

2） 高橋優三 編（2000）基本人体寄生虫学，医師

薬出版，101～104． 

3） 寄生虫検査要領（1964）㈶日本寄生虫予防会，

35 

http://jsp.tm.nagasaki-u.ac.jp/
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胃幽門腺の形質発現（胃型粘液）を伴う子宮頚管腺病変の診断と問題点 

 

梶原 博、小祝 千夏、芹澤 昭彦、伊藤 仁、中村 直哉 

（東海大学医学部基盤診療学系病理診断学、同医学部付属病院病理検査技術科） 

 

シンポジウムⅦ 

胃幽門腺粘液の形質を示す病変は、本来の発現

部位である胃、十二指腸に加え、膵胆道系病変、子

宮頚部および卵巣などの化生、過形成、良性腫瘍、

悪性腫瘍でみられ、これらの病変において胃型粘液

を確認する有用性がしめされている。 

しかしながら、これらの胃型粘液を持つ病変は、癌

であっても組織学的異型が軽微なことが多く、組織形

態での判断を困難にさせることがしばしばある。 

胃型の粘液形質発現を示す代表的な病変として今

回、子宮頚部における最小偏倚性腺癌 minimal 

deviation adenocarcinoma  (MDA)とLobular 

endocervical glandular hyperplasia (LEGH)を中心に解

説する。 

最小偏倚性腺癌 minimal deviation adenocarcinoma 

(MDA) は、異型に乏しい頚管腺の増生よりなる腫瘍

性病変であり、1870年独のGusserowにより初めて

「悪性腺腫 adenoma malignum」という名称で報告さ

れて以来、今日でもその名称が広く知られている。名

称のとおり、異型が乏しいにもかかわらず、深部へ

の浸潤性増生がみられ、リンパ節転移も伴うことが

あり、本病変を的確に診断することは重要である。し

かしながら、異型の乏しさから、悪性の判断をくだす

ことは容易ではない。 

また、MDA は、1998 年に胃の幽門腺粘液の形質

を示すことが 1998 年に石井らにより報告され、胃の

幽門腺粘液を認識する抗体HIK1083を用いることで、

その診断を大きく変化させた。また、この粘液形質

は、細胞診により黄金色“golden-yellow”と称される

特徴的な粘液を持つことも示された。 

しかしながら、Nucci らは 1999 年に MDA と鑑別す

べき良性病変として Lobular endocervical glandular 

hyperplasia(LEGH)を報告し、のちに胃の幽門腺粘液

の形質が必ずしも MDA とはならないことが分かって

きた。当然のことながら、LEGH においても HIK1083

の発現が示されることも報告された。 

以降、MDAとLEGHの判断は、「上皮の異型」、「腺

管の不規則な広がり」、「間質反応」により判断される

こととなるが、その基準判断の難しさ、生検材料等の

微小検体における判断の難しさもあり、しばしば悩ま

されることがある。また、一部の症例においては、

MDA と LEGH の合併例も報告され、判断が困難な症

例も存在する。 

  

 また、LEGH、MDA は、通常の子宮頚癌と異なり

HPV の関与がみられないことが多く、HPV 感染の有

無の確認や HPV 感染に伴う p16 の発現の確認も有

用な方法とはならない。 

画像診断では、LEGH が浅層部に限局し、拡張嚢

胞を形成することが多いのに対し、MDA は病変が深

部にまで及ぶことが多く、嚢胞は小型であり、両者の

鑑別に有用とされている。  

こられの病変の診断には、病理組織所見、細胞診

所見および画像診断による総合的判断が重要と考え

られる。 

 今回我々は、当院で経験した胃型粘液を示す子宮

頚部腺病変１５例についての診断における組織およ

び細胞診所見、診断に必要な組織化学および免疫組

織化学検査についての注意点、問題点を実際の症

例をもとに解説、検討する。 
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周産期心筋症の一症例 

○中村 優貴1),永井美枝子1),中條政直1),宮地道代1),村井涼子1),梅田優子1), 

長谷部みか1),小原崇義1),三嶋美穂1),栗田亜矢子1),森夕佳1) ,齊藤広将1), 

滝村英幸２) （済生会横浜市東部病院臨床検査部1),同循環器内科２)） 

 

 

2 

【はじめに】周産期心筋症とは妊娠後期から産後 5

ヶ月までに出現する拡張型心筋症に類似した病態

を示す特異な心筋症である。発症率は数千人に 1

人とまれで、肥満、多胎、高齢、高血圧例などに

多く発生する。今回、周産期心筋症の一例を経験

したので報告する。 

【症例】42歳女性 6経妊 4経産  

【既往歴】下肢静脈瘤 

【経過】第 1～3子は自然分娩にて正常出産。今回

第 4 子出産前(妊娠 10 ヶ月)から高血圧、貧血、下

腿浮腫、体重増加を認めた。精査目的にて心臓超

音波検査依頼があった。超音波検査にて左室駆出

率 63％、左房拡大(LAVI 36ml/㎡)、左室流入波形

は弛緩障害型で軽度拡張障害を認めた。分娩中に

突如、低酸素血症を来たし気管挿管となった。分

娩後、胸部 X 線にて肺水腫を認め、超音波検査に

て左室駆出率 32％と著明に低下し、左室拡張末期 

径の拡大、心嚢液貯留を全周性に認めた。 

人工呼吸器管理、心不全加療にて改善傾向となり、

第18病日目のベットサイドエコーにて心嚢液も消

失し第 19病日目に退院となった。経過より周産期

心筋症と診断し、現在外来にて加療中。 

【考察】今回出産前の超音波検査にて収縮能の低

下はないものの、拡張障害はすでに出現しており、

かつ左房拡大も来たしていた。周産期に伴い左室

リモデリングは進行しており、分娩に伴う一過性

の高血圧により後負荷が上昇し、急性心不全、肺 

水腫を発症したと考えられた。このように、通常

拡張能がまだ障害されていない年齢層であるにも

関わらず周産期リスクが高い妊婦では、出産前に

拡張障害を認めた場合、収縮障害に先行する早期

の異常所見として報告する必要がある。 

【まとめ】60歳以下の被検者に対する超音波検査

にて拡張障害を認めた場合は、本疾患も念頭に入

れ検査を行う必要があると思われた。                               

連絡先 045-576-3000   

 

診断に苦慮した中年男性発症の SPNの 1例 

中林由美1)，五嶋玲子1)，松田津久美1)，福田枝美1)，小柳紀子1)，高梨昇1)， 

浅井さとみ2)(東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科1），同 臨床検査科2)) 

 

1 

【はじめに】Solid-pseudopapillary neoplasm 

(SPN)は近年，様々な非典型像を示す症例が報告さ

れている．今回，SPNの診断に苦慮した 1例を経

験したので，文献的考察を加え報告する．【症例】

50 歳代，男性【現病歴】健診にて CEA および抗

P53 抗体の軽度高値を指摘された．PET-CT にて

膵頭部に腫瘍が指摘され，精査・加療目的にて当

院紹介受診となった．【血液検査所見】CEA:10.4 

ng/mL，CA19-9:47.3U/mLと軽度高値を示すのみ

で，その他特記すべき所見なし．【超音波検査】膵

鉤部に41x26x38 mm大の低エコー腫瘤を認めた．

形状は類円形，境界は比較的明瞭，辺縁は軽度不

整，内部に石灰化が散見された．カラードプラ上，

腫瘤内部に明らかな血流シグナルは認めなかっ

た．膵管拡張や周囲血管に浸潤を疑う所見は認め

なかった．超音波検査上，漿液性嚢胞腫瘍(SCN)

が疑われた．【MRI】膵鉤部に約 29mm 大の腫瘤

を認めた．T1WIは低信号，T2WIは軽度の高信号

で石灰化に相当する無信号を認めた．SCNや膵内 

分泌腫瘍(PNET)が疑われた．【病理組織学的診断】

腫瘍核出術が施行され，病理組織学的にて，

Solid-pseudopapillary neoplasm と診断された．

腫瘍は被膜形成を認めず，内部変性は強く，出血・

硝子化・石灰化がみられた．【考察】SPNは若年女

性に好発し，腹膜播種や肝転移も 10～15％に認め

られるが，その経過は比較的緩やかであり，比較

的悪性度の低い膵腫瘍とされている．SPN の超音

波検査所見の典型像は，辺縁の石灰化と内部に嚢

胞成分が混在する充実性腫瘤とされている．しか

し，男性発症のSPNでは女性例に比べ腫瘤径が小

さく，内部性状も嚢胞成分を認めず石灰化を伴う

という非典型像を呈することが多いと報告されて

いる．今回の症例は， SPNとしては年齢，性別，

超音波所見のいずれも典型的でなく診断に苦慮し

た．中高年や男性で嚢胞成分を伴わない膵腫瘤に

おいて，SCNやPNETの他にSPNも鑑別に挙げ，

検査を進めていくことが必要と考えられる． 

 



31 

 

 

 

 

 

 

下咽頭梨状窩瘻からの感染による急性化膿性甲状腺炎の一例 

○仲村 麻美 太田裕子 林達也 大塚元秀 千葉泰彦 

（横浜市立市民病院） 
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【はじめに】急性化膿性甲状腺炎は、先天性奇形

の一つである下咽頭梨状窩瘻が原因で、甲状腺の

近傍に感染を引き起こし、甲状腺に炎症が波及す

る稀な疾患である。今回我々は、超音波検査が診

断に有用であった一例を経験したので、報告する。 

【症例】5歳 8か月 女児 

【主訴】発熱 左前頸部腫脹 

【既往歴】水痘症 流行性耳下腺炎 手足口病 

日本脳炎 

【現病歴】X 年 5 月 20 日頃から 38～40℃の発熱

が続いたため近医を受診。上気道感染の診断で抗

菌薬を投与され、一度解熱。6月 6日に再度発熱し、

左前頸部痛と同部の腫脹も出現。同じ処方を再開

されたが改善乏しく、当院紹介となった。 

【血液検査】WBC：10200/μL CRP：0.9mg/dL 

TSH：3.32μIU/mL FT3：3.0pg/mL FT4：

1.0ng/dL 感染症を疑う所見を認めた。甲状腺

機能は正常範囲内であった。 

【超音波所見】甲状腺左葉に約 17.6×11.2×11.0 

mm の不整形な低エコー域を認めた。この低エコ

ー域は甲状腺外に連続しており、内部には echo 

free spaceや微細な高輝度エコーを伴い、膿瘍形成

が疑われた。両頸部に腫大リンパ節を認めた。 

【造影CT】甲状腺左葉内部の低吸収域と、甲状腺

左葉と左胸鎖乳突筋の間に膿瘍または腫大リンパ

節を疑う低吸収域を認めた。 

【経過】超音波、CT所見より、化膿性甲状腺炎、

頸部リンパ節炎と診断された。抗菌剤の静注を行

い、発熱、左前頸部痛は軽快した。感染の背景と

して下咽頭梨状窩瘻を疑い、下咽頭食道造影を行

ったが、瘻孔は証明できず、他院へ紹介となった。

紹介先施設にて、左梨状窩からつながる瘻管が確

認され、左下咽頭梨状窩瘻と診断、手術予定とな

った。 

【考察】急性化膿性甲状腺炎は臨床所見に特異性

が乏しいが、膿瘍を示唆する超音波所見が診断に

有用であったと考えられる。本疾患を念頭に置い

て検査することが重要であると思われた。 

 

臨床検査部門の転倒転落調査について 

－平成 24年度 転倒転落の意識調査アンケート報告－ 

 
○稲葉 孝（国立病院機構栃木医療センター） 
土橋 佳代子、岡本 佳子、寺内 純一、米澤 広美、横山 一紀、 
荏原 茂（横浜市立病院等安全管理者会議 検査部会） 
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【背景と目的】 

横浜市立病院等安全管理者会議は市内で発生し

た医療事故を契機に市大病院・市立病院・中核病

院等の安全管理担当者が集まり、医療安全に関す

る情報交換や研修を行うことを目的に平成 12年度

に設立された。10年目を迎えた平成 21年度には新

たに他施設にも参加を呼びかけ医療安全の啓発に

努め、活動内容は横浜市のホームページにて公開

している。 

今回われわれは、神奈川県臨床検査技師会の協

力によって調査票（検査室での転倒・転落防止の

ためのチェックリスト）を配布し、各施設からの

意見等を集め今後の計画推進の参考資料とするた

めにアンケート調査を実施したので報告をする。 

【方法】 

 「臨床検査部門における転倒転落に関する意識

調査票」および「検査室での転倒･転落防止のため

のチェックリスト」を県内 352施設に配布した。 

 

 

 

【結果】 

意識調査票には、検査部門のリスクマネージャ

ーの有無、インシデント報告の状況、転倒転落件

数とその対策、チェックリストの必要性、KYT（危

険予知トレーニング）を知っているか等 10項目の

質問を設定した。有効回答数は 66施設で、検査部

門にリスクマネージャーを置いている施設は 44施

設（67％）、インシデント報告をしている施設は 66

施設（100%）、チェックリストを使用したい施設は

45 施設（88%）、KYT を知っている施設は 47 施設

（72%）との回答が得られた。 

【考察】 

今回のアンケート調査を実施することで、検査

室における転倒転落防止について再度考えるきっ

かけとなったのではないかと考えている。また、

様々な意見を参考により有効なチェックリストと

なるよう見直しをしたいと考えている。 
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認知症に脳梗塞を併発したパーキンソン病患者の症例１ 

加部 一宏 

（医学検査研究所メディック２１社団 医学検査業務部） 
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【はじめに】目が見えず、耳が聞こえず、口がき

けないという症状を呈する患者に、特高療法を施

すために、看護スピリットによる、携帯カードラ

ジオを使用した脳の機能回復を目的とした機動性

の介護と看護を検査技師として出来る範囲で試み

た。【目的】回復期に於いて、携帯カードラジオを

使用して、脳機能の調律と脳細胞の記憶領域の調

整を図った。また維持期に於いて、携帯カードラ

ジオを使用して、ラジオで野球観戦を一緒にする

という人工現実感覚により精神的現実感覚の調整

を図った。【方法】携帯カードラジオを通して片方

のイヤホーンを患者の耳に当て、もう一方のイヤ

ホーンを自分の耳に当て、チューニングダイヤル

を回して選曲をして番組をセットして、音声をモ

ニターした。患者に色々なチャンネルと番組を聞

かせて、その差異を検討する方法を執った。また

野球放送を聞き、手を握らせて、野球場にいるよ

うな臨場感を持ってもらう人工現実感覚を用い

た。【結果と考察】患者の意識を確認しながら聞か 

せてみると、NHKニュースの経済番組に対し強い

意識反応を示した。本人は商業高校卒証券 OL を

経験したそうで現実感覚を保てるそうである。ま

た失敗すると、人格異常者になると思っているそ

うである。１ヶ月続けると、意識を持つようにな

った。２ヶ月続けると、本人が安心するようにな

った。３ヶ月続けると、ほぼ現実感覚を持つよう

になった。さらに患者の意識を確認しながら聞か

せてみると、１回の試行で、野球場の臨場感とい

う人工現実感覚により最終的な現実感覚を持つこ

とが出来た。携帯カードラジオの使用で、ほぼ現

実感覚を持てるように回復したので、携帯カード

ラジオは、現実感覚の調整に使用できるラジオで

あると思われた。【結論】携帯カードラジオの使用

により、ほぼ現実感覚を持てるように回復したの

で、携帯カードラジオは、現実感覚の調整に使用

できるラジオであると思われる。従って、携帯カ

ードラジオを使用した新しい介護方法に期待がで

きると思われる。         連絡先 045-326-6467 

連絡先 045-326-6467 

CCDカメラの顔画像の検査診断への応用 

～胃液検査等の際の採血時に於ける本システムの検討～ 

加部 一宏 

（医学検査研究所メディック２１社団 医学検査業務部） 
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【目的】以前から、CCDカメラで顔を撮影するこ

とで顔の画像を作り個人の識別を行い、判断され

た検体の個人識別がうまくできるかどうかをパソ

コンに簡単な撮影システムを組んで検討し、その

後、さらなる精度の向上とプライバシーの確保に

ついて検討を行ったので、今回は、胃液検査等の

際の採液時に於ける本システムの検討を行った。 

【方法】パソコンにCCDカメラを接続して、画像

を取り込むソフトを介して、画像を取り込み、信

号を画像の濃淡に合わせて、２種類に分けて、濃

い方を“１”、淡い方を“０”と表示させて、０と

１の列を作り、顔の画像を０と１で表現させるシ

ステムをパソコンに組んで行った。人の顔を１回

目の撮影と２回目の撮影で、どのような差異が生

じるかを検討するために、撮影の１回目と２回目

で撮影の位置や人を変えたりした。 

【結果と考察】人の顔の撮像を濃淡の０と１で表

現した結果、人の顔の撮像は、濃淡の０と１の列

を作り、同じ人で同じ位置では、１回目と２回目 

を比較してみるとほぼぴったりと一致していた。

しかし撮影の位置や人が変わると、若干０と１の

列がずれていた。胃液検査等の際の採液時に於い

ても、同様の結果であり、マッチング精度やプラ

イバシー性能も高く、顔の画像での個人識別は、

良くできていると思われた。CCDカメラの使用は、

胃液検体の個人識別をすることに、かなり有効で

あると思われ、携帯電話のCCDカメラと共に、個

人識別用のカメラとして使用できるカメラである

と思われた。 

【結論】携帯電話と共に、CCDカメラを使用して

の顔の画像での個人識別は、良くできていると思

われる。従って、これらのCCDカメラを導入すれ

ば、顔の画像での個人識別を使って、胃液検体の

個人識別が、有効に行われると思われるので、顔

の画像の撮影から個人識別を介して胃液検体を採

取する胃液検体採取の新しいシステムに期待がで

きると思われる。 

                 連絡先 045-326-6467 
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輸血製剤を臨床に 24時間安定供給するために行った近年の取り組み 

中村寛 齋藤崇博 高野佳美 千葉千恵子 藍田仁史 

（横須賀共済病院） 
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【はじめに】当院は 735床を有し、3次救急にも対応し

た三浦半島の中核病院である。そのため昼夜を問わ

ず、緊急輸血依頼もまれな出来事ではない。休日夜

間の輸血業務は兼任技師によってなされているが輸

血業務経験の少ない兼任技師にとっては大きな負担

となっている。そこで兼任技師の負担軽減と臨床ニー

ズに対応して安定した輸血製剤の供給するために近

年行った取り組みについて紹介する。 

【対応】1）2006年より全自動輸血検査装置AutoVue

（オーソ社）を導入し、2012年により操作性の良い

IH-1000（バイオ・ラド社）に変更、また今春より半自動

機（Swing/Saxo：バイオ・ラド社）も稼動し宿日直時の

自動機器によるバックアップ体制も構築した。 

2）輸血業務は 2000年より輸血管理システムが導入さ

れたが、既存システムは使いづらい点が多々あった

ため、2011年検体系システムと同じ会社にシステム開

発を依頼し、検体系システムとの使用感の統一やバ

ーコードリーダのみで殆どの操作を行えるなど操作

性の向上を図った。 

3）検査科では2人制宿日直体制をとっている。そこで 

宿日直者を、日中検体系検査担当者を中心としたA

グループと生理・病理・細菌検査等を担当者している

Bグループに分け、Aグループに半日１週間、Bグル

ープに半日２日間の輸血検査室業務を行い、経験不

足を補うトレーニングを行った。 

【まとめ】全自動輸血検査装置が導入されて約 7年が

たち検査がブラックボックス化し、試験管法でのバック

アップ体制が難しくなる中で半自動機によるバックア

ップ体制を構築した事やシステム開発は宿日直者の

負担軽減や安定した輸血製剤供給に大きく貢献出来

た。しかし様々な状況に対応できるスタッフの育成こ

そが最も有効な取り組みであると考える。 

横須賀共済病院輸血科 046-822-2710(2384) 

 

同定不能抗体を保有する患者への輸血を行った 1症例 

渡邊夏季 桑原朋和 河合実佐子 中條政直 横山一紀 

（済生会横浜市東部病院 臨床検査部） 
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【はじめに】不規則抗体は、輸血赤血球を破壊し

て寿命短縮や溶血性輸血反応をおこしたりする。

通常、不規則抗体保有者には対応抗原陰性の血液

を輸血することとなる。今回、同定不能抗体を保

有する患者への輸血を行った症例を経験したので

報告する。 

【症例】60代女性、血液型O型Rh（+）、妊娠歴・

輸血歴なし、リウマチ、脳梗塞、糖尿病、腎不全

等の既往歴あり。 

【経過】吐血により救急搬送。検査検体提出前に、

救急センター医師より他院にて高頻度抗原に対す

る抗体を保有していることが判明しているとの連

絡あり。当院での検査も必要である旨を説明。 

その後提出された検体にて検査を実施。血液型検

査は異常を認めず。不規則抗体スクリーニングで

クームス法において全ての血球が凝集（1+）。パネ

ル血球にて同定を行ったが自己対照を除く全ての

血球に(1+)の凝集。 

以前に検査を行った病院に問い合せたところ、日

赤に抗体同定検査を依頼し同定不能の結果を得て

いる事が判明。 

 

 

赤に抗体同定検査を依頼し同定不能の結果を得て

いる事が判明。 

検査結果と問い合わせで得られた情報を医師に報

告し、適合血を得ることは難しいことを説明。 

出来るだけ輸血をしない方針となる。 

入院 14日後、併発していた腎不全や椎間板炎から

の敗血症による多臓器不全に伴い、Hb4.2 まで低

下し、輸血を行う事となった。 

院内にある O 型の RCC を全てクロスマッチし最

も凝集が弱いものを輸血。溶血所見を認めず経過

した。 

その後4回にわたり、合計12単位の輸血を行った。

いずれも凝集が弱いものを輸血したが、溶血所見

は認められなかった。 

【まとめ】遅発性溶血性副作用は血管外溶血であ

り症状が軽いこともあるが、重篤な場合は死にい

たることもある。本症例は幸い副作用所見がなく

経過したが、適合血が得られない場合は極力輸血

すべきでないと考える。 
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ＲｈＤ異型輸血後、遠心検体の血球採取位置により抗Ｄ反応態度が異なった症例 

兵藤理、倉島志保、横溝協子、浪川秀秋、山本明子、瀬戸享往 

（東海大学大磯病院中央臨床検査科） 
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【はじめに】全自動輸血検査装置 AutoVue（オー

ソ）による血液型検査では、遠心検体の底部の赤

血球 10uL をサンプリングする。今回我々はRhD

陽性患者にRhD陰性赤血球濃厚液４単位を輸血し

た 14日後の患者検体において、抗Ｄに対する反応

態度が weak+となった症例を経験したので報告す

る。  

【症例】患者は 81歳女性。消化管出血あり、鉄欠

乏性貧血症状を認めた。血液型Ａ型Ｄ陽性、不規

則抗体陰性。RBC：2.96x106/uL、Hb：5.9g/dL、

Ht：20.0%、MCV：67.6fL、MCH：19.9pg、MCHC：

29.5%、TIBC：506ug/dL、UIBC：491ug/dL、血

清鉄：15ug/dL。進行性の貧血に対してＡ型Ｄ陰性

の赤血球濃厚液を４単位輸血した。 

14日後、再度の輸血の為に提出された交差試験用

検体の血液型検査をAutoVueにて行ったところ、

抗Ｄに対し weak+の反応態度を示した。血球上層

部・血球中層部・血球下層部をそれぞれサンプリ

ングし、用手カラム法にて確認したところ、抗Ｄ 

との反応態度は、それぞれ４+・mf・weak+であっ

た。検体の遠心条件は 2200Ｇ・5 分であった。ま

た自動血球計数機 XE-5000（シスメックス）によ

り混和した検体を測定したところ、フローサイト

メトリーによる前方散乱光ヒストグラムは２峰性

となり、大きさの異なる赤血球分布が認められた。 

【考察】輸血後の検体は、本人赤血球と輸血製剤

由来赤血球が混在している。今症例は、患者の赤

血球が製剤より小球性で比重が軽く、遠心による

勾配で上層部に偏在したと推測される。異型輸血

であったために判明したが、同様の現象は条件次

第で発生していると考えられる。 

輸血後の検査において遠心した検体では、比重

により赤血球の偏在する症例がある事を考慮すべ

きである。 

 

不規則抗体スクリーニングにおける酵素法省略の可能性 

 

槇 恭佑 

（沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院） 
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【はじめに】不規則抗体スクリーニング（Scr）に

おいて酵素法を取り入れることにより産生初期の

Rh不規則抗体を感度良く検出するとされるが、酵

素法は非特異反応の多さや院内で採用している

LISSクームス法と結果の解離がみられ、追加試験

が必要となり確認のために時間とコストを費やし

ていた。臨床への影響と業務効率の向上を図る為、

酵素法省略の可能性について検討した。 

【方法】臨床から依頼のある検体を対象に、2012

年2月24日～4月24日に2277件のScrをカラム

法のLISSクームス法・フィシン法で実施し、確認

試験に PEG-クームス法とブロメリン法を試験管

法で行い、2012年 11月 1日~2012年 12月 31日

の 2137 件、2013 年 4月 1 日~2013 年 5 月 30 日

の2182件のScrはカラム法LISSクームス法のみ

で実施、確認試験にはPEGクームス法を試験管法

で行った。【結果】LISS クームス法・フィシン法

を併用しての全体の陽性率は 1.84％（42/2277件）

であり、内訳としてLISSクームス法・フィシン法 

 

両方に陽性：0.31％（7/42 件）、LISS クームス法

のみ陽性：0.26％（6/42 件））、フィシン法のみ陽

性：1.27％（29/42件）であった。抗体の種類とし

て Rh 系：2 例、Fyb：1 例 Lea：3 例であった。

Leaに関してはPEG-IAT陰性、ブロメリン法陽性

が 1例存在した。36/42例は陰性化が確認され、フ

ィシン法のみの Scr非特異反応が 61%（26/42件）

と多い結果を示した。酵素法を省略して実施した

LISS クームス法の全体の陽性率は 1.96％

（41/2137件）、0.91％（20/2182件）であり、Rh

系：16 例、Fyb：1 例、M：4 例、Lea：7 例であ

った。26/41例と 7/20例は陰性化が確認された。 

【考察】検出される抗体の陽性率に大きな変動は

なく、酵素法は非特異反応が多くみられたことと、

検出される抗体種に大きな差は認められないた

め、酵素法が必ずしも必要ではないと判断した。

検査時間とコストの削減を行い、現時点において

も酵素法を省略して Scr を実施してから臨床から

影響の報告はない。 
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エクルーシス試薬 Anti HCVⅡを用いた基礎検討報告 

 

槇 恭佑 

（沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院） 
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【はじめに】HCV 抗体スクリーニング検査は高感

度、迅速測定が試薬性能に求められる。今回、HCV

抗体測定試薬を改良した「エクルーシス試薬

Anti-HCV2、ECLIA 法（ロシュ・ダイアグノスティ

ックス株式会社、以下ロシュ）」について検討する

機会を得た。従来試薬より使用抗原領域の変更や

安定性の向上を図っておりその基礎的性能につい

て報告する。【機器・試薬】測定機器：cobas6000 e601

使用試薬：エクルーシス試薬 Anti-HCV2、比較対照

として測定機器：AIA2000（東ソー株式会社、以下

東ソー）、使用試薬：E テスト「TOSOH」2(HCVAb)

免疫反応試薬セット（FEIA法、東ソー）を用いた。 

【対象】当院で HCV 抗体検査依頼があった入院・

外来の血清検体を用いた。管理試料はプレチコン

トロール Anti-HCV1、2（ロシュ）を用いた。 

【方法・結果】（1）同時再現性：2濃度の管理試料

と患者プール血清を 10回測定した結果、CV0.99～

1.43%であった。 

（2）日差再現性：2濃度の管理試料を用い 14日間

測定した結果、CV 濃度 1：2.01％、濃度 2：3.48%

であった。（3）共存物質の影響：干渉チェック A

プラス（シスメックス株式会社）を用いプール血

清 2 濃度（陰性、陽性）の検討結果、遊離型ビリ

ルビン 20mg/dL、抱合型ビリルビン 20mg/dL、溶

血ヘモグロビン  500mg/dL、乳ビ 1500 ホルマジ

ン濁度 まで影響が認められなかった。（4）一致

率：ECLIA 法と FEIA 法との一致率は 90.9%であっ

た。（5）測定値の分布：ECLIA法で陰性となった検

体の 96.8%が 0.1 COI未満であり、カットオフ 1.0 

COIに対してクリアカットな分布を示した。（6）感

度試験：市販セロコンバージョンパネル（PHV912）

を用い陽性化の比較を実施。ECLIA 法が FEIA 法よ

り採血時点から 7日早い陽性化が認められた。 

【まとめ】 

基礎的検討は良好な結果が得られた。当試薬は無

調整試薬であり、旧試薬に比し安定性が 31日に延

長されて日常検査に有用であると考えられる。 

 

 

ラテックス凝集法を用いた検査において血清フェリチンが偽高値となった症例 

梶井 美里,八馬 慶子,荏原 茂,松村 恵理子 

（公立大学法人 横浜市立大学附属病院 臨床検査部） 
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【はじめに】血清フェリチンは組織の貯蔵鉄量を

反映し、鉄欠乏性貧血や慢性炎症に伴う貧血の診

断において重要な指標の一つである。今回、汎用

自動分析装置におけるラテックス凝集法を原理と

した測定にて、血清フェリチン値が偽高値となっ

た症例を経験したので報告する。 

【症例】69歳女性。C型慢性肝炎患者。1975年非

A非B型肝炎の診断で入院加療を受けた。1982年

に漢方薬の治療を受けたが、2004 年より ALT 上

昇。ウルソデオキシコール酸にてコントロールし

ていたが、2012 年 3 月に ALT 上昇し同年 6 月よ

り瀉血(300mL/month)を開始。同年 9 月に Hb が

11.2g/dL(瀉血前Hb 13.0g/dL)に低下したため、瀉

血中止。その後は血清フェリチン値にて瀉血施行

を判断。2013年 6月より血清フェリチン測定装置

及び試薬変更に伴い、当院の従来法である電気化

学発光免疫測定法(ECLIA)とラテックス凝集法に

よる 2 重測定を実施したところ、血清フェリチン

値は従来法 37ng/mL 、ラテックス凝集法

163ng/mLと乖離を認めた。 

【使用装置】LABOSPECT008(HITACHI) 

【使用試薬】ラテックス凝集法：FER-ラテックス

×2「生研」CN (デンカ生研株式会社) 

163ng/mLと乖離を認めた。 

【使用装置】LABOSPECT008(HITACHI) 

【使用試薬】FER-ラテックス×2「生研」CN (デ

ンカ生研株式会社) 

【方法】抗血清添加による非特異物質吸収試験を

行った。まず、検体を抗血清にて 2n希釈し、よく

混和する。20 分室温に放置し反応させ、濁りが生

じた場合は 2000rpm, 1minで遠心処理後、各希釈

系列のフェリチン値を測定する。実測値に各希釈

倍数を乗じ、フェリチン値を換算し、直線性が得

られている部分の希釈換算値を報告値とした。こ

の症例では抗 IgM血清に高い吸収率を認めた。 

【考察】今回の血清フェリチン測定におけるラテ

ックス凝集法の非特異反応は、従来法との 2 重測

定を行っていたことにより認識できたが、ラテッ

クス凝集法単独での測定では測定結果より非特異

反応による偽高値と判断することは困難である。

臨床症状と不一致であった場合、抗血清添加によ

る吸収試験による確認が必要であると考える。 
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済生会横浜市東部病院における ESBL産生菌の分離状況 

○池谷由貴、渋谷理恵、西山沙織、具志堅拓也、齋藤広将、横山一紀、

小栗豊子(済生会横浜市東部病院 臨床検査部) 
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【はじめに】近年E. coliなどにおいてESBL産生

菌の分離率が増加傾向にある。これらはプラスミ

ド性に伝達されることから、院内感染対策上問題

となる菌である。そこで、当院における ESBL 産

生菌の分離状況を調査した。 

【方法】対象は開院 2007 年 4 月から 2012 年 12

月までに提出された全検体とした。菌株の同定お

よび薬剤感受性検査はVITEK 2（シスメックス・

ビオメリュー社）を使用し、ESBL 確認試験は感

受性パターンとCLSI法（ESBLs確認試薬、栄研

化学）を用いた。 

【結果】過去 6年間のESBL産生株は 418株で、

E. coli が 292 株（70％）、Klebsiella spp. 62 株

（15％）、P. mirabilis 64株（15％）であった。 

E. coliの ESBL 産生株の頻度は 4702 株中 292

株(6.2％)、Klebsiella spp.の ESBL 産生株の頻

度は 3165 株中 62 株(2.0%)、P. mirabilis の

ESBL産生株の頻度は 486株中 64株(13.2%)で 

あった。由来材料は尿が最も多く 45％、次に喀

痰 25％、血液・カテ先で 10％、創部が 6％、穿

刺液他 5％、その他の膿 5％、糞便 3％、胆汁が

3％であった。診療科別では、救急部が最も多く、

次に泌尿器科、整形外科、小児科、循環器内科、

消化器外科と続いていた。年次的にみると E. 

coliとKlebsiela spp.でわずかに上昇傾向が見ら

れた。3菌種の薬剤感受性ではE. coliがもっと

も多剤耐性の傾向が強かった。薬剤感受性率は

MEPM, AMK は 100％,CMZ は 98％,GM は

91％, STは 81%,キノロンは 71%であった。 

【まとめ】今回の調査から ESBL 産生株は年々増

加傾向にあった。当院でのE. coliのESBL産生株

の分離率は 3～9％であり、全国平均に比べやや低

頻度であると考えられる。これらの菌については

ESBL 産生菌以外の耐性メカニズムを持つ菌も出

現しており、これらをも含め、今後の動向に注意

していきたい。 

 

多剤耐性緑膿菌(MDRP)選択分離培地の評価と有用性について 

野宮 沙織、大島 利夫、浅井さとみ*、宮地 勇人* 

（東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科、同医学部検査医学*）   
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【目的】 多剤耐性緑膿菌(MDRP)は院内感染の中

でも最も重要な薬剤耐性菌の１つである。今回

我々は、クロモアガーMDRPスクリーン培地（関

東化学株式会社）を検討し、多剤耐性緑膿菌のス

クリーニングの有効性を評価したので報告する。 

【対象および方法】 基礎的検討に、2009 年 11

月～2012年12月までに得られたMDRP保存菌株

25株を使用した。さらに、2013年１月～３月まで

に IPM、AMK、CPFXの１剤または２～３剤耐性

の緑膿菌が検出された 16 検体を使用し、MDRP

の検出が可能かどうか検討した。また分離培養時

の夾雑菌について観察を行った。 

【結果】 保存菌株を使用したMDRPの検出率は

100％(25/25株)であった。臨床検体でのMDRPの

検出率は 75%(12/16 株)であった。臨床検体で

MDRP 培地陽性となった 12 検体では、３剤耐性

のMDRPと２剤耐性の緑膿菌が検出された。検出

されなかった４検体では、MDRPの判定基準付近

のMIC値を示す緑膿菌であった。同時に検出され

た 

 

た夾雑菌は E.coli ESBL、P.mirabilis ESBL、

S.maltophilia、Candida sppなどが認められた。

また、コロニーの発色は、24 時間では不十分な菌

株が見られた。 

【考察】 ３剤耐性のMDRP保存菌株は、全株が

検出され良好な検出率であった。臨床検体では

MDRPは全例陽性となり、２剤耐性でも、MIC値

の高い緑膿菌では陽性となった。スクリーニング

培地では、MDRPが疑われる緑膿菌を検出できる

ことは重要であり、MDRPと薬剤感受性緑膿菌が

混在する検体などのスクリーニングに有用と考え

られた。夾雑菌に関しては、MDRP以外の菌はコ

ロニーの色調が異なるため、鑑別が容易である。

24 時間培養で発育が良くない株では、発色が不十

分な場合が見られるが、48 時間まで培養する事で

検出が可能となった。以上の事から本培地は、

MDRP選択分離培地として有用である。連絡先：

0463-93-1121 
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Clostridium difficile 選択分離培地「chromID C.difficile」の検討及び当院での

運用 

小塩智康,長澤美知子,澤山あい,木村裕子,相馬はな,松本功,阿部励一,

高木靖子,藍田仁史（横須賀共済病院） 
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【はじめに】Clostridium difficile感染は抗菌薬

関連下痢症・腸炎として経験される。本菌は院内

感染対策上重要な菌であり、迅速な結果の報告は

臨床対応の有益な情報となる。今回 24時間嫌気培

養で特徴的な黒色コロニーを形成する「chromID 

C.difficile」（sysmex・biomerieux）の検討及び

導入による報告日数短縮について報告する。 

【方法】1）C.difficile 標準菌株を用いた発育性

能確認。2)標準菌株(E.coli, B.fragilis)、臨床

分離株（C.perfrigens）を用いた抑制確認。3）臨

床検体を用いた C.difficile 発育確認及び他の菌

の発育抑制確認。4）培養法と C.difficile迅速診

断キット「C.DIFF QUIK CHEKコンプリート」（アリ

ーアメディカル）の比較検討を実施。 

【結果】1)C.difficile標準菌株での発育性能は、

24 時間培養で黒色コロニーの発育を示し、良好な

結 果 と な っ た 。 2) E.coli, B.fragilis, 

C.perfrigensの発育は無く、抑制は良好であった。 

3) 糞便での CDトキシン・抗原検査（C.DIFF QUIK 

CHEKコンプリートで実施）依頼のあった 11検体に

ついて発育確認及び他の菌の発育抑制確認を実

施。24 時間培養で 5検体から黒色コロニーが発育

し、C.difficileと確認できた。検体塗布部に細か

いコロニーの発育があったが、黒色コロニーでは

なく判別は容易で、発育抑制も良好であった。4）

C.difficileの発育が確認できた 5検体は、糞便か

らの C.difficile抗原検査は全て陽性であった。 

【まとめ】chromID C.difficile は 24時間培養・

黒色コロニーが特徴の培地である。検討結果は良

好であり C.difficile 選択分離培地として有用で

あると思われた。従来は報告まで約 5 日要してい

たが、chromID C.difficileを用いることで約 3日

での報告が可能になり、2日間の短縮となった。さ

らなる報告日数の短縮が可能であるか追加検討を

行う。 

 

 

当院で検出された超多剤耐性結核の報告 

関根 由貴 

（川崎市立井田病院） 
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【はじめに】 

日本の結核罹患率は人口 10万対19.8人（2007年）

で、大都市圏では結核発生率が全国平均の 1.5倍と

されており、川崎市・横浜市はともに高い発生率

を示している。 

当院は結核病床 40床を有し、川崎市・横浜市北部

を中心に結核患者を受け入れており、この地域の

結核の治療の一旦を担っている。 

当院入院患者より、超多剤耐性結核菌が検出され

たため報告する。 

 

【症例】 

38歳男性。既往歴特になし。2013年 3月、咳と痰

が続くため、クリニックを受診。感冒薬で様子を

みたが症状改善せず、5月に再受診した結果、胸部

レントゲン写真で右肺野に気道散布影を認め、喀

痰検査で結核菌PCR陽性となった。同月、加療目

的のため当院を受診し、入院となった。 

 

 

薬剤感受性検査で多剤耐性結核菌が疑われため、7

月に複十字病院に転院となった。 

 

【細菌学的特徴】 

当院受診時の喀痰検査は塗抹 3+、結核菌 PCR 陽

性。MGIT液体感受性検査では INH、RFP、SM、

EB すべて耐性であった。小川比率法では INH、

RFP、SM、EB、KM、LVFXが耐性であった。 

 

【考察】 

今回の患者は結核菌初回検出であり、既往歴も特

になかった。このような患者から超多剤耐性結核

菌が検出されることがあるため、検査をする際に

は十分に注意する必要があると考えられる。 

当日、過去の多剤耐性結核菌のデータとともに報

告する予定である。 
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Rapidパネルの使用により血液培養からVibrio cholerae non-O1 non-O139を迅速に

検出しえた 1例 

○池野 陽子，田中 洋輔，安西 桃子，大野 達也，高木 俊弘 

（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 臨床検査部） 
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【はじめに】Vibrio cholerae は胃腸炎のみでなく

胆道感染や創傷感染の起炎菌となることが知られ

ているが、血液からの分離は稀である。今回、   

V. cholerae non-O1 non-O139 による菌血症にお

いて迅速に菌種同定に至った Rapid パネルの使用

例について報告する。【症例】81歳女性。狭心症で

当院にてフォロー中。1日 20回程度の嘔吐があり、

改善がなく当院救急外来を受診された。血液培養

よりV. cholerae non-O1 non-O139が検出され、

後の便培養でも同菌を認めた。胆道系酵素上昇と

CT 画像から急性胆管炎を疑い胆嚢ドレナージを

施行したが、胆汁培養から菌は検出されなかった。

【細菌学的検査】第 4病日に提出された血液培養 2

セット中１セット(好気･嫌気)が培養開始から11時

間で陽転し、グラム染色で湾曲するグラム陰性桿

菌が認められた。血液培養液を分離剤入り採血管

を用いて遠心し、得た菌液を精製水で 1回洗浄後、

McFarland 0.5 に調整した。Rapid plus Neg 

Combo 3.11(シーメンス)に接種し、測定開始から 

約 2 時間で高確率で V. cholerae と同定されたた

め、食塩加ペプトン水と TCBS 寒天への接種を追

加した。当日中にオキシダーゼ陽性と TCBS 寒天

にて白糖分解の集落を確認し、V. choleraeの可能

性を臨床に報告した。翌日、羊血液寒天でβ溶血

を示す集落を分離し、食塩加ペプトン水には 0%、

3％で発育があった。さらに、コレラ血清型テスト

では免疫血清で O1(－)、O139(－)であったが、コ

レラ菌AD(デンカ)で a及び cに弱い凝集を認めた

ため、衛生研究所に精査を依頼した。Neg Combo 

6.11J (シーメンス)、IDテストEB-20 (日水)でも共

にV. choleraeと同定され、後日、精査の結果CT(－)

との報告があった。【まとめ】本菌の感染源は不明

であったが、急性胆管炎から菌血症を起こしたも

のと考えられた。今回、Rapid パネルの使用によ

り、早期にV. choleraeを想定した検査を進めるこ

とができた。血液培養液から直接調整した菌液を

用いることで、より迅速な報告に繋がり、有用で

あると考えられた。 

 

 

 
 

便から検出された Vibrio fluvialisの 1症例 

高田正昭 大野匡之 先崎敏子 

（横浜栄共済病院） 
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【はじめに】Vibrio fluvialis は海水、及び沿岸の

泥土等の環境材料や、魚介類に分布する食虫毒の

原因菌である。今回我々はVibrio fluvialisを便か

ら検出したので報告する。 

【症例】60 歳、男性、腹痛、腹部膨満感、嘔吐、

水様性下痢があり、かかりつけの病院に受診、イ

レウス疑いで点滴加療で帰宅する。翌日に腹痛憎

悪があり、休日診療所から当院を紹介され、受診

する。 

【検査データ】受診時の検査では、WBC9,400/μl

（Mono16.8%）、CRP21mg/dl あり、腹部 XP,CT

で小腸壁肥厚を認め、急性腸炎として当院に入院

となり、便培養も提出された。 

【細菌学的検査と結果】TCBS寒天培地において、

3～4mm の黄色コロニーを多数確認した。生化学

的性状は、チトクロームオキシダーゼ試験（＋）、

コレラ免疫血清及びコレララテックス凝集試験

（－）、TSI(A/A)ガス（－）、インドール試験、（－）、

VP試験(－)、BTB培養（－）、1%ペプトン水加食 

 

塩耐性試験 1%（－）、3%（＋）、6%（＋）、8%（微

＋）、10%（－）であった。菌の同定はVITEK2（シ

スメックスビオメリュー）にて Vibrio fluvialisと

同定した。 

【経過】抗菌薬について、入院当初はスルバクタ

ム/アンピシリンを投与されていたが、 Vibrio 

fluvialis 同定後はレボフロキサシンに変更して治

療された。その後患者の症状は徐々に緩和して回

復に向かい、入院から 10日後に完治退院となる。 

【考察】今回私達は、初めて Vibrio fluvialisを経

験した。TCBS 寒天培地で白糖を分解した大きな

黄色コロニーを確認した場合は、コレラ菌との鑑

別試験を速やかに実施し、臨床側へ報告する必要

性があると改めて感じた。 

 

 

 

 

連絡先 045-891-2171（内線 184） 
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MMP-3測定試薬｢LZ ﾃｽﾄ‘栄研’MMP-3｣の基礎的検討 

○福崎 裕子 小笠原 篤 間瀬 浩安 野崎 司 篠生 孝幸（東海大学医学部付属病院 

臨床検査技術科）浅井 さとみ 宮地 勇人（東海大学医学部基盤診療学系 臨床検査学） 
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【目的】MMP-3は線維芽細胞や滑膜細胞から分泌さ

れる蛋白分解酵素である.血中 MMP-3は関節滑膜増

殖時に上昇するため,関節の炎症や破壊のﾏｰｶｰと

して有用であり,関節ﾘｳﾏﾁの予後を予測する指標

として期待されている.今回我々は,｢LZ ﾃｽﾄ‘栄研’

MMP-3｣の基礎的検討を行ったので報告する. 

【方法および結果】機器は日立 7700形自動分析装

置 P ﾓｼﾞｭｰﾙ,検討試薬は「LZ ﾃｽﾄ‘栄研’MMP-3」(以

下 LZ)および対照試薬は｢ﾊﾟﾅｸﾘｱ MMP-3｣を用いた. 

①直線性は約 1200.0ng/mL の試料を用いて段階希

釈して行った結果,1200.0ng/mL まで原点を通る直

線性が得られた.②自動希釈再検機能を利用した

直線性の確認は,800.0ng/mL 以上で再検を行うよ

うに分析条件を変更し確認した結果,自動再検後

は高値傾向を認めた.自動再検による希釈を生理

食塩液(生食法)およびｻﾝﾌﾟﾙ量を減量して行う方

法(減量法)で確認した結果,直線性を示した.③低

値直線性は約 420.0ng/mLのﾌﾟｰﾙ血清を用いて段階

希釈して行った結果,原点を通る直線性が得られ 

 

た.④ﾌﾟﾛｿﾞｰﾝ現象の確認は,約 2000.0ng/mLの試料

を段階希釈して行った結果,ﾌﾟﾛｿﾞｰﾝ現象はみられ

なかった.⑤±2.6S.D.法による検出限界は

11.6ng/mL であった.⑥対照試薬との相関(n=163)

は y=0.96x+1.9,r=0.990 であった.血清とﾍﾊﾟﾘﾝ血

漿の相関(n=50)は y=1.01x+1.18 r=0.999 であっ

た.⑦同時再現性(n=10)はﾌﾟｰﾙ血清,QC-L および H

を用いて行った結果,C.V.=0.9～4.4%であった.⑧

日差再現性(n=15)はﾌﾟｰﾙ血清,QC-L および H を用

い,初日のみｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝを行った結果,C.V.=0.7～

3.7%であった.⑨共存物質の影響は干渉ﾁｪｯｸ A ﾌﾟﾗｽ

および高値ﾘｳﾏﾄｲﾄﾞ因子(300.0IU/mL)を用いて調

べた結果,影響のある物質は認められなかった. 

【考察】本試薬の基本的性能は良好であった.血中

MMP-3測定を日立 7700形自動分析装置 P ﾓｼﾞｭｰﾙの

自動希釈再検機能を使用する場合は,生食法ある

いは減量法を用いる必要がある.また,ﾍﾊﾟﾘﾝ血漿

と高い相関性を認めたため,血漿を用いた迅速検

査の適応も可能である. 

 

直接ビリルビンが優位な増加を示した自己免疫性溶血性貧血の病態解析について 

山口ひとみ1）土筆智晶1）藤村善行1）岡田由紀1）遠藤成子1）中﨑広子1）内田一弘1） 

棟方伸一1）狩野有作1)2）（1.北里大学病院  2.北里大学医学部臨床検査診断学） 
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【はじめに】自己免疫性溶血性貧血（autoimmune 

hemolytic anemia；AIHA）で直接ビリルビン

（D-BIL）値が優位に増加した症例を経験した。

D-BIL 高値の原因として、δビリルビンの測り込

みが疑われ、検討を行ったので報告する。 

【測定試薬】化学酸化法を原理とする総ビリルビ

ンE-HAテストワコー（和光純薬；和光TB）およ

び和光 DB を用いた。比較対象試薬として、酵素

法を原理とするイアトロ LQ(三菱化学メディエン

ス)を用いた。 

【症例】72歳、男性。他院にてAIHA再発と診断

されたが溶血発作の改善が見られないため、当院

血液内科へ転院となった。入院 2 日目、T-BIL 

48.4mg/dL、D-BIL 41.6mg/dLを示し、D-BIL値

が優位を呈した。 

【方法】測定機器は BM8040（日本電子）を用い

た。以下に、検討内容を示す。1）和光試薬におけ

る反応タイムコースの評価、2）和光試薬とイアト

ロLQ試薬との相関、3）δビリルビン値の推定 

 

【結果】1）反応タイムコースに問題はなく、非特

異的反応は認められなかった。2）T-BILは、和光

TB試薬およびイアトロLQ試薬において、良好な

一致性を示した。他方、D-BIL は和光 DB 試薬に

比較し、イアトロLQ試薬では低値となった。3）

δビリルビン値は、2.3～3.1mg/dL と推定された。 

【考察】本検討結果より、和光DB試薬において、

δビリルビンの測り込みが示唆された。しかし、

δビリルビン推算値より、さらに別の原因が考え

られた。その後、症状改善に伴い肝生検を施行し

たところ、AIHA に加え胆汁うっ滞性肝炎の存在

が認められる所見であった。 

以上より、D-BIL 高値における原因の１つとし

て、δビリルビンの測り込みという測定原理上の

要因が確認された。さらに、AIHA による非抱合

型ビリルビンの上昇と胆汁うっ滞性肝炎による抱

合型ビリルビンの上昇という病態による要因が推

測された。 
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著名な白血球増多症を発熱で発症し 

タシグナが有効であった慢性骨髄性白血病（CML）1症例 

高田 祐輝 

（湘南鎌倉総合病院） 
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症例 

患者  46歳男性 

主訴  WBC増加、発熱 

現病歴 2012/1/27 発熱が持続するため当院内科

受診その際の採血で WBC 3496×10^2/uL  Hb 

7.3g/dl LDH 1033IU/l のため急性白血病疑いで血

液内科コンサルトとなった。 

 

2012/1/30血液内科受診採血・マルク施行し 

WBC 3413×10^2/uL  Hb 7.2g/dl PTL 57.6×

10^4/uL  NAPスコアー83 LDH 1153IU/l   

骨髄は、ドライタップであり生検では、極めて過

形成な骨髄であり、顆粒球系と巨核球系が増加し

ていた。 

また、間質の繊維化が認められた。染色体検査で

は、FISH法にてBCR/ABLを認めた。 

 

2012/2/9慢性骨髄性白血病（CML）と診断 

タシグナ 800ｇ/日を開始 

吐気、筋肉痛などが認められたが徐々に症状は改

善し 

1 ヶ月後には WBC 1524× 10^2/uL LDH 

532IU/l   

2ヶ月後にはWBC 87×10^2/uL  LDH 231IU/l 

3ヶ月後にはWBC 66×10^2/uL LDH 141IU/l 

マルクでは、BCR/ABL（FISH法）0% 

6ヶ月後にはPCR 300コピー 

1年後にはPCR <50コピーまで回復し現在経過観

察中 

 

今回当院では、急性白血病の様な症状に対しての

タシグナ服用にて効果がみられた 

慢性骨髄性白血病（CML）を経験したので報告す

る。 

 

 

ヘパリン類および FXa阻害薬に対する 4種類の APTT試薬感受性の比較 

大谷 政樹 

（聖マリアンナ医科大学病院） 
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【目的】抗凝固薬使用時には凝固時間によるモニ

タリングが行われてきたが、未分画ヘパリン（UH）

では測定試薬によって感受性が異なることが報告

されている。また近年、活性化凝固第X因子（FXa）

に指向性の高い薬剤が使用されるようになり、通

常の凝固検査ではモニタリングが困難であること

が指摘されている。そこで、ヘパリン類に加えフ

ォンダパリヌクス Na（FN）およびリバーロキサ

バン（RX）に対する 4種類のAPTT試薬の感受性

について比較検討を行った。 

【方法】健常人プール血漿にUH（0.13-0.5 U/ml）、

低分子量ヘパリン（LH：0.06-0.5 U/ml）、ダナパ

ロイドNa（DN：0.25-1.0 U/ml）、FN（0.25-1.0 µ

ｇ/ｍｌ）、RX（62.5-500 ng/ml）を添加し、トロ

ンボチェック APTT-SLA、データファイ APTT

（Sysmex）、HemosIL シンサシル APTT および

HemosIL APTT-SP（三菱化学メディエンス）を用

い、前者の2試薬はCA-7000、後者の2試薬はACL 

TOP500で測定した。 

【結果】4 試薬による APTT はいずれも添加した

薬剤濃度依存性に延長し、最大濃度／無添加で求

めた延長度は、UH：2.4～6.2 倍、LH：1.4～2.0

倍、DN：1.8～2.5倍、FN：1.1～1.2倍、RX：1.7

～2.1倍であった。4試薬間の差は、UHが最も大

きく、FNが最小となった。 

【考察】FXa に対して指向性が高い薬剤では、凝

固時間によるモニタリングは推奨されないと添付

文書に記載されているが、出血の危険性を感知す

る何らかの指標は必要と考えられる。今回、各添

加試験で全ての薬剤・試薬において APTT は濃度

依存性に延長が認められたが、FNに対する感受性

は低い結果となった。また、4試薬間の感受性の差

は、UHで顕著であったが他の薬剤においても認め

られた。FNは何れの試薬でも感受性は低くAPTT

によるモニタリングは難しいと考えられたが、他

の薬剤では、試薬選択によってある程度の、特に

過量投与時の指標となり得る可能性が示唆され

た。 
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AML with myelodysplasia-related changes(AML/MRC)における細胞異形成と後天

性染色体異常の関係について 

 

○荒川 聡，権藤 和美，増川 敦子，大島利夫， 

(東海大学医学部付属病院臨床検査技術) 
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【 目 的 】 AML with myelodysplasia-related 

changes(以下AML/MRC)の診断基準は、WHO分

類 第 4 版 (2008) に お い て 、 Multilineage 

myelodysplasia(以下 MLD)に骨髄異形成症候群

(以下 MDS)既往および関連する染色体異常が加わ

った AML と位置づけられた。今回、我々は

AML/MRC 症例における診断基準の相互関係を明

らかにするため、MDS既往、染色体異常、細胞異

形成およびFAB病型について調べた。 

【対象】対象は 2008 年 4 月から 2012 年 11 月に

骨髄検査にて AML/MRC と診断された 25 例であ

る。内訳は男性 16人、女性 9人(年齢は 35～80歳:

平均 67歳)である。 

【方法】骨髄染色体検査はG-分染法にて観察した。

骨髄塗抹標本は May・Giemsa 染色標本にて形態

を観察した。また臨床経過からMDSの既往を調べ

た。 

 

【結果】（1）MDS の既往が確認できたのは 25 例

中 10 例であった。（2）染色体検査で AML/MRC

と診断できる異常があったのは 14例、正常核型 7

例、その他異常核型 3 例、分裂像が得られなかっ

たのが 1例であった。（3）2系統以上において各血

球系統の異形成が 50％以上ある MLD が 25 例中

16 例であった。また塗抹標本上に巨核球が認めら

れないため、巨核球系の形態評価が出来ない症例

が 15例であった。（1）+（2）は 6例、（2）+（3）

は 6例、（1）+（3）は 6例、（1）+（2）+（3）は

4 例であった。FAB 分類は M1 が 1 例、M2 が 7

例、M4が 1例、M5aが 4例、M6が 1例、RAEB-T

が 11例であった。 

【結語】AML/MRC は細胞形態の病型に多様性が

見られ、MDSの既往がある症例は、染色体異常の

頻度が高い。染色体正常でも異形成所見が著明で

ある症例がある 

 

尿試験紙による P/C比・A/C比の評価 

村上利恵 野崎 司 間瀬浩安 田中由美子 篠生孝幸 浅井さとみ 

宮地勇人      （東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科） 
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【 】 

尿試験紙による尿蛋白測定は、尿の希釈・濃縮

状態により過小あるいは過大評価される。尿試験

紙でクレアチニン(Cre)およびアルブミン(Alb)を

測定することで、クレアチニン補正した蛋白/クレ

アチニン比(P/C 比)、アルブミン/クレアチニン比

(A/C 比)が算出可能となり、尿の性状にかかわら

ず、尿蛋白量をより正確に知ることが可能となっ

た。 

【 】 

東海大学医学部臨床研究審査委員会の承認を得

た、33,418 検体を対象とし、尿蛋白について尿試

験紙法と定量法を比較した。また、P/C比における

希釈尿の割合を入院・外来で調査した。 

【 】 

尿試験紙法と定量法との一致率は Cre 83.1%、

Alb 80.3%、蛋白 78.7%、A/C 比 77.8%、P/C 比

85.8%であった。さらに±1ランク一致率はそれぞ

れ 99.5%、98.3%、99.7%、99.9%、99.9%であっ 

 

 

 

 

た。試験紙法の尿蛋白陽性で、P/C 比 Normal は

5.3％(1,094/20,777 件)、A/C 比 Normal は 3.5％

(717/20,777 件)であった。尿蛋白陰性で A/C 比陽

性は 8.7％(1,808/20,777 件)であった。また、希釈

尿は、P/C比12.9％(2,689/20,777件)、A/C比12.0％

(2,496/20,777件)であった。P/C比における希釈尿

の内訳の割合は、外来 12.8％(2,896/22,668件)、入

院 20.9％(1,394/6,677件)であった。 

【 】 

 尿蛋白陽性で、P/C 比または A/C 比が正常は約

5％あり、濃縮尿による過大評価が考えられる。ま

た、尿蛋白陰性で A/C 比が陽性は約 9％あり、従

来の試験紙では検出困難であった微量アルブミン

の存在が示唆される。希釈尿は約 12％あり、正し

い評価をするには、最も濃縮された早朝第 1 尿で

の再検査が望ましい。外来と入院で希釈尿の割合

が異なり、入院患者の尿は点滴の影響が大きいと

考えられる。 

連絡先 0463(93)1121 内線 6095 
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潜血反応を利用した尿沈渣検査の精度管理 

○野崎司  間瀬浩安  田中由美子  山﨑真一 篠生孝幸（東海大学医学部付属病院 

臨床検査技術科）浅井さとみ 宮地勇人（東海大学医学部 基盤診断学系 臨床検査学） 
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【はじめに】 

 臨床検査にとって精度管理は欠かすことのでき

ない重要な日常業務の１つである。しかし、尿沈

渣検査における精度管理は、フォトサーベイを除

きほとんど実施されていないのが現状である。 

 今回われわれは、尿試験紙による潜血反応と尿

沈渣赤血球数の各陽性率を用い、尿沈渣検査の精

度管理を試みたので報告する。 

【対象】 

東海大学医学部付属病院で、尿沈渣検査が提出

された入院・外来の随時尿 10,770検体を対象とし

た。本研究は、東海大学医学部臨床研究審査委員

会にて承認を得ている（12R-106） 。 

【方法】 

１．尿沈渣検査を行った検体の潜血反応、尿沈渣

赤血球数および鏡検担当者を抽出した。 

２．陽性率を求めるうえで、潜血反応は±以上を

陽性とし、尿沈渣赤血球数は 1～4 個/HPF 以上を

陽性とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．鏡検担当者 9 人における技師別の潜血反応お

よび尿沈渣赤血球数の陽性率を求めた。 

４．鏡検担当者別に尿沈渣赤血球の陽性率を潜血

反応陽性率で割り、補正した尿沈渣赤血球陽性率

（補正陽性率）を求めた。 

【結果】 

 全検体における補正陽性率は 72.5%で、技師別

では最小値 64.1％～最大値 91.4％と技師間差を認

めた。また、月別にみた技師個人内の補正陽性率

をみると個人内でも差を認めた。 

【考察】 

 尿沈渣赤血球の判定において鏡検担当者の技師

間差および技師個人内差を認めた。尿沈渣検査は、

定性的な面（赤血球を正しく判定）と半定量的な

面（赤血球が何個）を兼ね備える。尿沈渣検査の

精度管理で行われるフォトサーベイは定性的な面

を知る方法であるが、半定量的な面を知ることは

困難である。本法を用いることで半定量的な精度

管理が可能となり、技師間差の是正に繋がる。 

 

夜間尿よりヘモジデリン顆粒が検出された血色素尿症の一症例 

○伊藤 恵子、丸山 博志、川口 幹夫、都丸 克浩、藍田 仁史、

中村 典彦、田村 禎一（横須賀共済病院） 

田村 禎一 （横須賀共済病院） 

（横須賀共済病院） 
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【はじめに】尿色調が赤褐色～褐色で、潜血反応

が陽性を示す場合、血尿・血色素（ヘモグロビン）

尿・ミオグロビン尿が考えられる。今回、褐色の

夜間尿よりヘモジデリン顆粒が検出された血色素

尿症の一症例を経験したので報告する。 

【症例】16歳男性、2012年 12月、夜間に数回の

肉眼的血尿があると近医を受診。血液検査正常、

腎臓・膀胱の超音波検査では異常が認められず、

本院を紹介されて受診。 

【検査結果】受診時採取の尿色調：麦藁色。尿定

性：潜血反応（±）、蛋白（－）で肉眼的血尿も見

られないため、血尿が出た時の尿を改めて持参し

てもらうことになった。夜間採取の尿色調：褐色。

尿定性：潜血反応（3＋）、蛋白（2＋）、尿糖（－）、

ビリルビン（－）、ウロビリノーゲン（±）、 

白血球反応（－）。尿沈渣目視鏡検：RBC 1-4 個

/HPF、WBC 0-1個/HPF、尿細管上皮 1-4個/HPF、 

硝子円柱 10-19個/WF、顆粒円柱 5-9個/WF、ヘ

モジデリン顆粒・円柱（＋）。血液検査：RBC 4.56 

 

 

 

×106/μl、HGB 13.7 g/dl。追加検査：血中ハプト

グロビン 28.2 mg/dl、HAM試験（－）、ショ糖試

験（－）。 

【結語】日中の受診時採取尿は正常尿で、夜間採

取尿よりヘモジデリン顆粒が検出されたことか

ら、発作性夜間血色素尿症が頭に浮かぶ。しかし

追加検査の血中ハプトグロビンは減少傾向にあっ

たが、HAM試験・ショ糖試験の結果は（－）であ

った。さらに医師の問診により、学校の剣道部の

部活動があった夜に血尿があることが判明した。

結果、強い打ち込み動作による足底の微細血管内

での赤血球破壊が溶血を起こし、血色素尿となる

行軍症候群と診断された。今回、尿中ヘモジデリ

ン顆粒を認める疾患として初めての症例であり、

この貴重な経験を今後の日常検査に活かすととも

に、さらなる知識および技術の向上を目指してい

きたい。 
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撮像画像を用いた尿中有形成分分析装置U-SCANNERⅡによる異型細胞の検出の

有用性について 

○森 合美 松見裕子 村山幸弥 

 （東芝林間病院 臨床検査科） 
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【はじめに】膀胱がんは、膀胱内腔に向かって発

育・増殖するため、尿中に癌細胞が最も多く剥離

し、尿沈渣検査における異型細胞の検出は重要で

ある。近年、尿沈渣検査を分析装置と鏡検で併用

する施設が増えている。分析装置導入施設では、

潜血反応が陽性の場合、要鏡検にすることで異型

細胞のスクリーニングを行うため、潜血の有無は

重要な所見となる。しかし、膀胱がんの初発症状

は肉眼的血尿であるが間欠的で常に血尿を呈する

訳ではない。今回、撮像画像を用いた尿中有形成

分分析装置U-SCANNERⅡ（以下、USⅡ）（東洋

紡（株））における異型細胞の検出について検討し

たので報告する。 

【対象】2012年 2月から 2013年 9月までに異型

細胞を認めた 50症例を対象とした。 

【要鏡検基準】尿潜血・尿蛋白 1＋以上（腎臓内科

尿蛋白±以上）、血球毎視野 10 個以上、扁平上皮

細胞以外の細胞成分、円柱、その他異常成分など。 

【方法および結果】全症例においてUSⅡの測定お 

よび撮像画像の判定を実施し、要鏡検基準により

鏡検を行った。異型細胞を認めた症例の尿潜血の

内訳は、（－）が 24％（12/50）、（±）が 8％（4/50）、

（1+）が 6％（3/50）、（2+）が 10％（5/50）、（3+）

が 52％（26/50）であり、半数以上に血尿を認めた

が、尿潜血陰性が約 30％を占めた。尿潜血（－）

と（±）を呈した 16症例におけるUSⅡの上皮細

胞の判定は、10 症例が尿路上皮細胞、6 症例が扁

平上皮細胞であった。扁平上皮細胞と判定した症

例では、USⅡで判定した赤血球と尿潜血に不一致

は無く、通常、自動確定される結果であった。尿

潜血（1+）以上の症例では尿沈渣成分が多数認め

られ、画像の判断は困難であった。 

【考察】一般に膀胱がんは血尿を伴う。今回の検

討でも半数以上に血尿を認めたが、尿潜血陰性を

示す症例も認めた。USⅡは撮像機能をもち、画像

を目で確認することが可能である。尿潜血陰性で

認められた異型細胞の検出には撮像画像を用いる

ことが重要である。（連絡先 042-742-3577） 

 

小規模地区精度管理事業における尿沈渣サーベランス運用の試み 

○佐久間 理、飯野 隆浩、奥山 竜紀、磯崎 真紀、高橋 信一、 

日比野 俊一 （西湘地区サーベイ委員会一般検査部） 
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【はじめに】西湘地区では長年小規模地区精度管

理事業を行ってきた。年一回のペースで来年３０

回目を迎える。開始当初は地区の精度管理を中心

に行ってきたが、近年大手外部精度管理事業との

差別化のため知識と意識の向上に重きを置き各分

野取り組んでいる。私たち西湘サーベイ委員会一

般検査部も例外ではなく、尿沈渣検査の基礎レベ

ル向上につながるサーベランスを行うためにはど

のような方法がよいのか試行錯誤を行った。 

【目的】フォトサーベイではなくより日ごろのル

ーチンに近いサーベイ方法の立案検討を行った。 

【期間および対象】 

平成２０年より平成２５年１９施設を対象に行っ

た。 

【方法】ルーチンに近い尿沈渣サーベイを行うた

め模索した結果、疑似検体の作成およびバーチャ

ルスライド法の二つを試みた。疑似検体はより血

球や細胞成分が変性せずかつ長持ちする保存液の

選定および調合を行った。バーチャルスライドは

実際の尿沈渣検体を撮影し、よりルーチンに近い 

体験ができるよう、さまざまな加工を行った。今

まで行ってきたサーベイ項目などに付随する形で

テスト運用を行い検証した。 

【結果】疑似検体では初めのうち沈渣成分の変性

防止を重視し、さまざまな保存液の試作調整を試

みた。一部の保存液では数日間の変性防止に効果

を示したが、実際の運用面で物理的な問題が生じ

断念せざる得ないことがわかった。その代替案と

してバーチャルスライド法にいたったが、開始当

初作成した試作一号はあまりにも稚拙なため各方

面から酷評をいただく結果となった。だが、大き

な変更や改良を加えることで、本年行われたサー

ベイでは一定の評価を得ることができた。 

【結語】本年度行われたサーベイでは一定の評価

を得ることができたが、まだまだ実際の尿沈渣と

比べると見にくく、改善点は多く残っている。今

後はよりルーチンで行われている尿沈渣を実感で

きるサーベイ試料の作成を行いっていきたい。 
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唾液採取方法における唾液中ヘモグロビン検査への影響 

○森 合美 1) 松見裕子 1) 村山幸弥 1) 品川満寿美 2) 金井郁代 2) 

[1）東芝林間病院 臨床検査科，2）同 歯科口腔外科] 
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【はじめに】歯周病は出血や炎症を伴う難治性の

疾患であり、40歳以上の約 8割が罹患している。

歯周病検査の 1 つである唾液中 Hb 検査は、専用

ガムを 5 分間噛み、採取した唾液を便潜血自動分

析装置で測定する検査である。唾液採取専用ガム

は歯と歯肉に負荷をかけることで歯肉からの出血

を促すため、ガムの噛み方が出血の程度に深く関

係する。また、歯肉からの出血は日内変動がある

という報告もある。今回、唾液採取方法および日

内変動の検討を行ったので報告する。 

【対象】職員30歳から63歳の40名を対象とした。 

【方法】①食事や歯磨きから 2 時間以上経過後、

ガムの噛み方を制限せずに 5 分間噛んだ場合と、

左右各 2 分間、前 1 分間の計 5 分間、ガムの噛み

方を制限した場合の唾液を採取し、唾液中Hbと唾

液量を測定した。③プロービング検査（歯周ポケ

ットの測定）を実施し、CPI 値（地域歯周疾患指

数）と唾液中Hb値を比較した。⑤8時から 16 時

まで 2時間おきに唾液中Hbを測定した。 

 

【結果】CPI 値と唾液中 Hb の一致率は、噛み方

を制限しなかった場合が 55％(22/40)、制限した場

合（歯全体）が 68％（27/40）であった。また歯全

体で噛む方が高値傾向を示し、有意差を認めた（p

＜0.05）。29 名における歯周病の部位は、左右片

側・前のみ 6名、左右両側 13名（大部分が臼歯）、

全体 10名であった。唾液量は歯周病を認めた約半

数が 4mL以下であったが、ガムの噛み方に有意な

差は認められなかった。唾液中Hbの日内変動は、

6 名中 4 名が 8 時と 12 時に低値傾向、5 名が 16

時に高値傾向を示した。重症な歯周病の 2名では 8

時に低値傾向を示し、その後高値となった。 

【考察】歯周病は局所的に認められ、前歯にも存

在した。ガムを噛む際は、一般に奥歯で噛むこと

が多く、検査の際は予め前歯と左右の奥歯で均等

に噛むよう指導が必要である。また、出血は日内

変動を生じている可能性があり、一定な時間帯や

環境下での唾液採取が重要であると思われる。 

（連絡先 042-742-3577） 

 

 

naphthol ASD chloroacetate esterase 簡便染色法の検討 

鈴木 孝夫 小島 朋子 小林 美和子(昭和大学横浜市北部病院 臨床

病理検査部病理) 磯﨑 勝 (小田原市立病院 病理診断科) 
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【はじめに】骨髄生検などで頻用されるnaphthol 

ASD chloroacetate esterase染色（以下，NASDCE

染色と略）は，反応液を用時調整せねばならず，

緻密さと手際の良さが要求される比較的煩雑な染

色の一つである，我々は，NASDCE染色を安定で簡

便な方法とすべく検討を行ったので報告する． 

【材料・方法】骨髄生検のホルマリン固定パラフ

ィン切片を用いた．NASDCE染色は，Lederらの方法

に準じ，以下の手順で行った，①脱パラフィンし

た切片を蒸留水に浸漬 ②反応液：4%NewFuchsin・

2N-HCl 0.1mlと4%亜硝酸ナトリウム水 0.1mlを混

合振盪し，60秒後に0.1Mリン酸緩衝液（pH7.4）を

38ml添加し，2～3秒混和，素早く0.2%Naphthol ASD 

chloroacetate・N,N-dimethylformamideを2ml加え

2～3秒混和，濾過し，直ちに切片と37℃30分間反

応させた（基準法）．調整後0分～30分間経過した

反応液を3分間隔で1.5mlのマイクロチューブに入

れ，ヒスト・テック ピノ（サクラファインテック

ジャパン）にて急速冷凍し，ディープフリーザー 

中に保存した（凍結保存液）．3ヶ月後，凍結保存

液を急速解凍し，同一検体に37℃30分間反応させ，

基準法と比較した． 

【結果】調整直後の凍結保存液は，基準法と同等

の染色性を示し，その後経時的に反応強度は減弱

し，調整後30分間経過した反応液ではほとんど反

応物を認めなかった． 

【考察】本染色は，基質（Naphthol ASD chloro 

acetate）に本酵素（NASDCE）が作用することによ

り生じるナフトールとジアゾニウム塩が反応し，

不溶性のアゾ色素を形成することに基づいている

が，ジアゾニウム塩は非常に不安定なため短時間

で副反応によりフェノール化合物となって不活化

してしまう．今回の検討結果もそれを示唆してい

た．今回の結果より，調整直後の反応基質液を急

速凍結保存しておけば，用時調整の手間が省け，

簡便にNASDCE染色を行うことが可能となった． 
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内因性ペルオキシダーゼ除去に関する検討 

小島 朋子 鈴木 孝夫 小林 美和子 

（昭和大学横浜市北部病院臨床病理検査部病理） 
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【はじめに】現在，酵素抗体法において，内因性

ペルオキシダーゼの阻止は必須とされており，過

酸化水素水などによる前処理を行うことが定石と

なっている．一方で，抗原賦活を目的とした加熱

処理により，内因性ペルオキシダーゼは失活する

との報告もなされている．そこで我々は，過酸化

水素水および加熱処理などによる内因性ペルオキ

シダーゼの除去効果および内因性ペルオキシダー

ゼ除去の必要性について検討したので報告する． 

【材料・方法】①健常成人の末梢血を塗沫し，3%

グルタルアルデヒド・60%アセトン固定（ICSH標

準法の固定液；以下，GAA固定と略），20%緩衝

ホルマリン（以下，BFと略）および 95%アルコー

ル固定（以下，AL固定と略）した．②前処理：0.3%

過酸化水素加メタノール 30分，10mMクエン酸緩

衝液（pH7）で，98℃，90℃，60℃で 10分加熱

処理，さらに 60℃は 1秒，5秒，10秒，30秒，1

分，5分，30分，1時間，2時間，4時間加熱処理

した．③ICSH標準法に準じ，ペルオキシダーゼ 

染色を行い，未処理（前処理無し）と比較した． 

【結果】GAA固定標本は 60℃1分で白血球のペル

オキシダーゼ活性はほぼ消失した．BF固定標本は

90℃10分，60℃2時間で消失した．AL固定標本

は 90℃10分の前処理でほぼ消失した．血液塗沫標

本において，加熱処理を行うことより，0.3%過酸

化水素加メタノール処理とほぼ同等の白血球内ペ 

ルオキシダーゼ除去効果を得た． 

【考察】今回の検討結果より，白血球内のペルオ

キシダーゼ活性はパラフィンブロック作製工程で

ほぼ消失しており、さらに抗原賦活を目的とした

加熱処理を行うことにより，内因性のペルオキシ

ダーゼを阻止することは可能であると考えられ

た．過酸化水素はエッチング作用のため背景染色

を招きやすいことや，CD4(1F6),PAX5(1EW)など

使用禁忌のマーカーも存在することから，必要以

上に過酸化水素処理を行うことは避けるべきであ

ると考えた．  

 

 

腎生検における免疫染色酵素処理時間の検討 

 

 島田 直樹，佐々木 真実，生澤 竜，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） 
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【はじめに】 

腎生検の病理診断は，光学顕微鏡標本，免疫染色

法，電子顕微鏡検査を行い総合的に判断される．

免疫染色は診断に欠かすことのできない検査で，

パラフィン切片を用いる免疫組織化学法と凍結切

片をもちいる蛍光抗体法があり，近年は感度の良

い蛍光抗体法が主流である．当院では免疫組織化

学法を用いて検査を行っている．今回は，その有

用性を高めるため，免疫組織化学法の前処理の時

間に着目し検討を行った． 

【材料および方法】 

材料は針生検された腎組織で膜性腎症，IgA腎症と

診断が確定した検体各５症例ずつを対象とした．

FLEX Envisionキットを用いて免疫染色を施し，

前処理にタンパク分解酵素（ProteinaseK）を用い

て，室温で 10 分，30 分，60 分と反応させた．1

次抗体は膜性腎症例には抗 IgG抗体，抗C5b-9抗

体を，IgA腎症例には抗 IgA抗体と抗C3c 抗体を

使用し，染色性，非特異反応について検討した．

また酵素処理後，HE染色とマッソントリクローム

染色を行い，酵素による組織損傷についても検討

した． 

 

【結果】 

膜性腎症の IgG は，反応時間が 10〜30 分で糸球

体基底膜に良好な染色性が得られた．C5b-9 では

30〜60分が良好であった．IgA腎症の IgA,C3cは

30〜60分にメサンギウム領域に良好な結果が得ら

れた．非特異反応はすべての抗体において，10 分

で強くみられたが，30，60分では少なかった．酵

素による組織損傷は，糸球体基底膜，上皮細胞や

内皮細胞に短い時間でおき，メサンギウム領域に

は長い時間でも影響は少なかった． 

【まとめ】 

腎生検における免疫染色では，酵素処理を行う場

合，常に一定の反応時間ではなく，その症例や用

いる抗体ごとに適応した条件で免疫染色を施すこ

とが重要と考えられた． 
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肝細胞癌における抗 Arginase-1抗体の有用性の検討 

芹澤昭彦，宮嶋葉子，小山田裕行，古田島繁美，渡具知 克， 

望月英紀，伊藤 仁（東海大学病院病理検査技術科） 
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【はじめに】アルギナーゼ（Arginase）とは，アルギ

ニンを尿素とオルニチンに加水分解する酵素であり

肝細胞に多く存在する．以前より，肝細胞および肝細

胞癌のマーカーとして，Hepatocyte Paraffin 1(以下、

HSA)や抗グリピカン３モノクロ－ナル抗体(以下、

GPC3)が知られているが，両抗体は共に感度が高いも

のの，いくつかの腫瘍で発現が認められる場合があ

る．今回，われわれは肝細胞に特異性が非常に高いと

言われる，抗 Arginase-1抗体について肝細胞癌およ

び他の腫瘍について検討を行ったので報告する． 

【対象および方法】当院にて組織学的に診断された肝

細胞癌(高分化型 20例、中分化型 20 例、低分化型 2

例)の 42 例，胆管癌 11例、肝内胆管癌、胆嚢癌は各

7例，肺腺癌，乳癌，胃癌，膵臓癌，大腸癌，転移性

肝癌（大腸癌），子宮体部類内膜腺癌，卵巣漿液性腺

癌，卵巣粘液性腺癌，腎細胞癌，前立腺癌，各 10例

の手術材料と肝硬変10例の針生検材料の10％ホルマ

リン固定パラフィン切片を対象とした． 

 

使用した抗体は，抗 Arginase-1抗体（CELL MARQUE：

日本ターナー取扱い）を 100 倍．自動免疫染色装置

Bond-MAX にて，加熱処理 ER1，30 分の条件で染色を

行なった．また，同時に GPC3(ニチレイ：1G12)と

HSA(DAKO：OCH1E5)の染色も行なった．腫瘍の 10％以

上に認めた症例を陽性とした． 

【結果】Arginase-1は核および細胞質に陽性を示し，

腫瘍全体に染まるものから部分的に染色されるもの

まで染色性は多様であった．肝細胞癌に対する感度は

81％(34/42)を示した．また，GPC3や HSA では，胆嚢

癌や胆管癌などいくつかの腫瘍で陽性を示した症例

を認めたが，Arginase-1 においては，他の腫瘍に対

しては全く反応を示さず，特異度は 100％であった． 

【まとめ】今回，検討した Arginase-1は，正常肝細

胞にも反応を示すため，良悪性の鑑別には使用できな

いが，今回検討した他の腫瘍には全く反応を示さず特

異性が高いことから、新しい肝細胞マーカーとして極

めて有用であると考えられた． 

 

 

乳腺原発悪性リンパ腫の一例 

牧野純、東幸仁、野崎真仁、小山剛司、今井宏樹、仲村武 

（横浜南共済病院） 
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【はじめに】乳腺原発悪性リンパ腫は乳腺悪性腫

瘍の 0.04～0.53％とまれな腫瘍である。今回われ

われは、背景に顆粒状物質を認め、診断に苦慮し

た乳腺原発悪性リンパ腫の一例を経験したので報

告する。 

【症例】80歳代、女性。右乳房に 3cm大の腫瘤を

自覚し来院．マンモグラフィーでカテゴリー4の境

界不明瞭な高濃度腫瘤を認め，腫瘤に対し穿刺吸

引細胞診を施行した。 

【細胞像】ライトグリーン好性を示す顆粒状物質

を背景に、N/C 比が高く裸核状で小型均一な異型

細胞が、散在性に多数出現していた。核は類円形

で一部にくびれ等の不整形がみられ、クロマチン

は顆粒状に増量し核小体がやや目立った。しかし、

一部の視野では顆粒状の胞体を有する様な異型細

胞が集塊状にみられた。以上の細胞所見より、悪

性リンパ腫を強く疑ったが顆粒細胞腫の可能性も

否定できなかった。 

【組織像】クロマチンの増量を示す異型単核細胞 

 

がびまん性に増殖していた。また、starry sky像が

認められた。免疫組織化学染色で異型細胞は、

CD20陽性、CD79a陽性、CD3陰性を示した。通

常のびまん性大細胞型 B リンパ腫より腫瘍細胞は

やや小型で、malignant lymphoma diffuse large B 

cell type Burkitt likeと診断された。 

【まとめ】本症例の背景にみられた顆粒状の物質

は、顆粒細胞腫にみられる微細な好酸性顆粒より

も粗大であり、悪性リンパ腫を穿刺吸引した際に

生じる細胞質断片とされる lymphoglandular 

bodyと考えられた。また、集塊状にみられた異型

細胞と散在性に出現した異型細胞の核所見は類似

しており、ともに悪性リンパ腫の細胞と考えた。

乳腺原発悪性リンパ腫を診断する際には、背景の

lymphoglandular body を壊死物質や顆粒物質と

しないよう注意が必要であると考えた。 
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Transitional meningioma の成分が混在した chordoid meningiomaの再発例 

原智代１，和田光平１，林修平１，川井麻衣子１，白井正広１，今井厚１，風間暁男２， 

（JA神奈川県厚生連相模原協同病院 臨床検査室１、同 病理診断科２ ） 
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【はじめに】Chordoid meningiomaは髄膜腫のう

ち 0.5％を占める稀な亜型であり、脊索腫に似た組

織所見を示す髄膜腫である。脊索腫様領域ととも

に通常の髄膜腫の部分を併せ持つことが多く、再

発率の高い亜型でありWHO grade Ⅱである。今

回我々は transitional meningioma を伴う

chordoid meningiomaの一例を経験したので報告

する。【症例】70歳代女性。約 25年前に 2度にわ

たり左傍矢状洞部髄膜腫にて手術を施行した。3年

前に徐々に右不全片麻痺が明らかとなり、頭部

CT、造影 MRI にて腫瘍の再発を認め手術計画し

ていたところ、麻痺増悪し歩行不能となり入院。3

度目の手術を施行し chordoid meningiomaと診断

された。その後、経過観察中に再発を認め、開頭

腫瘍摘出術を行った。【圧挫細胞所見】疎な上皮様

結合が認められるシート状集塊や渦巻き状の集塊

を認め、細胞質は境界不明瞭なレース状から一部

粘液様での出現を認めた。核形は楕円～類円形で

軽度の大小不同があり、クロマチンは細顆粒状。

小型核小体もみられた。核溝 

小型核小体や核溝、核内封入体も散見された。【組

織所見】大部分は索状ないし渦状に配列する紡錐

形の腫瘍細胞から構成されており、砂粒体が散見

される transitional type の meningioma であっ

た。一部に粘液腫状基質を背景に上皮様の腫瘍細

胞が索状に配列する chordoid meningiomaの像も

認 め ら れ 、 transitional and chordoid 

meningioma，WHO grade Ⅱとして診断された。

【 ま と め 】 腫 瘍 の 大 部 分 は transitional 

meningioma に相当する所見であったが、前回同

様の chordoid meningiomaの像を呈する部分もあ

り、組織型の混在した transitional and chordoid 

meningioma の症例であった。しかし、初回時に

発生した髄膜腫は他院での切除であり当時の組織

型は検索できず、今回みられた腫瘍の発生が初発

時の腫瘍の再発なのか、または新しく発生したも

のなのかは明らかではない。今回の症例の病理組

織学的、細胞学的所見や髄膜腫の再発形式につい

て、文献的考察を加えて報告する。 

 

咽頭扁平上皮癌の１例 

郷田 敦史1)，草苅 宏有1)，土居 正知2)，高木 正之2) 

（聖マリアンナ医科大学病院 病院病理部 1) 聖マリアンナ医科大学 病理学 2)） 
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背景：他領域と比較し口腔内領域の扁平上皮癌は

細胞異型が弱く，また乾燥等によるアーチファク

トも加わり，細胞判定に苦慮することが多い． 

今回，咽頭擦過細胞診にて扁平上皮癌を経験した

ので，その細胞像を中心に報告する． 

 

症例：70 歳代，男性．喫煙 1 日 10 本，現在は喫

煙なし．主訴として 1 年前から咽頭に違和感があ

り近医受診．中咽頭癌の疑いにて当院紹介受診と

なった．その後診断目的のため，咽頭の擦過細胞

診および生検が施行された． 

 

擦過細胞像：炎症性背景に，異型細胞が小集塊お

よび孤立性に出現していた．細胞質は紡錘形～多

稜形，パンプキンイエローの異常角化を示した．

核は腫大し，大小不同や核形不整，粗顆粒状クロ

マチンの増量を認めた．また一部には，両染性を

有する異型細胞や N/C 比が高いライトグリーン好

性の深層型異型細胞，多核を有する角化型異型細

胞も出現していた．以上の所見より扁平上皮癌が

推定組織型として挙げられた． 

 

生検組織像：腫瘍細胞が胞巣状に配列し，癌真珠

の形成および角化細胞を認めた．また，核腫大や

クロマチン増量を伴う腫瘍細胞が敷石状に出現し

た．以上の所見より扁平上皮癌と診断された． 

 

結論：口腔内領域の扁平上皮癌は婦人科領域と比

較し細胞異型が弱い為，鑑別を要する良性病変も

多くある．従って，角化型異型細胞や深層型異型

細胞を総合的に判断し診断することが重要であ

る． 
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これからの臨床検査に求められること 

～臨床検査の品質管理～ 

石原 典明 

（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 販売促進部 ラボソリューション G） 

 

ランチョンセミナー1  

我が国における多くの検査室では内部精度管理

の他に、外部コントロールサーベイを利用した精

度管理を行っておりますが、米国の CLIA‘88 の

ような法的な基準はなく、その精度は個々の検査

室に依存しています。また、「精度管理」は熱心に

取り組まれていますが、『品質管理』という考え方

は十分に根づいていないと想定されます。 

そのような中、日本再生戦略として「日本発の

革新的な医薬品・医療機器を創出するためには、

我が国の基礎研究成果（シーズ）による薬物・機

器について、世界に先駆けてヒトに初めて投与・

使用する臨床試験の実施体制を国内に整備する必

要がある」として、臨床研究中核病院等の創設が

明記され平成 23年度から早期・探索的臨床試験拠

点が 5 か所整備されました。そして「国際水準の

質の高い臨床研究や難病等の医師主導治験を推進

し、日本発の革新的な医薬品・医療機器を創出す

るためには、複数病院からなる大規模なネットワ

ークの中核となり、臨床研究の拠点となる機関が

必要である」として平成 24 年度・平成 25 年度で

各5施設 計10施設の臨床研究中核病院が選定さ

れました。 

このような状況の中で『臨床検査の品質管理』

に関する考え方は、「精度管理等を保証する記録等

を確認する」⇒「外部認定を取得していることが

望ましい」 と変化していき、平成 25年 7月 1日

に厚生労働省医薬食品局審査管理課より出された

事務連絡：「治験における臨床検査等の精度管理に

関する基本的な考え方について」 によると 

 

 各施設は適切な品質管理システムの導入や外

部認定の取得等により、自施設の検査精度を

対外的に確保できる体制を積極的に検討す

る。 

 国際共同治験や医師主導治験をはじめとした

治験又は臨床研究を積極的に実施している医

療機関では、当該医療機関の検査精度を確保

するため、ISO15189 等の外部評価による認

定を取得する。 

 

とされ、『臨床検査の品質管理』が強く求められる

ように変化してきました。 

では、『臨床検査の品質管理』とはどのようなこ

とを指すのでしょうか？ 

医療の中における臨床検査は 

① 臨床検査は診療の意思決定の60％以上の比率

を占める 

② 遺伝子検査、病理検査等 患者治療に直結する

検査が増加している 

③ 検査データの共有化（標準化/国際化）のニー

ズが高まっている 

など、診療の信頼性向上や患者様の安心・安全に

直結することが多くなり、その重要性は更に増し

て来ております。 

分析工程を管理する「精度管理」は重要で『品

質管理』の中心的な位置づけではありますが、分

析以外の工程（検体採取・搬送・結果報告 等）

において精度を保障することも大切な事項であ

り、それらが原因でのトラブルも数多く発生して

いると推察されます。 

従って臨床検査全般における工程管理を行うこ

とが『臨床検査の品質』を確保する上でとても大

切な事です。 

 

『臨床検査の品質管理』の向上は病院の規模や

認定の取得の有無に関わらず臨床検査を行うすべ

ての施設において非常に重要です。 

今回のセミナーでは、様々な規模の施設を対象

に行った「品質管理に関するアンケート」の結果

を紹介しながら施設の課題や悩みを共有し、参加

された皆様と一緒に課題解決に向けて考えて行き

たいと思います。 
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「ウイルス性肝炎の診断と治療における各種ウイルスマーカー測定の意義」 

奥瀬千晃 

（聖マリアンナ医科大学 消化器肝臓内科 准教授） 

 

ランチョンセミナー2  

ウイルス性肝炎とは、ウイルスの感染により惹起

される疾患であり、現在までにA型、B型、C型、

D 型および E 型肝炎ウイルスがその原因ウイルス

として同定されている。これら肝炎ウイルスに対

するウイルスマーカーはウイルス抗原、抗原に対

する抗体、ウイルス遺伝子に大別される。近年、

各種ウイルスマーカー開発が進歩し、これらを臨

床応用することで、より詳細な病態把握や治療効

果予測が可能となった。本講演では、ウイルス性

肝炎の診断と治療における各種ウイルスマーカー

測定の意義について、現在注目を集めている HBs

抗原定量系の有用性を中心に述べる。 
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高感度心筋トロポニン(cTn)測定の臨床的意義 

青木 和雄 

（アボットジャパン株式会社） 

 

 

ランチョンセミナー3  

トロポニン（Tn）は筋肉を構成するタンパクの一

つで、Tn I、Tn T、Tn C で複合体を形成し、ミオ

シンやアクチン等と共に筋収縮に関与している。 

Tn Iと Tn Tは、心筋と骨格筋とでアイソフォーム

（立体構造）が異なるため、ｃTn に特異的なモノ

クローナル抗体を用いることにより、ｃTn を特異

的に測定することができる。従来のバイオマーカ

ーである CK-MB やミオグロビンと異なりｃTnは心

筋の構成成分なので心筋傷害があった場合は血中

に放出されるが、健常人血中ではほとんど検出で

きないため心筋細胞傷害を最も鋭敏に反映するバ

イオマーカーである。 

従来ｃTn は、急性心筋梗塞発症後早期の段階での

臨床的感度は必ずしも十分とはいえなかったがｃ

Tn の測定感度上昇に伴い心筋梗塞発症後早期にお

いてミオグロビンや H-FABPと同等以上の臨床的感

度特異性を示すようになった。今日では健常人の

99 パーセンタイルが CV10%程度で測定できる高感

度ｃTn定量測定系の使用が望まれている。 

ｃTn 測定の臨床的意義は急性心筋梗塞の診断、急

性冠症候群（ACS)の病型分類、予後評価や心不全

の重症度判定である。 

1979 年の WHO基準では心筋梗塞は①胸痛、②心電

図の ST上昇、③心筋逸脱酵素（CK-MB など）の上

昇のうち２つを満たすものと定義されていたが、

2000年の ESC/ACCF＊のタスクフォースチームによ

る心筋梗塞診断基準では心筋バイオマーカーの第

一選択はｃTn（Iおよび T）または CK-MBとなり、

さらに ESC/ACCF /AHA / WHF＊の 2007 年の心筋梗

塞の再定義では心筋梗塞の診断はｃTn が上昇して

いることが最低条件で、それに心筋虚血を示す①

症状②心電図の変化③画像のうちのひとつが満た

されれば心筋梗塞と診断されるというようにｃTn

測定の重要性が極めて高くなった。 

*ESC: European Society of Cardiology, ACCF: 

American College of Cardiology Foundation, AHA: 

American Heart Association, WHF: World Heart 

Federation 

ｃTn 高感度測定による日常臨床上におけるメリッ

トについて次のような報告がある。 

ACSが疑われる患者を対象として、高感度 cTn測定

系を用いてｃTn の測定を行い、高感度のカットオ

フ値（0.05ng/mL）を使用した場合と従来から使用 

しているカットオフ値（0.20ng/mL ）を使用し、

0.2ng/mL未満のトロポニン濃度は0.2ng/mL未満と臨

床に報告した場合の日常診療におけるインパクトをト

ロポニン濃度 0.05ng/mL 未満、0.05-0.2ng/mL、

0.2ng/mL以上の 3群に分けて検討している。実際の

ｃTn 濃度は 0.05ng/mL-0.20ng/mL を示したが

0.2ng/mL 未満と報告された患者群の死亡率が

0.05ng/mL-0.20ng/mLのトロポニン濃度をそのまま臨

床に報告していた群の約2倍高く、従来用いていたカ

ットオフ値では極めて予後が悪かったという結果であ

った。0.05ng/mL-0.20ng/mL のトロポニン濃度をその

まま臨床に報告していた群では0.2ng/mL未満と報告

した群に比べて循環医へのコンサルの増加や冠動脈

造影のような検査の増加と治療の充実をもたらし 2 群

間の予後の差となって現れたと考えられた。 

ｃTn は ACS の病型分類に用いられ治療法の選択

に貢献している。すなわち ACS を心電図とｃTn 濃度

で①ST上昇が認められ cTn も上昇している ST上昇

型心筋梗塞(STEMI)、②ST 上昇が認められないが

cTn が上昇している非 ST 上昇型心筋梗塞(NSTEMI)

および③STの上昇もcTnの上昇も認められない不安

定狭心症の ３病型である。 

ｃTn測定はまた ACSの予後予測にも有用である。 

不安定狭心症および NSTEMI症例を用いた検討で、

胸痛発作時（発作後 6時間以降に採血）のｃTnI濃度

と 42 日後の死亡率の比較が行われ、cTnI 濃度が高

値になるにつれ死亡率が上がっておりｃTn 測定が

ACSの予後予測にも有用であったと報告している。 

ｃTn は心筋傷害のマーカーであるので ACS のみ

でなく、心筋傷害が想定される疾患ではｃTn測定によ

るリスクの層別化が期待できる。 2010 年に改訂され

た慢性心不全治療ガイドラインにおいても慢性心不

全の重症度、予後評価に有用であることが記載され

ており、心不全の重症度把握にも広く用いられること

が期待される。 
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クリニカルパス作成・改良への参加を通じた臨床と経営への貢献 

仲 広志,  

（JA神奈川県厚生連相模原協同病院 医療技術部臨床検査室） 

 

ランチョンセミナー4  

【はじめに】 

クリニカルパスへの臨床検査室の関り方には、臨

床検査技師がベッドサイドに赴き、採血や患者に

検査についての説明を行う事、自己血糖測定指導、

検査項目を臨床側と協議するなどが挙げられる。

当院ではクリニカルパスの作成をする際に、検査

室がパス作成疾患における従来の検査データを時

系列に表示し、検査項目の変動について時系列分

析を行い、DPCに基づいた効率的かつ臨床に効果的

な検査項目を提案している。 

今回、講演の機会をいただき、当検査室でのクリ

ニカルパスの関わりについて、作成、および現在

使用しているクリニカルパスの見直しを行う機会

を得て、現行のクリニカルパスで使用されている

検査項目が適切であるか時系列分析を用いた検討

を行った経験を提示する。 

【クリニカルパス見直し時例】 

結腸切除術クリニカルパスの見直しを行う際に

2007年１2月より 2009年 9月まで結腸切除術クリ

ニカルパスを使用した 47症例（男性 23名,女性 24

名平均年齢 67。6歳）を対象とし,現行のクリニカ

ルパスで使用されている検査項目について時系列

分析を行い検討した。またパス項目以外に追加依

頼された検査項目の結果についての検討、炎症所

見の有無に対する比較検討も行った。 

【結果及び考察】 

比較的変動が大きい項目に関しは、CRPを除き各項

目とも変動はあるものの、正常範囲内の値を認め、

許容範囲内での変化と思われた。術後 3日、7日は

変化が少ない項目が多く、また炎症の有無による

比較検討でも有意差は認めなかった事から術後 3

日、7日では血液、生化学検査的には比較的安定し

た状態と考えられた。今回の検討を踏まえ、医師

とのディスカッションで術後、術後 1日は患者状

態も変化する事も考えられるので検査は行い、術

後 3日、7日に変化が少ないのならば、パス終了前

に検査値の確認をする目的で術後 7日に採血を行

う事で、術後 3日の採血は削除可能であるとの考

を伝えた。 

パス以外の追加検査項目は、尿一般検査が多かっ

た。これは発熱精査目的や尿中細菌が認められ、

尿路感染症疑いによるフォローアップ目的で追加

されたものであったが、尿路感染症以外全て基準 

値内の結果であった。 

その他の項目に関しても、貧血や、感染症精査目

的での追加であったが、施行数が少ないのでパス

見直しでの追加の必要性は乏しいと考えられた。

また、T-Bill、D-Billや TP、Albなど類似項目に

ついても、変動パターンが同一であり D-Bill、Alb

は削除可能であると考えられた。 

今回採血データを時系列分析する事で、変化が少

ない項目は削除可能との提案を行った。しかし、

変化が少ない項目でも ALT、AST、RBC等、臨床的

に観察が必要な項目は、削除を行うべきではない

と考えられた。 

また、DPCの診療報酬定額支払い制度のもとでは過

剰な項目や回数の検査は、経営上も好ましくない

ため DPC導入は根拠のある検査になるように、現

状を見直す良い機会であると言える。 

今回の結果より採血スケジュールから術後 3日を

削除可能であるとの提案を行ったが、クリニカル

インディケーターやアウトカムの確認等を確実に

行い、変化がある場合に検査を追加する事で、効

率の良い、効果的な検査を行えると思われた。 

クリニカルパスを少ない検査回数で行うために

は、患者状態の観察やパスの除外基準を明確にす

る事が重要であると考えられ、また変更後も検査

値を分析・確認する事で、さらに効果的な検査を

提示して行く事が必要と考えられた。 

今回はバリアンスンの有無に関しては、炎症所見

のみの比較での検討になったが、症例数を増やし

SSIのみや、発熱、術後感染のみなどについても分

析を行い、今後はさらに詳細なバリアンスの有無

による分析を行い、検査結果に差が生じるか検討

を行い検査項目の見直しを提案したい。                                

【結語】 

医療の質を評価される時代において、より良質な

医療を目指すためのツールとしてクリニカルパス

が作成・運用されているが、滞ることなく医療の

質を改善していくためには定期的なクリニカルパ

スの見直しが必要である。 

クリニカルパスの作成時や運用後、検査値を析・

確認することで、さらにより効果的な検査を提示

する事が可能であり、積極的にクリニカルパスへ

の関わりを持つ事がチーム医療への貢献にも継る

と考えられた。 
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といった理由から日本国内では普及率はまだ高く

ない。 

 

【ラテックス法試薬の開発】 

和光純薬では汎用自動分析機に適応が可能なラ

テックス凝集法に基づいた CK-MB 蛋白量測定試薬 

Lタイプワコー CK-MB massを開発した。 

日立 7180形自動分析装置を用いて本試薬の基本

性能を検証したところ、同時再現性（n=20）は CK-MB

濃度 5.0ng/mL、10.9ng/mL、52.8ng/mLにおいて、

それぞれ CV（％）が 3.8％、2.2％、1.6％であっ

た。直線性は CK-MB濃度 180ng/mLまで得られた。 

 また、化学発光酵素免疫法（スフィアライトワ

コー：和光純薬工業）との相関係数は r=0.919、回

帰式 y=0.947x-0.4 であり良好な相関性が得られ

た。 

 

【まとめ】 

本試薬は従来の活性法よりも CK-MB への特異性

が高く、AK の影響やマクロ CK の影響を受けなく

CK-BBの影響も抑えられた試薬である。汎用自動分

析機を用いて 10分間で測定ができることから日常

検査において緊急検査法としての有用性が期待で

きる。 

 

【問い合わせ先】 

 和光純薬工業株式会社 

 カスタマーサポートセンター 

 TEL：03-3270-9134 

CK-MB蛋白量測定法の有用性  

～Lタイプワコー CK-MB mass の特徴と基本性能～ 

遠藤 美香 

（和光純薬工業株式会社 学術部） 
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【はじめに】 

急性冠症候群（acute coronary syndrome, ACS）

は心筋壊死を生じている急性心筋梗塞（acute 

myocardial infarction, AMI）と心筋壊死を生じて

いない不安定狭心症（unstable angina pectoris, 

UAP）、更に心臓突然死までを含む概念として広く

知られている。ACS ではまず迅速な診断と適切な

治療による救命、そして出来るだけ心筋障害や合

併症を防止する事が求められる。そのために心電

図に加えて心筋マーカーを反復測定し確認が行わ

れている。 

また、各心筋マーカーの出現にはラグタイムが

あり出現ピークが異なるので、各マーカーの特徴

を把握して梗塞後の時間や重症度によって使い分

ける必要がある。 

 

【CK-MB測定と問題点】 

ACS の心筋マーカーとしては、心筋に高濃度で

存在する CK-MB がミオグロビンや心筋トロポニ

ンとともに汎用されている。CK-MBアイソザイム

の測定には電気泳動法、免疫阻害法、蛋白量測定

法などがあり、これらの方法の中でも免疫阻害法

は汎用自動分析機で簡便かつ短時間で測定できる

事から日常検査で多用されている。しかし、一部

の検体においてはアデニル酸キナーゼ（AK）の副

反応を伴いマイナス値になる現象や、CK-MB以外

のアイソザイムとしてCK-BBやマクロCKの活性

を測り込んでしまい、CK-MB値が総CK値を上回

ってしまうなど、正しい測定結果が得られないと

いう問題点が指摘されている。免疫阻害法の特異

性を高める工夫としてはダブルカイネテッィク法

による AK の回避や、近年では MtCK の影響を阻害

抗体によって改善した試薬も開発されてきたが、

いずれも充分なものではなく、CK-MB/CK 活性値比

を利用して CK-MB 活性値の偽高値を判別して測定

結果を報告する必要があった。一方、免疫阻害法

と比べて蛋白量測定法は CK-MB への特異性が高い

とされており、NACB（国際臨床生化学アカデミー）

ガイドライン（2007）には、CK-MB は mass を用い

活性は選択すべきではないとの記載がある。 

しかし、測定には専用機が必要なことや汎用機

に比べると測定時間がかかる、試薬コストが高い 
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尿試験紙による P/C比、A/C比の測定意義と尿蛋白判定フローチャート 

野崎 司 

（東海大学医学部付属病院 診療技術部 臨床検査技術科） 

 

ランチョンセミナー6 

【はじめに】 

厚生労働省が公表した「2011年国民健康・栄養

調査報告」によると、糖尿病が強く疑われるまた

は、その可能性を否定できない予備群を合わせる

と 27.1%で、国民 4 人に 1 人以上が糖尿病かその

予備群である。したがって糖尿病の三大合併症の 1

つである糖尿病性腎症も、糖尿病の増加とともに

増え続けているのが現状である。 

日本透析医学会の統計では、わが国で 2011年末

に慢性透析療法を実施している患者数は 304,592

人で初めて 30万人を超えた。透析導入された患者

の原疾患の第一位は糖尿病性腎症で約 4 割を占め

る。また、これに加えて近年、新規透析患者の若

年化の傾向が懸念されている。 

【心血管イベント】 

  近年、わが国を含めて、早期腎症を対象にした

研究で厳格な血糖・血圧管理が、蛋白尿の減少や、

微量アルブミン尿期から正常アルブミン尿期へ移

行させることが報告され、早期からの集学的な治

療が腎症の進展だけでなく、心血管イベントのリ

スクも抑制し、死亡率や透析療法導入も抑制する

ことが分かってきた。 

【糖尿病性腎症】 

糖尿病性腎症の病期は、病気の進行によってⅠ

期～Ⅴ期に分類される。さらに、Ⅲ期はAとBの

2段階に分けられ、ⅢB期以降は平均７年間で約７

割が透析に移行する。したがって、透析患者を減

らすには、糖尿病性腎症のⅡ期からⅢ期への移行

を防止することが大切である。糖尿病性腎症は、

自覚症状のないまま進行し、通常の試験紙法で尿

蛋白が陽性となる病期は、すでに糸球体硬化の進

行が不可逆性となったⅢ期に及んでいることが多

い。そのため糖尿病性腎症が発見されても、腎症

の進行さらに透析導入を防止することが困難なこ

とが少なくない。そこで、糖尿病性腎症病期分類

のⅡ期に出現する尿中の微量アルブミンをとらえ

ることが重要である。 

  糖尿病性腎症が疑われる、またはすでに糖尿病

性腎症が発見された患者は、血糖コントロールが

良好であっても、年１回は微量アルブミン尿検査

を施行し、厳重に管理することで、早期腎症期の

発見が容易となり、糖尿病性腎症のⅡ期からⅢ期 

 

 

 

 

への移行を食い止め、さらには透析への移行を抑

えることができるとされる。 

【蛋白/クレアチニン比（P/C比）】 

尿中のクレアチニンの排泄量は個人内の変動が

少ないため、1g クレアチニンあたりに換算した

P/C 比は臨床経過をみるためのすぐれた指標とさ

れている。この値はおおよそ 1 日尿蛋白量を推定

する指標として広く用いられる。しかし、クレア

チニンの排泄量に個人差や性差があること、尿蛋

白の排泄速度が一定でなく体位、運動、食事、血

圧などによって異なるなど限界がある一方、随時

尿での尿の希釈や濃縮の影響を取り除いた尿蛋白

量を簡便に評価する方法として用いられている。 

【アルブミン/クレアチニン比（A/C比）】 

アルブミン尿は、糖尿病性腎症の早期指標とし

て重要である。尿中アルブミン漏出の増加に伴い

心血管イベントのリスクが上昇することから、心

血管疾患のリスク指標としても注目されている。

日本人の 2型糖尿病患者の 32％がアルブミン尿を

呈しており、アルブミン尿は糖尿病患者に高頻度

に合併していると推測される。アルブミン尿の定

義は、随時尿ではA/C比が≧30mg/ｇ･Crであり、

尿中のアルブミンとクレアチニン濃度を測定しそ

の比率で評価する。しかし、尿アルブミンの測定

は、検査結果が出るまで時間を要し、検査コスト

が高いなどの理由で十分には行われておらず、年

に 1 回尿アルブミン値の定量検査を行っているの

は糖尿病症例の 27.2％にとどまるとの報告があ

る。日常の検査では、より簡便にかつ迅速にアル

ブミン尿を判定する方法が求められる。このよう

な意味から試験紙法でP/C比やA/C比が簡便にス

クリーニングできることは臨床的に意義深いこと

である。 

【おわりに】 

 尿試験紙でクレアチニンやアルブミンが測定可

能となり、P/C 比や A/C 比が算出されることとな

ってから、約 10年が経過している。しかし、試験

紙法を用いたP/C比やA/C比の測定は、わが国に

おいて普及しているとは言い難い現状である。P/C

比や A/C 比から得られる情報は有用であるが、コ

スト高になること、結果の解釈が煩雑なことが普

及の妨げとなっている最大の原因と考えられる。 
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県学会 学会長 開催年月日 開催場所

第28回  神奈川県臨床衛生検査学会  片平　　宏 昭和54年4月15日  神奈川県立衛生短期大学

第29回  神奈川県臨床衛生検査学会  三宅　　巌 昭和55年4月20日  神奈川県立衛生短期大学

第30回  神奈川県臨床衛生検査学会  渡井　正雄 昭和56年4月19日  神奈川歯科大学

第31回  神奈川県臨床衛生検査学会  柳瀬　武男 昭和57年4月18日  麻布大学

第32回  神奈川県臨床衛生検査学会  杉山　育男 昭和58年4月10日  北里大学衛生学部

第33回  神奈川県臨床衛生検査学会  西山好三郎 昭和59年4月15日  神奈川県立衛生短期大学

第34回  神奈川県臨床衛生検査学会

第35回  神奈川県臨床衛生検査学会  稲福　全昌 昭和61年4月27日  海老名市文化会館・中央公民館

第36回  神奈川県臨床衛生検査学会  木村　角次 昭和62年4月5日  川崎市立労働会館

第37回  神奈川県臨床衛生検査学会  花田　睦男 昭和63年4月17日  平塚中央公民館・勤労会館

第38回  神奈川県臨床衛生検査学会  渡辺　純孝 平成元年4月16日  大和中央文化会館

第39回  神奈川県臨床衛生検査学会  小林　一夫 平成2年4月8日  小田原市中央公民館

第40回  神奈川県臨床衛生検査学会  河原　松治 平成3年4月21日  川崎市立労働会館

第41回  神奈川県臨床衛生検査学会  古木量一郎 平成4年4月5日  海老名市文化会館

第42回  神奈川県臨床衛生検査学会  高倉　剛二 平成5年4月4日  麻布大学

第43回  神奈川県臨床衛生検査学会

第44回  神奈川県臨床衛生検査学会  神永陽一郎 平成7年4月2日  横浜市立大学医学部附属病院

第45回  神奈川県臨床衛生検査学会  嵯峨　　明 平成8年4月14日  神奈川県立衛生短期大学

第46回  神奈川県臨床衛生検査学会  鈴木　和夫 平成9年4月13日  神奈川県立衛生短期大学

第47回  神奈川県臨床衛生検査学会  小清水房也 平成10年10月31日  横浜市健康福祉センター

第48回  神奈川県臨床衛生検査学会  牧瀬　淳子 平成11年10月23日  横浜市健康福祉センター

第49回  神奈川県臨床衛生検査学会  中平　一夫 平成12年10月22日  横浜市健康福祉センター

第50回  神奈川県医学検査学会  石川喜美雄 平成13年10月27日  アカデミー会館

第51回  神奈川県医学検査学会  露木　和徳 平成14年10月20日  神奈川県立衛生短期大学

第52回  神奈川県医学検査学会  小林　久雄 平成16年3月7日  神奈川県立衛生短期大学

第53回  神奈川県医学検査学会  高橋　信博 平成16年11月14日  神奈川県立保健福祉大学

第54回  神奈川県医学検査学会  金子　健史 平成17年11月13日  神奈川県立保健福祉大学

第55回  神奈川県医学検査学会  荏原  　茂 平成18年11月12日  横浜市立大学医学部・看護学科

第56回  神奈川県医学検査学会  関    　顕 平成19年10月28日  横浜市立大学医学部・看護学科

第57回  神奈川県医学検査学会  服部　一代 平成20年11月9日  神奈川県立保健福祉大学

第58回  神奈川県医学検査学会  齊藤　幸弘 平成21年12月5日  神臨技研修センター

第59回  神奈川県医学検査学会  齊藤　幸弘 平成23年2月19日  麻布獣医学園　麻布大学

第60回  神奈川県医学検査学会  荏原  　茂 平成23年11月6日  横浜市立大学医学部・看護学科

第61回  神奈川県医学検査学会  齊藤　幸弘 平成24年11月3･4日  貿易センター・ワークピア横浜

第62回  神奈川県医学検査学会  横山　一紀 平成23年11月17日  横浜市立大学医学部・看護学科

神奈川県医学検査学会開催地一覧

 誌　上　発　表

 誌　上　発　表
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第 62 回神奈川県医学検査学会協賛広告一覧  

                         （順不同） 

 

アークレイ マーケティング 株式会社 

ロシュ・ダイアグノスティックス 株式会社 

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス 株式会社 

協和メデックス 株式会社 

シスメックス 株式会社 

ヤマサ醤油 株式会社 

デンカ生研 株式会社 

株式会社 ビー・エム・エル 

積水メディカル 株式会社 

東ソー 株式会社 

日本光電南関東 株式会社 

株式会社 保健科学研究所 

ニットーボーメディカル 株式会社 

株式会社 柴橋商会 

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス 株式会社 

アズサイエンス 株式会社 

関東化学 株式会社 

アリーア メディカル 株式会社 

富士レビオ 株式会社 

エーディア 株式会社 

尾崎理化 株式会社 

栄研化学 株式会社 

アボット ジャパン 株式会社 

チェスト 株式会社 

帝人在宅医療 株式会社 
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