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令和３年度
第 2７回 学術研究発表会全国大会

抄

録 集

ご 挨 拶

一般社団法人日本衛生検査所協会
学術委員会委員長 近 本 陽 一
2 年ぶりの開催となります第 27 回学術研究発表会全国大会は、新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、日本衛生検査所協会事務局と、発表者及び聴講者をウェ
ブ会議システム Zoom でつなぎ開催する運びとなりました。
昨年の新型コロナウイルス感染症の流行以降、世界情勢はまさに激変いたしま
した。日本社会も甚大な影響をうけ、いまだ混迷を深めております。このような
中、臨床検査、そして医療の最前線の現場において、長期間にわたり献身的に職
務に努められている医療従事者の皆様に、心より敬意を表します。
さて、平成 30 年 12 月の「医療法等の一部を改正する法律」施行により、検体
検査が医療の中で非常に重要であるとあらためて位置づけられ、衛生検査所の社
会的責任はより大きくなりました。その責任を果たすため、衛生検査所に最も求
められることは、当協会の「検査精度の維持・向上こそが登録衛生検査所の生命
線である」という理念にも基づく「精度管理」
、そしてそれを守るための人材を育
てる教育であると考えております。
学術委員会ではこれまで、日本臨床検査専門学院や学術研究発表等の教育研修
事業、各ガイドラインの策定などを行ってまいりました。昨年は、専門学院は Zoom
によるサテライト講義を拡充し、職場や自宅など全国どこでも受講できるよう整
備し、また 2014 年に日本臨床検査標準協議会（JCCLS）が公開した共用基準範囲
について、あらためて会員に周知をいたしました。持続的な教育研修が、検査の
品質、精度向上や維持を可能とすると思います。現在のような状況だからこそ学
び研鑽する場を設けることが大切であり、それこそが協会の役割なのです。今後
も学術委員会では、会員の皆様が検体検査を通じて国民へ良質な医療の提供に貢
献していただけるよう委員会活動に取り組んでまいります。
本大会の全国 9 支部からご推薦いただきました 19 演題は、本来であれば、昨年
の第 26 回大会で発表される予定でした。
しかし同会は新型コロナウイルスにより
開催中止となりましたため、全ての演題を今大会に繰り越し発表をさせていただ
きます。医療技術の進歩に伴い発表演題は、年々、多分野にわたり高度なものと
なっています。本日の発表会にご参加された皆様は、発表された各研究内容の成
果を各施設において、有意義に活用していただければ幸いです。
最後に、今回の学術研究発表会の開催にあたり、演題をご推薦いただき、多忙
な中にもかかわらず発表者の参加をご了承いただきました会員施設の関係者各位
と、
開催準備にご尽力いただきました学術委員会の皆様に心よりお礼を申し上げ、
ご挨拶とさせていただきます。
令和 3 年 7 月
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第 27 回 学術研究発表会 全国大会

日

時

令和 3 元年 7 月 15 日（木）13：30～16：50

会

場

一般社団法人日本衛生検査所協会 会議室 1
及び Zoom でつないだ遠隔地
住所
東京都文京区後楽 2-3-28 K.I.S 飯田橋 2 階
電話
03-5805-5250
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会

プ ロ グ ラ ム

Ⅰ．開 会 挨 拶
学術委員会 委員長

13：30
近 本 陽 一 （福山臨床検査センター）

Ⅱ．演 題 発 表
微生物学・寄生虫学
座 長

岩 川 明 子 （シー・アール・シー）
13：35

１．微生物同定質量分析装置 MALDI Biotyper の使用経験
大庭僚将・村田亜紀・多田留美・河村常作

（アルプ）

13：45
２．ペニシリン低感受性Streptococcus agalactiaeの検出率と感受性検査の必要性
亀澤将・中本明美・檜垣慎一郎・田浦花・鮫島理沙・西ノ明学
（クリニカルパソロジーラボラトリー）

座 長

花 川 準 司 （四国中検）
13：55

３．培養同定におけるカンジダ培地の検討
兵道美波・田川恭平

（エスアールエル）
14：05

４．Anaerobiospirillum succiniciproducens を疑う菌種について
永田修一・河相朋美・小松由奈・石原彰人・髙橋伸
早崎俊成・奥原俊彦
（福山臨床検査センター）
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座 長

神 谷

厚 （札幌臨床検査センター）

14：15
５．四国・中国地域における市中での薬剤耐性菌（ESBL、カルバペネマーゼ産生菌、
CRE）の検出状況
野村泰生・杉本啓一・田中悟・杉本幸子・林久志
（ファルコバイオシステムズ）
14：25

６．Bordetella holmesii による百日咳様症状を呈した成人症例について
中谷瑞希・表口真穂・松本朋子・橘美希・森川友里加
八木考洋・島田一彦
（兵庫県臨床検査研究所）
吉田弘之
（兵庫県臨床検査研究所・神戸大学大学院）
14：35
７．本邦における衛生害虫による外部寄生虫症の発生状況（2000-2017 年）
（ビー・エム・エル、国立感染症研究所）
石川敬
生野博・児玉加奈子・市村禎宏
（ビー・エム・エル）

血液学
座 長

荒 木 年 夫 （大阪血清微生物研究所）
14：45

８．全自動赤血球沈降速度測定装置 Smart Rate の検討結果について
古俣竜一郎・涌井直樹
（江東微生物研究所）
14：55
９．ALL 発症後無治療経過観察中に自然寛解に至った症例
川渕章弘・中澤夏未・藤井愛華・杉本圭輔・山口悠樹
（エスアールエル）
（近森病院）
今村初子・上村由樹
15：05
10．APTT 試薬の比較検討
内海康裕・江副純・真柴新一・久川聡
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（保健科学研究所）

免疫血清学・臨床化学
座 長

竹 並

健 （エスアールエル）
15：15

11．ＣＫＤ関連検査（特にＬ－ＦＡＢＰ）に関する業務改善
齋川葉月・中嶋宏幸・赤間雅之・前谷光弘
（昭和メディカルサイエンス）
15：25
12．HbA1c 測定におけるヘモグロビン F 分画の影響と方法間差について
米井誠・南谷美和・駒井塁・谷本浩行・柴田光恵
川合恵里・佐藤卓・中神由美子
（第一岸本臨床検査センター）

精度保証・管理運営（業務改善含む）
座 長

成 田 京 子 （ＬＳＩメディエンス）
15：35

13．ヒヤリハット活動による苦情・過誤削減の取り組み
森上真起子・岡部東矢・高尾淳子・長澤英昭
（ファルコバイオシステムズ）
15：45
14．検査センターにおける採血時検体取り違えによる誤報告防止策の検討
黒田麻衣子・竹内秀史・栗本誠一・木戸口公一
（日本医学）

病理学
座 長

奥 原 俊 彦 （福山臨床検査センター）
15：55

15．乳腺細胞診での鑑別困難、悪性疑い症例の検討
山本楓・藤原和幸・土本詩織・米谷昌志 （ファルコバイオシステムズ）
16：05
16．自動染色･封入装置ベンタナＨＥ600 の導入効果
安福恵・箭野睦弘・谷聖司

6

（日本医学臨床検査研究所）

教育・その他（遺伝子検査）
座 長

杉 田 宏 充 （武蔵臨床検査所）
16：15

17．臨床への貢献～Gram染色相談会～
吉川エリ・東田和子・平田京子・神代英士・高野敏充
（エスアールエル）
16：25
18．検査点数一覧表裏面の有効活用
アレルギー項目 50 音表記とセット一覧・ウイルスワクチン接種のガイドライン
吉田みどり
（盛岡臨床検査センター）
16：35
19．検査工程管理システム導入による検査精度向上への取り組み
矢野遥香・佐々木宏・桑原崇記・別府弘規
（エスアールエル）

Ⅲ．閉 会 挨 拶
学術委員長 副委員長

16：45
杉 田 宏 充 （武蔵臨床検査所）

7

8

令和３年度
第 2７回 学術研究発表会全国大会

抄

録

9
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１
微生物同定質量分析装置 MALDI Biotyper の使用経験
株式会社アルプ
〇大庭

僚将

村田

亜紀

多田 留美

河村

常作

【はじめに】
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行

とくに、嫌気性菌や抗酸菌については、純培養

時間型質量分析(MALDI-TOF MS）計を用いた

に時間を要したり、同定キットで発育不良など

微生物の同定法は､菌体内のリボゾーム蛋白質

から明確な結果が得られなかったり、検査担当

を主体としたマススペクトルをデータベースと

者に精神的負担を強いることが多かったが、大

マッチングさせる方法であり､16S rRNA シーク

きく軽減された。また、検査担当者の教育につ

エンスを用いた同定法に限りなく近い精度が得

いて、釣菌したコロニーの菌名がすぐにわかる

られる。迅速､簡便に加え､ランニングコストが

ことから､現任訓練の一環として、役立っている。

安価であることや質量分析装置加算の追い風も

【注意すべき点】

あり､急速に導入が進んでいる。当施設では､昨

MALDI Biotyper では同定困難あるいは同定

年 11 月に MALDI-TOF MS を測定原理とする質

不能である菌種がいくつか公表されている。当

量分析装置 MALDI Biotyper(ブルカー・ダルト

施設でも、便培養検査にて、SS 培地上のコロニ

ニクス)を 2 台導入した。これまでの使用経験か

ー性状から赤痢菌を疑ったが、MALDI Biotyper

ら､当施設における導入効果､また､装置を運用

では E.coli と同定され、確認培地及び VITEK2

するうえで､注意すべき点について報告する。

GN 同定カード、免疫血清、ipaH 遺伝子から

【導入効果】

Shigella spp.と報告した症例を経験した。また、

同定検査はこれまで、分離培地上のコロニー

日常的には、S.pneumoniae と S.mitis の鑑別が困

性状から、多種多様な確認培地や数種類の生化

難であることなどにも留意している。

学的性状による同定キットを便宜選択し、培養、

【結語】

目視による判定など複雑な工程を経て、結果を

MALDI Biotyper の導入により、同定検査工程

得るのに 1 日以上かかっていた。一方、MALDI

を抜本的に見直すことができ、精度の向上、コ

Biotyper では、分離培養から単独コロニーさえ

ストの軽減と同時に作業時間の短縮につながっ

得られれば、10 分程度で菌名が判明し、しかも、

た。ただし、臨床的に影響の大きい不得意な菌

分析対象として一般細菌、嫌気性菌、抗酸菌、

がいくつか存在することから、装置の特徴や欠

真菌などの菌種を問わないこと、96 サンプルの

点を良く理解した上で使用することが必須であ

測定時間が 30 分と高い処理能力を持つこと、

る。最低限、主要検出菌のコロニー性状や鑑別

システムに組み込むことが容易であることから、

法を熟知しておく必要があり、従来からの同定

作業が簡素化され、作業時間が短縮された。

検査法の習得は今後も欠かせないと考える。

≪連絡先 076(237)4230≫
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２
ペニシリン低感受性 Streptococcus agalactiae の検出率と感受性検査の必要性
（株）クリニカルパソロジーラボラトリー
中本 明美

檜垣 慎一郎

田浦 花

鮫島 理沙

西ノ明 学

【はじめに】

る耐性率 6%に近い数値と言える。

Stereptococcus agalactiae （ 以 下 GBS ） は

PCG 耐性率は呼吸器由来で GBS 陽性率中 75.7%、

Lancefield B 群に属するグラム陽性の球菌であ

泌尿器由来で 21.6%であった。性別による偏り

り、人の腸管内や膣内に常在する。一方で新生

はほとんどない。年齢別では 60 歳以下の陽性率

児や易感染者に対して髄膜炎、敗血症、肺炎の

はほとんどなく、60 歳以上の患者で多く分離さ

原因菌になり得る菌でもある。周産期 GBS 感染

れた。検査材料によって PCG 耐性菌の分離率に

症の予防や治療の第一選択薬としてペニシリン

差があることは多くの文献と同様に呼吸器由来

系抗菌薬が推奨されているが、ペニシリン低感

の材料に多くみられた。PCG 耐性株に対して他

受性 GBS(Group B streptococci with reduced

の薬剤耐性率の比較では CLDM、MINO、LVFX、CAM

penicillin

PRGBS)が

等に差が見られた。なかでもマクロライド系か

散見されるという文献がいくつかある。よって

つフルオロキノロン系薬剤は他薬剤より耐性傾

今回は弊社における検査結果を基に PCG に対す

向の差がみられた。

る耐性率、材料及び年齢層による特性に着目し、

【まとめ】

統計を行った。

弊社における PRGBS 検出率は 60 歳以上の呼吸器

【対象・方法】

由来の材料に多くみられた。女性泌尿器由来の

susceptibility 以 下

対象期間は 2017 年 1 月 1 日から 2019 年 6 月

材料からの検出率は低い結果となった。しかし、

30 日とし、材料ごとに性別・年齢別に統計を行

一方で弊社では婦人科領域における泌尿器由来

った。また、PCG 耐性株に対して他の薬剤感受

の細菌検査には感受性検査の依頼が含まれない

性への影響も調べることとした。同定検査には

ことが多く、侵襲性感染症を引き起こす危険性

VITEK-MS(質量分析計)を用い、感受性検査は栄

を考慮すると GBS が繰り返し分離される場合は

研化学 DP（ドライプレート）を使用した微量液

感受性検査も含めご依頼頂けるようアナウンス

体希釈法によって実施した。PCG に対する耐性

していくことも必要であると考える。

の基準は CLSI のブレイクポイント 0.12μg/l
以上とする。
【結果及び考察】
弊社における PRGBS の検出率は GBS 陽性株 3427
株中 148 株で、耐性率 4.3％となった。これは
JANIS の 2018 年全国データとして報告されてい

≪連絡先
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３
培養同定におけるカンジダ培地の比較
株式会社
〇兵道

エスアールエル小牧ラボラトリー
美波

田川

恭平

【目的】

【結果】

酵母様真菌の鑑別用培地は各社より発売されて

感度は、すべての培地において 24 時間で使

おり、コロニーの色調、形態より鑑別を行って

用菌株 108CFU 相当の濃度は発育し、48 時間培

いる。しかしルーチン検査上鑑別に迷うものも

養後は、103CFU 前後の濃度ですべて発育し、

あり、誤判定をしてしまうこともある。今回、

大きな差は生まれなかった。

我々は各社培地について比較検討を行ったので

正確性においては、各培地の目視判定にて一致

ここに報告する。

した菌株もあるが、Candida glabrata や Candida
tropicalis などは既定の時間培養しても培地間に

【方法】

差異があり、全培地の目視判定が一致しなかっ

・カンジダ培地６種類

た。各培地で発色の特徴が異なり、コロニー密

①クロモアガーカンジダ(A 社)

集地と単独コロニーとの間に色調差があり、菌

②カラーCandida 寒天培地(B 社)

株によって推定困難であった。

③ポアメディア Vi カンジダ寒天培地(C 社)
④XM‐カンジダ寒天培地(D 社)

【まとめ】

⑤CHROMagar カンジダ寒天培地(E 社)

今回、各社とも感度には大きな差はなかった。

⑥カンジダ ID２寒天培地(F 社)

各培地とも分離培養培地として有用と思われ

・使用キット

る。また、正確性においてはコロニー性状のみ

API 20 C AUX

か らの 菌種 同定 には 若干 差が あり 、Candida
parapsilosis や Candida glabrata はコロニーの密

・使用機器

集具合により同じ菌株でも色調差が観察され

MALDI-TOF MS

た。しかし各培地において、Candida albicans と
(感度)：菌名同定された９菌株の希釈系列を作

Candida krusei は、同定キットとの一致率も高

りミスラー法にて各培地に、10μL ずつスポイト

く、この２菌種においては菌種の推定が可能と

接種し、好気環境にて培養。24 時間および 48

考えられる。ただ、確実な菌名同定として、鑑

時間ごとに発育状況を観察し比較した。

別用培地のみの菌種確定は類似の菌もいるた

(正確性)：無作為に抽出した臨床菌株 100 菌株

め、追加試験が必要と考える。今後それぞれの

を API 20 C AUX と各培地に塗布し、24 時間お

検査室の目的に合わせて、培地を選択すること

よび 48 時間ごとに目視判定を行って、同定菌

で有用な培養結果が期待できると考える。

名と差異がないか比較した。追加で
MALDI-TOF MS にて同定菌名の確認をした。
≪連絡先ＴＥＬ 0568‐77‐4351≫
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４
Anaerobiospirillum succiniciproducens を疑う菌種について

株式会社 福山臨床検査センター
〇永田 修一

河相 朋美

小松 由奈

石原 彰人

髙橋 伸

早崎 俊成

奥原 俊彦

【菌種同定検査】

【はじめに】

Anaerobiospirillum 属菌は、イヌ等の消化管

分離したグラム陰性らせん状桿菌のカタラー

常在する嫌気性グラム陰性らせん状桿菌で

ゼ試験およびオキシダーゼ試験は陰性であっ

あ る 。 本 属 菌 は A. succiniciproducens と

た。質量分析装置バイテック MS(ビオメリュー・

A. thomasii の 2 菌種がヒトに感染症を起こす

ジャパン)を使用し測定した結果、

ことが知られており A. succiniciproducens が

A. succiniciproducens と同定された。確認の

血流感染症や下痢症を起こし、A. thomasii が

ため、質量分析装置 MALDI バイオタイパー（ブ

下痢症を起こすとされている。

ルカー・ダルトニクス）と自動細菌検査装置

に

今回我々は血液から A. succiniciproducens

バイテック 2 ブルー(ビオメリュー・ジャパン)

の検出を経験したので報告する。

を使用し測定した結果、MALDI バイオタイパー

【症例】

で は A. succiniciproducens 、 バ イ テ ッ ク 2

患者：89 歳女性。主訴：悪寒・戦慄・激痛・

ブルーでは同定不能であった。

微熱。基礎疾患：心房細胞動・慢性心不全。

【報告】

意識が消失したため医療機関を受診、入院後

本菌感染症確定において動物との接触歴が

採取した血液培養ボトル（好気用ボトル・嫌気

重要なため、接触の有無を確認したが、既に

用ボトル：日本ベクトン・ディッキンソン）が

退院され追跡確認することができなかった。

2 セット、当社に出検された。

本邦において本菌による血流感染症の報告は

【塗抹鏡検・分離培養検査】

少数例と稀であることや、動物との接触歴が

培養は自動血液培養装置 BACTEC FX（日本ベ

不 明 な こ と か ら 、 医 療 機 関 へ は

クトン・ディッキンソン）を用いた。培養 1.2

「Anaerobiospirillum succiniciproducens を

日（28 時間）で嫌気用ボトルのみ陽性を示し、

疑う」として報告した。

グラム染色を実施し、らせん状のグラム陰性

【まとめ】

桿菌を検出した。サブカルチャー実施後、35℃

質量分析装置による同定が有用な事象であっ

微好気培養と嫌気培養でコロニーの発育が認め

たが、感染症確定においては、動物との接触や

られた。発育したコロニーの特徴は、表面平滑

渡航歴などの患者情報が重要であることを認識

でやや隆起した辺縁明瞭な直径 1～2mm の半透

した一例であった。

明湿潤円形であった。

≪連絡先 084(921)2751≫
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５
四国・中国地域における市中での薬剤耐性菌（ESBL、カルバペネマーゼ産生菌、
CRE）の検出状況

(株)ファルコバイオシステムズ

岡山研究所

〇野村泰生

杉本幸子

杉本啓一

田中悟

林久志

【はじめに】

ESBL 産生菌の年次別の検出数と検出率は 2014

近年、薬剤耐性菌の増加が世界的に問題となっ

年 287 株（0.86％）、2015 年 327 株（1.08％）、

ている。本邦においても薬剤耐性菌は増加して

2016 年 347 株（1.07％）、2017 年 525 株（1.49％）、

おり、その耐性菌の分布は地域、施設で異なっ

2018 年 486 株（1.39％）であった。

ている。今回我々は四国・中国地域における市

カ ル バ ペ ネ マ ー ゼ 産 生 菌 は 、 2014 年 7 株

中での基質特異性拡張型 β ラクタマーゼ

（0.02％）、2015 年 3 株（0.01％）、2016 年 2

（Extended spectrum β-lactamases：ESBL）産生

株（0.01％）、2017 年 3 株（0.01％）、2018 年 3

菌、カルバペネマーゼ産生菌、カルバペネム耐

株（0.01％）であった。

性腸内細菌科細菌（CRE）の検出状況の過去 5

CRE は、2014 年 0 株（0.00％）、2015 年 0 株、

年 間 の推 移に つい て 調査 検 討し たの で報 告 す

2016 年 0 株、2017 年 2 株（0.01％）、2018 年 1

る。

株（0.01％）であった。

【対象・方法】

【考察】

2014 年から 2018 年に当研究所から分離された

今回の調査により、市中で普通に生活を送って

外来患者（2014 年 33,532 人、2015 年 30,347

いる国内の人から一定の割合で耐性菌を保菌し

人、2016 年 32,447 人、2017 年 35,248 人、2018

ていることが明らかになった。耐性菌保菌者の

年 34,920 人）由来の ESBL、カルバペネマーゼ

存在は外来患者や新規入院患者を通した医療環

産生菌、CRE について調査した。集計は菌種ご

境へ耐性菌の持ち込みの可能性を示唆している。

とに患者あたり 1 株/年とした。

【まとめ】

ESBL 産生性は Double Disk Synergy Test
（DDST）

薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが発表

法、カルバペネマーゼ産生性は SMA ダブルデ

され、国内でも耐性菌対策の重要性が広く認識

ィスク法および Modified Carbapenemase Inactive

されてきている。感染対策を立てるために院内

Method(mCIM)で確認した。

市中ともに耐性菌の動向を継続的に把握する必

CRE は Microscan WalkAway で MIC 値を測定

要性がある。

し、MEPM≧2 ㎍/ml または IPM≧2 ㎍/ml かつ
CMZ≧64 ㎍/ml のいずれかを満たすものを CRE
と判定した。

≪連絡先

【結果】
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６
Bordetella holmesii による百日咳様症状を呈した成人症例について

兵庫県臨床検査研究所１）、神戸大学大学院保健学研究科２

株式会社
〇中谷
森川

瑞希１） 吉田
友里加１）

弘之１）２）

表口

真穂１）

考洋１）

島田

一彦１）

八木

松本

朋子１）

橘

美希１）

【はじめに】Bordetella 属のなかには、百日咳

認できている。

の 原 因 菌 で あ る B.pertussis の 他 に 、

【材料】喀痰

B.parapertussis （ 以 下 パ ラ 百 日 咳 菌 ）、

【結果】細菌検査と同時に百日咳菌抗体検査も

B.holmesii および B.bronchiseptica がヒトの疾

提出されていたが結果は陰性。培養検査から原

患に関与していると言われている。このなかで、

因菌を分離し､質量分析装置 VITEX－MS で測

B.parapertussis と B.holmesii は性状が類似し

定を行ったところ 99.9％の確率で B.holmesii

ており、一般的な同定検査では鑑別が困難であ

が同定された。また､神戸大学病院に協力をして

り、遺伝子学的検査に頼らざるを得ない。わが

いただき､１６S リボゾーム RNA による､遺伝

国では、2008～2009 年に埼玉県と北海道で初

子学的検査を行ってもらったところ､100％の

めて B.holmesii が臨床分離され、2011 年には

一致率で B.holmesii との相同性が認められた。

宮崎県の百日咳集団感染事例のなかで百日咳菌

【臨床経過】アジスロマイシン (AZM)の 3 日間

に混ざって 5 株が分離されたという報告はある

の投与で症状は改善し、7 月 17 日の受診で軽快

が、臨床の場ではまれな疾患の一つである。

を確認、終診となった。

【目的】今回我々は百日咳疑いと診断された患

【考察】百日咳は感染症法で届け出が必要な疾

者検体から菌を分離し､質量分析により､

患のため、百日咳菌と他の菌種との鑑別が必要

B.holmesii を同定し診断に寄与できたので報告

である。また、B.holmesii はパラ百日咳菌と性

する。

状が類似しており、従来の同定検査では鑑別が

【症例の概要】

困難であり、質量分析がなければ B.holmesii

30 歳代、女性。家族歴：小学生女児の母。

の同定には至らなかったと考える。

主訴：発熱、鼻水、咽頭痛。

【まとめ】今回の症例では、質量分析で

現病歴：娘の同級生(隣席)が百日咳に罹患し(臨

B.holmesii と判定されたことにより、治療薬

床診断)、後日娘も百日咳様症状を発症したが、

AZM に辿り着くことができた。B.holmesii は、

他院でマクロライドを投薬され軽快した。その

百日咳と同様の症状を呈することが知られてい

後、本人に 38℃の発熱と鼻水、咽頭痛を伴う感

るが、通常の同定方法ではパラ百日咳菌と鑑別

冒症状が出現し、医院を受診。セフェム系内服

がつかず、日本では B.holmesii の症例報告は

薬を処方されるも改善がなく、20XX 年 7 月 11

まだ数少ない。今回、質量分析を使用した事で

日に A 市 B 病院を受診、細菌検査が当社に出検

B.holmesii と同定でき、貴重な症例を経験する

された。来院時の問診でワクチンの接種歴は確

ことができた。
≪ 連絡先 079(267)1251≫
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７
本邦における衛生害虫による外部寄生虫症の発生状況（2000-2017 年）
株式会社ビー・エム・エル
〇石川

敬 1）、2)

生野

細菌検査部 細菌検査課 1）

博 1）

児玉

加奈子 1） 市村

国立感染症研究所

寄生動物部 2）

禎宏 1）

【考察】

【はじめに】
本邦の外部寄生虫感染症は現在でも一定の患

ヒゼンダニは介護職員と思われる 20 代-40 代

者数が存在しており、特に蚊やマダニは重篤な

の感染を認められたことから、疥癬患者の介抱

感染症を媒介させる衛生害虫として非常に注意

をした際に接触感染した可能性が考えられる。

が必要である。本邦では 2013 年に SFTS、2014

アタマジラミは 0-10 歳の患者が多いが、60 歳

年にデング熱が発生し、SFTS に関しては毎年

以上では１本の髪の毛に数十個の卵が産み付け

60-90 名の患者が報告されている。しかし、本

られている重度の感染例も散見されたことから、

邦における衛生害虫の発生動向の報告は乏しく、

今後は介護現場などにおいてもアタマジラミの

患者数の実態は明らかではない。そこで、当社

対策をとる必要がある。マダニの報告数が 2014

の検査室における 2000 年-2017 年までの 18 年

年に多かった理由として、デング熱が世間で話

間の検査結果を集計し、報告する。

題となったことで患者が積極的に病院へ足を運

【対象・方法】

んだ結果と考えられる。また、マダニが都市部

当 社 の 検 査 室 で保 管し て い る 過 去 18 年 間

において患者数が多い理由として、ハイキング

（2000 年-2017 年）のヒゼンダニ、アタマジラ

等のアウトドアを森林で行った後、自宅のある

ミ、マダニの検査結果を年度別、都道府県別、

都市部に帰宅した際にマダニの感染に気付くた

性別、年齢別（2012 年-2017 年）に集計した。

めだと考えられる。

【結果】

【まとめ】

18 年 間 で 報 告 し た 衛 生 害 虫 に よ る 総 数 は

今回の結果より、依然として本邦では衛生害

3,607 件であり、内訳はヒゼンダニ 2,557 件、

虫による患者が一定数存在しており、公衆衛生

アタマジラミ 745 件、マダニ 204 件であった。

上重要であることが明らかとなった。特にヒゼ

年度別でみるとヒゼンダニは 2006 年の 241 件で

ンダニは接触感染で感染が拡大し、難治性の角

ピークをむかえ、その後は毎年 150 件程度に推

化型疥癬を引き起こす可能性があるため、医療

移していた。アタマジラミとマダニのピークは

従事者および介護現場における注意喚起が必要

それぞれ 2013 年で 91 件、2014 年で 31 件であ

である。

った。患者の性差はヒゼンダニ、アタマジラミ、

連絡先（TEL 049-232-3131）

マダニすべてにおいて女性が多かった。患者の
年齢別ではヒゼンダニは 81～90 歳、アタマジラ
ミは 0～10 歳、マダニは 60～70 歳が多かった。
都道府県別ではヒゼンダニ、アタマジラミ、マ
ダニすべて都市部において患者数が多かった。
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８
全自動赤血球沈降速度測定装置 Smart Rate の検討結果について

株式会社

江東微生物研究所

〇古俣 竜一郎

涌井 直樹

【はじめに】
2 時間値

血沈とは、赤血球沈降速度（ESR：erythrocyte

ｙ＝0.9295ｘ+0.1398

sedimentation rate）の略で赤沈とも呼ばれ、古く

ｙ＝0.8607ｘ-1.1189

から行なわれてきた検査法の 1 つである。血漿

が「温度補正あり」よりも良好な結果を得るこ

中に浮遊している赤血球の沈降する速度を測定

とができた。

することにより、病気の有無や病勢を判断する

【考察】

検査法で、様々な疾患でも反応が起こる非特異

今回検討に用いた「全自動赤血球沈降速度測定

的反応であること、簡便な検査であることなど

装置 Smart Rate」は、専用真空採血管を用い、2

か ら 広く 用い られ て きた 。 今回 、㈱ 常光 か ら

重構造となっている内側の採血管を装置にセッ

2018 年春に発売された全自動赤血球沈降速度

トした時点で測定が開始され、3 分経過ごとに

測定装置 Smart Rate の検討機会を得たので報告

赤血球の沈降を読み取り、計算法にて 30 分で 1

する。

時間値、1 時間で 2 時間値を報告することがで

【対象・方法】

きる。結果は測定終了後にプリントアウトされ

同時再現性・日差再現性としては、血沈用コン

るため、検査結果を待つこともなくなり、所要

トロール血球（Bio-Rad 社）2 濃度を用い 5 回

時間の短縮、業務の省力化も図れ、効率の良い

連続測定および 5 日間測定を行なった。

運用ができると考えられる。また、専用採血管

対象検体は当施設に血沈を依頼された血液を用

の完全クローズドシステムにより、感染の危険

い、現行法（Westergren 法）にて検査終了後、

性もなくなり、ディスポーザブル血沈管を購入

専用採血管に移し替えた検体を使用した。また、

する必要もなくなる。今回の検討結果では、現

温度補正モードが搭載されているため、それぞ

行法が温度補正をしていないため「温度補正な

れについても比較検討対象とした。

し」モードの方が良好な相関結果を得ることが

【結果】

できたが、ICSH（国際血液学標準化協議会）の

同時再現性、日差再現性共にメーカー参考範囲

国際標準法では測定温度が設定されており、今

内と良好な結果が得られた。現行法との相関で

後は準拠した報告が必要と考え、実運用では「温

は、測定モード「温度補正なし」では、1 時間

度補正あり」モードでの報告を行います。

値

ｒ=0.9836

値

ｒ =0.9838

ｙ＝1.0002ｘ+0.503
ｙ ＝ 1.0049ｘ -0.5535

り、
「温度補正あり」では、1 時間値

ｒ=0.9796

となり、
「温度補正なし」

2 時間
とな

ｒ=0.9675

≪連絡先
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９
ALL 発症後無治療経過観察中に自然寛解に至った症例

社会医療法人近森会

近森病院

○川渕

章弘 1

中澤

夏未 1

今村

初子 2

上村

由樹 3

SRL 検査室 1) 臨床検査部 2) 血液内科 3)
藤井

愛華 1

杉本

圭輔 1

山口

悠樹 1

現在も近医受診で寛解状態とされている.

【はじめに】
ALL に対する自然寛解例は, 小児のケースが
多く, その要因は感染症に対する免疫系の賦活

【考察】

化や輸血による GVHD 様反応の関与, 抗体依

今回, 自然寛解時の骨髄穿刺やその他検査を

存性の殺細胞効果などが言われている.成人の

実施することができなかったため, 明確な要因

自然寛解報告例はあるが高齢者での報告はされ

が不明であるが, 末梢血中の顆粒リンパ球増勢

ていない. 今回, 80 歳代高齢者で ALL に対し,

から ALL の初期段階での侵襲性検査による刺

無治療経過観察で自然寛解が見られた症例を経

激や炎症反応, 輸血関連による何らかの免疫学

験したので報告する.

的機序が起こり, 自然寛解に至ったと考えられ
る.

【症例の概要】
80 歳代女性, 20XX 年 6 月, 数日前より労作時
倦怠感を自覚, 後に体調悪化により近医を受
診.

両側胸水, 心嚢液貯留, NTpro-BNP 上昇

により心不全と診断. Ddimer 上昇も認められ,
肺塞栓症の疑いもあったため精査目的で当院紹
介. 血液検査は白血球数 25800/μL でリンパ球
が 83％, 血液像では異常リンパ球を 59％認め
た. 骨髄検査では N/C 大で核網粗剛な小型細胞
をモノクローナルに認められ, FCM の結果より
B-ALL と診断された.
年齢などの考慮があり, ALL に対する積極的な
治療は行われなかった. しかし, 入院 1 週間で
症状軽快により退院となり, 3 週間後の血液像
では異常リンパ球がほとんど消失しており, そ
の中で顆粒リンパ球の増勢が認められた. 骨髄
穿刺の再検査, 追加の検査はご本人・ご家族に
希望により中止となった.
≪連絡先 088（855）8770≫
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１０
APTT 試薬の比較検討

株式会社保健科学研究所札幌ラボラトリー1）株式会社保健科学研究所 2）
○内海康裕 1） 江副純 2） 真柴新一 2） 久川聡 2）
【はじめに】

FSL では回帰式ｙ＝0.926X-1.461、相関係数

活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）は

ｒ＝0.984 であった。

血液凝固機構のスクリーニングテストとして日

データファイと FSL では回帰式ｙ＝0.715X

常の検査に用いられている。内因系凝固因子と

+3.963、相関係数ｒ＝0.974 であった。

共通系凝固因子の働きを反映しそれらの異常を

共存物質の影響は 3 試薬ともビリルビン F・C

検出するほか、ループスアンチコアグラント

は 20.0mg/dL、ヘモグロビンは 500.0mg/dL、

（LA）の検出、未分画ヘパリンのモニタリング

乳びは 1500.0FTU（ホルマジン濁度）まで影響

検査にも利用されている。今回、トロンボチェ

がみられなかった。ヘパリン感受性試験は 3 試

ック APTT-SLA（以下 SLA）試薬の導入を目的

薬で未分画ﾍﾊﾟﾘﾝでは 0.2～0.4U/mL、低分子ヘ

として基礎検討を行った。現行試薬のデータフ

パリンでは 1.5U/mL まで差を認めなかった。凝

ァイ・APTT（以下データファイ）、及びアクチ

固因子感受性試験では SLA データファイでは

ン FSL（以下 FSL）との比較検討も含めて報告

凝固活性が 30％以下から延長が認められた。

する。

【考察】

【対象・方法】

併行精度と中間精度の検討結果は試薬添付文書

1. 対象

の性能と同等またはそれ以上の性能を示した。

当ラボに検査依頼があった患者試料（ｎ＝61）

共存物質の影響では未添加試料の測定値に対し

と、精度管理試料 2 種類各 2 濃度を用いた。

て全て±3％以内であった。ヘパリン感受性試験

2. 方法

では治療コントロール域で 3 試薬間での差はほ

併行精度（同時再現性）
、中間精度（日差再現性）

とんど認められなかった。凝固因子感受性試験

相関性、共存物質の影響、ヘパリン感受性、凝

では 3 試薬とも同等の感度である結果を得た。

固因子感受性試験について検討を行った。

SLA は基礎検討成績に優れ既存試薬とも良好

【結果】

な相関が得られた。

併行精度では基準値域で CV=0.07～0.26％、基

また SLA はロット間差が少ないという点にお

準値外で CV＝0.17～0.88％であった。中間精

いては、本試薬への切り替え理由の一つであり

度では基準値域で CV＝0.57～1.89％、基準値

ロット間での安定性は更なる精度向上につなが

外で CV＝0.49～1.35％であった。相関性では

ると考えられる。

データファイと SLA で回帰式ｙ=0.782X
+6.328、相関係数ｒ＝0.983 であった。SLA と
≪連絡先 011(704)3131≫
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１１
ＣＫＤ関連検査（特にＬ－ＦＡＢＰ）に関する業務改善

株式会社 昭和メディカルサイエンス

総合研究所

検査部

（１行あき）

〇齋川 葉月

中嶋 宏幸

赤間 雅之

前谷 光弘
〔検討２〕各種検査の同時測定による効率化

【緒言】
L 型脂肪酸結合蛋白（L-FABP）は、近位尿細

免疫項目の L-FABP 測定と同時に、L-FABP

管細胞の細胞質に局在しているが、尿細管周囲

測定値算出に必須な、尿中クレアチニンおよび

の虚血障害等により活性酸素が発生すると、遊

関連項目である尿中微量アルブミンを同時測定

離脂肪酸は毒性の強い過酸化脂質に変換され、

することで、検体の一元管理および検査結果の

これと結合した L-FABP は細胞外に排出され尿

相関チェックに活用する。

中に増加する。近年、慢性腎疾患（CKD）の症

〔検討 3〕顧客サービスの検討

例である糖尿病性腎症において、虚血障害早期

CKD 診療ガイドに表記されている CKD 重症

から有意に上昇することが報告されており、他

度分類と L-FABP 測定値をチャート化し、顧客

の CKD 関連検査と共に受託数も増加してきた。

に配布することで、検査の周知および出検体数
の向上を行う。

我社では、検査担当部署の効率的な見直しを
行っており、現在 2 部署で実施していた関連検

【結果】

査である尿中微量アルブミンと L-FABP 測定を

・検討① 平行・日差再現性については、低値・

統合することにより、検査試薬の変更ならびに

中間値・高値の 3 濃度において良好だった。定

検査効率改善及び顧客対応について検討したの

量限界は 0.1893ng/mL であり、検量線がほぼ直

で報告する。

線で、プロゾーン現象が無く希釈直線性も問題

【材料および機器・試薬】

なかった。その他相関等のデータも良好だった。

・材料：弊社に依頼された患者検体を使用。

・検討②

・機器：自動分析装置 FUXION+（富士レビオ）

疫検査の順に検査が開始されることから、

・試薬：ルミパルスプレスト L-FABP（CLEIA

L-FABP 測定が終了する前に補正用尿中クレア

法）

チニン値が測定されており、PC 上での補正値確

【検討内容】

認が容易となった。

〔検討 1〕

検討③

現在、システムを構築しており、自動

作成できるよう検討中である。

旧試薬のラテックス凝集比濁法から CLEIA 法

【結論】

に変更するにあたり、試薬の基礎検討を行う。

CKD は周知されてきたとはいえ、顧客が専門

・平行再現性 ・日差再現性
・検出限界

一度の検体投入で、生化学検査・免

医ばかりではない現状があり、検査項目をアナ

・直線性

ウンスするための顧客対応が必要と思われる。

・相関その他

≪連絡先 042(795)6000≫
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１２
HbA1c 測定におけるヘモグロビン F 分画の影響と方法間差について
株式会社第一岸本臨床検査センター

ブランチ管理部

南谷美和 駒井塁 谷本浩行 柴田光恵 川合恵里 佐藤卓 中神由美子 ○米井誠

【はじめに】

方法間差の関係性として東ソーHLC-723G11 と

ヘモグロビン（Hb）は 2 分子ずつのα、非αグ

各方法との回帰式、相関係数は次の通りだった。

ロビン鎖（β、γ、σ）からなる 4 量体のタン

ア ー ク レ イ 社 HPLC 法 （ y ＝ 0.965x+0.126

パク質である。成人では HbA96％、HbA２（α２

r=0.9918）
、ラテックス比濁法（y＝0.94x＋0.169

σ２）3％、HbF1％程度である。ヘモグロビン A

r=0.9923）
、酵素法（y＝1.059−0.54 r=0.9923）

のβ鎖にグルコースやリン酸化糖などが結合し

このことから方法間での相関関係については良

たものがヘモグロビン A１（グリコヘモグロビ

好な結果となった。また、総平均を比較した差

ン）で、結合した糖の種類によって A１a１、 A１

は、アークレイ社 HPLC 法（−0.11）
、ラテック

などの分画がある。Hb A１c はその

ス比濁法（−0.23）
、酵素法（−0.14）となり、分

a2、A１b、A１c

中でも最も多く、β鎖 N 末端が糖化したグリコ

布には差があることがわかった。

ヘモグロビンである。今回、HbF が測定に与え

【考察】

る影響と測定方法間差について検討したので報

HbF 分画が高い検体は HPLC 法で 0.1〜0.2％程

告する。

度 HbA１c が偽低値になることが確認できた。し

【方法】

かし、HbF 分画の影響を補正すると他法との乖

分析が終了し、廃棄予定の検体を匿名化するこ

離が大きくなる結果となった。方法間で分布に

とで測定試料とした。本邦における HbA１c の

差が出たことも HbF 分画の影響を受けることも

測定については、HPLC 法、免疫法、酵素法が

測定原理が異なることに起因するものである。

主に使われているため、HPLC 法（東ソー、ア

【まとめ】

ークレイ）
、ラテックス比濁法（日立化成ダイア

HbA１c を測定する分析方法は、施設の割合とし

グノスティックス）
、酵素法（日本電子株式会社）

て HPLC 法が多く、測定値を比較する際にはど

の各分析方法を用いて測定した。Hb F の影響度

の方法で測定した結果なのかを確認する必要が

については Hb F 分画が 2.0％以上の検体につい

ある。また、HbF 分画の影響については一律の

て、除去前後で変化を求めた。

対応が難しく、個別の状況に応じて対応を考え

【結果】

る必要があると考えられた。

東ソーHLC−723G11 を用いて測定した検体の中
で Hb F 分画が 2.0％以上の検体について、除去
前と除去後の Hb A１c 測定値を比べたところ、平
均で 0.145、最大 0.2 の影響を認めた。
≪連絡先ＴＥＬ
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１３
ヒヤリハット活動による苦情・過誤削減の取り組み
株式会社
○森上

ファルコバイオシステムズ
真起子

岡部

東矢

高尾

淳子

長澤

英昭

なった。

【はじめに】
ハイン リッヒの 法則で は「 1 件 の大き な事

事例の検証結果として、ヒヤリハットが一番

故・災害の裏には 29 件の軽微な事故・災害と

多く発生した工程は検査工程で「～し忘れた」

300 件のヒヤリハットがある」と定義されてい

などの確認作業に起因するものが多数を占めて

る。実際、当ラボが所属する緊急ラボ 7 施設の

おり、その背景には多忙による焦りなどの精神

2012 年 4 月から 1 年間の合計で 300 件を超え

的プレッシャーや思い込みを含むルールの理解

る事例が発生しており、全施設で苦情「0」を

不足が多く存在した。
苦情発生数は、7 施設全体で 2012 年度は 11

目標に継続して行っているヒヤリハットの取り
組みについて報告する。

件も発生し、要因についても全てルール違反な

【実施方法】

どの人的ミスであったが年々減少し、2018 年度

1）事例の収集は各施設内の随所にヒヤリハッ

は機器トラブルによるものが 1 件のみであり、

ト記録表を設置し、発生直後に記載できるよう

取組みの成果が現れていると思われる。

環境を整えた。記載内容については、緊急検体

またヒヤリハットの内容においても苦情に直

の受付から報告までの作業における苦情・過誤

結するようなリスクの高い事例も減少傾向にあ

に繋がるヒヤリハットを記録した。

ることが確認できた。

2）収集した事例は、施設ごとに①受付・仕分

「ヒヤリハットを考えよう」では、職員のル

け②検査③報告・その他、に分類しどの工程で

ールに対する理解度や危険認識がどこまで出来

多発するのか、また発生状況などの背景を検証

ているか確認することが出来た。

した上で月末に全体の集計を行った。

【まとめ】

3）検証・集計後、特に重要と思われる事例や

ヒヤリハットは様々な事例があり、それを正

各施設共通の事例数件を「ヒヤリハットを考え

確に分析・検証して情報を共有することが苦情

よう」と題し、全職員を対象に問題形式でルー

削減の有効な手段であることが確認できた。今

ルの再確認・共有を行った。

後も継続して確実な成果を上げるためには、現

【結果】

状の方法に拘らず形骸化しないよう更なる工夫

ヒヤリハットの発生数は、2012 年度が 341

を加えていく事が重要であると考える。

件、2013 年度が 349 件、2014 年度が 387 件と
大きな変動はなかったが、2017 年と 2018 年度
は環境の変化による影響を受けて 400 件以上と
≪連絡先
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１４
検査センターにおける採血時検体取り違えによる誤報告防止策の検討

日本医学株式会社
〇黒田 麻衣子

竹内 秀史

栗本 誠一

木戸口 公一
【結果】

【目的】
精度管理法の一つであるデルタチェックは、

前回値データを別人のデータに置き換えて、

検体の取り間違えによる検査過誤を見つける手

ヒットした項目数の結果をグラフで示す。

法として用いられている。但し、実際の使用に
おいては設定条件と再検数の兼ね合いから、検
査時の取り間違えの確認に留まっている。当施
設においては健診検体を主に測定していること
から、健診現場で起こりうる採血時検体取り違
えによる誤報告を防ぐのも検査室の大きな役割
である。
今回我々はデルタチェック法を用いて、新た
な手法に向けて検討を行ったので報告する。
【方法】

同一人の前回値では、5 項目以上のヒットは認

当施設に依頼のあった企業健診受診者 1718

められなかった。前回値を別人に置き換えた場

名（男性 1328 名、女性 390 名）を対象とした。

合では、4 項目以上ヒットする割合は 53.7％と

対象項目は個体内変動幅が比較的狭く、項目間

過半数を超え、感度は 97.4％であった。採血時

の関連性が低い 7 項目（AST、HDL-C、CRE、

の検体取り違えを疑われる判断基準といえる結

UA、HbA1c、A/G 比、MCV〈平均赤血球容積〉）

果を得た。

とした。基準設定は各項目の正常値内で統計処

【まとめ】

理した 2SD の変動幅を用い、対象者の前回値を

今回の検討結果で、採血段階での取り違えを

別人の前回値に置き換えて検索し、差がある（ヒ

判断する有効な指標が認められた。評価する上

ット）項目の数を調べた。

で、依頼の少ない項目もあり今後すべき課題は
あるが、個体内変動を大いに活用し、精度保証
の手法の一つであるデルタチェックがもつ重要
性に対し、利用価値が高まるよう今後も取り組
んでいきたい。

≪連絡先 072(426)3616≫

23

第27回 日本衛生検査所協会学術研究発表会全国大会 抄録

１５
乳腺細胞診での鑑別困難、悪性疑い症例の検討

㈱ファルコバイオシステムズ
〇山本 楓

藤原 和幸

東海中央研究所

土本 詩織

米谷 昌志

【はじめに】

結合性低下や二相性不明瞭が推測されたことが

病理検査は細胞診検査と病理組織検査に大別さ

考えられた。

れ、主に細胞診検査で疑陽性や陽性と判断され
た場合、病理組織検査へと進む。検査材料は多

【結果②】

岐に渡るが、特に乳腺に関しては現在増加傾向

細胞診で「悪性の疑い」であった検体のうち、

である。今回、乳腺について細胞診検査で「鑑

病理組織検査で追跡可能であった結果について

別困難」及び「悪性疑い」と判断され、病理組

は、大半は Carcinoma または DCIS（87.5％）で

織検査で追跡可能であった検体の集計及び検討

あったが、一部乳管内乳頭腫や乳腺症もみられ

を行ったので報告する。

た。再検鏡した結果、Carcinoma や DCIS の症例
については、異型細胞少数や核異型軽度の為、

【症例数】

悪性との断定に至らなかったと考えられた。一

2018 年度乳腺細胞診：1214 件

方、乳管内乳頭腫や乳腺症の症例については、

判定内訳 正常・良性：794 件（65.4％）

結果①と同様、核異型は軽度であるが結合性低

鑑別困難：83 件（6.8％）

下や二相性不明瞭が推測されたことから「悪性

悪性の疑い：56 件（4.6％）

の疑い」と判定されたと考えられた。

悪性：113 件（9.3％）
判定不能：168 件（13.8％）

【まとめ】
今回の症例検討から、
「鑑別困難」となった症例

【結果①】

については病理組織検査の約半数が、
「悪性の疑

細胞診で「鑑別困難」であった検体のうち、病

い」であった検体についてはほとんどが病理組

理組織検査で追跡可能であった結果について

織検査で癌と判定された。どちらの症例につい

は、悪性（Carcinoma または DCIS）が 47.7％、

ても、少数の異型細胞の出現や、良性と判断で

乳管内乳頭腫が 23.1％、線維腺腫や乳腺症など

きなかった細胞から病理組織検査へと進み、悪

の良性病変が 29.2％であった。再検鏡した結果、

性と判断されていることから、異常と判断され

結果の断定に結びつかなかった主な要因とし

た細胞については確実に拾い上げることが必要

て、病理組織検査で悪性と判断された症例は異

である。同時に、病理組織検査は侵襲性が高く、

型細胞が少数であったこと、良性と判断された

より正確な判定を行うため、細胞検査士のスキ

症例は核異型軽度であるが穿刺の影響の為か

ル向上に努めることが大切である。
≪連絡先 052(739)1405≫
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１６
自動染色･封入装置ベンタナＨＥ600 の導入効果
株式会社
〇安福

日本医学臨床検査研究所
恵

箭野

睦弘

谷 聖司

【はじめに】
病理組織検査は人の作業に頼る所が非常に多い

ットしてから検鏡できるようになるまでの時間

検査である。当時の検査員は 13 名体制で 1 日の

が約 70 分短縮でき、また、スタートから標本が

業務量は HE 標本で 600 枚ほどの処理が必要で

出来上がるまでの手間が省けた。

あった。弊社の病理検査室では毎年 5～10％の

【考察】

伸び率で検体数が増加していっており、人手不

導入前の 3 度の乾燥時間と標本の架設・移動に

足と時間外労働が増加している現状であった。

時間がかかっていたのと、共に作業の手を止め

当時 2019 年 4 月から働き方改革関連法案が施行

ていた手間がなくなり、作業時間の短縮と空い

されることもあって、時間外労働を削減するた

た時間でその他の業務にも集中的に携われるよ

め仕事内容の見直しが必要であった。

うになり、検査員 1 名につき約 1 時間の仕事の

【対象・方法】

終了時間を早める事ができた。検査室全体の終

無駄な業務はないか、自動化できるところはな

了時間も 1 時間以上は早められた。その他の導

いかと考えた結果、候補に挙がったのは、一つ

入効果としてキット化した専用試薬により装填

は薄切作業、もう一つは染色･封入作業であった。

ミス防止対策があり、キシレン・アルコールを

薄切作業の見直しでは、自動薄切装置導入を考

使用しないため作業環境測定場所に設置する必

えたが、導入費用と使い方にまだ課題があり、

要がなくなり、健康・環境に配慮された結果と

染色･封入作業の見直しを検討することになっ

なった。

た。そこで挙がってきたのがベンタナ HE600 の

【まとめ】

導入である。ベンタナ HE600 は染色・封入・乾

ベンタナ HE600 による自動化の効果として、

燥が自動化されており、染色開始から標本の仕

効率面、品質面、管理面、安全面で効果が得ら

上がりまでの時間が非常に速いという特徴があ

れ、当初の導入目的以上の効果があった。ただ

る。

し、専用の試薬・カバーガラスなどを使用する

【結果】

ことで材料費は若干の増加となった。しかし、

導入前は染色前の乾燥と封入後に封入液を乾か

業務量、業務時間が減り、個人の負担が軽減さ

すための 2 回の乾燥をして全体で 130 分かかっ

れたことにより余裕が生まれ付加価値の高い業

ていたが、ベンタナ HE600 導入後は染色トレー

務に力を入れることができるようになり、個人

に標本をセットし、スタートをすると約 60 分後

のスキルアップにも繋がった。いろんな面で導

に直ぐに検鏡できる状態で出てくる。標本をセ

入 メ リッ トの 大き い 設備 投 資で あっ たと 考 え
る。

≪連絡先
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１７
臨床への貢献～Gram 染色相談会～
株式会社エスアールエル
○吉川 エリ

東田 和子

平田 京子

神代 英士

【はじめに】

高野 敏充

経験者にも興味のあるプログラムとした。Gram

日常の感染症診断において Gram 染色は最も

染色実習は参加者の日常業務での問題をひとつ

簡便かつ迅速に必要な情報を得ることができる。

ひとつ確認することから始め､標本作製から鏡

さらに起炎菌の推定や抗菌薬選択の判断など､

検まで行った。

臨床への貢献度も高い。しかし､専門技師がいな

【結果】

いなどの理由から､臨床の要望に応えられてい

Gram 染色未経験者は、血液培養ボトルからの

ないことも周知の事実である。特に未経験者で

注射器による採取やスライドグラスへの塗抹な

は､鏡検の判断に苦慮することから､積極的に取

ど不安であったが、実習によって自信を持てた

り組んでいない場合も少なくない。そこで私た

との感想であった。ただし、鏡検では判断でき

ちは､少しでも臨床に貢献できるよう､Gram 染

ない標本もあり、実践を積んでいくことが必要

色相談会を実技主体で行ったので､その経緯と

であることを認識した。一方、10 年以上の経験

成果を報告する。

者は一連の作業を難なく進めており、完璧な操

【方法】

作が印象的であった。鏡検時においても適切に

日時

参加者

2019年2月
2019年4月
2019年4月
5月
6月
2020 年 1 月

経験者3名
未経験者3名
未経験者2名

実施場所

指導者

ラボ細菌室

3名

病院内

1名

判断していたが、炎症細胞による貪食能の判断
と菌種の特殊性や、耐性菌の特徴、そして臨床
へのコメントの仕方などの質問があり、未経験
者との違いを実感した。さらに、研修医は日々
感染症に直面しているからか、終始熱心に取り

研修医3名
未経験者1名
未経験者8 名

病院内

組み、鏡検の際は Gram 染色性と形態的特徴から

1名

の特定細菌の推定に驚き、抗菌薬投与の指標に
病院内

なることを実感したとの感想であった。

2名

【まとめ】

上記のような内容で 5 施設計 20 名の検査技師
お よ び 研 修 医 に 実 施 し た ｡尚 ､参 加 者 の 業 務 歴

相談会終了後の参加者からの意見は、
「 自分を

10 年以上を経験者､3 年未満を未経験者とし､指

見直す良い機会になった。」「大変有意義であっ

導は認定微生物検査技師と二級臨床検査士で行

た。」
「次回も参加したい。」と好評であった。迅

った。6 回実施した中で特に､2 月に福岡ラボ内

速検査としての Gram 染色検査の相談会が有用

で実施した相談会は Gram 染色の実習に加え､学

であったと実感し、さらなる臨床への貢献に尽

術顧問による院内感染対策の講習会等も行い､

力したい。
≪連絡先
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１８
検査点数一覧表裏面の有効活用
アレルギー項目 50 音表記とセット一覧・ウイルスワクチン接種のガイドライン
株式会社
〇吉田

盛岡臨床検査センター
みどり

【はじめに】

件数平均４件/日、所要時間平均２０～３０分に

当社では、かねてより開業医向けに保険点数

対し、一覧配布後は平均１件/日、所要時間平均

改定に合わせ、横向きＡ３用紙一面に一般項目

３～６分。受託件数は前年比、ＲＡＳＴ123.4％

や出件数の多い項目を選別し検査点数一覧表を

増、Ｖｉｅｗ３９では 110.9％増であった。

配布していた。一覧は壁の貼り付け前提と想定

ワクチン接種一覧について、従来問い合わせ件

し一面のみでの作成としていたが、厚紙を使用

数平均５件/日、
所要時間平均４０～６０分に対

していた事もあり裏目の有効活用を考え、日ご

し、一覧配布後は平均１件/日、所要時間平均３

ろ問い合わせの多い、アレルギーとウイルスに

～６分。受託件数は厚労省の風疹抗体検査の無

ついて検討した。アレルギーは、セット項目の

料実施時期と重なったため調査には至らなかっ

内容や受託可能のアレルギーかの問い合わせ。

た。

ウイルスについては、毎年１１月～３月まで進

【考察】

学就職の検診として、風疹、麻疹、ムンプス、

アレルギー一覧について、手元に一覧がある

水痘帯状ヘルペスの抗体確認に関する問いわせ

事により迅速にシングル項目の確認と近縁項目

が多く、対応が困難だった。時間等の合理性を

検索やセット内容の確認が容易となった。また、

目標とし、検査点数一覧表の裏面へアレルギー

個別対応として、問診等で活用する目的で要望

５０音一覧、アレルギーセット項目一覧、ワク

のあった医療機関へは、一覧を加工パウチし配

チン接種ガイドライン一覧を印刷し２０１８年

布した。ワクチン接種ガイドラインについて、

４月より配布した。

問い合わせの件数の減少と共に、問い合わせの

【方法】

際も手元で一覧を確認しながら、検査方法、判

検査点数一覧表裏面へ同じく横向きに使用。

定基準、所要日数の速やかな案内が可能となっ

アレルギー一覧は項目コードも含めて５０音別、

た。

各セット項目一覧。ワクチン接種ガイドライン

【まとめ】

は
「日本環境感染学会､医療関係者のためのガイ

検査点数一覧表裏面を活用する事により、医

ドライン」をより引用し、検査方法、判定基準、

療機関、電話応対者、集配者が検査項目の迅速

所要日数を一覧にまとめた。２０１８年度問合

な確認と検査内容の理解を深め、作業効率の改

せに要した時間と件数、受託件数を調査した。

善と時間短縮、更に売上増加にも繋がった。

【結果】

今後も更に浸透して行くよう電話応対では常に

アレルギー一覧について、従来の問い合わせ

案内していきたいと思う。

27

第27回 日本衛生検査所協会学術研究発表会全国大会 抄録

１９
検査工程管理システム導入による検査精度向上への取り組み
株式会社エスアールエル

遺伝子・染色体解析部

〇矢野

宏

遥香

佐々木

桑原 崇記

遺伝子 DNA 解析課

別府

弘規

【はじめに】私の所属する部署では、遺伝子変
異解析による薬物効果や副作用の予測補助、遺

行うことができるようになった。さらに LED ラ

伝性疾患等の検査を担当している。検査項目に

イトがアシストすることで、DNA の入れ間違い

よって検査手法も様々で煩雑なものが多い。こ

を防ぐことができるようになった。結果、読み

れらの検査に対して検査工程管理システム(以

合わせ時の確認間違いや、検査時に起こり得る

下 GAIAS)を構築、導入することで、DNA 抽出

人為的なミスの防止が可能となった。さらに読

から測定までをシステムで管理し、人為的ミス

み合わせの人員を削減でき、作業効率の向上に

を防止する工程管理を目指した。

もつながった。

【方法】GAIAS とはバーコードによる検査工程

【まとめ及び今後の展望】今回、人為的ミス防

管理システムのことである。従来は DNA 抽出

止のため検査工程管理システム GAIAS を構築、

において検体、検体を分注するチューブ、DNA

導入した。従来、DNA 抽出から検査まで人と人

を溶出するチューブに番号を書き、各工程を読

による読み合わせを約６回行い、読み合わせの

み合わせで照合していた。DNA 抽出後も読み合

みで 30 分ほどかかるため、その度に作業中の人

わせが必要となり、その度に作業中の人の手を

の手を止める必要があった。また多くの検体を

止めなければならなかった。そこで GAIAS を

取り扱うため、読み合わせ時の確認ミスや、検

導入し、読み合わせしていたところをバーコー

査時の DNA の入れ間違い等、人為的ミスが起

ドで照合し読み合わせを省けるようにした。抽

こり得る工程が多くあった。しかし、GAIAS に

出した DNA の濃度はバーコードを認証するこ

よるバーコード管理を行うことで読み合わせを

とでシステムに保存されるようにした。また検

することなく、一人で検査まで行うことができ

査時には DNA を反応用プレートに分注する工

るようになった。検査時もバーコードを照合す

程があるが、DNA チューブのバーコードを読み

ることで必要な DNA 量とチューブの位置を一

込ませることでタブレット上に必要な DNA 量

目で確認できるようになった。結果、人為的ミ

が表示されるようにした。また DNA を分注す

スの防止だけでなく、読み合わせにかかる時間

る際、LED ライトがアシストすることで、どこ

を削減することができるようになった。これに

のチューブに入れるか一目でわかるようにした。

より検査員の負担を減らし、かつ作業効率の向

【結果】従来の DNA 抽出から検査まで、およ

上にもつながった。現在では新規導入した項目

そ６回の読み合わせが必要であったが、GAIAS

においても同システムを導入しており、今後も

を導入することで読み合わせをせずに測定まで

GAIAS と連携することで効率的な検査を行い
ながら精度の向上に努めたいと考えている。
≪連絡先
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参考
岡山県を中心とした基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生菌の検出状況
㈱岡山医学検査センター
〇德山 比菜

難波 幸枝

廣田 千代子

若林 幸枝

岸上 知由

増成 彩華

嶋戸 あゆみ

近藤 貴之

【はじめに】
基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL)産

井笠 4.6%・3.7%、兵庫 4.0%・4.2%、東備 1.7%・

生菌は依然として蔓延しており、継続的な調査

2.1%、津山 3.9%・4.6%、真庭 2.9%・4.2%、勝

により自施設や地域の分離状況を把握しておく

英 4.4%・4.6%、新見 3.5%・5.9%、高梁 2.3%・

ことは感染症診療や院内感染対策において有用

3.0%、尾道 1.3%・1.1％となった。

である。今回我々は、2011 年から 2018 年の 8

【考察】
期間中、対象菌全体における ESBL 産生菌検

年間に当社で検出された ESBL 産生菌について、
調査を行ったので報告する。

出数は入院・外来ともに緩やかな増加傾向がみ

【対象・方法】

られた。菌種別では、E.coli における分離率が

対象は、2011 年 1 月～2018 年 12 月までの期

入院・外来ともに最も高かった。近年では入院・

間中、当社に培養・感受性検査依頼のあった入

外 来 と も に E.coli ・ K.oxytoca は や や 減 少 、

院および外来患者 647,856 人とした。調査対象

K.pneumoniae ・P.mirabilis では増加傾向を示し

菌種は Escherichia coli、Klebsiella pneumoniae、

た。

Klebsiella oxytoca、Proteus mirabilis の４菌種と

近年の地域別分離率の推移では、津山、真庭、

し、各年度の全体での ESBL 産生菌分離率と、

高梁地域で増加しており、新見地域では 2018

地域別 ESBL 産生菌分離率の変動を調査した。

年に急増した。井笠地域は 2017 年に増加したが

【結果】

2018 年減少し、尾道地域は 2014 年以降漸減し
た。その他の地域では漸増または横ばいとなっ

期間中、対象菌全体における ESBL 産生菌分

た。

離率は、入院で 6.9％～8.4％、外来 1.3％～

これらの結果により、入院・外来とも ESBL

2.2％で変動していた。また、直近の 2017 年・
2018 年の菌種別分離率は、E.coli

産生菌は増加傾向にあり、蔓延している状態が

入院 45.9%・

44.7%、外来 19.8％・16.9％、K.pneumoniae

継続していることが示唆される。また地域によ

入

院 16.3%・21.6%、外来 4.6％・6.0％、K.oxytoca

り ESBL 産生菌の増減に差がみられることから、

入院

地域の特徴と動向を把握しておく必要があると

9.3% ・ 6.6 ％ 、 外 来 0.7 ％ ・ 0.8 ％ 、

P.mirabilis

いえる。

入院 30.8%・33.9％、外来 8.5%・

【まとめ】

11.2%であった。

今後も薬剤耐性菌の動向を監視し、アウトブ

地域別にみた 2017 年・2018 年の ESBL 産生

レイクの早期発見といった感染対策の点からも

菌分離率は、倉敷 4.5%・4.9%、岡山 3.5%・3.8%、

引き続き調査を行い、注視していく必要がある。

≪連絡先
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ᒀᏛศᯒ࠾ࡅࡿ๓ฎ⌮᪉ἲࡢẚ㍑᳨࣭ウ
ओᅄᅜ୰᳨
⾑୰ࣥࣔࢽ್ࡢ⤒ⓗኚࡢ᳨ウ

⊦㔝ࠉ⯟ᖹ

ओࣅ࣮࣭࢚࣒࣭࢚ࣝ
⾑Ύሗࡢ⤫୍ྥࡅ࡚

⏣ࠉ㒔

ओᅄᅜ୰᳨
$//Ⓨᚋ↓⒪⤒㐣ほᐹ୰⮬↛ᐶゎ⮳ࡗࡓ

ᶫ⏣ࠉ㥴

ओ࢚ࢫ࣮࢚ࣝࣝ
ᕝῲࠉ❶ᘯ
୰ᛶ⬡⫫࠾ࡅࡿഇ㧗್ࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚

ओᅄᅜ୰᳨
∹♩ࠉ┤ᶞ
ᅄᅜ࣭୰ᅜᆅᇦ࠾ࡅࡿᕷ୰࡛ࡢ⸆⪏ᛶ⳦㸦(6%/0%/&5( ࡢ᳨ฟ≧ἣ

ओࣇࣝࢥࣂ࢜ࢩࢫࢸ࣒ࢬ
㔝ᮧࠉὈ⏕
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ᕞᨭ㒊
㻌㻌᪥䠖௧ඖᖺ㻝㻝᭶㻤᪥䠄㔠䠅䚷ሙ䠖㮵ඣᓥᕷ䞉䝬䝸䞁䝟䝺䝇䛛䛤䛧䜎






ᙜࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿᏛᰯ᳨ᒀࡢ࠶ࡾ᪉ࠉ㹼ᆅᇦ་⒪ࡢ㈉⊩ࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼
᭷ ஂ␃⡿⮫ᗋ᳨ᰝࢭࣥࢱ࣮
ᘢ♫࠾ࡅࡿⱞ㐣ㄗ௳ᩘࡢ᥎⛣ࡘ࠸࡚

ቃࠉᫀᙪ

ओ࣮࢟ࣗࣜࣥ
ࣜࢡࢩࣙࣥࣔࢽࢱ࣮ࡽᶵჾ␗ᖖࢆⓎぢࡋࡓ

ᐑᮏࠉᆂ

ओࣇࣝࢥࣂ࢜ࢩࢫࢸ࣒ࢬ
⏣ᑼࠉ㝯ኴ㑻
ᨵⰋヨ⸆࢚ࢡ࣮ࣝࢩࢫヨ⸆㹄㹒Ϫ࠾ࡅࡿ㠀≉␗ᛂᢚไຠᯝࡢ
ओ㹏㹍㹊ࢭࣥࢺࣛࣝࣛ࣎ࣛࢺ࣮ࣜࢬ
⮬ື㍺⾑᳨ᰝ⨨ࡢᑟධつ๎ᛶᢠయ᳨ᰝࡢ᳨ウ

Ⰻࠉᙲኴ

ओࢡࣜࢽ࢝ࣝࣃࢯࣟࢪ࣮ࣛ࣎ࣛࢺ࣮ࣜ
᳜ᮧࠉ⏤⣖
ࣁࣜࢫࢡ㹆㹎㹔✀᳨ุูᰝࠕ%'2QFODULW\+39࢟ࢵࢺ࡛ࠖࡢᆺูࡢ᳨ฟ≧ἣ

ओࢩ࣮࣭࣮࣭ࣝࢩ࣮
ᆏ⏣ࠉ⣪
⮫ᗋࡢ㈉⊩㹼*UDPᰁⰍ┦ㄯ

ओ࢚ࢫ࣮࢚ࣝࣝ
ྜྷᕝࠉ࢚ࣜ
࣌ࢽࢩࣜࣥపឤཷᛶ6WUHSWRFRFFXVDJDODFWLDHQR ࡢ᳨ฟ⋡ឤཷᛶ᳨ᰝࡢᚲせᛶ


ओࢡࣜࢽ࢝ࣝࣃࢯࣟࢪ࣮ࣛ࣎ࣛࢺ࣮ࣜ

୰ᮏࠉ᫂⨾
㸦ᩗ⛠␎㸧
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