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一般演題

研究　第91回新潟県臨床検査学会抄録

特別企画Ⅰ

一昨年、我が国の保険診療精度の中に「国際

標準検査管理加算」が新設された。

これは、別に定める厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとして地方厚生局長

に届け出た保険医療機関において、検体管理加

算（Ⅱ）（Ⅲ）または（Ⅳ）を算定した場合は、

国際標準検査管理加算として 40点を加算すると
いうものである。施設基準に「国際標準化機構

が定めた臨床検査室に関する国際規格に基づく

技術能力の認定を受けていること」が示されて

おり、具体的には ISO 15189に基づく臨床検査室
の認定において、「基幹項目」及び「非基幹項

目」の範囲の認定を取得することが必要になっ

ている。つまりは、国際規格に基づく検査室の

管理と技術能力の高いことの第三者評価を受け

ている場合を評価しているものである。

2005年、特定非営利活動法人 日本臨床検査標
準協議会（JCCLS:)と公益財団法人 日本適合性

認定協会（JAB）により、ISO 15189に基づく臨
床検査室認定制度が開始されてから 13年目にな
る。2017年 8月現在で国内では大学病院や衛生
検査所を中心に 119の臨床検査室が認定を受け
ている。世界共通の国際規格ゆえに、世界中で

は 6,000を超える臨床検査室が同様の認定を受け
ている。

なぜ ISO 15189が求められるか
ISO 15189の発行以降、各国では積極的にこの
システムの導入を進め、最も先行して導入した

豪州から欧州各国に拡大し、近年フランスや英

国では臨床検査室の規制制度に組み込まれてい

る。

ISO 15189はプロセスの適正化だけにフォーカス
されがちであるが、技術的な適格性、すなわち

検査室としての能力（Competence、力量）が前
提である。多くの要求事項は ISO 15189に書かれ

ている要求事項だけでなく、具体的なハウツー

については、関連する他の国際規格や国際基準

類に従っていなかればならないし、同時に第三

者の視点で客観的に評価されるものでなければ

ならない。この点をクリアできることで、検査

室の技術はこれまで以上に工場することとなる

はずである。

検査室がとらえているメリット・ディメリット

JABが 2012年に実施した臨床検査室を含む試
験所アンケートの認定取得に関するアンケート

調査結果によれば、認定取得の目的・狙いは、

技術力の向上、顧客の要望、知名度の向上がベ

スト３であった。認定取得後の満足度が高かっ

た項目は、技術力（技能試験、妥当性確認など）

、試験・検査設備の管理充実（校正、保守管理、

取り扱い）、要員のモチベーション（教育精度、

相互協力）の順に高かった。概して、品質保証

や外部評価に関しての向上の反面で、事業運営

的なメリットはあまり感じられないとう回答で

あった。当時は診療保険点数などへの反映など

のインセンティブが難しい状況であったためで

あるが、現在はこの点での向上はあるといえよ

う。

ISO 15189が求めるもの、今後の期待
ISO 15189は、ヒト由来の試料について検体検
査のみならず、細胞学的検査、病理学的検査、

生理検査、画像診断といった適用の広がりが期

待される。認定を受ける・受けないにかかわら

ず、臨床検査室はこうあるべきだとう検査室サ

ービスについてこの規格は記述しており、すべ

ての臨床検査室は規格の意図する考え方を理解

し、仕組みを導入することが大切と考える。本

講演ではこれらについて、具体的事例を挙げて

概説する。

連絡先）TEL　025-257-4455

臨床検査室の質と能力－ISO 15189 が求めるもの－

◎久保野 勝男 1)

新潟医療福祉大学医療技術学部臨床技術学科 1)
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特別企画Ⅱ

【はじめに】日本は他の国の類を見ない速度

で高齢化が進んでいる。厚生労働省の発表で

は 2025年に日本の高齢者人口は 3,500万人に
達すると言う試算を打ち出している。もちろ

ん高齢者が多くなるに比例して、認知症の患

者も増加すると予想し 2025年には約 800万人
の認知症患者を抱え、さらに軽度認知症患者

（MCI）を含めると約 1,300万人（国民の 9人
に一人）の認知症関連患者を抱える、認知症

大国となることも予想しているところである。

そのように 2025年問題への対応により激変す
る医療情勢の中で、我々臨床検査技師がメデ

ィカルスタッフとして確固たる立場を堅持す

るためには、チーム医療へ積極的参画が不可

欠であり、旧来からの ICT、NST、糖尿病療養
指導等の業務に加え、病棟さらに在宅の場で

のチーム医療への関与が求められている。日

本臨床衛生検査技師会（以下日臨技）では渉

外部門が中心となり、チーム医療への参画推

進のための法・制度の整備、事業展開を進め

ている。臨床検査技師の認知症医療への取り

組みも同様の位置づけとして、認定認知症領

域検査技師制度などが立ち上がり、認知症に

対応できる人材の育成が始まっているところ

である。

【日臨技の取り組み】日臨技では平成 26年度
から認知症医療へ対応できる人材育成を目的

に認定認知症領域検査技師制度を発足した。

この制度は現在まで認定者を 126名輩出して
いる。平成 28年度は各都道府県において認知
症への取り組みを積極的に行っていただくた

めに認知症モデル県を手挙げ方式で選定した。

このモデル県には長野県と愛媛県が応募をし

てくれ、それぞれの県において積極的な取り

組みを行っていただいた。日臨技の認知症

WGではそれらの報告書を提言書として各県に
おける対応力のモデルとなるような資料の作

成を行っている。平成 29年度は新たな認知症
対応力向上事業として厚生労働省が進める新

オレンジプランが課題とする早期診断・早期

対応のために欠かせない検査の一つとして神

経心理学的検査の理解と実習を通じて、認知

症患者への対応を行う人材育成に着手した。

これは医療機関における認知症領域のチーム

医療に、臨床検査技師がより参画できるよう

に取り組むことを目的として実施している。

各県における開催希望を調査し認定取得者の

中から該当県における受講者を取り決め（A講
習）受講した認定者が実務担当者となり該当

県において神経心理講習会（B講習）行ってい
くことになっている。本事業は 2年間で
700名以上の研修会参加者を目標として厚生労
働省老健局および日本病院会の後援を取り実

施している。

【考察】増え行く認知症患者への対策として

臨床検査技師の対応力向上への取り組みは始

まったばかりであるが、認知症患者の予防対

策には様々な職種が専門性をもって対応する

必要がある。2011年 4月に鳥取大学医学部の
浦上克哉教授を初代理事長とする日本認知症

予防学会が立ち上がり、認知症に関わる全て

の職種による取り組みを考える場が作られた。

認知症は介護を含む全ての医療従事者が協力

しながら取り組むべきであり病棟・クリニッ

クなどの医療機関や在宅などで活躍する一定

以上の認定認知症領域検査技師の創出が認知

症の早期発見・早期治療に役立つことは明白

である。　　

日臨技が推し進める臨床検査技師のための認知症対応力向上への取り組み

◎深澤 恵治 1)

日本臨床衛生検査技師会 執行理事 1)
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特別企画Ⅲ

　精度保証施設認証制度は施設の臨床検査が

標準化され、その精度が十分保証されている

と評価でき、且つ当会主催の事業に積極的に

参加されている施設に対して「精度保証施設」

として認証する制度である。この制度は平成

22年度より認証を開始し、7年目となる。平
成 28年度は更新を含めて 471施設から申請が
あり、審査の結果、471施設すべてが認証され
た。更新 412施設、新規 59施設であった。総
認証施設数は、平成 27年度認証取得施設の
271施設をあわせると 742施設となった。精度
保証施設認証制度は毎年確実に取得施設が増

加している。新潟県では平成 27年度 6施設、
平成 28年度 15施設の 21施設が認証を取得し
ている。

当初、1000認証施設達成を目指してきたが、
目標はいまだ達成されていない。認証を取得

していない理由として聞き及んでいるのは、

保険点数などのメリットがないと取得する意

味がないという意見や、ISO15189やほかの認
証との違いが不明といった意見である。しか

し、早期に 1000施設取得を目指したいのは、
一定の施設数がなければ要望（保険点数など）

も要求できないからである。

そのような中、本制度に追い風となるような

動向が出てきた。一つは昨年度より認められ

た国際標準検査管理加算であり、もう一つは

本年 6月に決定した医療法への検体検査の精
度保証に関する事項の追加である。

ISO15189の認定取得が可能な施設は 300から
最大でも 500施設までと推測されており、
ISOの取得を目指さない大半の医療機関におい
ても、医療法における恩恵が受けることがで

きるよう、当会としても精度管理体制を整え

ていきたいと考えている。現時点では保険点

数などのメリットはないが、本認証を取得す

ることにより、患者様や顧客に対して「安心」

と「信頼」を与えることができると考えてお

り、推移を見守るのではなく、積極的に精度

保証施設認証を取得するよう希望する。

一方で、施設認証を取得していない多くの施

設に於いても、臨床化学や血算などのほとん

どの項目は標準化され、全国規模の精度管理

調査でも施設間の CVが数%と非常に収束して
いる。このようにデータが標準化されている

のであれば、その物差しとなる基準範囲につ

いても標準化する必要があるのは自明の理で

ある。共用基準範囲を利用されていない施設

では導入について、是非検討していただきた

い。

医療法改正と精度保証施設認証制度・共用基準範囲について

◎小島 佳也 1)

日本臨床衛生検査技師会 理事 1)
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特別企画

特別企画 パネルディスカッション 
 

教えて先輩 

～病院実習・臨床検査の仕事～ 

 

 

 

 

司会 五十嵐康之    北里大学保健衛生専門学院 

 

【パネリスト】      高橋 一哲      新潟県立新発田病院 

草間 文子      新潟大学医歯学総合病院 

大倉 一晃      新潟勤労者医療協会 下越病院 

小田 彩那      新潟市民病院 

 

 

 

学生がもっている臨地実習や将来の仕事への期待と不安に対して、先輩検査技師の豊富な

経験談や学生のみなさんへのアドバイスを通して、様々な教えを乞う学生対象企画です。  

若手技師からは臨地実習や新人時代の経験や失敗談通し、学んだ事や気付いた事を中心に

お話していただきます。 

ベテラン技師からは、日々の業務において求められるスキルや同僚・他職種の方々との 

連携の重要性、将来チャレンジしたい事、学生や若手技師に望む事など、将来に対する夢

や希望を語ってもらいます。 

この機会に学生のみなさんは心配や不安を払拭し、高い志を持って、臨床検査技師を目指

す糧にしてもらいたいと思います。 
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ランチョンセミナーⅠ

本邦における肝がん死亡者は現在でも年間 3万人を超えている。 ウイルス性肝炎がその主因で

あるにもかかわらず HBV、HCVでそれぞれ約 90万人と約 80万人の未診断・未治療の感染者が存在

すると推測されている。　

近年、新しい抗 HCV薬の登場で HCV排除率が向上し、C型慢性肝炎、肝硬変を背景とした肝がん

は漸減しているものの、HBVに関連した肝がんは最近になっても減少していない。　HBVの感染が

成立すると 15～40%の症例では慢性肝炎を発症し、その後肝硬変・肝不全への進行、さらには肝細

胞がんを発症するというリスクが増大する。そのため出来る限り早期の診断と積極的な治療介入

を行うことで HBVの増殖を抑制し、肝炎を鎮静化させることが肝がん発症のリスク低減に繋がる

ことは論ずるまでもない。

　

　HBV感染症の診断は、40年以上前から血中の B型肝炎ウイルス表面抗原(HBs抗原)の検出によっ

てなされ、今日でも診断の基本であることに変わりはない。また近年では HBV感染症の治療にお

ける最終目標は血中 HBs抗原の陰性化とされ、自然経過観察または核酸アナログ製剤等による治

療中の経過観察のいずれにおいても、HBs抗原定量値のモニタリングを行うことが有用とされ、各

医療機関での検査数が増加している。

　また HBV感染症の既往感染の確認、HBVワクチン接種後の免疫獲得の確認に HBs抗体検査が用い

られている。HBs抗体検査も HBs抗原検査と同様、臨床で広く用いられているが、複数の試薬間に

おいて大きな測定値差を認めることが確認されており　図 1）、結果の解釈に苦慮することを経験

する。

本セミナーでは、先述の HBs抗原定量検査の臨床的意義と HBs抗体検査の試薬間における測定

値差について報告をする。

図 1）抗 HBs抗体 3試薬間における相関性（A法 vs. B法 および B法 vs. C法）

HBs 抗原定量検査の意義と HBs 抗体検査の注意点

EntryNo. 5

◎松本 幹雄 1)

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ラボソリューション営業本部 臨床セールスグループ 1)
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ランチョンセミナーⅡ

1989年に C型肝炎ウイルス（HCV）が発見され、スクリーニング検査が可能となり、新規感染者は激減

することとなった。しかしながら、日本国内には現在 100万人程度の HCV感染者がいると考えられている。

残念ながら、その中には感染を認識していない人や、認識していても何らかの理由により通院されていない

方が多いのが現状である。HCVに感染すると、約 70%の方が持続感染者となり、さらに慢性肝炎から肝硬

変、肝がんへと進行する可能性がある。肝がんに至る患者を減らすためには、まず検査により HCV感染を

見出し、治療へと導くことが大事である。

HCVの治療、肝炎治療の始まりは、インターフェロン治療からその幕を明けたと言っても過言ではない。

近年、C型肝炎の治療においては、direct acting antivirals（DAAs）と呼ばれるウイルス蛋白を直接標的とす

る内服薬の開発により、インターフェロンフリーの治療が著しく進歩し、100%に近い数字で HCVを排除で

きるようになった。経口剤による 12週間治療が可能となり、治療を受ける患者の負担も大幅に軽減されて

いる。しかしながら、HCVを体内から排除出来たとしても、肝炎から肝硬変へと至る過程での肝臓の線維

化、そして肝がんへの進行は依然課題である。つまり、HCVの排除と肝臓の線維化、肝がんへの進行はま

た別の問題であると言える。

線維化の度合いを調べる検査のゴールドスタンダードとしては、肝生検がよく知られるが、侵襲度が高いた

め患者の負担が大きく頻回の実施が困難な上、針を刺す位置により結果に差異が出るなどの課題もあった。

そこで感度、特異度の高い血清マーカーが多くの臨床医から望まれていた。2015年に上市された、

M2BPGiと呼ばれる、血中マーカーを測定することにより肝臓の線維化の進展を判別する検査がその有用性

により一般的となりつつある。また、ウイルスの SVR（Sustained Virological Response）後にM2BPGi値をモ

ニタリングすることにより、M2BPGi値が肝がんの発症率と関係することも解ってきた。線維化の度合いの

みならず、肝がんの SVR後の予後予測にも有用である可能性がある。

今回、HCVの基礎的なところから治療の変遷、最新のトピックス、そして新たな線維化マーカーである

M2BPGiの詳細について紹介する。

連絡先　シスメックス株式会社　北関東支店　学術ｻﾎﾟｰﾄ課　℡048-600-3888

C型肝炎～基礎から最新のトピックスまで～

◎原 敬志 1)

シスメックス株式会社 北関東支店 学術ｻﾎﾟｰﾄ課 1)

EntryNo. 8
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ランチョンセミナーⅢ

我が国の医療費は増加の一途をたどり 2014 年の医科医療費は 29 兆円を超え、その約 30%である

9兆 3000万円余りが生活習慣病関連疾患へ支出されている。メタボリック症候群は生活習慣病の

多くに関与し、厚生労働省はその制御を重要課題と位置づけ、2008年より特定健診とそれに引き

続く特定保健指導を実施している。特定健診受診者は年々増加し 2014 年には 2600 万人となり、

特定保健指導対象者は同年に 440万人に達した。しかし実際に指導を受けた者は 18%前後と限られ、

指導開始後 10年近くを経たにもかかわらず指導対象者の減少傾向は認められていない。

　上述の現状は、メタボリック症候群の制御において、１）介入対象の抽出、２）病態に関する

適切な情報の提供と啓発、３）行動変容の誘導という多面的なアプローチの必要性を示している。

本講演では、肝硬度の測定による介入対象抽出の意義、具体的な臓器障害の評価と結果の提示に

よる啓発、病型分類に基づく病態特異的な治療法の開発とスマートフォンを用いた行動変容誘導

の試みを紹介し、非アルコール性脂肪肝疾患を基軸としたメタボリック症候群への多面的なアプ

ローチに関して討論したい。

連絡先　新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院　025-777-3200

非アルコール性脂肪肝疾患への多面的アプローチ

◎須田 剛士 1)

新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院消化器内科 1)

EntryNo. 3
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ランチョンセミナーⅣEntryNo.2 
 

『悪性リンパ腫を理解するための基礎知識』 
 

―リンパ系のしくみから可溶性 IL-2 レセプター〔sIL-2R〕の意味するところ― 
 
◎須⻑宏⾏ 1) 
積水メディカル株式会社検査事業部営業部東日本営業所学術企画担当 1) 
 
【はじめに】血液中の細胞成分は赤血球、白血球、血小板の 3 種類より構成され、その中で白血球の細胞数の割
合は 1％以下と少ない。白血球は免疫を担当し、血管外の組織（主にリンパ器官）で働くことから、血管内の存
在時間は短いと考えられる。白血球は 5 種類（好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球）に分類することが
でき、このうち顆粒が明確な好中球、好酸球、好塩基球は顆粒球と呼ばれている。末梢血液中の白血球は顆粒球
が約 65%を占め、他に単球が約 5%、リンパ球が約 30%の割合で構成されている。 
【リンパ系のしくみについて】白血球の約 1/3 を占めるリンパ球は機能により B 細胞、T 細胞、NK 細胞の 3 つ
に分類されるが、形態からは見分けるのが難しいとされている。リンパ球が多く存在するリンパ器官を構成する
付随的なリンパ組織には胸腺、脾臓、リンパ管、パイエル板、扁桃、虫垂、赤色骨髄があげられる。リンパ系腫
瘍は造血器腫瘍の中でリンパ球（B 細胞、T 細胞、NK 細胞）に生じた遺伝子変異によって腫瘍性増殖をきたし、
白血病や悪性リンパ腫など様々な病態をとる疾患である。 
【悪性リンパ腫について】最近の報告によると、悪性リンパ腫は骨髄異形成症候群（MDS）とともに罹患率・死
亡率が増加傾向にある。1975 年から 2006 年の 31 年間で、悪性リンパ腫は 10 万人当たりの罹患率が 3.6 から
14.6 へと大幅に増加（4.1 倍）した。高齢化の進⾏とともにさらなる増加が懸念されている。悪性リンパ腫に対
する血液検査には C 反応性蛋白（CRP）や乳酸脱水素酵素（LD）など、リンパ球の活動性に直接関係しない項
目が主に⽤いられている。その中でリンパ球の活性化に関係する「可溶性インターロイキン−2 レセプター（以
下 sIL-2R）」は悪性リンパ腫の活動性を反映する臨床的有⽤性の高い項目として注目されている。 
【sIL-2R について】サイトカインの一群であるインターロイキン（IL）は白血球が分泌し、主に白血球間のコミ
ュニケーション機能を果たすものをいう。IL-2 に対するレセプター（IL-2R）は α 鎖，β 鎖，γ 鎖で構成され
ている。IL-2R は T 細胞および B 細胞の活性化に伴い増加し、α 鎖の一部が切断されて細胞上から血中に遊離
可溶化したものが sIL-2R である（IL-2R の α 鎖断片＝sIL-2R）。悪性リンパ腫の疑いがある場合、sIL-2R は非
ホジキンリンパ腫（NHL）と成人 T 細胞白血病／リンパ腫（ATLL）の診断補助（検体検査判断料・実施料）と
しての使⽤が認められている。さらに、診断後における治療効果の確認や経過観察（悪性腫瘍特異物質治療管理
料）としての使⽤も認められている。 
【ナノピア®IL-2R のご紹介】この度、積水メディカル株式会社はラテックス免疫比濁法を測定原理とした汎⽤
自動分析装置に適⽤可能な sIL-2R 測定試薬「ナノピア®IL-2R」を開発いたしました。ナノピア®IL-2R は測定時
間が約 10 分と迅速であり、悪性リンパ腫のスクリーニング・診断補助および治療効果の確認・経過観察などの
診療前検査の迅速報告にお役に立てる検査試薬と考えております。 
【まとめ】今回のセミナーではリンパ系のしくみ（リンパ球・リンパ液・リンパ管・リンパ節の基礎）から悪性
リンパ腫のリンパ球活性化を反映する sIL-2R について分かりやすく説明いたします。 
 
連絡先 TEL：03-5520-1355 
住所：東京都江東区有明 3-5-7TOC 有明イーストタワー8 階 



― 222 ―

ランチョンセミナーⅤ

【医療における環境変化】

日本は世界で有数のスピードで少子高齢化が進んでおり、医療・保険制度の維持運営の観点からも制

度改革が急務である。まず、高齢化・生活習慣病・医療の高度化などが複合的に医療費を増大させ続

けるため、単なるコスト削減を超えて医療の投資対効果の最大化という観点で今後の施策を検討・評

価する必要がある。次に、医療資源の最適配分の観点から機能分化と地域医療連携の必要性が高まっ

ているが、高度な医療を要する患者が集中する急性期病院では診断・治療の品質向上と、患者・病床

回転率の向上をこれまで以上に高次で両立させる必要が高まる事が想定される。更に、インターネッ

トの発達・普及に伴い医療情報を検索・発信する患者が大幅に増加しており、医療の質の維持・向上

に加えて患者・家族に対する説明性が問われている。

【求められる医療と検査部門のありかた】

医療機関に求められる投資対効果の最大化、診断・治療品質の向上、患者・家族に対する説明性の向

上などは、院内における各診療部門・他部門にも同様に求められる。すなわち、検査部門に従来まで

求められてきた高精度な検査結果をより早く安定的に報告することに加え、検査部門も医療機関全体

の投資対効果の最大化、診断・治療品質の向上、また患者・家族に対する説明性などに貢献できるよ

う、役割を拡大することが求められる。

【包括的ソリューションの構築と診断支援】

検査部門が投資対効果の最大化、診断・治療品質の向上、患者・家族に対する説明性の向上などへ貢

献を高めるためには、部門内の人員・業務プロセス・検査試薬・検査機器・ ITシステムなどを個別に

検討・改善を試行するのではなく、全体最適の観点から包括的にあるべき姿を検討・構築を行う必要

がある。とりわけ、検査結果報告から所見の報告へ、また院内報告から患者説明へ、など役割を拡大

して且つそれを安定的に実施するためには、検査業務と同様の仕組み化、トレーサビリティの確保、

また継続的なスキル向上などの取り組みが必要不可欠になる。

【まとめ】

高品質かつ効率的な医療を行うためには、高品質かつ効率的な診断が必要不可欠である。データの宝

庫である検査部門が結果報告に留まらず役割を拡大することで、医療機関全体の経営効率、医療の品

質、また患者の満足度に対する貢献を高めることができる。

連絡先　アボットジャパン株式会社　診断薬・機器事業部　マーケティング部

インフォマティクス＆サービスソリューションズ　　　　℡03-4555-1010

環境変化と今後求められる検査室のあり方について

◎橋本 舞 1)

アボットジャパン株式会社診断薬・機器事業部マーケティング部インフォマティクス＆サービスソリューションズ 1)

EntryNo. 6
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教育講演Ⅰ

【はじめに】輸血検査において、溶血所見を

示さず、自己対照のみ陽性の場合は臨床的意

義がなく、不規則抗体スクリーニング時に自

己対照は不要であるが、同定時には必要であ

る。自己対照陽性時には、不規則抗体検査や

血液製剤の選択に苦慮することがあることか

ら今回は自己対照陽性時の輸血検査および血

液製剤の選択について述べる。

【直接抗グロブリン試験と自己対照】直接抗

グロブリン試験（Direct antiglobulin test : 
DAT）は生体内で赤血球が IgGや補体に感作
されているかを調べる検査である。AABBテ
クニカルマニュアル 18thによると、高感度な
方法を使用すれば健常人において、赤血球

1個あたり、5-90分子の IgG、5-40分子の
C3dを検出できると述べている。DATでは赤
血球 1個あたり 100-500分子の IgG、400-
1100分子の C3dが結合している場合に陽性と
なり、DAT陽性の頻度は、献血者で 1/1000～
1/14,000、患者では 1%-15%と報告によって異
なり、この差は DATの検査方法によるのでは
ないかと述べている。不規則抗体検査におけ

る自己対照は反応増強剤を使用しており

DATとは異なることから、自己対照陽性時に
は、DATを実施する必要がある。
【自己対照が陽性となる原因と注意点】自己

対照が陽性となる原因には、自己抗体、溶血

性輸血反応、胎児・新生児溶血性疾患、自己

免疫性溶血性貧血、薬剤起因性、免疫グロブ

リンなどを大量投与している患者で免疫グロ

ブリン中に赤血球に対する抗体が含まれてい

た場合、移植後でドナー由来のリンパ球によ

って産生された抗体（B-cell mediated GVHD）
などが考えられる。したがって、自己対照陽

性時には、疾患名、輸血歴、移植歴などを確

認することが必要である。特に患者が最近輸

血を受けていた場合は、溶血所見の有無に注

意することが重要となる。

【自己対照陽性時の検査】自己対照陽性時に

重要なのは、血漿中の抗体が自己抗体のみか、

あるいは同種抗体と自己抗体が共存している

かを鑑別することである。同種抗体の有無を

確認するためには血漿中の自己抗体を吸着除

去する必要がある。自己抗体吸着に使用する

血球は自己血球あるいは ABO血液型が患者と
同型（あるいは O型）で、かつ主要な血液型
が患者と一致する同種血球を用いる。吸着方

法としては ZZAP処理した血球を使用する場
合や、PEG試薬を用いた方法がある。
【血液製剤の選択】同種抗体を保有している

場合は、同種抗体に対応する抗原が陰性の血

液製剤を選択する。AIHAの患者で自己抗体が
型特異性を示す場合は、基本的には同種抗体

の産生を防止する意味から患者と同型の血液

製剤を選択するが、輸血効果が得られない場

合は自己抗体に対応する抗原が陰性の血液製

剤を選択する場合もある。

いずれの血液製剤を選択した場合も、重要な

のは輸血効果と溶血性輸血反応の有無であり、

輸血検査室において輸血後のヘモグロビン値、

ビリルビン値、LDHなど臨床データを確認す
ることが必要と考える。

自己対照陽性時の検査と血液製剤の選択

◎押田 眞知子 1)

大阪医療技術学園専門学校臨床検査技師科非常勤講師 神戸常盤大学保健科学部医療検査学科非常勤講
師 森ノ宮医療大学保健医療学部臨床検査学科非常勤講師 1)

EntryNo. 9
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　培養法を用いた分離や同定検査などは、手

法は古くても基本的な技術であり、ほとんど

の細菌検査室で行われている。 感染症を疑う
臨床材料のなかに、どのような細菌がどの程

度の量で存在しているのか、いわゆる材料中

の菌叢を開くという観点からは、寒天培地を

用いた培養法は古くても変わらない重要な検

査法といえる。寒天培地は、目的菌の発育に

必要なペプトンやエキスなどの栄養素を筆頭

に、適切に分離するために必要な糖類、アミ

ノ酸、pH指示薬などの鑑別剤、胆汁酸塩など
の選択剤および固形剤（カンテン）などで構

成され、それらが絶妙なバランスで配合され

ている。培地学の基本は先人の知恵から

脈々と受け継がれている。

一方、臨床材料から分離した菌を事務的に自

動機器で測定する、あるいは尿中抗原検査な

どのようにテストスティックを尿に浸すだけ

で菌名情報を得られる時代になった。寒天平

板においても、合成酵素基質を利用すること

によりコロニーの視認性が向上されて誰でも

同じ判定ができるようになってきた。何れも

技術の進歩に伴い生まれた製品であるが、そ

れによって昔からの技術が使えなくなったわ

けではない。古典的な培地であるが故に、そ

の反応メカニズムもシンプルで理解し易く、

もう少しの理解をもって観察さえすれば平板

上で起きいている様々な現象までを深く読み

取ることができる。最新の技術は重要であり

検査に役立つに違いないものであるが、古く

から使われる培地の特徴をより理解しておく

ほうが、どのような環境に遭遇しても最適な

道標を与えてくれる。

本講演では日常的に使用される培地について

の素材とそれの用途・役割、またどのような

反応が起きてどのようなコロニー所見として

出現されるのかなどを、一例を取り上げて紹

介したい。

連絡先　栄研化学マーケティング推進室　　　　　　　　

ＭＫＴ三部一課　℡　03-5846-3286 

先人の知恵から学ぶ培地学講座

◎新井 正啓 1)

栄研化学 マーケティング推進室ＭＫＴ三部一課 1)

EntryNo. 7
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教育講演Ⅲ教育講演Ⅲ  

 

けんしん領域における腹部超音波検査の 

精度保証を考える 

 

講師 神田 泰一   PL 東京健康管理センター 

 

新潟県内施設での取り組み 

富山 宏美   労働衛生医学協会新津成人病検診センター 

佐藤 涼子   下越総合健康開発センター  

大矢 佳奈   JA 新潟厚生連長岡中央綜合病院 

 

 

 

けんしん事業において、臨床検査は欠かせないものであり、その有用性については広

く周知されているところである。現在、検体検査領域における精度管理は内部精度管理、

外部精度管理ともに、検査データを担保する為の取り組みが日々、行われている。一方、

生体検査において精度管理となると、現在は装置のメンテナンス、施設内での検査手順

の統一、日臨技主催の外部精度管理が主となっている。 

けんしん事業における腹部超音波検査では健康と思われる受診者の中から、疾患を見

逃さず、拾いすぎないという事が求められる。多くの受診者は機会の度、同施設でのけ

んしんを受診する傾向がある事から、これまで指摘した所見の推移がみられる一方、多

くの技師が検査に携わる為、同じ判断基準が求められる。超音波検査ではプローブの位

置が少し変わるだけでも大きさ、印象が変わるのは否めない事実である。 

本教育講演では、新潟県内施設から①グループ施設内での人材育成方法、②施設内走査

方法、画像記録の統一方法等について、③けんしん機関および二次検査の両方に携わる

医療機関での取り組みをご紹介いただく。他県での取り組みについては、東京都内で多

くの受診者のけんしんに携わる神田先生の施設での取り組みをお聞かせいただき、腹部

超音波検査の精度保証に対する取り組みについて考えたい。 
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1.はじめに
超音波検査は、無侵襲でかつ短時間に多くの

情報を得ることができるため、人間ドック健

診や集団検診（「けんしん」と総称）では必

須の検査となっている。しかし、検査精度に

関しては検者（技師）の能力に左右される。

2.けんしん超音波検査担当技師の役割
けんしん超音波担当技師は十分な経験を積ん

だエキスパート技師が検査を行うことが望ま

しいが、実際の検査担当者はエキスパートば

かりでは無く、各施設でトレーニングを受け

ながら経験を積んでいる技師も混在している

のが一般的ではないだろうか。

けんしん超音波検査担当技師の役割は、病変

の診断や評価ができることも重要だが、まず

は病変を発見できること、もしくは病変が無

いと判断できることが大切で、隅々まで見忘

れ（見落とし）なく観察し、病変があれば確

実に拾い上げ、その所見を画像や文章によっ

て判定医に伝達するという役割を担っている。

3.走査の実際
撮像は、腹部超音波検診判定マニュアルを参

考に撮像基本断面を取り決めて運用している。

体位変換は、体動困難例を除き、全例で実施

している。必要であれば側臥位の他に座位、

うつ伏せ、四つ這いなどを適宜追加している。

4.技師の育成
当センターでは、新人が配属されてから一人

で健診腹部超音波検査を担当するまでに、1～
1年半程度トレーニングを行っている。無駄な
時間をかけず効率的にベテランと同じ検査が

できるように育成することを目的に、講義、

実技をマンツーマンで教えている。先輩の行

う検査の見学では検査手技や手順の他に電子

カルテや画像システムの操作方法も学ぶ。

デビュー後も、新人が担当した検査の確認を

行う。撮像画像を見てフォーカスや表示深度

はもちろん、体位変換、プローブの周波数や

ビームの入射などを超音波の基礎や解剖をお

さらいしながら説明し、必要であればモデル

で確認するなどの見届けも実施している。

5.技師のスキルアップ
個々に勉強会や講習会にも参加しているが、

その他に週 1回、超音波専門医が技師の疑問
への解説などを行う「質問会」を開催し、検

者間差の縮小に努めている。また質問会では

健診での発見を契機に受診した精密検査や手

術の結果などを含め、自分たちが拾い上げた

病変の取り扱いなどを知る機会にもなってい

る。

当日は、この他に検査環境、システムを使っ

た申し送り、所見誤記載への対策など施設内

での診断能統一に向けた取り組みを紹介する。

何かの役に立つ情報になれば幸いである。

連絡先　PL東京健康管理センター　
　　　　℡（03）3469-1161

けんしん領域における腹部超音波検査の精度保証を考える

当センターでの取り組み

◎神田 泰一 1)

PL東京健康管理センター 1)
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