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一般演題 生理

RFA 治療における超音波ナビゲーションシステムの有用性

◎横浜 恵子 1)、岡村 恵美子 1)、櫻庭 幸子 1)
青森保健生活協同組合あおもり協立病院 1)

【はじめに】経皮的ラジオ波焼灼療法（以下 RFA）は、超

US にて横隔膜直下の肝 S8 に 30㎜大の腫瘤像疑われ

音波（以下 US）ガイド下において、主に肝臓内の腫瘤に

Dynamic 造影ＣＴ施行。肝細胞癌（以下 HCC）と診断さ

電極を挿入し行われる治療である。しかしながら通常の

れ入院治療となった。Ｓ8 腫瘤像は肋弓下走査で描出良

US では、肝表面や肺に接する病変、また CT ではよく見

好であるが、肋間走査では肺に隠れ描出困難であった。

えるが US では見えにくい病変に度々遭遇する。当院で

人工胸水、CT／US フュージョンを用いる事で目標の

は 2015 年より超音波ナビゲーションシステムを導入し、

HCC が安定して視認され、RFA を遂行することができた。

US だけでは同定しにくい病変をＣＴデータと連動させ

治療後は気胸等の合併症も無く翌日の CT にて HCC の完

る事により正確な治療を行えるようになった。今回は超

全焼却を確認した。現在まで再発なく経過している

音波ナビゲーションシステム使用の実際と有用だった
症例について報告する

連動させるナビゲーションシステムを使用することで安

【使用機器と方法】超音波画像診断装置は PHILIPS 社製
EPIQ 5、探触子は C9-2 ブロードバンド・コンベックスア
レイ、Percu

【結果】US だけでは描出困難な部位の HCC も CT 画像と

Nav システム一式を使用した。連動させる

全かつ正確に治療することができた。Percu Nav システム
は肋間走査にて肝臓のスイープスキャンを行う事により
3D データを構築、肝内の血管構造を自動認識し位置合わ

Dynamic 造影ＣＴ画像は、画像再構成 Slice を 1㎜以下、

せするため以前よりも簡単に CT／US フュージョンを行

EPIQ5 で読み込み可能な 300 枚以下で作成、CT／US フ

う事ができる。US 描出困難な症例においては有用なシス

ュージョンは Auto

テムと思われる。

Registration

Vessel－Based 法を用い

マッチングさせる。
【症例】82 歳男性。高血圧にて当院通院中。定期検査

連絡先；017-762-5500
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一般演題 生理

腹部超音波検査で診断に苦慮した肝血管筋脂肪腫の一例

◎柳沢 佳代子 1)、鍋島 哲 1)、向井 綾乃 1)、馬場 綾子 1)、逆井 久美子 1)、奥瀬 真利子 1)、野中 健一 1)
八戸赤十字病院 1)

[はじめに]血管筋脂肪腫（以下 AML:angiomyolipoma）は腎

は伴わず、典型的な HCC パターンではなかったものの、内

臓に多く発生する間質系の良性腫瘍で、腎臓以外に肝臓や

部に蛇行した腫瘍血管の増生を認め悪性を否定できない所

子宮にも発生する。男性に比べて女性に多い。無症状のこ

見であった。CT ・ MRI でも質的診断に至らず、悪性を否

とが多く、偶然に発見される場合が多い。多くは被膜を認

定できず腫瘍径が急速増大していることから摘出手術施行。

めず浸潤性の発育を示し、まれに再発や転移様の所見を呈

腫瘍は肝血管筋脂肪腫であった。

することから、malignant potential のある腫瘍として経過観

[結語]本例は短期間に腫瘍径の増大を認めたこと、境界明

察を行っていく必要がある。

瞭な低エコー腫瘤で、内部に蛇行した腫瘍血管の増生を認

今回、腹部超音波検査で短期間に腫瘍径の増大を認め、

めたことなどから、腹部超音波検査で悪性腫瘍との鑑別が

悪性腫瘍との鑑別に苦慮した肝血管筋脂肪腫の一例を経験

困難であった。現在は悪性に準じてフォローされている。

したので報告する。
[症例]40 歳代、女性。主訴:特になし。既往歴:子宮筋腫。肝

連絡先

疾患の既往なし。現病歴:一年前の検診エコーで特記すべき

八戸赤十字病院 医療技術部 検査技術課 0178-27-3111

所見なし。今回の検診エコーで初めて肝右葉 S7 に 55mm
大の腫瘍を指摘され、精査目的に当院を受診。検査所見:肝
機能正常。肝炎ウイルスは検出されなかった。腫瘍マーカ
ー陰性。腹部超音波検査で肝右葉 S7 に境界明瞭で内部エコ
ーは全体的に低エコーでやや不均一な 57×40mm 大の腫瘤
を認めた。辺縁低エコー帯、側方陰影、モザイクパターン

内線（4332）
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一般演題 生理

診断に苦慮した肝腫瘤の一例

◎松浦 史佳 1)、大橋 泰弘 1)、和久井 沙知 1)、藤田 雅史 1)、鈴木 靖子 1)
みやぎ県南中核病院 1)

【症例】60 歳台女性。20××年 3 月頃から腹痛、貧血症状

は認めず膿瘍に矛盾しない所見であった。肝膿瘍として治

を自覚し近医を受診。大腸腫瘍によるサブイレウスの所見

療継続となり、経過観察として 5 日後に US 再検となった。

を認め当院紹介となった。検査の結果、横行結腸脾弯曲部

〔US 所見〕形状はやや不整形に変化し、サイズは

の腫瘍を認め、4 月中旬に左半結腸切除術を施行。この際、
腫瘍は膵組織近傍まで浸潤しており、膵尾部・脾合併切除

24×22mm→27×28mm に増大、腫瘤内に膿瘍腔は出現せず、
血流信号を認めた。【病理組織診断】US 所見より転移性肝

も追加された。【経過】術後、持続する発熱と炎症反応高

腫瘍を否定できず生検が施行された。〔病理組織学的所

値を認めたため術後 7 日目に単純+造影 CT 検査を施行し、

見〕先の大腸癌の腫瘍細胞は大型で細胞質が豊富、核の多

膵尾部断端周囲に膿瘍を指摘された。その後、発熱と炎症

形性は極めて高度であったが、肝生検で採取された組織も

反応は沈静化したが、膿瘍のフォローアップのため術後

同様の組織像であり、大腸癌からの転移と診断された。免

25 日目に施行した造影 CT で肝右葉に類円形、約 25mm の

疫染色では大腸および肝の腫瘍細胞は CK7、CK20 ともに

低吸収域(LDA)を認めた。肝膿瘍が疑われ、腹部超音波検

陰性であり、通常の大腸癌(CK7 陰性、CK20 陽性)と異なる

査(US)がオーダーされた。〔US 所見〕肝 S7 に形状類円形

結果であった。【おわりに】短期間で肝転移を来した大腸

で 24×22mm の充実性腫瘤を認めた。境界やや不明瞭で不

癌を経験した。臨床経過より当初は肝膿瘍が疑われたが、

整、内部は低～等エコーで膿瘍腔は認めず比較的均一、後

US 所見で転移性を否定できず生検を施行。病理組織学的に

方エコーは不変で外側陰影は認めなかった。腫瘤内に血流

肝転移と診断された。US での経過観察が診断の決め手とな

信号は検出できなかった。膿瘍としては非典型であったた

った症例であった。

め、翌日に造影 MRI が施行された。〔MRI 所見〕肝腫瘤周
囲に広範な造影を認め、辺縁が皮膜状に造影、内部に造影

連絡先 0224-51-5500（内線 1808）
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一般演題 生理

当院における「膵がん検診」の現状

◎瀧澤 宏子 1)、渡部 瑠理 1)、古川 潤 1)、卯月 美江 1)、小島原 研司 1)、阿部 浩子 1)
公立大学法人 福島県立医科大学会津医療センター 1)

【はじめに】膵癌は現在でも予後不良の癌であり、その死

拡張 11 件・嚢胞性病変 9 件であった。集計は延べ件数とし、

亡者数は 2013 年に肝臓癌を超えて 4 番目に多い癌となって

同一人物で重複した所見も 1 件として数えている。

いる。しかし、膵癌は胃癌や肺癌のようにスクリーニング

【考察】一般的な健診での US は膵臓描出の為に使われる

方法が確立されていない。当院では、2010 年 12 月より膵

時間はごくわずかで膵病変の異常発見率は 1％程度、膵癌

病変の早期発見を目的として膵がん検診を行っており、当

の発見率は約 0.06％以下といわれている。当院の膵がん検

検査科も腹部超音波検査（以下 US）を担当している。膵が

診では 14.3％で膵嚢胞を発見しており、有用であったと考

ん検診の現在の経過と今後の取り組みを検討したので報告

えられる。

する。

また早期膵癌は特徴的な自覚症状に乏しく、現状では血液

【膵がん検診の流れ】①検査当日までに飲酒量や糖尿病の

マーカーなどの有効なスクリーニング方法がない。そのた

有無または経過、膵癌の家族歴などの問診票を記入して頂

め膵癌早期発見の為に、精密な US により主膵管拡張や嚢

く。②採血・採尿により生化学血液学的検査を実施する。

胞性病変などの間接所見を拾い上げ膵癌危険群として精査

③US を実施する。US は半座位の観察と左右側臥位の体位
変換を必須としている。また検査中盤でミルクティーを使

へつなげていくことは重要であると考えられる。

った胃充満法を追加し、膵臓全体を描出するように努めて

は消化管ガスの影響を受けやすく描出困難な臓器であり、

いる。

その診断は検査担当者の技量によって左右される。今後は

【結果】2010 年 12 月から 2018 年 3 月までの膵がん検診受

検査担当者全体のレベルアップをはかり、臨床に貢献して

診者は 63 人で、男性 26 人・女性 37 人であった。結果は、

いきたい。

所見なし 20 件・実質の変化あり 25 件・ 2.5mm 以上の膵管

【結語】当院膵がん検診の有用性について検討した。膵臓

連絡先

（0242）75-2100 (内 1149)
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一般演題 生理

腫瘤様所見を呈する自己免疫性膵炎の辺縁高エコー帯について
～いわゆる capsule-like rim に相当する所見はあるか、また膵癌との鑑別に役立つか～
◎阿部 武彦 1)
宮城厚生協会 坂総合病院 1)

【目的】IgG4 関連自己免疫性膵炎（１型 Autoimmune

コー帯が認められた。他方、膵癌症例では 29 例全てにおい

pancreatitis：以下 AIP）の画像所見の特徴としては膵腫

て、腫瘤辺縁に高エコー帯は指摘できなかった。尚、膵癌

大及び膵管狭細像が知られているが、その中で腫瘤様所見

症例の内 9 例は輪郭が鮮明であったが、これらの内部エコ

または限局性腫大を呈する症例は特に浸潤性膵管癌（以下

ーや形状については AIP 症例と比べても特徴的な所見は見

膵癌）との鑑別を要する。AIP 診療ガイドライン 2013 では、

出せなかった。以上より、腫瘤様所見を呈した AIP と膵癌

CT 及び MRI 検査の所見として被膜様構造（膵実質と周囲脂

の鑑別には、腫瘤辺縁の高エコー帯の有無が指標となり得、

肪織の境界部に形成される帯状の炎症巣：“capsule-like

また、辺縁高エコー帯は CT、MRI における CLR に対応する

rim”以下 CLR）が特徴的とされている。今回、この CLR に

所見であると考えられた。

相当する所見が腹部超音波（以下 US）で描出されるのか、

【まとめ】鑑別が難しいとされている腫瘤様所見を呈する

また膵癌との鑑別に有用かを検討したので報告する。

AIP と膵癌症例において、CT 及び MRI 検査での AIP の特徴

【対象と方法】2007 年から 2016 年までに、当院で AIP と

所見の一つとされている CLR が、US でも辺縁高エコー帯と

最終的に診断された症例 13 例中膵頭部に腫瘤様所見を呈し

して描出されると考えられた。

た 6 例、及び膵癌の膵頭部発生症例 29 例を対象とした。
複数の超音波検査士で、対象症例の US 静止画像を評価し

連絡先

た。この際、最終診断名や CT、MRI の画像所見を認識した

宮城厚生協会

上で、腫瘤の辺縁、及び輪郭の性状や内部エコーについて

代表：022-365-5175

読影した。
【結果と考察】AIP 症例の 6 例中 4 例に、腫瘤辺縁に高エ

坂総合病院

生理検査室
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一般演題 生理

診断に苦慮した男性下腹部嚢胞性腫瘤の１例

◎水戸 郁子 1)、松田 尚 1)、渡辺 義孝 1)、村上 和広 2)
地方独立行政法人 市立秋田総合病院 1)、あきた乳腺クリニック/小豆嶋胃腸科内科クリニック 2)

【症例】30 代男性

ESWL、TUL が施行された。症状は軽快、その後血尿は認

【現病歴】血尿と右側腹部痛のため当院救急外来を受診。

めていない。膀胱背側の嚢胞性腫瘤に関しては自覚症状な

右尿管結石が疑われたため、当院泌尿器科受診となった。

く、経過観察予定となっている。

【US】右腎臓は軽度の水腎症を呈し、右下部尿管内に高輝
度エコーを認め、右尿管結石による血尿・腹痛と考えられ

【考察】US では血尿と右側腹部痛の原因を指摘することは

た。左腎臓は正常位には描出できず、低形成・無形成を疑

超音波診断に苦慮し、膀胱憩室なども鑑別にあげたが、左

った。また膀胱背側左に巨大な嚢胞性腫瘤があり、膀胱を

腎臓が正常位に描出されないことから、左無形成腎と同側

圧排していた。前立腺腫大は認めていない。

精嚢腺嚢胞性腫瘤と考え、Zinner 症候群を第一に考えた。

【膀胱鏡】右尿管口は確認でき、尿噴出を認める。左尿管

しかし CT や MRI で指摘された頭側方向に伸びる管腔構造

口は確認できない。膀胱外腫瘤による圧排所見あり。

は指摘することはできなかった。組織学的評価はできては

【CT】左腎臓は指摘できず、右単腎。右尿管膀胱移行部直
前に 10×5mm 大の結石を認める。膀胱と直腸の間に

いないが、拡張した尿管を見ていると考えられ、同側の無

100×65mm 大の造影されない大きな腫瘤を認める。それは

正常位に認められず、拡張した尿管のみが描出されるとい

頭側方向に伸びているが、由来は不明。

う症例であったが、病変の連続性や先天性疾患の有無につ

【MRI】骨盤内の腫瘤および骨盤左側に沿う管状構造は連
続している。T1 強調像で高信号、T2 強調像でやや低信号

いても十分に考えながら検査を行うべきであった。男性の

を呈しており、造影される充実部は認めない。

先天性疾患も念頭において検査にあたる必要がある。

【経過】右尿管結石の治療として右尿管ステント留置、

できた。膀胱背側の嚢胞性腫瘤については病変が大きく、

形成腎を伴った尿管異所性開口などが推測される。腎臓が

下腹部、膀胱・前立腺近傍に嚢胞性腫瘤を認める症例では
連絡先

018-823-4171(内線 3390)
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一般演題 生理

乳腺組織に認められた急性骨髄性白血病髄外腫瘤（myeloid sarcoma）の 1 症例

◎佐藤 舞 1)、髙正 彩香 1)、石鳥 純子 1)、野坂 知加 1)、下山 純子 1)、三上 英子 1)
青森県立中央病院 1)

【はじめに】Myeloid sarcoma とは骨髄芽球が骨髄以外の臓

大きい充実性低エコー腫瘤を認めたが、小さい低エコー腫

器に腫瘍を形成して増殖する病態である。Myeloid

瘤の集簇のようにも観察され、原発性乳がんとしては非典

sarcoma の発症頻度は 3%程度で、皮膚、リンパ節、消化管、

型的な印象もあり、カテゴリー 3b で報告した。後日施行さ

骨、腎臓、軟部組織、神経組織、卵巣、精巣など体のあら

れた針生検で、異型のない腺管構造の周囲にクロマチンが

ゆる部位に出現するが、乳腺への浸潤は比較的まれである。

繊細な円形細胞がびまん性に増生していた。細胞形態が幼

今回我々は、乳腺組織に認められた myeloid sarcoma を経験

若であり、免疫染色では胸骨マルクで見られた芽球と同じ

したので報告する。

く MPO(＋)、CD34(＋)であったため、AML 細胞の乳腺浸

【症例】60 歳代、女性。

潤と診断された。AML の完解導入療法および浸潤部への放

【主訴】乳がん検診にて要精査。

射線治療、非血縁者間同種骨髄移植を施行したが、10 か月

【既往歴】腎臓破裂。

後に永眠された。

【現病歴】糖尿病、高血圧症、脂質異常症のため当院に通

【まとめ】乳腺組織に認められた myeloid sarcoma を経験し

院中。数ヶ月前より下腿浮腫がみられ、採血結果で白血球

た。乳腺組織への AML 髄外再発も報告されており、背景

数が 28.6×103/μL と異常高値であった。精査にて急性骨髄

に造血器悪性腫瘍がある患者に乳腺腫瘤を認めた場合、髄

性白血病（AML）と診断された。また、同時期に乳がん検

外浸潤も念頭において検査を行う必要がある。

診マンモグラフィー検査にて左 MLO-M に単発 0.8cm、辺
縁境界不明瞭な腫瘤を指摘され要精査となった。当院での
乳房超音波検査では左 CD 領域に 9×8×5mm、不整形、境界
明瞭粗ぞう、内部不均質で縦横比（縦 8mm、横 7mm）の

連絡先：017-726-8104
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一般演題 生理

周術期における褥瘡エコー検査導入の取り組み

◎林 理江 1)、高橋 英紀 1)、大竹 亮子 1)、國分 和子 1)、星 勇喜 1)、高田 直樹 1)
一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 1)

【はじめに】当院の手術室では術後の褥瘡発生を予防する

【結果】一年間で 117 件実施。科別では脳神経外科 0 例、

ために様々な対策をしている。今回、深部組織損傷(以下

泌尿器科 61 例、婦人科 53 例、整形外科 3 例。検査時に発

DTI)を客観的に評価することを目的として手術室にて超音

赤を認めたのは 53 例。DTI 疑いは 2 例認めた。体位変換さ

波検査（以下褥瘡エコー検査）を導入した。導入に至る経

せた事による術後患者のバイタル変化は認めなかった。

緯と一年間の実績を報告する。

【考察】手術室で褥瘡エコー検査を行うことで DTI がおき

【背景】従来は、褥瘡の有無を目視で確認していた。発赤

ていないかをその場で客観的に判断でき、手術室での褥瘡

部分に関しても目視のみの観察で DTI を確認するまでは行

予防対策を評価する方法として有用であった。術後すぐに

っていなかった。判断には個人差もあり、客観的な評価方

側臥位に体位変換したが目立ったバイタル変化は認めなか

法として超音波検査による確認を導入するに至った。

った。目視のみよりも側臥位の時間が長くなるが、安全面

【対象】脳神経外科（開頭手術）、泌尿器外科（ロボット

においても問題はなかった。DTI 疑いを認めた 2 例は早期

手術、膀胱全摘・部分切除術）、婦人科（子宮全摘術）、

に処置をすることができた。超音波検査による客観的評価

整形外科（後方固定）において 3 時間を越える手術を対象

を手術室にフィードバックする事は、褥瘡予防に有用であ

に、2017 年 4 月 1 日から褥瘡エコー検査を行った。調査期

ると考える。

間は 2018 年 3 月 31 日までの一年間とした。

【結語】DTI の発生を客観的に評価し、早期に発見するた

【方法】手術室にて術後患者を側臥位に体位変換し、目視

めに褥瘡エコー検査を行う事は有効であった。今後も手術

で発赤の有無を観察し、超音波装置にて DTI の有無を確認

室と連携し、褥瘡予防のために超音波検査を有効に活用し

した。体位変換による患者負担の有無を観察する為、体位

ていきたい。

変換の前中後のバイタルを確認した。

連絡先：0242-29-9924

9

一般演題 生理

超音波検査で高安動脈炎を経験した二例

◎相坂 瑞穂 1)、三浦 千寛 1)、佐藤 享子 1)
青森市民病院 1)

＜はじめに＞
高安動脈炎は、大動脈およびその主要分岐や肺動脈、冠

ABI 検査を行った際、上肢の血圧が左右共に低値であった
ため、鎖骨下動脈や腋窩動脈の狭窄が疑われ精査となった。

動脈に閉塞性あるいは拡張性病変をきたす原因不明の非特
異的大型血管炎である。今回は、超音波検査で高安動脈炎

頸動脈エコー検査を行った結果、右総頸動脈の閉塞があり、

を経験した二例を報告する。

左総頸動脈は全周性に壁が肥厚したマカロニサインが認め

＜症例 1＞

られた。両側ともに内頸動脈、外頸動脈には狭窄が認めら

56 歳男性、顔面や四肢の浮腫を自覚し、心エコー検査で

れなかった。また、腕頭動脈起始部と左鎖骨下動脈起始部

大動脈弁閉鎖不全症を指摘された。精査のため MRI 検査、

にも高度狭窄が認められた。MRA 検査、造影 CT 検査でも

超音波検査を行ったところ、左右内頸動脈の高度狭窄が疑

右総頸動脈の閉塞、左総頸動脈の狭窄、腕頭動脈と左鎖骨

われ、頸動脈ステント留置術(CAS)目的で当院に紹介とな

下動脈の狭窄が認められ、エコーと同様の検査結果であっ

った。術前の頸動脈エコー検査を行ったところ、総頸動脈

た。高齢であり、手術のリスクが高く、本人の自覚症状も

は両側共に全周性に壁が肥厚し、高安動脈炎の特徴的所見

ないため、治療は行わず経過観察となった。

であるマカロニサインが認められた。また、右内頸動脈の

＜結語＞

高度狭窄、左内頸動脈の閉塞を認め、後日右内頸動脈に

今回は、頸動脈エコー検査で高安動脈炎を二例経験した。

CAS が施行された。

二例共に、高安動脈炎の特徴的所見を描出でき、診断の一

＜症例 2＞

助となった。

83 歳女性、急性心筋梗塞で救急搬送され、経皮的冠動脈
形成術（PCI）を行った。治療後のフォロー検査目的で

017-734-2171
青森市民病院臨床検査部
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一般演題 生理

当院における周術期下肢静脈エコーの現状と課題

◎渡部 さゆり 1)、黒崎 幸子 1)、小松 真司 1)、田尻 三千代 1)、小板橋 好江 1)、武藤 文彦 1)、山寺 幸雄 2)
一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 1)、福島県立医科大学附属病院 2)

【はじめに】肺血栓塞栓症(PTE)の塞栓源の多くは､下肢の

外科 106 件（23.6%）、産婦人科 96 件（21.3%）、他 5 診

深部静脈血栓といわれている。特に周術期は血栓が形成さ

療科。US 施行時期は術前 443 件､術後 7 件。血栓指摘件数

れやすいため、血栓の有無を下肢静脈エコー(US)にて検索

は 65 件であり、そのうち後日に US を施行したのが 24 件。

することは重要となる。当院では周術期 PTE 予防を目的と

その依頼目的は経過観察が 19 件､他に下肢疼痛や離床前評

して、医師、臨床検査技師、看護師等で構成するワーキン

価等。血栓の経過は、消失～退縮 17 件、不変 6 件、増悪

ググループを立ち上げ､2017 年 5 月より予防策の運用を開

1 件であり、増悪例は PTE 発症後に施行した US で発覚し

始した。今回我々は、1 年を通してみえてきた、当院にお

た。【課題】運用開始後､US 全体の件数は増えたものの術

ける周術期 US の現状と課題について報告する。【運用フ

後が極めて少なく、また血栓指摘例のうち離床前評価を目

ロー】16 歳以上の局所麻酔等を除く手術予定全入院患者を

的に US を行った件数も 1 件と少なかった。術後の PTE は、

対象に、主治医が院内 PTE リスク評価表を作成。年齢や

安静解除後の起立や歩行などが誘因となることが多く、今

BMI など 27 項目のリスク因子を点数化し、それらの合計

回 PTE を発症した症例も歩行後であった。PTE 防止のため

点からリスクを低､中､高､最高の４段階に評価。US 実施基

には、血栓の増悪や新規形成が疑われる場合、すなわち術

準は、術前は原則高リスク以上、術後は主治医判断。

前に血栓が指摘されている、あるいは離床が遷延している

【現状】〈US 件数の推移〉運用開始前：ルーチン件数

症例については術後に US を行うなど基準を具体化し、主

58 件/月(2016.6～2017.4)、開始後：ルーチンおよび周術期

治医判断であった術後の実施基準の見直しをかける必要が

件数 103 件/月(2017.6～2018.4) 〈US 結果〉対象は 2017 年

あると思われた。【結語】当院での周術期 US は、術後に

6 月～2018 年 4 月に US を施行した 450 例（男/女：171/279

関しては未だ不十分である。今後は、術後 US の体制を整

平均年齢：64.7 才）。依頼科は整形外科 195 件（43.3%）、

え、さらなる医療安全に貢献したい。連絡先 024-925-8932
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一般演題 生理

鼠径部軟部腫瘍による二次性下肢静脈瘤の 1 例

◎菊地 友紀 1)、石田 啓介 1)、昆 洋妃 1)、平 真理子 1)、阿部 史子 1)、千葉 潤一 1)、遠田 佑介 2)
財団法人 厚生会 仙台厚生病院 病理診断・臨床検査科 1)、財団法人 厚生会 仙台厚生病院 循環器内科 2)

【はじめに】下肢静脈瘤には、伏在静脈そのものに原因が

に明らかな逆流は認めなかった。また、副伏在静脈・穿通

ある一次性と、深部静脈血栓症・骨盤内腫瘍などに起因す

枝等の他の血管による逆流は認めなかった。【CT 検査】左

る二次性がある。伏在静脈弁逆流の多くは一次性であるが、

長内転筋、左小殿筋、左鼠径部に軽度の造影増強効果を伴

検査を行う上で必ず二次性の静脈弁逆流を否定する必要が

う腫瘤を認め、悪性腫瘍が疑われた。左総腸骨静脈の圧排

ある。今回鼠径部軟部腫瘍に起因した二次性の左大伏在静

狭小化は認めなかった。【臨床経過】悪性腫瘍の精査・加

脈弁逆流による下肢静脈瘤の 1 例を経験したので報告する。

療のため他院へ転院となり PET-CT、CT ガイド下生検を施

【症例】67 歳女性【主訴】左片側性下肢浮腫・臀部痛【既

行された。病理組織学的検査にて広汎な壊死を伴う血管肉

往歴】虫垂炎【現病歴】20XX 年 4 月上旬より左臀部痛が

腫（Angiosarcoma）と診断された。多発転移（肺・骨・リ

出現、下旬頃には左下肢浮腫を認めたため前医を受診。深

ンパ節など）を認め緩和療法の方針となり約 1 ヶ月後に死

部静脈血栓症および下肢静脈瘤が疑われ精査目的に当院を

亡した。【考察】左鼠径部の腫瘤より尾側の大伏在静脈に

紹介受診となる。【血液生化学検査】WBC 10600/μL、

のみ逆流を認めたことから、逆流の原因は腫瘍による二次

LDH 851 IU/L、D-dimer 24.0μg/mL と上昇を認めた。

的なものと考えられた。【結語】鼠径部軟部腫瘍による二

【超音波所見】左鼠径部に腫瘤性病変を認めた。大きさは

次性下肢静脈瘤の 1 例を経験した。血管肉腫は悪性軟部腫

17×18×15 mm、形状不整、境界一部不明瞭、内部エコー
は不均一であり、樹枝状の血流（拍動性）を認めた。周囲

瘍全体の約 1％程度と非常に稀な疾患であり、今回下肢静

脂肪織の輝度上昇を認め、前面には不整な低エコー域の広

下肢静脈瘤の発生頻度は静脈瘤全体の 1.7%と少ない。超音

がりを認めた。同部位にて大伏在静脈は圧排・狭小化を認

波検査を施行する際、本症例のような二次性の下肢静脈瘤

め尾側では逆流を認めた。（逆流時間：10.7 秒）。合流部

を常に念頭において検査する必要がある。

脈超音波検査を契機に発見された。当院の統計では二次性
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一般演題 生理

浅大腿動脈の慢性完全閉塞に対する体表面エコーガイド下 EVT の有用性

◎山岡 弘和 1)、石田 啓介 1)、高橋 萌 1)、阿部 史子 1)、千葉 潤一 1)
財団法人 厚生会 仙台厚生病院 1)

【背景】当院では浅大腿動脈 (SFA) の慢性完全閉塞 (CTO)

ーガイド下群で有意に良好な結果であった｡透視時間:体表

対し､跛行症状の改善･救肢目的で末梢動脈のカテーテル治

面エコーガイド下群 23.7min、透視下群 46.1min(P<0.05)｡

療 (EVT) を施行している｡従来は透視下での治療を行って

透視線量:体表面エコーガイド下群 247.7mGy、透視下群

きたが閉塞部の血管走行を把握するのは容易ではなく､ガイ

507mGy(P<0.05)｡造影剤使用量:体表面エコーガイド下群

ドワイヤー (GW) の通過は術者の経験による部分が大きか

76.6ml、透視下群 122ml(P<0.05)｡手技時間:体表面エコー

った｡さらに放射能被曝と造影剤アレルギー､腎機能障害な

ガイド下群 108.2min、透視下群 122min(P>0.05)｡ 【考察】

どの問題もある｡そこで被曝線量と造影量の軽減を目的とし､

EVT を行う一つの手法として体表面エコーガイド下は有用

体表面エコーガイド下 EVT を開始した｡【対象】2015 年

と思われる｡病変部の石灰化の程度は手技成功率に大きく関

9 月から 2018 年 5 月までに SFA の CTO 単独治療に対して行

与すると思われるが本検討では評価していないため今後の

い､手技が完遂可能であったエコーガイド下群連続 18 例

課題としていきたい｡また､施行例の中には手技が完遂でき

(右 9 肢、左 9 肢)､病変長は最大 350mm、最小 80mm、平均

なかった症例や GW 通過に難渋する症例もあり､術前に石灰

211mm と対照群の透視下群連続 34 例(右 13 肢、左 21 肢)

化の程度や血管走行位置を十分に把握したうえで､本手法に

､病変長は最大 280mm、最小 20mm、平均 146mm を比較した｡

適した症例の選定が有用性を高める一要因であると考えら

【方法】体表面エコーガイド下群と透視下群の透視時間、

れる｡【まとめ】体表面エコーガイド下 EVT は有用な手法で

透視線量、造影剤使用量、手技時間に関し比較を行った｡尚､

あり今後も知識･技術の向上に努めたい｡

本検討において病変部の石灰化程度は考慮していない｡【結
果】両群における平均病変長は有意に体表面エコーガイド

一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 臨床検査センター

下群で長かった(P<0.05)｡各比較項目においては体表面エコ

022-222-6181
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一般演題 生理

心エコー検査で壁肥厚を呈した心サルコイドーシスの 1 症例

◎今 雅子 1)、石澤 亜紗子 1)、岩根 彩乃 1)、佐藤 舞 1)、長﨑 幸生 1)、田嶋 育子 1)、野坂 知加 1)、三上 英子 1)
青森県立中央病院 1)

【はじめに】サルコイドーシスとは非乾酪性上皮細胞肉芽

ルの前壁壁運動低下、左室全周性肥厚、右室壁肥厚、右室

腫形成により組織障害をもたらす原因不明の全身性肉芽腫

壁運動低下を認めた。【他の検査所見】初診時心電図検査

疾患である。特に心サルコイドーシスはサルコイド病変の

で V2～V4 陰性 T 波。ホルター心電図検査では多源性の心

刺激伝導系への波及や心筋の器質的異常から、完全房室ブ

室性期外収縮 9 連発を認めた。PET-CT にて両心室の心筋

ロックや心室頻拍などの致死性不整脈を引き起こし、失神

に著明な FDG 集積を認め、心臓 MRI では右心室壁肥厚、

や突然死をもたらす可能性があり、予後を決める重要な疾

遅延造影を認めた。心筋生検では心筋内に多核巨細胞を含

患である。また早期治療にて予後が改善する可能性があり、

む類上皮細胞性肉芽腫を認めた。以上の結果より心サルコ

早期診断が重要である。今回我々は若年男性に認められた

イドーシスの確定診断となり、ステロイド療法が開始され

心サルコイドーシスを経験したので報告する。【症例】

た。【考察】心エコー検査での心サルコイドーシスの最も

20 歳代、男性。【既往歴・家族歴】特記事項なし。【現病

特徴的な所見は心室中隔の菲薄化であるが、本症例のよう

歴】顔面浮腫、背部痛で前医受診。CT 検査にて縦隔・肺門

に両心室の壁肥厚、壁運動異常なども観察され、そのエコ

部リンパ節腫大を認め、サルコイドーシスが疑われ、精査

ー像は様々である。心サルコイドーシスを見逃さないため

目的に当院を受診。【検査結果】採血にて ACE、リゾチー

には、心エコー検査以外の検査所見・患者情報も併せて確

ムが軽度高値。皮膚病変なし。気管支鏡検査、蛍光眼底造

認することが重要である。また、疑わなければ診断に至る

影検査ではサルコイドーシスを疑う所見はなかったが、

ことが難しいため、心サルコイドーシスの十分な知識を習

TABC 細胞診で、組織中に epithelioid granuloma が認められ、

得しておく必要がある。【まとめ】本症例は壁肥厚を示す

サルコイドーシスと診断された。【心エコー検査所見】

心サルコイドーシスであり、早期診断に寄与できた。

LVDd 51mm、LVDs 32mm、LVEF66.4％、基部～中部レベ

14

一般演題 生理

心エコーを契機に診断された原発性アミロイドーシスの 1 例

◎飯田 真悠 1)、赤崎 友美 1)、長尾 祥史 1)、近藤 潤 1)、武田 美香 1)、佐々木 史穂 1)、小島 佳也 1)、萱場 広之 2)
国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 1)、弘前大学大学院医学研究科臨床検査医学講座 2)

【症例】20 歳代男性【現病歴】生来健康であったが、1 年

中・尿中の遊離軽鎖（λ 鎖）の上昇を認め、骨髄穿刺にて

前に健診で心電図異常を指摘されたが未精査だった。2 ヶ

形質細胞の増加を認めないことから原発性 AL アミロイド

月前から労作時息切れ・両下肢浮腫が出現し、他院で心不

ーシスの診断に至った。その後心不全が急速に増悪し入院

全に対する入院加療となった。心不全軽快後、精査目的に

となった。強力化学療法、骨髄移植、人工心臓植え込みな

当院紹介となった。【臨床経過】心電図所見では肢誘導低

ども検討されたが実施には至らず難治性重症心不全のため、

電位、V1～V4 で QS パターンを認めた。心エコーでは左室

その 3 ヵ月後に永眠された。【まとめ】AL アミロイドーシ

拡張末期/収縮末期径 39/31mm、左室駆出率 43%(modified

スは進行が早く、進行した心不全例の予後は極めて不良で

Simpson 法) 、心室中隔/左室後壁厚 11/13mm であり、びま

ある。心不全症状は左室拡張障害によるものが先行し、末

ん性左室収縮能の低下と全周性左室壁肥厚を認めた。心筋

期になると収縮障害が出現することが多い。典型的な心ア

壁はやや高輝度であった。左室拡張能は E/A 1.9, e’(中隔)

ミロイドーシスのエコー所見は左室壁肥厚と心筋内の顆粒

3.9 cm/s, e’(側壁) 4.7cm/s, E/e’(中隔) 18.7, E/e’(側壁) 15.5,

状エコー輝度増強であるが、本症例は初診時から左室壁肥

DcT 140msec, 左房容積係数 39.6ml/m2 であり拘束性拡張障

厚のみならず拘束性左室拡張障害と収縮能低下を伴い、心

害の所見であった。1 回拍出量も低下しており、低心拍出

アミロドーシスの極めて進行した心不全状態であった。早

状態と考えられた。総じて拘束型心筋症を疑う所見であっ

期診断はもちろん、疾患の進行度や血行動態を正しく評価

た。採血上 BNP 679 pg/mL と高値であり、拘束型心筋症に

するために、心エコーの担う役割は大きいと再認識した症

よるうっ血性心不全として精査を進めた。心臓カテーテル

例であった。

検査で冠動脈の有意狭窄なく、心筋生検でコンゴレッド染
色陽性より心アミロイドーシスの診断となった。さらに血

0172-33-5111 内線 7215
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一般演題 生理

脳梗塞発症を契機に三心房心を診断できた一例

◎工藤 仁美 1)、若月 悠 1)、岩間 香 1)、桃澤 慶子 1)、伊藤 綾乃 1)、佐藤 貴光 1)、小野寺 佳子 1)、大森 智子 1)
仙台市立病院 1)

【はじめに】三心房心は主に左房が異常隔壁によって二分

また、心房中隔欠損を疑う所見はみられなかった。造影

される稀な先天性心疾患である。今回、脳梗塞を契機に偶

CT では肺静脈は４本とも副腔に還流していた。以上より、

然発見された成人三心房心の一例を経験したので報告する。

心房中隔欠損・肺静脈還流異常はなく、肺静脈は全て副腔

【症例】70 歳代、男性【主訴】右不全片麻痺【既往歴】高

に還流しており、Lucas-Schmidt 分類 IA 型の三心房心と考

血圧、糖尿病、高脂血症【現病歴】上記主訴にて当院に救

えられた。【経過】脳梗塞はアテローム血栓性と診断され、

急搬送となり、脳梗塞の診断で入院加療となった。【検査

心原性は否定的であった。三心房心については経過観察と

所見】心電図:洞調律＋心室期外収縮、心拍数 88/分、胸部

なった。【考察】本症例は脳梗塞のスクリーニング検査で

X 線:CTR53%、経胸壁心エコー図:左室拡張末期径 44mm、

偶然発見された三心房心症例である。三心房心は先天性心

左室収縮末期径 28mm、左室駆出率(Teichholz 法)65.7%と左

疾患のうち 0.1~0.4%程度の稀な疾患であり、僧帽弁狭窄症

室拡大なく左室収縮能良好であった。左房内には左上肺静

に類似した血行動態を呈する。小児期に心不全症状が出現

脈と心房中隔を結ぶような異常隔壁様構造物を認め、三心

し診断に至る場合が多いが、本症例は異常隔壁の交通孔が

房心が疑われた。精査のため経食道心エコー図検査を施行。

大きく血行動態が保たれており、成人まで無症状であった

経胸壁心エコー図同様の隔壁様構造物を認め、左房は左心

と考えられた。また、3D 経食道心エコー図で隔壁と交通孔

耳および僧帽弁輪を含む固有心房と左上肺静脈が還流する

を任意の方向から観察することにより、隔壁の形態と交通

副腔とに二分されており、左房後壁側では楕円状の隔壁交

孔の面積を評価することが可能であった。【結語】脳梗塞

通孔がみられた。交通孔に明らかな圧較差・加速血流は認

発症を契機に、無症状の成人三心房心の症例を経験した。

められず、3D 経食道心エコー図では交通孔の面積は 3.98

経食道 3D 心エコー図は隔壁の立体的評価と交通孔の面積

cm2 と計測され、同部位での流入障害はみられなかった。

を算出する上で有用であった。連絡先:022-308-7111
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一般演題 生理

胎児心臓スクリーニング検査における検出率向上にむけての検討

◎櫛引 望 1)、石井 章子 1)、三橋 淳治 1)
三沢市立三沢病院 1)

【はじめに】当院で臨床検査技師が実施している、胎児心

ぶことは多い。見直すことが重要であり、そのためにも、

エコースクリーニング検査の過去の成績を振り返り、検出

全例の画像を保存することが望ましいと思う。⑤所見を伝

率向上にむけて検討した。【成績】2007 年 4 月～2016 年

える。正常と異なる画像が描出されたら、正常と何が違う

3 月の 9 年間で、先天性心疾患(smallVSD 除く)は 17 例あっ

のかを、所見として書き出す。そして、医師に詳細に伝え

た。その中で、検出できたのが 14 例、できなかったのが

られるようにする。⑥連携。自分一人では気付かなかった

3 例であった。【考察】これらの症例を見直し、出生後の

ことが、周囲の人に助けられて理解できたり、自分が他の

所見をフィードバックしてもらい検討した結果、次のよう

人に教えることによって、より理解が深められたりする。

な見解が得られた。①正確なスクリーニング断面の描出。

胎児エコー検査も、チームによって成り立つ検査である。

動く胎児の、さらに動く心臓を見るうえで、いつも同じ角

【まとめ】胎児心臓スクリーニング検査は、重要なのに難

度の断面が描出できるわけではない。いろいろなバリエー

しいという検査領域である。しかし、いくつかのポイント

ションの正常断面を覚えておき、正常の幅を広げることが

をおさえることによって、検出は可能となるであろう。ま

大切である。②特徴的な所見を知る。スクリーニングが難

た、緊急治療を必要とする疾患や、検出率が低い疾患も、

しい疾患でも、特徴的所見が見られることがある。それら

スクリーニングで検出できるように、日々の努力は不可欠

を念頭に置いて検査する。③カラードプラを使う。胎児心

である。

エコー検査ガイドラインでは、臨床検査技師が行うスクリ

連絡先

ーニング(レベルⅠ)では、カラードプラについて言及され
てないが、1 次スクリーニングにもカラードプラは必要で
ある。④画像(動画)の保存。検出できなかった症例から学

0176-53-2161（内線 2638）
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一般演題 生理

当院での地域連携における胎児エコーの成績検討

◎千代谷 裕子 1)、新山 聖子 1)、對馬 由美 1)、橋本 哲司 1)
青森市民病院 1)

【はじめに】

設では重症心疾患は出生後の診断であり、新生児期に救急

近年、胎児超音波のスクリーニングは、より高度な診断を

搬送になっていた。この経験から周辺施設に通院している

要求されるようになった。例えば胎児心臓の場合、「胎児

妊婦に対して妊娠 28 週頃に一度、当院で超音波を行うシス

心エコー検査ガイドライン」が発行され、それにより従来

テムを作り実行した。

よりも高度な観察項目が増加した。その恩恵として、胎児

【現状】

心臓の出生前診断の診断率が向上したと全国より報告され

4 年間で件数は漸増し、最近は年間約 700 件である。チェ

ている。青森市でも胎児心エコーは普及したが、まだ十分

ック項目をすべて良好に確認できたのは全体の約 90％だっ

とはいえない。各診療施設における胎児超音波は、外来診

た。所見のあったものは再度来院していただき、再検査し

療の傍らで行われており、十分な時間や体制がとられてい

ている。重症心疾患は出生前診断が 3 例、出生後診断は

ないのが理由のひとつである。

3 例であった。

今回、地域医療連携の一環として、当院が胎児超音波スク

【まとめ】

リーニングの一部を行い、地域医療の質の向上に貢献する

現在、青森市の対象妊婦の約 3 分の 2 をスクリーニングし

ことを目標とした。今まで実施してきた 4 年間の成績を検

ている。定期的な追跡調査により、地域の心疾患の成績も

討し、結果を報告する。

明らかになってきた。この取り組みにより、周辺施設の胎

【取り組み】

児超音波に対する意識が高まり、出生前診断例が増え、高

青森市の胎児超音波の医療連携に取り組む前年、例年なら

次施設への紹介も増加した。このことから、地域医療の質

遭遇することがほとんどない重症心疾患が続いたが、当院

の向上に寄与できていると考えている。

ですべて出生前に診断できた。しかし、同じ時期に周辺施

連絡先

017-734-2171 (6113）
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一般演題 生理

呼吸機能検査直前に患者の異変に気付き、脳出血拡大を防げた事例

◎情野 千文 1)、新村 彩香 1)、三木 俊 1)
東北大学病院 1)

【はじめに】呼吸機能検査の実施直前に患者からの申告と

査を行うのは危険と判断、直ちに眼科外来に連絡、護送し

顔面の異変より脳梗塞を疑い主治医に連絡した事例を経験

た。患者は自分の状態を深刻に受け止めておらず、護送を

した。患者はその後 CT で右被殻出血が認められた。もし

しきりに遠慮していた。眼科にて CT が依頼され、右被殻

患者の申告を軽視し体の異変に気付かず検査を進めていた

出血が認められたため救急科に紹介、即日入院となった。

ら重篤な結果を招いたかもしれず、患者からの申告や客観

以降は症状の増悪なく、リハビリ後経過もよく 2 週間後に

的様子より検査実施を判断することの重要性を改めて感じ

退院となった。【考察】患者は意識清明で言語障害もなか

た事例であるので報告する。【事例】患者は 56 歳男性、単

った。担当技師は当初普通の患者と認識したが、患者より

身赴任中、既往歴はサルコイドーシス。当日、当院眼科受

申告があり、詳しく聞き取りしたことや観察でその後の危

診の予定があったが、診察前に呼吸器内科依頼の検査（心

険を推測、中止の判断が出来た。この判断は知識や経験に

エコー、ホルター心電図、呼吸機能検査）を実施しに生理

よるところが大きいが、経験の浅い技師でも判断できるよ

検査センター来室。呼吸機能検査前、患者より「頭痛があ

うな体制が必要と感じた。また今回は緊急で診察が必要と

り、今日は頑張れないかもしれない」「左半分に力が入ら

思い外来主治医に連絡したが、状態によってはダイレクト

ない」旨の申告があった。顔をよく見ると左右差があり、

に救急科に連絡が最善な場合もある。その判断も難しいが、

担当技師が詳しく話を聞くと、患者は２日前より右側の頭

日頃よりいろいろなケースを予測しておくことも大切だと

痛と左側上下肢に力が入らなくなる等の異変を認識、近医

認識した。【結語】検査時は患者の検査目的や現在の診断

を受診しようとしたがたまたま臨時休診で受診できず、本

名とは結び付かない別の異変が起きている可能性がある。

日の眼科受診時に相談するつもりだった。担当技師は症状

患者の観察や問診などから異変を感じる場合は検査の実施

や状態（頭痛の継続、左脱力）などから脳梗塞を疑い、検

判断を的確に行う必要がある。連絡先：022（717）7385
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一般演題 生理

当院の心房細動患者に対する抗血栓療法の介入状況

◎赤城 真央 1)、長谷川 智 1)、妹尾 のり子 1)、小島 惠津子 1)、榎波 洋子 1)、山崎 千穂 1)、石橋 奈緒 1)
市立函館病院 1)

【はじめに】心房細動は日常検査で遭遇する頻度の高い不

おり、うち 5 名は循環器内科以外の患者がほとんどで治療

整脈である一方、心原性脳塞栓症の危険因子とされており

未導入の理由が不明であった。また、調査期間内に新たに

適切な治療が必要となる。今回われわれは、当院心電図検

抗血栓療法が導入された高リスク患者 13 名の検査施行から

査で心房細動波形を認めた患者について、脳塞栓症のリス

治療開始までの平均日数は 3.6 日（最短 0 日、最長 17 日）

ク評価と抗血栓療法介入状況を調査した。また、適切な治

であった。【考察】脳塞栓症高リスクで抗血栓療法適応で

療に向けての検査室の役割について検討したので報告する。

あるにもかかわらず未導入である患者が調査期間内に 5 名

【対象と方法】2018 年１月から 3 月の 3 ヶ月間に当院で心

おり、心電図検査が適切な治療に結びついていない可能性

電図検査を施行した患者 2046 名のうち、心房細動波形が認

が考えられた。一方で、調査期間内で新たに抗血栓療法が

められた 191 名について、心房細動治療(薬物)ガイドライ

導入された患者の多くは、検査同日～数日以内に治療を開

ンに記載されている CHADS2 スコアによる脳塞栓症リスク

始しており、心房細動と診断されたものは速やかに治療介

評価を行い、高リスク患者への抗血栓療法状況を調査した。

入されていた。【まとめ】今回の検討では、明確な理由が

また、調査期間内で新たに抗血栓療法が導入された高リス

ないまま治療未介入となっている患者が存在すると考えら

ク患者 13 名について、心電図検査施行から治療開始までの

れた。円滑な治療導入をすすめるためにも、心電図で心房

所要日数を調査した。【結果】心房細動波形が認められた

細動の所見が認められた場合は、検査結果に循環器内科受

患者 191 名の脳塞栓症リスク評価をした結果、高リスク患

診を促すコメントを付加することや、定期的な心電図検査

者(CHADS2 スコア 2 点以上)は 150 名、中リスク患者(同ス

の施行を推奨していきたい。

コア 1 点)は 37 名、低リスク患者(同スコア 0 点)は 4 名で

連絡先：0138-43-2000（内線 3170）

あった。高リスク患者で抗血栓療法が未導入の患者は 14 名
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一般演題 生理

上肢刺激 SEP の刺激方法の検討
複数神経刺激に関して
◎小野 誠司 1)、植木 幹彦 1)、畠山 美穂 1)、右田 陽香 1)、新家 祐子 2)
医療法人社団 研仁会 北海道脳神経外科記念病院 1)、株式会社 第一岸本臨床検査センター 札幌 2)

【はじめに】当院では脊髄病変の疾患に対する手術が多く、

頭部の一時体性感覚野の反応は反応自体の持続性が長いた

時に脊髄の広範囲に渡る病変に対する手術を行う場合もあ

め、やはり複合した波形になってしまったと思われる。た

り、正中神経領域のみに限らず尺骨神経領域などにも症状

だ脊髄レベルでは活動電位の反応が頭部より持続が短いた

が出現している症例にも遭遇する。今回、通常は一つの神

め、若干の刺激タイミングのずれを作ることで、別の神経

経のみで行っている神経刺激を方法を変更することで正中

反応を同定できる可能性が高いと思われた。もう少し刺激

神経、尺骨神経を刺激タイミングを変化させることで、刺

部位や刺激タイミングについて詳細に検討を加えたいと思

激方法自体の検討と検出できる波形の評価はどうなるのか

う。【まとめ】いろいろな手法にチャレンジすることで、

など検討してみた。

新たな知見を得る事は新たな発想につながると思われる。

【方法】使用機器：日本光電製 MEB-2306

出力は 2ｃｈの

ため、ひとつの神経を直列で左右つないで、もう一つのチ
ャンネルで別な神経刺激を直列で左右刺激することを考え
た。刺激のタイミングをずらすことと刺激部位をずらすこ
とで、検出できる活動電位が同じタイミングに検出されな
いよう工夫することで、それぞれの神経の神経活動電位が
検出可能か検討した。【結果】期待した通りの結果を得る
ことは難しかった。刺激部位を大きく変化させる（脊髄へ
の距離：手首部と肘部くらいの距離差）ことである程度の
時差を設ける事により頚髄レベルでは検出できた。【考察】

（連絡先：011-717-2131 内線 143）
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神経伝導速度検査による正中神経遠位運動潜時と 2L-INT 法の比較

◎武田 里彩 1)、江花 翔太 1)、佐々木 寛人 1)、星 径子 1)、星 勇喜 1)、高田 直樹 1)
一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 1)

【はじめに】手根管症候群(CTS)とは、手根管による正中神

144 例(90.0％)であった。不一致例では現法（正常）、2L-

経絞扼障害であり主に正中神経支配領域の指先に痺れや痛

INT 法(異常)が 5 例(以下①群)、現法(異常)、2L-INT 法(正

みが生じる疾患である。検査法は正中神経-短母指外転筋

常)が 11 例(以下②群)であった。

(APB)間の神経伝導速度検査(以下現法)のほかに、比較法の

【考察】現法と 2L-INT 法を比較した結果、90％で一致し

1 つである正中神経支配の第 2 虫様筋と尺骨神経支配の骨

たことから 2L-INT 法も有用な検査法と思われる。①群は、

間筋をそれぞれ同距離で刺激しその潜時差を利用する虫様

現法の偽陰性と考えた。2L-INT 法は現法と比較し、軽症例

筋-骨間筋法(以下 2L-INT 法)が知られている。今回、現法と

をより反映するとされている。現法では検出の出来なかっ

2L-INT 法について比較検討したので報告する。

た軽症例を検出できたと考えた。②群では痺れの主な原因

【調査期間】2017 年 1 月 5 日～2017 年 12 月 29 日。【対象】

が糖尿病性神経障害であった症例を 3 例認めた。この場合、

現法と 2L-INT 法を実施した 121 名で症状のあった 160 肢。

正中神経も比較の尺骨神経も伝導速度が遅延 2L-INT 法は

【検査方法】現法は APB から近位に直線 7cm 刺激で検査

正常となる為、現法は偽陽性であったと考えられる。2L-

を行った。2L-INT 法は被検筋からそれぞれ近位に直線

INT 法の有用性が示唆されたが、尺骨神経の伝導速度が外

11cm 刺激とした。【異常判断の基準】正中神経-APB 遠位

傷や絞扼障害によって遅延している場合は、2L-INT 法が偽

運動潜時(DML)が 4.0ms 以上もしくは波形が導出不能であ

陰性になる可能性があり注意が必要である。

った場合、2L-INT 法は潜時差 0.5ms 以上もしくは正中神経

【結語】現法と 2L-INT 法ともに CTS の評価には有用であ

-第 2 虫様筋の波形が導出不能であった場合とした。【検討

り、併用することで CTS の検出率を上げる事が期待できる

内容】結果の一致率を検討した。

と考えられる。

【結果】現法と 2L-INT 法の結果が一致したのは 160 例中

竹田綜合病院 臨床検査科

0242-29-9924
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一般演題 生理

脳波にて周期性同期発射(PSD)がみられた 2 症例

◎品田 佳位 1)、風間 由美 1)、北島 明子 1)、佐藤 美樹 1)、渡辺 美津江 1)、小竹 美佐江 1)、田村 清子 1)、作間 靖子 1)
太田綜合病院附属太田熱海病院 1)

【はじめに】脳波において､周期性同期発射 periodic

消失､BGA は δ 波から θ 波に変化し意識の改善がみられ

synchronous discharge（PSD）は一定の周期で反復する全般

た｡以前から認知症やてんかんの既往があり､臨床経過が長

性､左右同期性の突発性異常波である。今回脳波検査中に

い事等から CJD は否定された｡

PSD がみられた 2 症例を経験したので報告する。

【考察】従来 PSD は CJD に出現する波形と言われている

【症例 1】70 代男性｡半年位前から急速に多彩な神経症状が

が､無酸素脳症やびまん性脳疾患時にもみられる場合がある。

進行し精査加療目的に入院。現在は定期的に脳波を施行し

CJD の PSD は持続的に出現し､周期が不規則から一定とな

ている。全記録において周期性の高振幅鋭波が終始みられ

り末期には延長する事が多く､BGA は低振幅徐波化し後に

PSD と判断した｡入院当初は不規則に PSD が出現し背景脳

平坦化すると言われている｡今回の 2 症例における PSD の

波（BGA）は徐波が主体であった｡BGA や PSD は刺激反応

出現形態は､症例 1 は CJD 同様の経過を呈したが､症例 2 で

性（以下:反応性）があったが､徐々に PSD の周期が 1s/c 未

は一次的な出現であった｡また BGA や PSD の反応性は症例

満から 2~3s/c と延長し､BGA の低振幅徐波化及び反応性が

1 の初期では症例 2 と同じく反応性がみられていたが､病態

消失､PSD の反応性も消失した｡PSD や急速な臨床経過から

の進行に伴い BGA 同様に PSD も反応性が消失した。この

クロイツフェルト-ヤコブ病（CJD）と診断された。

事から PSD の反応性が脳機能の障害程度を反映している可

【症例 2】80 代女性｡意識障害､全身のぴくつきを主訴に入

能性があると推測された｡脳波にて PSD がみられた場合は､

院｡初回脳波:全般性の δ 波｡光刺激で痙攣発作が誘発され

複数回の脳波記録により経時的変化を確認すると共に､

た｡安静時には突発性異常波は認められず｡2 回目:初回同様

BGA のみならず PSD の反応性も確認する事が重要と考え

δ 波優位だが数秒間持続する周期的な高振幅鋭波がみられ

られた｡

PSD と判断｡BGA や PSD の反応性はあり。3･4 回目:PSD は

連絡先 024(984)0088 内線 5423
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慢性頭蓋内脳波記録が重複病理を疑った後頭葉てんかんの診断に寄与した一例

◎櫻庭 理絵 1)、板橋 泉 1)、浅黄 優 1)、横田 恵理 1)、伊澤 理香子 1)、佐藤 貴文 1)、石田 誠 1)、三木 俊 1)
東北大学病院 生理検査センター 1)

【背景】慢性頭蓋内脳波記録(iEEG)はてんかん原性領域同

作起始はなかった。また発作間欠期脳波解析として、頭皮

定と脳機能マッピング目的に施行され、開頭術を必要とす

脳波の睡眠段階に応じた棘波出現の頻度分布を作成した。

る侵襲度の高い検査である。今回、重複病理を疑った後頭

棘波は後頭葉病巣周辺皮質に最も多く、電極あたりの棘波

葉てんかん症例に対し、iEEG 評価により後頭葉病変のみの

数は最も高頻度の電極で 111/分であった。一方で海馬にも

切除で術後発作消失を得た一例を経験した。焦点同定と機

独立した棘波を認め、棘波数は 11/分であった。以上から左

能温存の観点から示唆に富む症例と考え報告する。

海馬のてんかん原性は相対的に低いと判断し、再度の開頭

【症例】21 歳女性、右利き。6 歳時にめまい感から意識減

術による左後頭葉病巣切除術のみを行い海馬は温存した。

損、さらに右半身から全身の間代に至る発作が出現し、て

術後より発作消失し、周術期合併症はなかった。術後 1 年

んかんの診断で治療開始された。当初発作消失したが 16 歳

で海馬機能を含む高次脳機能低下を認めていない。

時より薬剤抵抗性となり、19 歳時に当科でてんかん精査を

【結語】重複病理を疑った後頭葉てんかんにおいて、

行った。頭皮電極によるビデオ脳波モニタリングでは左後

iEEG により海馬の正確な評価を行い得た症例を経験した。

頭葉近傍の発作起始と推定された。しかし MRI では左後頭

てんかん外科においては術後脳機能低下を回避するため、

葉皮質形成異常を疑うほか、左海馬萎縮を伴っており海馬

切除領域の絞り込みは必須であり、iEEG による評価は有用

硬化症の合併が疑われた。切除範囲決定のため MRI 病変を

と考えられた。

含む左後頭葉および側頭葉皮質へ硬膜下電極を留置、さら
に同側海馬へ深部電極を留置し計 58 極の頭蓋内電極留置を
行った。2 週間の iEEG において、発作時脳波で左後頭葉病

櫻庭

巣の電極に起始する発作を複数回認めた。一方で海馬の発

Tel: 022-717-7385, E-mail: r.sakuraba0817@gmail.com

理絵
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当院における輸血後感染症検査実施率向上への取り組み

◎本田 昌樹 1)、津嶋 里奈 1)、齋藤 浩治 1)
青森市民病院 1)

【はじめに】厚労省により輸血の 2～3 ヶ月後に輸血後感染

受ける際、受診先の医療機関や患者本人もしくは患者家族

症検査を行うことが推奨されている。当院では，輸血を受

からの問い合わせが 11 件あり、多くが検査項目に関する問

けた患者に対し約 3 カ月を目安に輸血後感染症検査の実施

い合わせであった。【考察】“輸血後感染症検査のご案内”

時期に主治医に文書による検査案内の配布を行っていたが，

を直接患者に送付する取り組みを開始したことで実施率が

その実施率は 3 割程度に留まっていた。そこで 2017 年 4 月

向上した。直接送付することで検査実施率が向上したこと

より輸血後感染症検査実施率向上のための取り組みを開始

から、患者の輸血による健康被害に対する関心は高いと考

した。当院で行った取り組みと結果について報告する。

えられた。患者中心の医療を行う上で、輸血後感染症検査

【取り組み】1 ヶ月に一度、輸血管理室で“輸血後感染症検

の案内を患者に直接送付することは有効であると考えられ

査対象者リスト”と“輸血後感染症検査のご案内”を作成し、

た。

入院支援窓口から患者に直接送付することとした。【結果】

連絡先：017-734-2171

2017 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までに当院にて同
種血輸血を受け案内を送付した患者を対象に調査を行った
ところ、対象期間中に案内を送付した患者数は 391 名であ
った。その内、輸血後感染症検査を実施した患者数は
243 名おり実施率は 62.1％であった。輸血後感染症検査を
実施した患者数のうち当院にて検査を行った患者は 147 名
（60.5％），他施設にて検査を行い検査結果の返信があっ
た患者は 96 名（39.5％）であった。かかりつけ医で検査を
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一般演題 輸血

輸血業務における I＆A 認証と ISO 15189 認定取得の重要性

◎星合 桂太 1)、目黒 冬樹 1)、舛甚 義幸 1)、兎内 謙始 1)
青森県立中央病院 臨床検査部 1)

15189 は臨床検査室が臨床検査

【はじめに】輸血業務では輸血検査の質の保証、血液製剤

設けていない。一方、ISO

の管理や供給、安全な輸血実施に加え、輸血有害事象管理

を実施する技術や能力を有していることを認定する国際規

が大事であり、これらが正確に行われることにより、輸血

格であり、検査試薬および機器管理、各検査項目の作業手

医療の安全性が保証されるといえる。そのため、輸血医療

順書の整備、精度管理などを徹底して行うことを要求して

を行っている施設ではこれらが問題なく行われていること

いる。ISO

を検証するため、第三者による検証を受けることが望まし

て国際的な基準を満たしていると証明することができる。

い。第三者による検証には日本輸血・細胞治療学会による

しかし、血液製剤の管理、供給、輸血実施、輸血有害事象

輸血機能評価認証（I＆A）、日本適合性協会（JAB）によ

管理などの輸血医療に関する事項は評価されない。【考察】

る ISO 15189 認定等がある。当院では I＆A 認証を 2006 年

I＆A は輸血医療に関する幅広い内容が認証基準に含まれて

4 月、ISO 15189 認定を 2017 年 9 月に取得した。【I＆A と

いるが、試薬管理や機器管理などは十分とはいい難い。ま

ISO 15189 の比較】I＆A は適切な輸血医療が行われている

た、ISO

か否かを日本輸血・細胞治療学会より派遣された視察員が

液製剤管理等の認定基準は設けられていない。以上より輸

認証基準に沿って点検し、基準を満たさない点があった場

血業務において、I＆A 認証と ISO 15189 認定取得は双方の

合は改善策を提示し、基準を満たすまでともに考え、認証

審査基準にない項目や十分ではない項目を補完できること

することである。認証基準には輸血検査、血液製剤の管理、

からより安全な輸血療法を評価することが出来ると考える。

供給、輸血実施、輸血有害事象管理に至るまで輸血医療全

【まとめ】輸血業務を行う上で I＆A 認証と ISO 15189 認定

般に渡って幅広い内容が含まれているが、検査試薬および

双方の取得をすることでより安全な輸血医療が行えると考

機器管理、精度管理など輸血検査に関しては詳細な基準を

える。”青森県立中央病院 輸血細胞治療部－017-726-8103”

15189 認定取得は臨床検査室が臨床検査におい

15189 は検査に関する内容に特化しているが、血
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一般演題 輸血

ABO 血液型二重確認実施率向上を目標とした青臨技の取り組み

◎津嶋 里奈 1)、熊谷 有純 2)、原田 みなみ 3)、小山内 崇将 4)、金子 なつき 4)、中里 早見 5)、本田 昌樹 1)、坂本 忍 6)
青森市民病院 1)、下北医療センター むつ総合病院 2)、三沢市立三沢病院 3)、国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 4)、八戸市立
市民病院 5)、独立行政法人 労働者健康安全機構 青森労災病院 6)
【はじめに】輸血療法において ABO 異型不適合輸血を防

使用して、部門員が各支部で血液型二重確認に関する研修

ぐことは最も重要であり、輸血検査においては血液型確定

会を実施した。

が重要となる。青森県臨床検査技師会（以下青臨技）では、

【結果】各支部の部門員が血液型二重確認を啓発するため

輸血・移植検査部門精度管理調査の際にアンケート調査を

の研修会を企画し、1 支部を除いた 5 支部で研修会を開催

実施しており、平成 28 年度から血液型検査の実施体制につ

することができた。研修会の効果か平成 29 年度青臨技精度

いて詳細な調査を行っている。平成 28 年度のアンケート調

管理調査において血液型二重確認を実施している施設数が

査の結果、50 施設のうち半数以上の施設で血液型二重確認

増加していた。

の実施体制が整っていないことが明らかになった。平成

【考察】まだ血液型の二重確認が実施されていない施設が

29 年度は、より多くの医療機関で血液型二重確認が実施さ

いくつかあるが、実施できない理由は各医療機関によって

れることを目標として、青臨技輸血・移植検査部門で血液

様々あると考えられる。今年度の精度管理調査の際に、血

型二重確認を啓発するための研修会を企画し活動したので

液型二重確認を実施するうえで問題となっていることや研

報告する。

修会の効果の有無などについてアンケート調査を実施した

【方法】血液型二重確認を導入するためには臨床検査技師

い。輸血療法の指針の周知や研修会の開催、各医療機関で

も含め多職種の協力が不可欠であり、血液型二重確認の重

血液型二重確認を導入する際に必要な情報や資料の提供な

要性を知ってもらう必要がある。青臨技輸血・移植検査部

ど、技師会として支援していくことが安全な輸血療法の実

門の各支部部門員を中心に意見を出し合い、各医療機関が

施につながると考えられる。

院内研修会等に共通で使用できる血液型二重確認の資料を

連絡先：017-734-2171（内線 6012）

作成し、青臨技ホームページに掲載した。作成した資料を
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一般演題 輸血

当院で経験した Bel 型の１症例

◎大久保 亜紀子 1)、坂本 忍 1)
独立行政法人 労働者健康安全機構 青森労災病院 1)

はじめに：ＡＢＯ血液型は赤血球上のＡ抗原とＢ抗原を

れたが、反応温度５℃ではウラ検査Ｂ血球に弱い凝集を認

調べるオモテ検査と、血漿中の抗Ａと抗Ｂを調べるウラ検

め、精査の結果、不規則性の抗 B を認めた。抗Ｂ試薬によ

査を実施し、両方の結果が一致した場合に血液型を判定す

る吸着・解離試験を実施し、解離液中に抗Ｂを認め、Ｂ抗

る。今回、我々はオモテ・ウラ検査不一致となり、血液型

原の存在を確認した。糖転移酵素活性は対照 32 倍で、患者

の判定に時間を要した症例を経験したので報告する。

には認められなかった。レクチンとの反応は抗Ａ1 レクチ

症例：81 歳女性
（34

既往歴は虫垂炎（22 歳）・卵巣嚢腫

歳）。腹痛、少量の吐血・下血のため、当院ＥＲを

受診した。

ン(０)、抗Ｈレクチン(4+)であった。B 亜型を疑い、血液セ
ンターに精査を依頼し、爪での検査、遺伝子検査等の追加
検査を実施し、Bel 型と判定した。

材料および方法：抗凝固剤ＥＤＴＡ２Ｋで採血された末

まとめ：今回、患者の血液型を Bel 型と判定したが、平

梢血を使用し、全自動輸血検査システム AutoVueInova(オー

成６年実施の血液型カード(血液センター発行)では Bｘ型で

ソ社)にてカラム凝集法を実施した。試験管法はバイオクロ

あり、今回と異なる結果であった。また、家族歴を調査し、

ーン抗Ａ、抗Ｂ、Ａ1 血球、Ｂ血球(オーソ社)を使用した。

息子は平成 15 年実施の血液型カードを持参し Bel 型であっ

レクチンとの反応では抗Ａ1 レクチン、抗Ｈレクチン(オー

た。血液型の判定は、赤血球上の抗原と血漿中の抗体、糖

ソ社)を、糖転移酵素活性の測定にはガルザーブＡＢ(エー

転移酵素などの免疫学的検査によって決定されているため、

ディア株式会社)を使用した。

検査の時期による抗原の強弱により、血液型が変わる結果

検査結果：カラム凝集法で、抗Ａ(０)抗Ｂ(０)Ａ1 血球(４
+)Ｂ血球(０)となり、オモテ・ウラ不一致となったため、試
験管法にて再検査を実施した。室温では同様の結果が得ら

となった一例であった。
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一般演題 輸血

東北大学病院における ABO 血液型検査異常判定の原因解析

◎岩木 啓太 1)、関 修 1)、成田 香魚子 1)
東北大学病院 1)

【背景】ABO 血液型は血液製剤の選択をする際に最も重要

素 4 件、ABO 亜型（Bm,A1Bm,A3B）3 件、一過性抗原減弱

な要素である。検査では、オモテ検査とウラ検査の結果が

3 件、連銭形成 2 件、直接抗グロブリン試験陽性 2 件、低

一致した場合に確定とするため、各検査の異常反応の原因

ガンマグロブリン血症 1 件、その他 12 件だった。報告した

を把握することは重要である。今回、当院で実施した ABO

血液型に対して、オモテ検査に異常反応を認めたのは 34 件、

血液型検査の異常反応の原因について後方視的に解析した。

その内 26 件が抗原減弱・欠如だった。ウラ検査は 110 件で、

【対象】2017 年 1 月～12 月に自動輸血検査装置 IH-1000

その内 92 件が抗 A,抗 B の未検出・反応減弱であり、18 件

（BIO-RAD 社）によるゲルカラム凝集法で実施した 10169

が不規則抗体、寒冷凝集素等による抗 A,抗 B 以外の凝集反

件。【方法】マイクロタイピングシステム ABD カード

応の影響だった。オモテ検査ウラ検査両方に異常反応を認

(mono)（BIO-RAD 社）に記載されている判定基準を用い、

めたのは 31 件で、全て新生児の検体だった。【まとめ・考

オモテ検査は 0,3+,4+、ウラ検査は 0,1+,2+,3+,4+を正常判定

察】異常反応がある確率は 2%と低いが、原因は多岐にわた

とし、オモテ検査 1+,2+、部分凝集、弱陽性、オモテウラ

っていた。施設により比率は変わると考えられるが、今回

不一致のある検体を異常反応有とした。カラムの反応像の

の解析では 69%（121/175 件）が新生児・乳児の抗原また

判定は機器による自動判定を基本とし、境界面不鮮明像は

は抗体未発達によるものであり、オモテ検査で部分凝集、

目視判定した。【結果】正常判定は 98%、異常反応有は

ウラ検査で抗体未検出となることが多かった。また、異常

2%だった。結果報告済み 175 検体の異常反応の原因は、新

反応の原因として多かった新生児・乳児、ABO 異型造血幹

生児・乳児の抗原または抗体未発達 121 件、ABO 異型造血

細胞移植の情報は患者情報から得られるため、追加精査を

幹細胞移植後 13 件、生理食塩液法陽性の不規則抗体（抗

実施する前に患者情報の確認をすることが異常反応検出時

M,抗

Lea,抗

Leb）10

件、異型適合血輸血後 4 件、寒冷凝集

に重要であると考える。 (連絡先-022-717-7472)
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一般演題 輸血

血小板輸血後重篤なアレルギー反応を呈した１例

◎石井 沙紀 1)、田森 由貴子 1)、加藤 亜有子 1)、清水 盛也 1)
能代厚生医療センター 1)

【はじめに】血小板製剤の輸血により惹起される副作用の

3.0µg/L、輸血後 15.1µg/L。これらの結果より、以降輸血用

70%以上が蕁麻疹・発疹、発赤、顔面紅潮、掻痒感などの

血液製剤は血小板、赤血球ともに洗浄となった。【考察】

アレルギー反応である。その原因のほとんどが不明であり、

本症例ではトリプターゼ上昇は認められたが、抗血漿タン

重篤となることは稀である。今回、血小板輸血に伴う重篤

パク質抗体陰性、血漿タンパク質欠損はなく、血小板製剤

なアレルギー反応を経験したので報告する。【症例と経過】

による副作用の原因は特定できなかった。しかし、症状発

80 歳代男性。骨髄異形成症候群で外来通院中。血小板減少

現まで輸血以外の処置を行っていないことから血小板輸血

と貧血を認め 2018 年 1 月から血小板輸血、赤血球輸血を行

による重篤なアレルギー反応であったと考えられる。洗浄

っていた。2 月某日、血小板輸血実施。輸血前バイタル

血小板、洗浄赤血球適応になってからは重篤なアレルギー

139/60mmHg、SpO2

98%。終了時バイタル 132/74mmHg、

反応は認められていない。患者は院内輸血療法マニュアル

SpO2 98%であった。輸血終了 10 分後背部、腹部に発赤出

を遵守し行動した現場の看護師と医師の適切な処置により

現、掻痒感あり。速やかに主治医に連絡し、ソルコーテフ

速やかに回復した。輸血療法において患者状態を注意深く

投与開始する。その後、徐々に状態悪化。意識消失し顔色

観察し、副作用が起こった際は適切に対応することが求め

不良、冷や汗、生あくびあり。血圧測定不能、SpO2 70%台。

られる。病院全体で輸血副作用の知識を共有し、多職種で

補液全開、酸素投与し、ほどなく意識が戻りバイタル回復

連携してより安全な輸血療法に努めたい。

した。経過観察のため当日入院となったが、翌日退院した。

TEL 0185-52-3111

副作用発生直後の採血で、エンドトキシン陰性、プロカル
シトニン陰性。静脈血液培養 陰性。抗血漿タンパク質抗体
陰性、血漿タンパク質欠損なし、トリプターゼ輸血前

内線 2306
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一般演題 輸血

臨床検査部の内から外へ
～輸血部門編～
◎八矢 幸大 1)、山田 美季 1)、大江 伶奈 1)、山川 聖奈 1)、朝倉 彩子 1)、滝口 学 1)、鈴木 靖政 1)
社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 1)

【はじめに】近年、急速に変化する医療制度の中で、臨床

看護師とのコミュニケーションが密になり、輸血後鉄過剰

検査技師が専門性を活かし、チーム医療へ参画することが

症に対するフェリチン値測定や感染症検査について提言で

求められている。輸血療法においても、日本輸血・細胞治

きた。また、看護師や患者の疑問にその場で答えることが

療学会から「輸血チーム医療に関する指針」が出され、十

可能となった。アンケート調査結果の中でも、「製剤搬送

分な知識を有した輸血担当技師による検査室以外の場での

や認証の業務が減り、負担軽減になった」「一緒に患者観

活躍が期待されている。今回、当院における検査室以外で

察することで安心感がある」との前向きな回答が多く得ら

の輸血担当技師による臨床支援について、現在行っている

れた。しかし一方では、「あまり変わらない」といった意

支援の効果と今後の課題について検討したので報告する。

見もあり、要望としては患者観察中のバイタルサイン測定

【内容】当院では、帰宅後起こり得る輸血後副作用のリス

や副作用発現時の検査技師の対応が挙げられた。

ク軽減を目的に一昨年より外来輸血での支援を開始した。

【まとめ】外来・病棟への臨床支援は製剤の品質管理や患

病棟輸血療法については、輸血件数の多い消化器病棟を対

者誤認防止、副作用に対する患者の不安軽減といった安全

象にラウンドによる現状把握を行う中で、輸血療法へのス

な輸血療法に寄与するだけでなく、医師や看護師の業務負

タッフの不安や課題が見え、それに対する勉強会の開催と

担軽減にも繋がった。今後は患者観察中の対応を明確化し、

業務支援を開始した。内容は血液製剤の搬送，製剤・患者

現在支援を行っていない病棟への業務拡大も検討しなけれ

認証，患者観察，患者への副作用及び輸血後感染症検査に

ばならない。そのためには、検査技師として専門性の高い

ついての説明とした。支援開始半年後、効果の確認のため、

知識や技術を習得すると共に、医師・看護師・薬剤師など

看護師を対象にアンケート調査を実施し、改善を図った。

他職種との連携を強化していく必要がある。

【結果】臨床現場で輸血業務に携わることにより、医師や

連絡先：023-682-1111（内線 2346）
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一般演題 輸血

臨床検査技師による血液製剤搬送の効果と課題

◎佐竹 奏一 1)、櫻田 成実 1)、小原 真理 1)、小熊 悠子 1)、高田 千春 1)、高田 直樹 1)
一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 1)

【諸言】近年、臨床検査技師が専門性を活かして病棟業務

は RBC83 本、FFP10 本、PC3 本、自己血 1 本であった。払

へ参画することの重要性が示される中、各施設では様々な

い出しから輸血開始までの時間は平均 23 分であり、本運用

取り組みがなされている。当院では看護業務の負担軽減と

導入前後で大幅な時間の短縮や延長は認めなかったが、輸

輸血実施手順の統一化を目的とし、2017 年 6 月より日勤帯

血前の確認手順を概ね統一することができた。アンケート

の一部の病棟に限定して臨床検査技師による血液製剤の搬

では「状況に応じて輸血が実施できる」「忙しい時に看護

送およびダブルチェック業務を開始した。さらに、2018 年

師一人でダブルチェックができる」などの良い評価が得ら

4 月よりすべての病棟および外来へ対象を拡大したのでそ

れた。一方で、「臨床検査技師が対応できないときがある」

の導入効果と今後の課題について報告する。

「夜間や休日も導入してほしい」などの意見も得られたほ

【対象および方法】2018 年 4 月から 2018 年 6 月に病棟お

か、輸血の準備ができていないにも関わらず製剤搬送を依

よび外来へ搬送された血液製剤について集計した。さらに、

頼したり、搬送後に製剤が 30 分以上放置された事例もあり、

輸血検査室からの払い出しから輸血開始までの時間につい

臨床検査技師によるさらなる介入が必要と考えられた。

て調査し、本運用を導入する前の 2016 年 6 月から 2017 年

【考察】以前は看護師 2 人で行っていた業務の一部を臨床

5 月に実施されたものと比較した。また、一部の病棟に対

検査技師が行うことにより、看護業務の負担軽減と輸血実

してアンケートを実施し、改善点の抽出とさらなる業務拡

施手順の統一につなげることができた。今後は、ベッドサ

大へ向けての検討も行った。

イドでの輸血開始から副作用の観察にも介入することで時

【結果】調査期間内において搬送対象となる血液製剤本数

間短縮を図るとともに、スタッフ同士のコミュニケーショ

は 268 本。そのうち搬送依頼本数は 104 本であり、搬送・

ンも増え、より安全で円滑な輸血療法につながると考えら

ダブルチェックを実施したのは 97 本であった。製剤の内訳

れる。

連絡先

0242-29-9924
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一般演題 輸血

「赤血球不規則抗体保有カード」発行開始による輸血療法に対する意識向上効果について

◎佐々木 俊一 1)、淡路 祐介 1)、柿崎 里香 1)、由利 彰 1)
秋田県厚生連 平鹿総合病院 1)

【目的】輸血や妊娠を契機に産生された臨床的に問題とな

【結果】発行開始から 11 名の抗体検出を認め、内 7 名にカ

る不規則抗体を保有する患者には、その旨を記載した情報

ードを発行した（6 月現在）。患者に出向く前に担当看護

カードを携帯させることが望ましいと厚生労働省の輸血療

師もしくは部署責任者にカード発行の旨と患者に説明する

法の実施に関する指針に記載されている。他施設を受診す

内容を伝えた上で患者と面会してカードを渡し、患者から

る患者における医療機関相互の診療情報共有の利益は大き

カードの内容に関する説明を求められた場合には検査科に

いと考えられることから、当院においては 2016 年 12 月よ

連絡を行う事とした。これにより看護部門の不規則抗体に

り赤血球不規則抗体保有カードの発行を開始した。これに

対する関心が高まったと感じられた。医師に対しても検出

伴い、院内におけるカード発行の意義の周知と検査技師が

抗体の説明や輸血対応など説明機会が増え、輸血療法への

患者の元に出向き説明を行う運用を構築する中で感じた輸

意識は運用開始以前より高まったと感じた。何より検査技

血療法に対する意識変化について報告する。

師が患者の元に直接説明に行くようになったことで患者に

【方法】不規則抗体を検出した場合、主治医に報告すると

不安を与えない為の言動や振舞いを考える機会となった。

ともに患者へのカード発行要否を確認し、主治医が患者へ

【結語】不規則抗体が検出された患者に対して安全かつ迅

のカード発行を希望した場合のみ検査技師が説明に出向き

速に輸血対応が出来るようにと輸血関連情報の発行が全国

患者にカードを手渡すこととした。カードは Ortho 社

展開として望まれている。日本輸血細胞治療学会において

BTD システムでフォームを作成し、患者 ID と氏名、抗体

も昨秋同目的のカードアプリが公開されており、カード発

検出日、検出された不規則抗体名を適合票用のラベルプリ

行の重要性が示唆される。患者の安全を優先すると共に検

ンタで印刷してラミネート加工を施した。また名刺サイズ

査技師が直接患者と向き合う大切さを痛感した。

に収め患者が財布などに常時携帯出来るよう配慮した。

連絡先

Tel（Fax）0182-33-0636
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一般演題 輸血

検査科・産科・麻酔科・小児科合同産科危機的出血への対応シミュレーションを実施して

◎佐藤 由里子 1)、林崎 久美子 1)、竹原 純子 1)、藤田 秀文 1)
大曲厚生医療センター 1)

【はじめに】当院は 19 診療科 437 床、2 次救急指定の市中

センターの学術担当者が見学した。検査技師側の反省点は

中核病院である。昨年の分娩の実績は 257 件で、産科危機

緊急輸血時のマニュアル通りに行動できないことだった。

的出血による緊急輸血も経験している。各科の現状把握が

非専従検査技師からの質問は、交差適合試験の報告体制に

必要であるとの共通認識がきっかけとなり、緊急帝王切開

ついてと血液センターへの発注についてだった。病棟看護

（GradeA）を想定した産科危機的出血への対応シミュレー

師からはフィブリノゲン製剤の溶解の追加要望があった。

ションを検査科、産科、麻酔科、小児科合同で実施した。

手術室の看護師からは、血液製剤の受け取りについての質

今回、輸血に関する反省点や問題点及び改善事項を報告す

問があった。【考察】今回のシミュレーションにより、非

る。【方法】シミュレーションのシナリオは産科医師が設

専従検査技師は緊急時の不安を多く抱えていることが分か

定し、内容はマンパワー不足の深夜帯の GradeA を想定し

った。これを改善するため「検査技師の緊急輸血フローチ

た。患者、タイムキーパー、産科拘束医師、産科第２拘束

ャート」を作成した。各科合同のシミュレーションは他部

医師、外回り看護師、新生児係、当直手術室看護師、助産

門の業務内容を互いに確認でき、知るきっかけとなった。

師、麻酔科拘束医師、小児科医師、検査技師の配置を決め

それにより、よりよいコミュニケーションが築けたのでは

実施した。病棟看護師からの GradeA 宣言の電話で、血液

ないかと思われる。【結語】各科合同で実施した産科危機

製剤の割付、出庫、手術室への運搬、交差適合試験、

的出血への対応シミュレーションは、互いの業務内容を知

FFP 融解開始、血液センター緊急車両の要請を行った。シ

る良いきっかけになった。また、おのおのの問題点をあげ

ミュレーション後は、検査技師、医師、看護師のミーティ

改善することができた。今後も定期的なシミュレーション

ングと検査科内のミーティングを行った。【結果】シミュ

を行い、更なる輸血チーム医療の充実が望まれる。

レーションは、多数の非専従検査技師と秋田県赤十字血液

連絡先：0187-63-2111(内線 2235)
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一般演題 臨床化学

好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリンキット U-NGAL ・アボットの基礎的検討

◎新田 彬秀 1)、長土居 和輝 1)、浦山 和博 1)、小山田 重徳 1)、田中 浩樹 1)
小樽市立病院 1)

【はじめに】急性腎障害(以下 AKI)は数時間から数日で腎

上清を用いた。試薬は開封時のみキャリブレーションを行

機能が低下する状態で臓器不全などを起こし、重症例では

い、(1)正確性(2)同時再現性(3)日差再現性(4)感度試験(5)希

致死率 50%を超える。AKI の診断基準である KDIGO 分類

釈直線性(6)保存温度の影響(7)共存物質による影響について

では血清クレアチニン値を用いているが、血清クレアチニ

検討した。【結果】(1)キャリブレータ、コントロールとも

ンの上昇は腎障害から 24～72 時間ほどと、腎機能を反映す

に表示値と大きなずれはなかった。(2) (3)再現性の変動係数

るまでに時間がかかる。好中球ゼラチナーゼ結合性リポカ

C.V.は 5%以内であった。(4)±2SD 法でもとめた最小検出感

リン(以下 NGAL)は虚血や炎症により腎臓の上皮細胞がダ

度は 0.152ng/mL であった。(5)高濃度コントロールを 10 段

メージを負うと尿中に大量に放出され、腎臓自体の障害を

階希釈し、1200ng/mL まで直線性が得られた。(6)室温、冷

反映するとされる。AKI において、尿中 NGAL は血清クレ

蔵、冷凍保存で 7 日目まで測定した結果、値は安定してい

アチニンより早く上昇するため早期診断バイオマーカーと

たが C.V.は冷凍保存が最も低かった。(7)干渉チェック A プ

して有用であると考えられている。今回、尿中 NGAL 測定

ラス(シスメックス)を用いて共存物質の影響を調べた結果、

試薬「U-NGAL ・アボット」(アボットジャパン)の基礎的

ビリルビン・ C は 20mg/dL まで安定していた。溶血ヘモグ

検討を行う機会を得たので報告する。【方法】試薬は好中

ロビンは 500mg/dL まで安定していた。【考察】今回の検

球ゼラチナーゼ結合性リポカリン測定試薬「U-NGAL ・ア

討において「U-NGAL ・アボット」の基本性能は概ね良好

ボット」を用い、免疫発光測定装置 ARCHITECT アナライ

であった。また、免疫発光測定装置 ARCHITECT において

ザー i1000SR(アボットジャパン)で測定した。試料は専用キ

40 分ほどで測定可能であり、AKI の早期診断や日常検査に

ャリブレータ、専用コントロール、患者の検査終了後の残

有用と考えられる。小樽市立病院 0134-25-1211(内線 1421)

存尿検体を用いた。尿検体は遠心処理(3500rpm、10min)し、

35

一般演題 臨床化学

血糖・ HbA1c 測定における更新機器の性能評価と導入効果

◎前山 宏太 1)、山崎 栄一 1)
十和田市立中央病院 臨床検査科 1)

【はじめに】当院では従来の血糖・ HbA1c 分析装置の更
新に伴い、2017 年 12 月からグルコース分析装置 ADAMSTM
Glucose GA-1172（以下、GA-1172）およびグリコヘモグ
ロビン分析装置 ADAMSTM A1c HA-8182（以下、HA-8182）
を導入し、遠心後に検体を測定する方法から、遠心なし
の全血測定に切り替えた。今回、各機器の性能評価と導
入効果を調査したので報告する。
【方法】GA-1172 について、併行精度、日差再現性、
Ht の影響、検体放置の影響、従来機（GA-1171）との相
関を調査した。HA-8182 について、併行精度、日差再現
性、従来機(HA-8160)との相関、測定エラー検体の特徴
を調査した。機器導入前後の TAT(Turn Around Time)を
調査比較した。
【結果】GA-1172 について、併行精度は全血で CV1%未満、
血漿で CV0.5%未満であった。日差再現性は CV0.4%未満
であった。検体を Ht 約 20%～70%に調製して検討した結
果、Ht 高値検体では血糖が低値になる傾向があったが、
影響はわずかであった。検体放置によって生じる血球沈

降の血糖への影響を 60 分まで調査したが影響はなかっ
た。従来機（GA-1171、血漿測定）との相関は
y=1.0138 x-0.4885、r=0.9995 であった。HA-8182 につ
いて、併行精度は CV0%、日差再現性は CV1%未満であっ
た。従来機（HA-8160）との相関は y=0.984 x-0.0451、
r=0.9974 であった。2018 年 2 月から 4 月までの
HbA1c 測定エラー検体の割合は 0.4%であり、原因は貧血
による A0 異常低値や不安定型 Hb 増加による#C 異常高値
であった。機器導入前後の採血受付から結果報告までの
時間を比較した結果、TAT は平均約 17 分短縮した。
【結語】GA-1172、HA-8182 における血糖・ HbA1c の全血
測定の結果は従来機とよく相関し、併行精度、日差再現
性も良好であった。血糖・ HbA1c の迅速な結果報告は患
者の病態把握や糖尿病のスクリーニングに極めて重要で
ある。機器更新と全血測定への切り替えによる TAT の大
幅な短縮は、臨床側に有意義な改善効果を付与できたと
考える。
連絡先：0176-23-5121（内線：2262）
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一般演題 臨床化学

AIA-パック CL インスリンを用いたインスリン製剤測定時の反応性に関する検討

◎熊谷 菜海 1)、菊地 玲 1)、安田 慶子 1)、秋沢 宏次 1)、早瀬 英子 1)、豊嶋 崇徳 1)
北海道大学病院 検査・輸血部 1)

【背景】インスリン製剤は作用時間により主に速効型、超

で測定値に差が認められた。2)トレシーバ®、レベミル®で

速効型、中間型、混合型、持効型の 5 種類に分類される。

直線性不良が認められた。3)調整直後の測定値と比較し、

今回 IRI 測定試薬「AIA-パック CL インスリン」

プール血清ではトレシーバ®とライゾデグ®が 2 時間後まで、

(東ソ

ー)と 7 製剤との反応性を検討したので報告する。

ランタス XR®は 8 時間後まで上昇した。専用希釈液ではト

【方法】速効型(ノボリン R®)、超速効型(ヒューマログ®、

レシーバ®が 2 時間後まで上昇した。

ノボラピッド®)、持効型(トレシーバ®、レベミル®、ラン

【考察】持効型の製剤は、主に投与部位の皮下で多量体を

タス XR®)、超速効型+持効型(ライゾデグ®)のインスリン

形成し徐々に単量体を分離することで長時間作用し得る。

製剤を用いて以下の検討を行った。1)プール血清および

同製剤では単量体の血清中濃度が経時的に増加することで

AIA-CL 専用検体希釈液(以下専用希釈液)を用いて 100～

測定値の変化が生じたと考えられた。また、同製剤は循環

1000 µU/mL に 10 段階希釈し直線性・正確性の評価を行っ

血中ではアルブミンと結合し存在している。専用希釈液は

た。2)患者検体と同様のマトリックス・希釈条件にするた

ウシアルブミンをベースとした希釈液であり、インスリン

め、プール血清で 1000

製剤の反応性がヒト血清とは異なることで測定値の乖離や

µU/mL に調整し、その試料を専用

希釈液にて 200、400、600、800

µU/mL に希釈し直線性の

直線性不良が生じたと考えられた。

評価を行った。3)プール血清および専用希釈液で 500

【まとめ】持効型のインスリン製剤を使用している患者、

µU/mL に調整し、調整直後、2 時間後、8 時間後に測定し、

特に測定範囲を超えて希釈する必要がある患者において正

経時的変化を確認した。

確性に問題が生じる可能性がある。また、試薬と製剤の反

【結果】1)いずれも直線性は良好だったが、トレシーバ®、

応性の検討を行う際は、時間経過や希釈液の種類など測定

レベミル®、ライゾデグ®ではプール血清と専用希釈液の間

条件に注意する必要がある。

連絡先：011-706-5710
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一般演題 臨床化学

アルカリホスファターゼ測定におけるＪＳＣＣ法・ＩＦＣＣ法の比較検討

◎後藤 好恵 1)、佐々木 克幸 1)、樫尾 一志 1)、横田 柚梨菜 1)、佐藤 郁美 1)、畠山 百合子 1)、武田 卓也 1)、藤巻 慎一 1)
東北大学病院 1)

【背景・目的】現在、日本でのアルカリホスファターゼ

4) 確認試験として、B 群のアイソザイム解析を実施した。

（以下 ALP）の測定は日本臨床化学会（JSCC）勧告法を使

【結果】1) IFCC (x)と JSCC (y)の相関性は A 群 y=2.905x

用している施設が 99%以上とされるが、現在、国際臨床化

+7.253、B 群 y=2.815x-8.277、C 群 y=2.940x+7.535 となった。

学連合（IFCC）勧告法への移行が検討されつつある。この

2) 基準範囲の分布比較において JSCC で基準値上限を超え

2 法では試薬の緩衝液の特性によりアイソザイムに対する

る患者は、IFCC に比べ A ・ C 群で 3~4%高い結果となり、

反応性が異なることが知られており、今回診療科別の相関

B 群では、5%低い結果となった。3) B 群は対照 A 群に対し

性を比較検討したので報告する。

有意に低値（P<0.01）、C 群は A 群に対し有意に高値

【対象】当院受診の外来・入院患者の残余血清 462 件を

（P<0.01）となった。4) B 群で胎盤由来のアイソザイムを

A 群（対照診療科 200 件）、B 群（産科 100 件）、C 群

確認した。

（消化器科 162 件）とした。

【まとめ】今回実施した診療科別の相関比較では、B 群で

【方法】測定装置：LABOSPECT 008

㈱日立ハイテクノロ

は A 群より有意に低値傾向を示した。B 群の確認試験で胎
盤由来のアイソザイムを確認できたことから、胎盤由来の

ジーズ
ALP-JS

現行試薬（JSCC）：クイックオート

ネオ

研究試薬（IFCC）：ALP 測定試薬①

㈱シノテスト

アイソザイムの反応性が JSCC＜IFCC の要因と考えられた。
また、A 群・ C 群では高値になる検体が散在し、JSCC で

1) IFCC 法と JSCC 法の相関性を標準主軸回帰で解析。

高い反応性を示す小腸型アイソザイムの存在が考えられた。

2) 診断基準範囲に対する分布の比較。

血液型の影響や疾患等との関連も考慮し、この要因につい

3) 各検体の JSCC/IFCC 比を算出し、CRM-001c（肝 ALP）

ては今後詳細を解析していきたい。

を 100%とした場合の各々の%を求め、群間比較した。

連絡先 022-717-7380
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一般演題 臨床化学

AIA-CL1200 を用いた CA125、CA19-9、SCC 測定の基礎的検討

◎板倉 仁美 1)、下屋敷 幸子 1)、堀内 弘子 1)、田代 博美 1)
八戸市立市民病院 1)

【はじめに】当院では外来診察前の検査が 9 割を占めてお

105％であった。④共存物質の影響：ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝF18.8mg/dl、

り、迅速な結果報告が求められる。今回、従来法に比べ測
定時間が短く、測定範囲も広い AIA-CL1200 の検討をする

ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝC20.7㎎/dl、溶血ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ480㎎/dl、乳び 1620
FTU まで影響は認められなかった。⑤従来法との相関：

機会を得、基礎的検討および従来法との相関を検討したの

CA125 は相関係数 r=0.977、y=1.3649x+27.592、CA19-9 は

で報告する。

r=0.880、y=0.4027x+79.397、SCC は r=0.979、y=0.6303x+

【機器および試薬】装置：AIA-CL1200(東ソー株式会社、

0.1939 だった。

以下 AIA)、試薬：AIA－パック CL、従来法としては

【考察・結語】AIA による各項目の基礎的検討は良好な結

ADVIA Centaur XP(SIEMENS、以下 ADVIA)。両機器ともに

果が得られた。従来法との相関は良好であったが、全体的

メーカー指定のパラメーターにて測定した。

に CA125 は高値傾向、CA19-9 ・ SCC は低値傾向を示し、

【対象および検討項目】対象は 2018 年 6 月 8 日～7 月 6 日

乖離した症例も数例認められた。これは測定方法、測定条

に提出された患者血清 50 件とプール血清、およびメーカー

件、抗体の捉えている反応部位の違いなどが複合的に影響

指定のコントロール血清。これらを用い同時・日差再現性、

しているためと考えられた。AIA は従来法に比べ、測定時

希釈直線性、添加回収試験、共存物質の影響、従来法との

間および検体量は 3 分の l 以下に、測定レンジは約 2 倍と

相関について検討した。

なり、診察前検査への対応や採血量の軽減に大きく貢献で

【結果】①同時再現性(n=10)、日差再現性(n=7)：全ての項

きる。

目が CV2.3％以下だった。②希釈直線性：CA125 は 2000
U/ml まで、CA19-9 は 1200U/ml まで、SCC は 100ng/ml ま
で直線性が認められた。③添加回収試験：回収率は 89～

連絡先 0178-72-5111(2422)
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一般演題 臨床化学

時間外緊急検査においてパニック値報告が有用であった症例

◎渡部 聖子 1)、河合 裕美 1)、渡辺 洋子 1)、菅野 喜久子 1)、羽田 良子 1)、山寺 幸雄 1)、志村 浩己 2)
福島県立医科大学附属病院検査部 1)、福島県立医科大学医学部臨床検査医学講座 2)

【はじめに】臨床検査においてパニック値とは、「生命が

であったため緊急報告。その後、救急外来で簡易血糖測定

危ぶまれるほど危険な状態にあることを示唆する異常値で

装置にて再検査を実施。低血糖の確認後 20％グルコース

直ちに治療を開始すれば救命しうるが、その診断は臨床診

20mL 静注し意識レベルの改善がみられた。精査のため入

察だけでは困難で検査によってのみ可能である。」とされ

院となり、来院時の検体保存と 1 時間後の血糖等の再検査

ている。当院検査部においてもパニック値の項目と上・下

の指示があった。入院中は低血糖発作は起こらず全身状態

限値を設定し、通常の報告とは異なる緊急連絡体制で報告

も安定し、数日後に退院となった。精査の結果、ケトン性

している。今回、パニック値の報告が診断に有用だった症

ジカルボン酸尿症・二次性カルニチン欠乏症の検査所見が

例を経験し、またその症例検討を行ったので報告する。

得られ、有機酸代謝異常症と診断された。

【症例】１歳男児。自宅にて約 50cm の高さから転落、仰

【考察・結語】低血糖による昏睡は通常可逆的であるが、

向けに倒れているところを家族に発見された。受傷直後は

持続時間が数時間に及ぶと不可逆的な脳損傷をきたすリス

啼泣みられたが、徐々に反応がなくなり救急要請、当院救

クが上昇する。そのため重症低血糖を迅速かつ確実に報告

急救命センターへ搬送される。

することが、患者の生死をも左右する重要な事項である。

【来院時所見】開眼しているも追視なし、眼位定まらず。

現在、当院検査部ではパニック値報告の連絡の方法・過去

発話なし、呼びかけへの反応なし。明らかな外傷痕なし。

の検査データがある場合の対応・連絡した記録を残すこと

発熱なし、感冒症状なし。

などをマニュアル化している。今回の症例では迅速なパニ

【経過】頭部打撲による意識障害が疑われ、CT 検査などが

ック値報告が早期診断・治療の一助につながったものと考

施行されたが異常所見は見られなかった。インフルエンザ

えられる。パニック値報告のマニュアル化と確実な運用が

陰性、RS ウィルス陰性。血液検査の結果、血糖 23mg/dL

極めて重要と考えられた。（連絡先 024-547-1111）
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一般演題 臨床化学

新鮮血清を用いた外部精度管理調査の調査結果とその評価

◎菊地 玲 1)、安田 慶子 1)、佐藤 繁樹 2)、矢野 智哉 3)、髙橋 祐輔 4)、小山内 茂晴 5)、黒瀬 瞳 6)、梅森 祥央 7)
北海道大学病院 1)、社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 2)、札幌市病院局 市立札幌病院 3)、北海道医療大学 4)、JA 北海道厚生連
網走厚生病院 5)、札幌医学技術福祉歯科専門学校 6)、札幌医科大学附属病院 7)
【背景および目的】北海道臨床衛生検査技師会では毎年外

【結果】調査項目のうち、Mg ・ HDL-C ・ LDL-C ・ T-

部精度管理調査を実施しており、生化学項目の調査試料と

BIL ・ Fe 以外の項目では一括評価が可能であった。Mg ・

してはマトリックスの影響を低減するために平成 25 年度よ

T-BIL ・ Fe は方法間差が認められ、方法別評価とした。

りプール血清を採用し、作製を行っている。これまで患者

HDL-C ・ LDL-C は試薬によっては若干の差を認め、それ

残余血清から試料を作製していたが、依然として一括評価

ぞれ 1 社の試薬のみ試薬別評価とし、他社の試薬は一括評

を行えない項目があること、作製に大きな労力や費用が掛

価とした。ドライ法においても、T-BIL ・ Fe 以外の項目で

かること等の問題があった。そこで今回、一括評価を主な

はウェット法と同一の目標値での評価が可能であった。

目的として正常域の試料に新鮮血清を使用した調査を試み

【考察】Mg ・ Fe は実際の患者試料においても方法間差が

たので、その結果について報告する。

生じている可能性が示唆された。HDL-C ・ LDL-C は時間

【方法】試料は、サーベイ試料発送前日に健常ボランティ

経過によるリポ蛋白の変性が原因である可能性が考えられ

ア 10 名より約 300mL ずつ分離剤入り採血管に採血を行い、

た。T-BIL は低濃度であり、評価基準を見直すことで一括

一般的な手順で血清を分離し、全ての血清をプールした後

評価も可能と思われた。また、CRP については健常ボラン

に CRP 高値の患者血清を添加し、濾過を行い、作製した。

ティアではサーベイに適した濃度を得ることが困難であり、

試料は冷蔵便で各施設に一括で発送した。調査項目は、

患者試料を添加したため、これがマトリックスに影響を及

TP ・ Alb ・ AST ・ ALT ・ LD ・ CK ・ ALP ・ GGT ・

ぼしている可能性は否定しきれず、今後の検討課題である。

ChE ・ AMY ・ UN ・ Cre ・ UA ・ TC ・ TG ・ HDL-C ・

【結語】サーベイ試料に新鮮血清を用いることで、ドライ

LDL-C ・ CRP ・ Na ・ K ・ Cl ・ Ca ・ Glu ・ T-BIL ・

法を含む多くの項目で同一目標値での評価が可能であった。

IP ・ Fe ・ Mg ・ IgG ・ IgA ・ IgM の 30 項目とした。

連絡先：011-706-5710
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一般演題 一般

青森県における尿沈渣フォトサーベイの取り組み
尿中赤血球形態における判定ポイントの検証
◎高杉 洋子 1)、坂牛 省二 2)、山本 佳貴 3)
公益財団法人鷹揚郷腎研究所 弘前病院 1)、平内町国民健康保険 平内中央病院 2)、公益財団法人 シルバーリハビリテーション協
会 メディカルコート 八戸西病院 3)
【はじめに】青森県では、H28 年度の尿沈渣フォトサーベ

均一、B)コブ・球状、Hb 豊富が多く、不正解した施設では、

イより、判定の際に重要視したところも記入していただい

A)形態が均一・単調、B)大小不同、ドーナツ状不均一との

き、正解した施設と不正解した施設との判定ポイントの検

記入が多くみられた。不正解した施設は、A)でよく観察す

証を行っている。今回その取り組みについて報告する。

ると出現しているドーナツ状不均一赤血球の見落とし、

【方法】尿沈渣検査法 2010 の分類に従って回答していただ

B)では円盤・球状移行型赤血球をドーナツ状不均一赤血球

いた赤血球形態のうち、H28 年度 1 設問(H28-①)と H29 年

と誤認、また、コブ・球状赤血球のコブ部分の分離した断

度 2 設問(H29-①、H29-②)での判定ポイントの相違点につ

片を小型赤血球ととらえ大小不同と記入したと考えられた。

いて検証を行った。【結果と考察】H28-①の正解は、A)糸

H29-②の正解は、A)糸球体型+B)糸球体型で正答率は

球体型+B)非糸球体型で正答率は 27.4％であった。正解した

64.4％であった。正解した施設の判定ポイントは、A)ドー

施設の判定ポイントは、A)小球状、不均一、ドーナツ状、

ナツ状不均一、標的・ドーナツ状不均一、多彩性あり、

B)コブ状、球状、萎縮状が多く、不正解した施設では、

B)ドーナツ状不均一、多彩性あり、大小不同が多く、不正

A)均一、B)大小不同、不均一、多彩性ありとの記入が多く

解した施設では、A)膨化・円盤状、膜辺縁が均一との記入

みられた。不正解した施設は、A)でよく観察すると出現し

が多くみられた。不正解した施設は、A)でドーナツ状不均

ているドーナツ状不均一赤血球の見落とし、B)では多種類

一赤血球を膨化・円盤状赤血球と誤認したと考えられた。

の非糸球体型赤血球が混在していることから大小不同、不

【結語】今回のことより判定ポイントの相違点が具体的に

均一、多彩性ありと記入したと考えられた。H29-①の正解

検証でき、赤血球形態に関して注意事項を含めた判定基準

は、A)糸球体型+B)非糸球体型で正答率は 52.5％であった。

の再確認が必要と思われた。今後もこの取り組みを継続し、

正解した施設の判定ポイントは、A)小球状、ドーナツ状不

鑑別力向上につなげたいと考える。連絡先 0172-87-1221
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一般演題 一般

4 県共通設問尿沈渣フォトサーベイを実施して
秋田県の新たな課題
◎貝田 奈津子 1)、下川 波歩 2)、高杉 洋子 3)、小野 篤史 4)、坂牛 省二 5)
地方独立行政法人 市立秋田総合病院 1)、岩手医科大学附属病院 2)、公益財団法人鷹揚郷腎研究所 弘前病院 3)、済生会 新潟第二病
院 4)、平内町国民健康保険 平内中央病院 5)
【はじめに】青森、岩手、秋田、新潟の 4 県で共通設問尿

が 27 年・ 28 年に他県間との有意差は認めなかった円形・

沈渣フォトサーベイを実施している。過去の我々の報告同

類円形型尿細管上皮細胞・異型細胞・好酸球・尿細管上皮

様、29 年度も正解率に県差がある尿沈渣成分があった。ま

細胞、の 4 成分に関して、選択肢を設けずに細胞の判定ポ

た、秋田県において過去正解率が低かった尿沈渣成分に関

イントとともに記載していただく設問を、評価対象外とし

しての理解度を検証した。【検討方法】平成 29 年度に実施

て実施した。こちらの参加は 36 施設であったが正解率は

した各県精度管理調査の尿沈渣フォトサーベイに参加した

63.9％から 80.6％であり、円形・類円形型尿細管上皮細胞

249 施設（青森県 59 施設、岩手県 40 施設、新潟県 113 施

の正解率が最も良い 80.6%であった。また、コメント記載

設、秋田県 37 施設）を解析した。尿沈渣検査法 2010 の分

があったのは 20 施設であった。コメント記載があった施設

類に従った評価対象 12 設問のうち、正解率が 80％を切っ

に関しては不正解であったとしても判定根拠がわかるので

た設問の県別正解率を Fisher’s

理解向上に向かえると思われる。参加施設数は最高 49 施設

exact

test を用い、有意水

準 5％として県差の有無を確認した。また秋田県独自に選

から 29 年度は最低の 37 施設になってしまった。

択肢を設けない設問を実施し回答傾向、参加施設数の推移

【結語】円形・類円形型尿細管上皮細胞に関して、選択肢

を検討した。【結果と考察】設問１の、多彩性のない小球

のない状態でも細胞の特徴を的確に記載する施設が多く、

状の糸球体型赤血球を含む赤血球形態判定は正解率が

正解率も良好であったことから理解が浸透したことが示唆

56.8％であり評価対象外とした。他３県も低正解率ではあ

された。また、参加施設が減少傾向にあることから、その

ったが正解率に県差が見られた。前年も同様の設問を実施

原因を探り参加率の向上を計っていきたい。

したが基準の周知がまだ不十分であることがわかった。秋
田県独自に、サーベイ実施当初は正解率の有意差があった

連絡先

018－823－4171

内 2620

43

一般演題 一般

4 県共通設問で実施した尿沈渣フォトサーベイについて

◎小野 篤史 1)、坂牛 省二 2)、高杉 洋子 3)、貝田 奈津子 4)、下川 波歩 5)
済生会 新潟第二病院 1)、平内町国民健康保険 平内中央病院 2)、公益財団法人鷹揚郷腎研究所 弘前病院 3)、地方独立行政法人 市
立秋田総合病院 4)、岩手医科大学附属病院 5)
【はじめに】

た．血球類 5 設問の内訳は赤血球形態鑑別 3 設問，白血球

新潟県臨床検査精度管理調査では，平成 26 年度より青森，

2 設問(ｱﾒｰﾊﾞ状好中球 1 設問，単球 1 設問)であった．基本

秋田，岩手と共通設問による尿沈渣フォトサーベイを実施

上皮細胞類 7 設問の内訳は尿細管上皮細胞 5 設問，尿路上

している．過去の調査結果より低正解率の成分について調

皮細胞，扁平上皮細胞がそれぞれ 1 設問であった．尿細管

査した．

上皮細胞はすべてが特殊型であった．

【方法】

【考察と結語】

対象は平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 年間で評価対

過去 3 年間の成績より，特殊型尿細管上皮細胞，赤血球形

象として出題した 36 設問(H26 は新潟は参考調査のため)．

態鑑別および遭遇頻度の低い成分で正解率が低いことがわ

「尿沈渣検査法 2010」に従って回答を求めた．Fisher’s

かる．これは他県でも同様の傾向が見られる．これらを正

exect test を用い，有意水準 5％とし県差の有無を確認した．

確に鑑別する為には，各成分の特徴を正しく捉えることが

低正解率だった設問について傾向をみた．

重要であるが，間違えた場合でも捉えた特徴を明確にする

【結果】

ことにより，正しい特徴に update することが可能である．

36 設問のうち新潟県の正解率が低く，有意差がみられたの

その点で，一昨年より青森県サーベイで実施されている判

は 1 設問(H28；1 設問)あった．36 設問のうち正解率が

定のポイントとなる特徴を記載するような取り組みは，非

80％を下回る設問は 13 設問あった(H27；5 設問，H28；

常に重要なことである．今後，新潟や他県でも実施してい

5 設問，H29；3 設問)．尿沈渣成分の分類の内訳は，非上皮

くことにより，尿沈渣成分の特徴把握がより正しく明確に

細胞類 6 設問(血球類；5 設問，大食細胞；1 設問)，上皮細

行えるのではないかと考える．

胞類 7 設問(基本上皮細胞類；7 設問)，円柱類 1 設問であっ

連絡先

025-233-6161

(内線 2238)
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一般演題 一般

4 県共通設問での尿沈渣フォトサーベイについて
尿細管上皮細胞判別の正解率の動向
◎坂牛 省二 1)、高杉 洋子 2)、山本 佳貴 3)、小野 篤史 4)、貝田 奈津子 5)、下川 波歩 6)
平内町国民健康保険 平内中央病院 1)、公益財団法人鷹揚郷腎研究所 弘前病院 2)、公益財団法人 シルバーリハビリテーション協
会 メディカルコート 八戸西病院 3)、済生会 新潟第二病院 4)、地方独立行政法人 市立秋田総合病院 5)、岩手医科大学附属病院 6)
【はじめに】H26 年度より H29 年度まで青森県、秋田県、

高かったものと思われる。H29 設問 10 では、岩手を除く

岩手県および新潟県技師会による精度管理調査時に実施し

3 県で正解率は上昇傾向にあると思われた。特殊型である

た共通設問の尿沈渣フォトサーベイから尿細管上皮細胞の

円形・類円形型尿細管上皮細胞は 6 問あった。H26 設問

出題状況と特殊型尿細管上皮細胞の正解率の動向について

1 で秋田県、新潟県で有意な県差を認めた。H27 設問４は

報告する。【検討方法】H26 年度から H29 年度に出題され

平均 59.6%と正解率が低い設問で、放射状配列を呈する細

た尿細管上皮細胞鑑別問題 12 問について各県別正解率を尿

胞集塊であり、円柱内に封入の提示はなかった。H28 設問

細管上皮細胞型別、年度別に検討した。設問ごとの県別正

８ｵﾀﾏｼﾞｬｸｼ・ﾍﾋﾞ型尿細管上皮細胞も円柱内に封入されてい

解率を Fisher’s exact test を用い有意水準５％で県差の有無を

ない細胞集塊での設問で、4 県平均が 73.5%と低い正解率で

確認した。【結果と考察】鋸歯型尿細管上皮細胞、線維型

あった。特殊型尿細管上皮細胞の鑑別問題において設問写

尿細管上皮細胞および角柱・角錐台型尿細管上皮細胞は各

真で円柱に封入・付着してみられる場合は正解率が良好で

1 問で、4 県ともそれぞれ 90%以上の高い正解率であった。

あったが、円柱外にある場合には正解率は低い傾向であっ

特殊型である洋ナシ・紡錘型尿細管上皮細胞は 3 問出題さ

た。細胞の特徴を捉えた的確な鑑別が必要である。H26 設

れ、H26 設問 2 が 4 県平均 87.5％の高い正解率であったが、

問 1 以降は、各県で有意差を認めず正解率が向上している

H27 設問７は岩手県 86.4%に対して青森県 74.6%と有意な

ようにみられる。【結語】本サーベイの目的である尿沈渣

差を認めた。この設問は、4 県平均では 76.9％と低い正解

鑑別能の向上へ各県の取り組みが重要不可欠であり、きめ

率であった。H29 設問 10 は岩手県 67.5%で秋田県 91.9%と

細かな対応が望まれる。H29 年度では円形・類円形型尿細

で有意な県差がみられた。4 県平均では 81.8%の正解率であ

管上皮細胞の正解率が 4 県とも 80%を超えており各県の取

った。H26 設問 2 は円柱に封入、付着してみられ正解率が

り組みの結果と思われる。連絡先：017-755-2131
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一般演題 一般

尿沈渣中にマルベリー小体が見られた 2 症例

◎河合 裕美 1)、大矢 みどり 1)、鈴木 律子 1)、佐藤 康子 1)、大橋 直人 1)、羽田 良子 1)、山寺 幸雄 1)、志村 浩己 2)
福島県立医科大学附属病院 検査部 1)、福島県立医科大学医学部 臨床検査医学講座 2)

【はじめに】Fabry 病とは、Ｘ連鎖性遺伝の疾患で指定難
病であるライソゾーム病の一つである。細胞内のライソゾ
ーム酵素の一種である α-ガラクトシダーゼ（α-GAL）の
欠損又は活性低下により糖脂質グロボトリアシルセラミド
（GL-3）が全身の細胞内に蓄積し、腎臓、心臓、皮膚、血
管など様々な組織や臓器が進行性に障害される。そして
Fabry 病患者の尿沈渣中にはマルベリー小体が見られるこ
とが知られている。今回、尿沈渣中にマルベリー小体が見
られた 2 症例を経験したので報告する。
【症例 1】40 歳代、男性。10 年程前から健診で尿蛋白と心
電図異常を指摘されていたが、医療機関を受診せず放置し
ていた。上気道炎様症状にて某医療機関を受診後、肥大型
心筋症疑い及び腎不全にて当院紹介となった。その後、母
親が Fabry 病であることが判明。尿沈渣中にはマルベリー
小体が確認された。白血球 α-GAL 活性の著名な低下（0.1
nmol/mgP/hr）が確認され Fabry 病と診断された。
【症例 2】30 歳代、女性。母親が Fabry 病と診断されたた
めスクリーニング目的で来院。日常生活での症状は特にな

く、遺伝子検査にて母親と同じ変異が確認されファブリー
病と診断された。1 年後に経過観察で来院。尿沈渣中にて
マルベリー小体が確認された。
【考察】今回異なる 2 つのタイプの Fabry 病を経験した。
両症例の共通点は母親が Fabry 病であることと、マルベリ
ー小体が見られたということである。症例 1 は以前から症
状はあったが、Fabry 病の精査はせず、来院時すでに末期
腎不全に心肥大とかなり症状が進んでからの確定診断とな
った。対照的に症例 2 は、特に症状はなく家族歴により早
期に Fabry 病の診断に至った例である。Fabry 病は酵素補
充療法により病気の進行を遅らせることが出来るため、早
期発見、早期治療は患者の長期 QOL の向上のためにとても
重要である。今回この 2 症例を経験して、患者とその家族
が病気の正しい知識を共有すること、また、無症状期でも
マルベリー小体が見られることから、尿沈渣中のマルベリ
ー小体を見逃さないことが、早期発見、早期治療に寄与す
ると考えられた。
連絡先

024-547-1111（内線 3542）
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一般演題 一般

尿沈渣を契機に血尿を伴わない膀胱癌が発見された 1 症例

◎伊藤 敦巳 1)、野澤 佳祐 1)、高橋 裕之 1)、渡辺 愉美 1)、高橋 順也 1)、辻 真紀 1)、佐渡 正敏 1)、藤井 聡 1)
旭川医科大学病院 1)

【はじめに】

［尿沈渣検査］

膀胱癌は、膀胱から発生する上皮性悪性腫瘍であり、その

赤血球：<1/HPF、白血球：1-4/HPF、細菌：(-)、異型細

ほとんどは肉眼的血尿を伴う膀胱炎症状、または健診等で

胞：<1/HPF、細胞質内封入体細胞：<1/HPF、核内封入体細

無症候性の顕微鏡的血尿を契機に発見される．今回、糖尿

胞：<1/HPF.異型細胞の特徴として、主に孤立散在性で

病内科外来フォロー中患者の尿沈渣中に血尿を伴わずに異

N/C 比が高く、クロマチンは増量、大小不同の脂肪顆粒を

型細胞を検出した症例を経験したので報告する．

伴う細胞であった．

【症例】

また、腹部 CT 検査では膀胱内に 22×18×16 mm 大の腫瘍を

81 歳、男性．当院糖尿病内科外来フォロー中．6 年前に脳

検出した．内視鏡所見では膀胱頸部～三角部に 2 cm 大の有

梗塞、閉塞性動脈硬化症を発症し、手術歴あり。5 年前に

茎性～広基性の非乳頭状腫瘍を検出した．

他院で 2 型糖尿病と診断され、4 年前に糖尿病症状が悪化

【まとめ】

したため、当院糖尿病内科で治療開始となる．その後、半

今回、糖尿病フォロー中の患者尿中に異型細胞を検出し、

年ごとに当院でフォロー経過中であった．その他の現病歴

膀胱癌診断の契機となった症例を１例経験した．通常、膀

として慢性腎不全、アルツハイマー型認知症がある．

胱癌患者では血尿を伴うことが多く、それを契機に発見さ

【検査所見】

れることが一般的だが、本症例では血尿を伴わなかった．

異型細胞が初めて検出された際の尿検査所見を以下に示す．

腎症を伴う糖尿病患者では、尿沈渣鏡検時に各種円柱や封

［尿定性検査］

入体細胞などの成分のみならず、本症例のように腎症の裏

色調：淡黄色、混濁：清、pH：5.5、比重：1.009、蛋白：

側に隠れた腫瘍細胞の存在を見落とさないよう日頃から注

(1+)、糖：(-)、潜血：(-)

意する必要がある．

連絡先：0166-69-3360
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一般演題 一般

腎原発小細胞癌の 1 例

◎石鳥 純子 1)、工藤 真理子 1)、檜山 美佐江 1)
青森県立中央病院 1)

【はじめに】尿中に出現する異型細胞の約 9 割は尿路上皮

クロマチン増量、核形不整のある細胞が出現しており、木

細胞に由来しており、扁平上皮、腺細胞、小細胞由来の異

目込み細工様の集塊がみられた。

型細胞出現は約 1 割程度と稀である。

腫瘍マーカー：NSE 616 ng/mL、Pro GRP 293 pg/mL

今回、腎原発と考えられる小細胞癌の一例を経験したので

造影 CT：右腎を置換する腫瘍性病変を認め、腎細胞癌が疑

報告する。

われた。病理結果(右腎腫瘍から針生検)：クロマチンが増

【症例】60 歳代男性

量した裸核状の異型細胞が胞巣状に増生。Crush

【主訴】右背部痛・右陰嚢腫脹

artifact が著明で核の相互圧排像を認める。免疫染色：

【既往】高血圧症、うっ血性心不全、高尿酸血症、糖尿病

AE1/AE3 陽性、chromogranin A 陽性(少数)、

【経過】20〷年 4 月より右陰嚢腫脹､6 月より右背部痛が出

synaptophysin 陽性、NCAM/CD56 陽性。

現し､かかりつけ医に相談。単純 CT 施行で右腎臓部に

【経過】原発性腎小細胞癌、リンパ節転移、 肝転移、肺転

14cm 大の腫瘍および多発肝腫瘍を認め、精査加療目的に当

移と診断され、CBDCA+ETP による化学療法を開始したが、

院泌尿器科に紹介された。

発症６ヶ月で死亡した。

【検査所見】血液検査：TP 7.1 g/dL、Alb 3.8 g/dL、T-

【考察】肺外臓器原発小細胞癌は稀で、腎原発小細胞癌の

Bil 0.93 mg/dL、ALP 360 U/L、AST 99 U/L、ALT 76 U/L、

報告例は更に少なく予後も不良である。尿沈渣標本での小

γ-GT 188 U/L、LD 1347 U/L、CRE 1.13 mg/dL、BUN 21.3

細胞癌細胞の検出は、小型の悪性細胞として白血球や悪性

mg/dL、CRP 1.39 mg/dL、WBC 5800/μL、Hb 12.3 g/dL

リンパ腫との鑑別も含め重要であり、見落とさぬよう注意

尿定性検査：蛋白 1+、潜血 3+

深く観察することが大切である。

尿沈渣鏡検：出血性、炎症性背景に小型で N/C 比が大きく、
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一般演題 一般

小児の尿沈渣中に薬物結晶を認めた一症例

◎金沢 聖美 1)、鈴木 宏 1)、岩木 由紀 1)、平泉 敦子 1)、藤巻 慎一 1)
東北大学病院 1)

【はじめに】腎臓における薬物の副作用は結晶形成による

管閉塞障害を疑い,問い合わせを行った．臨床では尿定性・

急性尿細管障害・間質性腎炎などが報告されており，その

血液検査や身体所見に異常が無いことから経過観察可と判

早期発見は極めて重要である．今回，投与されたトスフロ

断していた．近医での TFLX の処方が確認され，直ちに薬剤

キサシン（TFLX）が原因と考えられる初期腎障害を沈渣所

を変更．速やかに症状・結晶の消失を確認．

見から指摘した症例を経験したので報告する．

【まとめ】TFLX は尿沈渣で特徴的な結晶形態を示し，その

【症例】4 歳男児．AML M5 当院小児血液内科にて経過観察.

結晶円柱の出現は尿細管閉塞性障害を示唆する重要な所見

鼻詰まりを認め近医耳鼻科を受診し左中耳炎の診断．その

である．尿細管における分泌と濃縮による薬物の毒性域到

後，遺尿症状が１週間ほど出現したため精査希望し当院小

達と結晶化により尿細管閉塞が生じることで，薬物結晶を

児外来を受診．

封入した円柱が形成されたと考えられた．よって尿検査室

【検査成績】血液検査：WBC 9600/μL，CRP 0.02mg/dL，

は薬物性腎障害を積極的に報告する必要があると考えた．

Cre 0.23mg/dL，LD 263U/L，尿検査：尿比重 1.004，

【結語】尿沈渣所見から薬物結晶の尿細管閉塞性障害を初

pH6.5，尿蛋白（－），尿潜血（－），白血球反応（－），

期段階でとらえることができた症例であった．ニューキノ

亜硝酸塩（－）尿沈渣：赤血球＜１/HPF，白血球 1-

ロン系小児用経口抗菌薬として TFLX は肺炎，中耳炎，マイ

4/HPF，尿細管上皮 1-4/HPF，上皮円柱 20-29/WF，薬剤結晶

コプラズマ肺炎に適用され使用増加が見込まれる．採血や

円柱 10-19/WF，薬剤結晶（2+）

身体所見に表れにくい急性腎障害では，尿沈渣検査の簡便

【情報提供】特徴的な薬物結晶と尿細管上皮を伴った円柱

性・迅速性が重要だと改めて示唆された．

が出現しており尿細管腔の高度閉塞や拡張が疑われる沈渣

連絡先

所見だった．これらの所見から TFLX 処方による結晶の尿細

東北大学病院

尿検査室 022-717-7382（直通）
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一般演題 一般

組織懸濁液を使用した表面ﾏｰｶｰ検索が診療の一助となった一症例

◎岩木 由紀 1)、金沢 聖美 1)、鈴木 宏 1)、菅原 新吾 1)、平泉 敦子 1)、藤巻 慎一 1)
東北大学病院 1)

縦隔腫瘍とは、胸部の正中で肺を除く全ての胸部内臓お

HLA-DR＋，CD34－，TdT－の細胞を全細胞中 10％認めた。

よび構造を含む領域に発生した腫瘍の総称であり、腫瘍の

同じ検体より作成した標本にて、比較的細胞質が広く、分

組織型によって治療方針が変わるため、組織型の確定が重

葉した異型性の強い核を有する芽球様細胞が散見されたた

要となる。今回通常業務では行っていない組織懸濁液を使

め、縦隔原発大細胞型 B 細胞ﾘﾝﾊﾟ腫（PMLBL）が疑われた。

用した表面ﾏｰｶｰ検索が診療の一助となった症例を経験した

後日病理診断でも同様の結果が得られ PMLBL の診断とな

ので報告する。【患者】10 代男児。20XX 年 3 月上旬より

った。【考察】胸水で作成した標本ではやや大型で核小体

咳嗽と疲労感出現。その後ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに罹患しﾘﾚﾝｻﾞを 5 日間

が明瞭な細胞を認めたことと、患者の年齢等より当初

吸入したが、治療後も咳嗽が続くため近医受診、顔面浮腫

ﾘﾝﾊﾟ芽球性ﾘﾝﾊﾟ腫（LBL）が疑われた。しかし胸水での表

を指摘され X 線撮影したところ右肺の透過性低下と胸水を

面ﾏｰｶｰ検索の結果は、CD3 陽性の正常ﾘﾝﾊﾟ球と思われる所

認めた。紹介された前医にて前縦隔腫瘍と上大静脈症候群

見のみであり、表面ﾏｰｶｰの結果からはﾘﾝﾊﾟ芽球と考えられ

が疑われ当院小児科紹介となった。【検査結果】胸水細胞

るものは認められなかった。よって胸水への悪性細胞の出

数 3850/μL、単核 99%、多核 1%。表面ﾏｰｶｰでは CD45 強

現はなかったと思われ、胸水標本で認めたやや大型の細胞

陽性の CD3 陽性細胞が約 70%を占めていた。骨髄検査では、

は反応性のﾘﾝﾊﾟ球と考えられた。【まとめ】今回、通常業

正形成骨髄で各系統の分化成熟もほぼ正常、一部 N/C 比大

務では行っていない組織懸濁液を使用した表面ﾏｰｶｰ検索を

で核形不整のある細胞が見られたが、悪性細胞の浸潤があ

実施することで、臨床に対し有効な情報を迅速に提供する

ると断定できる骨髄像ではなかった。以上の結果から診断

ことが出来た。今後も診療科の要望に柔軟に対応し、迅速

には至らず、前縦隔の CTｶﾞｲﾄﾞ下生検が行われ、組織懸濁

な診断・治療に貢献したい。

液を用いて表面ﾏｰｶｰを実施。CD10－，CD19＋，CD20＋，

連絡先

東北大学病院

尿検査室

022-717-7382
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髄液中に好酸球増多を伴った脊髄炎の 1 例

◎白井 竜二 1)、菊地 かおる 1)、菅原 智佳子 1)、大森 智子 1)
仙台市立病院 1)

【はじめに】髄液中に好酸球増多を認める病態として、寄

86％：多形核球 14％）で、May-Giemsa 染色標本を鏡検し

生虫感染症、アレルギー疾患、自己免疫疾患、悪性リンパ

たところ、全体の 14％が好酸球であった。脊髄 MRI では

腫および薬剤性などが報告されている。また中枢神経系の

T2WI で Th8-12 にかけて高信号域を認め、Th9-11 に造影効

炎症性疾患に伴い、髄液中に好酸球が増多することは希で

果を認めた。同じく造影効果を認めた脊髄円錐部末端から

あり、1％以下であるとの報告もある。髄液中の多形核球の

生検を行い、脊髄炎の所見を認めた。【経過】第 7 病日よ

分類は Samson 染色でも鑑別が可能な場合があるが、詳細

りステロイドパルス療法を開始した。髄液中の好酸球は減

な分類には May-Giemsa 染色による細胞の観察が必要であ

少したが、画像所見、臨床所見ともに改善は得られなかっ

る。今回、担当医からの依頼で May-Giemsa 染色を施行し、

た。その後も脊髄炎、髄液中好酸球増多の原因は特定でき

髄液中に好酸球増多を認めた脊髄炎の 1 例を経験したので

ず、他院で再評価することになった。【考察】本症例は髄

報告する。【症例】患者：50 代男性。既往歴：十二指腸潰

液中に好酸球増多を認める主要な病態が否定されたため、

瘍、脂質異常症、髄膜腫で手術（良性）。海外渡航歴：半

好酸球増多の原因は脊髄炎にあると考えられた。髄液中に

年前に中国へ 7 日間滞在。現病歴：尿閉、発熱により前立

好酸球を認めることは希ではあるが、Samson 染色で注意深

腺炎の疑いで泌尿器科入院。第 3 病日に意識障害、項部硬

く観察し、好酸球の存在が疑われる場合は May-Giemsa 染

直、両下肢脱力、腱反射消失を認め、神経内科紹介となっ

色標本で細胞の確認を行うことが必要である。【まとめ】

た。【検査所見】種々のウィルス・結核・寄生虫関連検査

髄液中に好酸球増多を伴った脊髄炎の 1 例を経験した。髄

陰性。抗アクアポリン 4 抗体陰性。髄液検査は細胞数

液一般検査における May-Giemsa 染色標本を鏡検すること

353/μL（単核球 83％：多形核球 17％）で、培養は陰性であ

の重要性を再認識できた。

った。3 日後の髄液検査再検では細胞数 550/μL（単核球

連絡先 022-308-7111（内線 3562）
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全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000 における体腔液細胞測定の検討

◎四釜 佳子 1)、小林 正和 1)、木津 綾乃 1)、原 悦子 1)、小島 佳也 1)、萱場 広之 2)
弘前大学医学部附属病院検査部 1)、弘前大学大学院医学研究科臨床検査医学講座 2)

【目的】検査機器システム更新に伴い、全自動尿中有形成

＝0.938、ｒ＝0.850、多形核球％ｒ＝0.938、ｒ＝0.801、胸

分分析装置 UF-5000（Sysmex）（以下 UF）を導入した。

水有核細胞数ｒ＝0.942 であった。細胞分類では髄液ドレナ

UF は尿モードに加え体液モ－ドがあり、一般検査室で体腔

－ジ検体、胸水では組織球や悪性腫瘍細胞の多数出現して

液細胞測定が可能であれば迅速性かつ利便性がある。今回

いる症例で乖離を認めた。測定不能であった髄液 3 例、胸

UF の体液モ－ドを用いて、体腔液細胞測定に関する検討を

水 3 例は全て debris 測定範囲オ－バ－であった。

行なったので報告する。

【まとめ】UF における体液モ－ドの検討において、細胞数、

【対象と方法】当院検査部に提出された髄液 51 例中測定不

細胞分類において目視法との相関は比較的良好な結果が得

能 3 例を除外した 48 例、胸水 40 例中測定不能 3 例を除外

られ有用性が認められた。debris が多数出現する場合や、

した 37 例を対象とした。UF による測定により 1.同時再現

スキャッタグラム分画異常がある場合は、細胞数、細胞分

性、2.希釈直線性、3.目視法との相関性（白血球数、単核球

画が乖離する可能性があるため、目視法による確認が必要

数、多形核球数、単核球％、多形核球％、また胸水につい

である。UF による体腔液細胞検査の有用性はあるが、目視

ては有核細胞数を追加）について検討を行った。

法や自動血球分析装置の体液モ－ドに比較して検体量が多

【結果】1.同時再現性：CV（％）は髄液 3 例において

く必要であることから、採取量が十分である場合に利用す

3.7～11.2％、胸水 3 例において 2.6～5.3％であった。2.希釈

る必要がある。

直線性：髄液は 3134 個/μL、胸水は 4390 個/μL まで直線性
を認めた。3.目視法との相関性：髄液、胸水の相関性は
各々白血球数ｒ＝0.992、ｒ＝0.942、単核球数ｒ＝0.955、
ｒ＝0.948、多形核球数ｒ＝0.955、ｒ＝0.944、単核球％ｒ

0172-33-5111（内線 7212）

52

一般演題 一般

UF-5000 における尿中赤血球形態確認方法としての UD-10 の有用性検証

◎阿部 優香 1)、野手 健司 1)、須藤 英樹 1)、高橋 明日香 1)、後藤 浩実 1)
社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広病院 1)

【はじめに】全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000(以下 U

検体 116 件(74.8%)は判定保留とした.【考察】UF にて｢Mix

F)は,フローサイトメトリー法を原理とし,血尿検体に対し赤
血球形態から,糸球体型赤血球を疑う場合は｢Dysmorphic?｣

?｣と判定され,UD 画像にて形態を確認できた検体について
は鏡検との一致率が高く,結果の信頼性が高いものと考える.

(以下｢Dys?｣),非糸球体型赤血球を疑う場合は｢Isomorphic?｣

鏡検と UD 結果が不一致となった検体に関しては,3 件とも

(以下｢Iso?｣),それらが混在する場合は｢Mixed?｣(以下｢Mix?

鏡検での赤血球数が 5-9 個/HPF であり,UD 画像での赤血球

｣)に分類,表示している.そこで｢Mix?｣に分類された場合,そ
の赤血球形態確認方法として,全自動尿中有形成分撮像ユニ

数も少なかったことが判定不一致の要因と考えられた.しか

ット UD-10(以下 UD)を組み合わせることにより糸球体型赤

6 件中 43 件が UD 画像上で赤血球数が 5 個未満であり,赤血

血球,非糸球体型赤血球に分類可能であるか否かを検討した.

球が少ないため分類･判定が困難と考え保留としたことが挙

【対象および方法】2017 年 6 月から 8 月までの 3 カ月間で

げられた.その他の原因としては尿沈渣中に赤血球以外の尿

尿沈渣,UF,UD 測定を行い,尿沈渣にて血尿を伴う 331 検体

中有形成分が出現しており,UD にて赤血球が撮像されてい

を対象とし,鏡検,UF,UD の結果を比較した.【結果】UF にて

ない場合や糸球体型･非糸球体型赤血球の判定が UD 画像で

測定された 331 件中｢Mix?｣は 155 件(46.8%),｢Dys?｣は 27 件

は困難なため判定保留としたことも挙げられた.一部の検体

（8.2%),｢Iso?｣は 149 件(45.0%)であった.UF にて測定され

については UF,UD を併用することにより,フローサイトメ

｢Mix?｣と判定された 155 件中,UD で赤血球形態が確認可能
であった検体は 39 件(25.2%)であり,鏡検と UD の一致率は

トリーによる結果と撮像画像両方の結果をふまえた判定が

92.3%(36 件,変形有:15 件,変形無:21 件)であった.不一致率は

を設定し,UF,UD を併用することで,迅速かつ効率的な結果

7.7%(3 件)であった.UD で赤血球形態が確認不可能であった

報告に繋がると思われる.連絡先 0155-22-6600 内線 2251

しながら,判定保留とした検体も多くあり,原因としては,11

可能になると考える.必要に応じて鏡検を行う等の運用条件
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尿蛋白試験紙と尿中 BJP との反応性の検討

◎髙野 康之 1)、中村 輝世 1)、工藤 真理子 1)
青森県立中央病院 1)

【はじめに】尿蛋白試験紙の反応性は、各社で若干差はあ

ほとんど含まれていない BJP 尿 2 例を試料として希釈系列を作

るものの、一般に尿中のアルブミン（Alb）が主体に反応し、

製し、4 社の試験紙での尿蛋白定性、尿蛋白定量及び μAlb を

Bence-Jones 蛋白（以下 BJP）など他の蛋白との反応性は低

測定した。

いと言われる。今回、尿中に Alb が検出されない検体で、

【結果】1．蛋白尿では、蛋白定性値と定量値は 4 社ともほぼ一

尿蛋白定性が陽性で BJP を検出した症例を経験し、各社の

致するものであった。BJP 尿では、各社で反応性の差がみられ

尿蛋白試験紙と BJP 尿及び蛋白尿との反応性について検討

たものの、尿蛋白試験紙は BJP やグロブリンと反応するこ

を行い、若干の知見を得たので報告する。

とが確認された。2．希釈による検討では、高蛋白尿では蛋白

【症例】70 歳代男性で、20〷年 4 月貧血の精査で多発性骨

定量値と定性値は 4 社とも一致し、アルブミンが含まれていない

髄腫と診断された。採血検査：TP5.9g/dL、Alb4.1g/dL、

BJP 尿では、4 社の尿試験紙と反応するものの、蛋白尿に比較

CRE1.14mg/dL、IgA8.0mg/dL、IgG240mg/dL、IgM2mg/dL、

し反応性は低く、蛋白量 35mg/dL 以上でも（+/-）を示し、尿蛋

Hb8.5g/dL。尿検査：尿蛋白 2+、蛋白定量 1260mg/dL。免疫

白定性と定量値とで乖離が認められた。

電気泳動：血清および尿中に λ-BJP が認められた。

【考察】尿蛋白試験紙は、各社で反応性の差はあるが、

【対象及び方法】1．6 ヶ月間に BJP 陽性と同定された尿（BJP 尿）

BJP やグロブリンと反応することが確認されたが、アルブ

検体 47 件（-40℃凍結保存）及び BJP が検出されない尿蛋白

ミンと比較すると反応性は低かった。当院では現在、（1＋）

陽性（蛋白尿）検体 67 件（冷蔵保存し、1 週間以内に測定）を対

以上の検体を自動的に定量しているが、（+/-）から定量する

象に、尿蛋白定量、μAlb を測定し、4 社の尿蛋白試験紙の反

ことにより、BJP 尿を検出する可能性が高まると考えられ

応性を比較した。

た。

2．尿蛋白標準液、高濃度蛋白尿（高蛋白尿）2 例、アルブミンが
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一般演題 血液

皮膚病変を伴わない芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の一例

◎古澤 絵美 1)、阿部 まゆみ 1)、上野 麻生子 1)、安達 みゆき 1)、国井 アツ子 1)、居鶴 一彦 1)
山形市立病院 済生館 1)

【はじめに】芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍(BPDCN)は稀

繊細,核小体を有する腫瘍細胞を 91.6%認めた.細胞質は弱好

な腫瘍であり,皮膚病変を認めることが多く MDS や AML

塩基性や灰青色を示し,一部の細胞質内には微細な顆粒や空

に合併することもある.今回,皮膚病変を認めず, MDS の稀な

胞を認めた.細胞質が紡錘状や舌状を示す細胞も散見した.

病型である 5q-症候群に合併した BPDCN を経験した.【症

また,背景には小型単核巨核球を認めた.PO 染色, EST 二重染

例】86 歳,男性.主訴:下血.既往歴:前立腺癌.【現症】脾腫お

色, FCM は末梢血と同様であり,染色体検査は del(5q)以外に

よび腹腔内リンパ節軽度腫大あり.皮膚症状なし.【入院時検

46, idem, del(6q)を認めた.TCR 遺伝子および免疫グロブリン

1.82×1012/L,

遺伝子再構成は認めず.5q-症候群に合併した BPDCN および

Hb 6.0g/dL, PLT
LD 250U/L, sIL-2R 3,036.4U/mL.
末梢血液像では中型,N/C 比 50～70%,類円形や不整核を示す

その白血化と診断された.【経過】レナリドマイド投与によ

異常細胞を 87%認めた.核クロマチンは粗剛状で一見リンパ

により全身状態悪化し第 42 病日に永眠された.

球様であったが,細胞質は灰青色を示し,一部に空胞を認め単

【考察】BPDCN の多くは芽球様の形態を示すが,本症例の

球にも類似していた.その他に偽ペルゲル核異常,巨大血小板

末梢血に出現した細胞はリンパ球や単球に類似していた.骨

を認めた. PO 染色, EST 二重染色は共に陰性. FCM: CD4,

髄中の細胞形態とも乖離しており BPDCN の形態多様性を

CD7, CD56, CD117 陽性. CD3, CD19, CD20, CD13, CD33,

改めて認識した.皮膚病変を伴わない場合でも,細胞形態異常

CD34, TdT, MPO 陰性.末梢血セルブロック免疫染色: CD4,

や鑑別困難な細胞に遭遇した際には BPDCN の可能性も考

CD56, CD123, TdT 陽性, CD1a, CD3, CD10, CD20, CD138,

慮しながら検査を進めることが重要である.

査所見】血液検査では WBC

64.2×109/L,

RBC

25×109/L,

Granzyme B, MPO 陰性.染色体検査:46, XY, del(5q).骨髄像で
は中型～大型, N/C 比 50～80％,核形不整,核クロマチン網状

り末梢血中の腫瘍細胞は著減し一時的に奏功したが,感染症

【連絡先】023-634-7117
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一般演題 血液

DLBCL 治療後に発症した芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍（BPDCN）の一症例

◎境谷 真悟 1)、平賀 美智子 1)、菊池 優 1)、水野 幸人 1)、浅沼 匡介 1)、佐々木 玲子 1)
盛岡赤十字病院 1)

【はじめに】芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍（Blastic

ーカー解析（FCM）：CD4、CD33、CD56、CD123、HLA-DR 陽

plasmacytoid dendritic cell neoplasm：BPDCN）は、WHO

性。CD38 弱陽性。CD2、CD3、CD5、CD7、CD8、CD10、

分類第 4 版(2008)で提唱された疾患概念で形質細胞様樹状

CD13、CD19、CD20、CD34 陰性。

細胞の前駆細胞に由来し、そのほとんどは皮膚病変を伴う

【経過】当初、DLBCL の既往より DLBCL の再発を疑った。

稀な腫瘍である。今回我々は、びまん性大細胞型 B 細胞性

骨髄検査より中～大型の大小不同で MPO 染色陰性の異常細

リンパ腫（以下 DLBCL）と診断され治療後に、皮膚病変と

胞を認めたことより、DLBCL の白血化や治療関連白血病が

白血化を伴った BPDCN の一例を経験したので報告する。

考えられた。そのため PSL 投与を行い皮疹の著名な改善を

【症例】88 歳女性。他院にて、脾腫と脾梗塞が疑われ、血

認めた。FCM や病理診断により BPDCN の診断となった。

液検査にて貧血、血小板減少が指摘された。以前、当院に

【まとめ】診断には FCM や病理診断が重要になるが、本症

て悪性リンパ腫で受診・治療歴があるため紹介された。ま

例を経験して、既往歴にとらわれず、異常細胞の出現時は

た、2 ヶ月ほど前から左背部皮下腫瘤、全身赤色皮疹を認

BPDCN も念頭に置きながら鑑別し、身体所見として皮膚病

めていた。

変（皮疹・腫瘤など）を認めた場合には、その精査も行う

【検査所見】末梢血:WBC 8480/μL、RBC
Hb 7.8mg/dL、PLT

1.8×104/μL、LD

2.96×106/μL、

319IU/L、sIL-2R

1720U/mL、血液像では、中型で明瞭な核小体を数個持つ異
常細胞を 11％認めた。骨髄所見: 過形成骨髄。中～大型の
大小不同な核網繊細で核小体も有する異常細胞を 90.8％認
めた。この異常細胞は MPO、EST 染色陰性であった。細胞マ

ことは重要であると思われる。
連絡先：019-637-3111（内線 290）
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一般演題 血液

末梢血と骨髄穿刺液に異常リンパ球の出現をみた ALK 陰性未分化大細胞リンパ腫の一例

◎東谷 彩香 1)、長谷川 美月 1)、阿部 紀恵 1)、瀬川 光星 1)、鎌田 佳代子 1)、安永 泰彰 1)、山崎 正夫 2)、大井 惇矢 2)
八戸赤十字病院 1)、八戸市立市民病院 2)

【はじめに】ALK 陰性未分化大細胞リンパ腫(Anaplastic

常リンパ球と同様の細胞が 4.0%認められた。骨髄クロット

large cell lymphoma, anaplastic lymphoma kinase－; ALCL,

検体の免疫染色で、異常リンパ球は CD3 と CD5 が一部＋、

ALK－)は WHO 分類第 4 版で独立した病型に分類された。

CD20－、CD30＋、CD56－、GranzymeB－、EMA 一部＋、

本リンパ腫細胞が末梢血と骨髄に認められることは稀であ

ALK－であった。これらから ALCL，ALK－の骨髄浸潤が

る。このたび、末梢血および骨髄穿刺液に異常リンパ球を

疑われた。【胃生検】HE 標本で大型リンパ球の浸潤を見た。

認め、骨髄クロット標本で骨髄浸潤を推測し得た ALCL,

免疫染色は、CD3 と CD5 が一部＋、CD10－、CD30＋、

ALK－の一例を報告する。【症例】症例は 80 歳、男性。主

CD56－、GranzymeB 一部＋、ALK－であった。【リンパ節

訴は、体動困難と不明熱。造影 CT で脾腫と全身リンパ節

生検】リンパ節内に大型リンパ球のびまん性増殖をみた。

の腫大が確認された。内視鏡検査で胃粘膜発赤を認め、頚

核は腎臓様、多核など多様性に富んでいた。免疫染色は

部リンパ節と併せて生検を施行した。高 LDH 血症と

CD3＋、CD5＋、CD10－、CD30＋、CD56－、EMA＋、

WBC 増加が認められ、末梢血に不明細胞を 1.5％認めた。

GranzymeB 一部＋、ALK－であった。

悪性リンパ腫が疑われ、当院血液内科に紹介された。血液

骨髄穿刺検査後に前医よりリンパ節生検結果が到着し、上

検査において末梢血中に異常リンパ球を認め、これを血液

記所見と合わせて ALCL, ALK－と診断された。

内科医に報告した。【血液検査】WBC 150×102/μl 中、異

【結語】本例は ALK 陰性未分化大細胞リンパ腫の稀な骨髄

常リンパ球を 1.0%認めた。それらは、大きさが短径平均

浸潤例であった。節外病変の評価は治療法決定のための病

19.6μm で、胞体は好塩基性を示し、空胞を有していた。
N/C 比は 50％で核形は不整、核網はやや粗剛で、明瞭な核

期分類に必須であり、血液像・骨髄像に出現する異常リン

小体を 1～2 個有していた。【骨髄穿刺】末梢血中にみた異

ると再認識した症例であった。(連絡先：0178-27-3111)

パ球を見逃さないことは骨髄浸潤の有無の評価に重要であ
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一般演題 細胞

乳腺穿刺吸引細胞診における画像解析を用いた硬癌・小葉癌の判別分析

◎吾妻 優子 1)、吉岡 治彦 2)、及川 颯大 3)、石山 雅大 3)、諸橋 聡子 3)、田中 正則 3)、堀江 香代 2)、渡邉 純 2)
弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻 4 年 1)、弘前大学大学院保健学研究科生体検査科学領域 2)、弘前市立病院臨床検査科 3)

【目的】

ける分布形式と集塊内においての不均等分布を示した。相

乳腺の硬癌と小葉癌は、悪性度や予後や治療法が異なるた

違点として硬癌は小・中集塊を形成し、孤立散在性細胞が

め早期診断精度向上が求められる。しかし乳腺穿刺吸引細

少なく、小葉癌は主として小集塊を形成、孤立散在性細胞

胞診(FNAC)では細胞形態や出現様式が類似し鑑別が難しい。

が多かった。2. 核間距離：硬癌は小葉癌に比べ、核間平均

そこで画像解析から出現様式、核間距離、核形状の 3 項目

距離が大きく、ばらつきが少なかった。核形状：面積、外

計測する判別分析が両者の鑑別に有用かを検討する。

周囲長、明るさ(輝度値)は有意差がなかった。相違点とし

【材料・方法】

て硬癌はどの検討項目においてもバラつきが大きかった。

材料：弘前市立病院の病理組織診断の確認された乳腺

小葉癌は硬癌に比べ、真円度が小さく、複雑度、円形度、

FNAC 合計 5 症例（硬癌 3, 小葉癌 2）から画像数合計 18(硬

凹凸度が大きかった。判別分析：最も精度が高かったのは、

癌 9、小葉癌 9)、核数 372 個(硬癌 217、小葉癌 152)を用い

以下の 10 変量による判別式であった。出現形式における

た。方法：1.出現形式は、morisita index（Iδ)、2.核間

Iδ の各分割距離([5], [10], [20], [40], [80], [120]

不整は核間距離平均と標準偏差、3.核形状は外周長、真円

µm）、[核間距離平均値]、[核間距離のばらつき]、核形状

度、輝度値平均、複雑度、面積、円形度、凹凸度により解

における[複雑度]、[複雑度のばらつき]。この判別分析式

析した。総計処理：Mann-Whiteny U test（有意水準

の硬癌正診率・小葉癌正診率は共に 100%であった。

0.05）及び判別分析。

【結論】

【結果】

乳腺 FNAC において画像解析による出現様式、核間距離、核

1. 出現形式(morisita index)：硬癌・小葉癌の共通点は、

形状の 3 項目計測と判別分析は、硬癌・小葉癌の鑑別に有

大区画・小区画において 1 に近い値をとり、視野全体にお

用である。
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一般演題 細胞

当院における経気管支擦過細胞診の評価

◎中村 忠善 1)、天野 暢 1)、神山 泰紀 1)、橋本 幸男 1)
独立行政法人 労働者健康安全機構 青森労災病院 1)

【はじめに】近年、肺癌は我が国において最も罹患
率の高い癌となっている。気管支鏡は肺癌を診断す
る重要な検査法であり、一般的に経気管支擦過細胞
診（擦過細胞診）と生検組織診（肺生検）が行われ
る。今回、我々は、当院における擦過細胞診と肺生
検との肺癌診断率、診断と推定組織型の一致率につ
いて検討したので報告する。【対象と方法】対象は、
平成 25 年から平成 29 年の 5 年間に気管支鏡による
擦過細胞診を実施した 199 名とした。細胞診標本は、
擦過洗浄液、ブラシ擦過、気管内容物の 3 種類から
作製し、全て擦過細胞診として評価した。肺生検は、
手術材料組織診を参考に評価した。細胞診断は、
ClassⅣ，Ⅴを陽性、ClassⅢを鑑別困難、ClassⅠ，
Ⅱを陰性とした。推定組織型は、細胞診断、組織診
断を用いた。【結果】対象 199 名の性別は、男
138 名、女 61 名で、平均年齢は 71.0 歳であった。
細胞診と組織診で肺癌と診断されたのは 113 例あっ
た。擦過細胞診の陽性率は 76.1％、肺生検の陽性率

は 67.0％、両者を合わせた肺癌診断率は 85.8％であ
った。肺癌症例で肺生検を行っていないか、あるい
は行っていても「腫瘍細胞なし」と診断され、細胞
診で陽性となったのは 29 症例（25.7％）だった。細
胞診と肺生検を同時に行っていたのは 91 症例あり、
両者陽性となった割合は 56.0％であった。肺癌の組
織型は、扁平上皮癌 46 症例、腺癌 44 症例、小細胞
癌 10 症例であり、擦過細胞診と肺生検との推定組
織型の一致率は 73.8％であった。【まとめと考察】
文献では、擦過細胞診の陽性率 86.7％、肺生検の陽
性率 59.7％、両者陽性となった割合 56.2％、肺癌診
断率 90.3％、推定組織型の一致率 73.6％であった。
当院の成績は文献と同程度であることが分かった。
また、擦過細胞診を併用することは、肺生検の診断
をよく補い診断率向上に寄与していると考えられた。
発表に際しご指導頂いた、山岸晋一朗先生に深謝致
します。 青森労災病院電話 0178-33-1551
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一般演題 細胞

甲状腺未分化癌の１例

◎檜山 美佐江 1)、斎藤 千世子 1)、佐々木 久 1)、鈴木 紗貴子 1)、田中 香織 1)、齊藤 真緒 1)、黒滝 日出一 1)、黒瀬 顕 2)
青森県立中央病院 1)、弘前大学医学部付属病院 2)

【はじめに】甲状腺未分化癌は全甲状腺悪性腫瘍の約 1～

胞も孤立散在性に多数観察された。さらに多核巨細胞や細

2％にみられる稀な癌であり、すでに存在していた乳頭癌や

胞質に厚みのある扁平上皮様細胞も散見されるなど、腫瘍

濾胞癌等が未分化転化して発生すると考えられている。急

細胞の形態は多彩であった。以上の細胞所見より未分化癌

激な腫瘍の増大や他臓器への転移を伴い、その予後は極め

が推定されたが髄様癌や転移性腫瘍なども否定できなかっ

て不良である。今回、我々は甲状腺未分化癌の１例を経験

た。

したので報告する。

【組織所見】腫瘍中央部では石灰化をまじえる硝子化膠原

【症例】69 歳、女性。体重減少や手指振戦、易疲労感が出

線維増生を伴って乳頭状増生を示す典型的な乳頭癌がみら

現しバセドウ病として加療中に超音波検査で左葉内に石灰

れ、周囲では核異型の高度な腫瘍細胞が不規則シート状、

化を有する 40㎜の腫瘤を認めた。乳頭癌疑いのため穿刺吸

索状に増生し一部には紡錘形腫瘍細胞を伴う未分化癌成分

引細胞診が施行され、悪性腫瘍と診断されたため甲状腺全

が広く認められ未分化癌と診断された。切除断端には腫瘍

摘術と頚部郭清術が行われた。甲状腺左葉は固く腫大し気

の浸潤がみられ、左気管傍リンパ節には転移があった。

管を圧排し反回神経を巻き込み、気管支壁には腫瘍の残存

【まとめ】甲状腺未分化癌は極めて悪性度の高い腫瘍であ

が疑われた。術後の経過は良好で現在は外来にて甲状腺と

り、希少癌であるため有効な治療方法も確立されていない

左頚部リンパ節への放射線治療を行っている。

状況である。甲状腺疾患においては穿刺吸引細胞診が確定

【細胞所見】炎症細胞と壊死物質を背景に辺縁不明瞭なシ

診断となることが多いため、未分化癌の細胞所見を認識し、

ート状集団や重積性集団が出現していた。核は腫大し大小

的確に診断することが重要である。

不同や核形不整を示し、クロマチンは増量し大型核小体を
有し核異型が顕著であった。また、小型類円形や紡錘形細

連絡先

017-726-8272
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一般演題 細胞

甲状腺穿刺吸引細胞診検体でのセルブロック作製の有用性

◎戸村 弘樹 1)、本谷 友紀 1)、大﨑 美千子 1)、高野 託顧 1)、山本 幸恵 1)、大栁 政一 1)
大崎市民病院 1)

【はじめに】甲状腺組織は柔らかく血流も豊富なため、針

パ節腫脹、甲状腺腫脹、縦隔、肺、副腎、骨転移あり。原

生検が躊躇される臓器である。現在、甲状腺の診断には主

発巣検索のため甲状腺穿刺吸引細胞診施行し、carcinoma と

に穿刺吸引細胞診が用いられている。甲状腺乳頭癌におい

診断された。同外科に転科し、再度甲状腺穿刺吸引細胞診

ては、穿刺吸引細胞診の正診率は高く一定の成果を上げて

の依頼を受けるが、外科担当医と相談し細胞診標本作製で

いるが、その他の組織型や転移性腫瘍においては十分であ

はなく、セルブロック作製の依頼に変更。セルブロック標

るとは言い難い。今回我々は、穿刺吸引細胞診など微量な

本および免疫染色において、肺癌の転移と診断された。

検体からセルブロックを作製する方法を検討し、甲状腺穿

【症例２】70 歳代女性。以前より腰痛を繰り返し、近医受

刺吸引細胞診において、診断に有用であった二症例を経験

診。ＭＲＩにてＬ3 の悪性腫瘍の転移が疑われ、当院整形

したので報告する。

外科紹介。原発不明癌のＬ３病的骨折で除圧固定術施行。

【方法】甲状腺を穿刺吸引した注射針を LBC 用固定液で洗

同術時骨生検にて、甲状腺濾胞癌の骨転移が疑われ、原発

浄する。洗浄液を遠心後、沈査をディスポーザルスポイト

巣確定のため、甲状腺穿刺吸引細胞診行うも鑑別困難。再

のヘッド部分を切断したものに注入し、そのスポイトヘッ

度、甲状腺穿刺吸引細胞診の依頼を受けるが、外科担当医

ドをスピッツ管に入れ再度遠心する。スポイトヘッドの沈

と相談しセルブロック作製の依頼に変更。甲状腺濾胞癌と

査に 10％緩衝ホルマリンを静かに注入し、一晩固定する。

診断された。

固定された沈査をスポイドヘッド底部ごとハサミで切断し、

【まとめ】今回、甲状腺穿刺吸引細胞診検体で、セルブロ

スポンジで挟みカセットに入れ、ＴＰで処理する。

ック作製が診断に有用であった二症例を経験した。甲状腺

【症例１】60 歳代男性。2 ヶ月前より嗄声あり近医受診。

穿刺吸引細胞診の依頼を受けた場合、担当医と相談し、セ

嗄声悪化し、当院耳鼻科受診。受診時検査にて、頚部リン

ルブロック作製に変更することも考慮すべきと考える。
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一般演題 病理

食道癌再発転移の治療中に細菌性心筋炎をきたして死亡した１例

◎加井 丈治 1)、長井 奈菜 1)、野地 響子 1)、黒田 和希 1)、紺野 芳男 1)
公立藤田総合病院 1)

【はじめに】

から高熱と呼吸困難が出現し、そのまま改善なく死亡した。

心筋炎は比較的稀ながら致死性の心疾患である。先進国に

【剖検所見】

おいては大部分がウイルスに起因すると考えられているが、

生前に実施された食道亜全摘術における組織型は、明確な

細菌性心筋炎も少数例が報告されている。肺炎を引き起こ

角化を伴う高分化腺癌である。病理解剖時は、食道癌の局

す病原体の多くが心筋炎を続発し、実際に 67 名の大葉性肺

所再発および胸部リンパ節での再発は認めなかった。一方

炎患者を対象とした詳細な剖検調査によると、実に 39％の

で CT 検査で指摘されていた腹部傍大動脈リンパ節、左副

患者で肺炎と同一の病原体に起因する顕微鏡的心筋炎を認

腎、右大腿骨頭に扁平上皮癌の転移を認めた。両肺は気管

めたとされている。今回我々は、食道癌の治療中に肺炎か

支内にグラム陽性球菌と好中球を主体とする滲出物が充満

ら細菌性心筋炎をきたして死亡した病理解剖症例を経験し

しており、気管支肺炎の組織像を呈していた。心臓は割面

たので報告する。

に乳白色の高粘度な液体が貯留する小膿疱が多発し、組織

【臨床経過】

学的にグラム陽性球菌と好中球からなる膿瘍であった。心

60 歳代男性。喫煙暦なし。近医にて死亡 1 年 6 ヶ月前に食

内膜は平滑で疣贅等はみられなかった。

道癌と診断され、1 ヶ月後食道亜全摘術を施行された。そ

【考察】

の後 CT 検査で腹腔リンパ節と左副腎に再発転移を疑う結

本症例は高度の気管支肺炎から菌体が血行性に散布され、

節が指摘されたが、化学療法を拒否され、その間に自由診

細菌性心筋炎をきたして死亡したと考えられる。心筋炎は

療の免疫療法を施行されていた。死亡 1 か月前に呼吸困難

早期の治療が開始されない場合しばしば致死的となるため、

と食欲低下を呈して当院外科に入院。化学療法を予定し栄

重症肺炎の患者においては常に念頭に置くべき疾患である。

養状態の改善と全身状態の精査を続けたが、死亡 1 週間前

連絡先 024-583-2712 内線 6040
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一般演題 病理

前立腺生検を契機に発見された直腸 GIST の一例

◎近藤 晴香 1)、柳沼 礼子 1)、水野 誠 1)、平本 瑞佳 1)、三浦 可奈子 1)、鈴木 裕美 1)、高宮 良輔 1)、瀬田 安奈 1)
一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 病理診断科 1)

【はじめに】GIST (gastrointestinal

stromal tumor)

は，

染色で確認したところ，Vimentin (+)，Desmin (-)，SMA (-

Cajal 介在細胞より発生する消化管粘膜下腫瘍である。臓器

)，S-100 (-)，CD34 (+)，c-kit (+)，DOG-1 (+)，Ki-67LI 低値

別発生頻度は，胃 60～70 %，小腸 20～30 %，大腸 5 %であ

であったため，GIST と診断された。

る。小腸，大腸における GIST は自覚症状が出にくく，消

【検査・手術所見】前立腺生検診断後，下部消化管内視鏡

化管出血や腸閉塞などの症状が出てから発見されることが

検査が施行されたが，明らかな隆起は認められなかった。

多い。今回，前立腺生検によって偶然発見された直腸

その後，PET-CT にて前立腺左葉辺縁域に FDG の集積を認

GIST を経験したので報告する。

めた。直腸の EUS が施行され，病変部と前立腺とは漿膜層

【症例】60 代男性。2011 年 1 月，排尿障害と頻尿を主訴に

で境界されており連続性はなく，直腸 GIST と判断された。

当院泌尿器科を受診し，急性前立腺炎と診断された。以降

同年 6 月，前立腺全摘術と直腸局所切除術の同時手術が行

PSA フォローをしており，基準値前後を推移していたとこ

われた。腫瘍は前立腺に癒着しており，腫瘍径は 15 mm で

ろ，2017 年 11 月，PSA 16.40 ng/mL と急激な上昇を示した。

あった。前立腺は pT2a の前立腺癌，直腸病変は固有筋層内

2018 年 2 月，MRI にて前立腺左葉辺縁域に 18

発生の超低リスク GIST と診断された。

mm 程の結

節を認め，前立腺癌が疑われた。同年 3 月，6 ヶ所の前立

【考察】直腸 GIST は消化管内視鏡では発見が難しく比較

腺生検が施行された。

的予後不良とされている。経直腸的前立腺針生検は稀に直

【病理組織所見】左葉の 1 ヶ所において，前立腺癌

腸や膀胱の組織が混入することがある。本症例では，早期

Gleason’s score 7(3+4) と診断された。又，左葉の別の 1 ヶ

段階で偶然発見され，手術により腫瘍が完全切除された。

所で，中型の紡錘形な腫瘍細胞が束をなし，交錯配列して

病理検査が疾患の早期発見に大きく寄与した症例であった。

増生している組織片が認められた。平滑筋腫と判断し免疫

連絡先：024-934-5452
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一般演題 病理

TAFRO 症候群の一例

◎遠藤 輝美 1)、鈴木 郁恵 1)、増子 洋子 1)、西浦 舞子 1)、長澤 千鶴 1)、宍戸 ひろ美 1)、村上 今日子 1)、佐々木 理恵子 1)
一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 1)

【はじめに】TAFRO 症候群は、2010 年に高井らによって

【病理組織所見】右頚部リンパ節：大小のリンパ濾胞の増

提唱された新たな疾患概念で、血小板減少、全身性浮腫、

生が見られ、濾胞間や一部の胚中心には血管増生が見られ

発熱、骨髄巨核球増加と骨髄線維症、肝脾腫やリンパ節腫

た。CD21 染色では濾胞樹状細胞ネットワークは濾胞を越

大などを特徴とする原因不明の全身炎症性疾患である。

えて拡大していた。形質細胞の浸潤は目立たず、硝子血管

Castleman 病の一亜型とも言われているがその位置づけは確

型の Castleman 病様の組織像を示しており、TAFRO 症候群

立されていない。今回我々は TAFRO 症候群の一例を経験

の際に見られる変化としても矛盾しないと診断された。

したので報告する。

腎生検：メサンギウムの増殖とともに糸球体の分葉化およ

【症例】45 歳、女性。2017 年 12 月初旬、咳嗽、腹痛を主

び基底膜の二重化を伴い、膜性増殖性糸球体腎炎様の変化

訴に当院受診。その後発熱、炎症反応（CRP＞10mg/dl）が

が認められた。また内皮細胞の腫大・増多が認められた。

持続し改善みられず、精査加療目的のため入院となった。

【まとめ】本症例は、臨床所見とリンパ節生検の組織所見

CT では全身リンパ節腫脹、肝脾腫を認め、両下肢の浮腫も

から TAFRO 症候群と診断された一例であった。近年、岩

認めた。検査所見では ALP 高値、IgG 上昇なし、膠原病を

城らにより、TAFRO 症候群の病理学的特徴として、リンパ

示唆する自己抗体やウイルス感染は陰性だった。同月 20 日

節は小型で、胚中心の萎縮、胚中心と濾胞間に核腫大した

頃より血小板減少が顕著化し、骨髄生検、左頚部リンパ節

血管内皮細胞の増生などが認められることが報告され、本

生検が施行されたが悪性リンパ腫は否定的で、反応性変化

症例も一致していた。TAFRO 症候群は、全身状態の悪化な

と診断された。その後、腎機能障害の進行を認め、経過か

どによりリンパ節生検や腎生検の施行が難しい場合も多く、

ら TAFRO 症候群が疑われ、右頚部リンパ節生検、および

報告例が少ない。まだ不明な点も多く、今後の症例の蓄積

腎生検が施行された。

と解明が期待される。

連絡先 024-925-1188（31230）
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一般演題 病理

鍍銀染色 渡辺法と岡本法の比較

◎村山 晴喜 1)、佐藤 正樹 2)
公立刈田綜合病院 1)、東北医科薬科大学病院 2)

【目的】細網線維の鍍銀染色には、Pap 法、ゴモリ法、渡

討では、岡本法の原法において染色の再現性がよくなかっ

辺法などがある。

た。改良法においては染色性は安定しており、渡辺法と比

本邦では、渡辺法が普及してるいる。Pap 法、ゴモリ法、

較しても差がなかった。むしろ改良岡本法の方が染色具合

渡辺法はアンモニア銀を用い方法であり、このアンモニア

が繊細のようであった。

銀液を作成するのにある程度の熟練が必要であり、また鍍

【考察】今回行った結果より、渡辺法と岡本法は染色性に

銀染色の染色性を左右するところでもある。今回我々は

差はなく、むしろ岡本法の方が繊細な染色性を示していた

1999 年に岡本が学生自習用に開発した鍍銀液（以下岡本法

と思われる。アンモニア銀液作成は個人差が多く、同一の

とする）と渡辺法と比較するとともに我々が改良した岡本

技師が作成しても銀液の作成に差が生じ、銀液の作成には

法とも比較検討したので報告する。【材料と方法】材料は

技術が必要な染色である。岡本法は、そのような煩わしさ

１０％ホルマリン固定した剖検例の肝硬変の肝臓、脾臓を

がなく、染色の標準化が求められる今日にあった方法だと

用いて６μm ので薄切したものを用いた。方法は、渡辺法に

思われる。【まとめ】今回、岡本法を改良し、より安定の

おいては教科書通りの方法をもちいた。岡本法では、銀液

ある鍍銀染色にすることができた。

の作成方法は、A 液：0.4%(0.8%)硝酸銀と 0.4%(0.8%)硝酸
アンモニウム液を等量混合。B 液：0.15%ゼラチンに
0.4%(0.8%)になるように炭酸ナトリウムを溶解する。（こ
の時ゼラチン液が冷めてから溶解する。）使用時に A 液と
B 液を等量混合し鍍銀液とする。銀液以外の処理は渡辺法
と同じである。( )内は改良法の濃度【結果】今回行った検
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一般演題 病理

リンパ腫における CD80、CD86 と CTLA-4 発現の免疫組織化学的検討

◎佐藤 崇 1)、佐川 美穂 1)、小島原 美智恵 1)、阿部 浩子 1)
福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部 1)

【はじめに】免疫チェックポイント阻害薬は様々な固形が

CD86 は 9 例で陽性と判定し、全例で CD80 あるいは

んの治療薬として開発され、今後さらにその適応拡大が予

CD86 どちらか一方の発現を認める結果となった。どちら

想されている。本邦では抗 CTLA-4 抗体治療薬や抗 PD-

の抗体も腫瘍細胞の細胞膜や細胞質に発現を認めた。

1/抗 PD-L1 抗体治療薬が承認され、これらの併用療法も注

CTLA-4 は全例で陰性と判定した。

目されている。今回私達は PD-L1 発現リンパ腫を対象とし

【考察】一般的に CD80,CD86 は抗原提示細胞に発現し、活

て、腫瘍細胞の CTLA-4 と CD80,CD86 発現を免疫染色にて

性化 T 細胞に発現する CTLA-4 と結合することで T 細胞を

検討した。さらにこれらの発現が抗 CTLA-4 抗体治療薬や

不活化すると言われている。今回の検討から腫瘍細胞自身

併用療法の効果を予測するバイオマーカーとなる可能性に

も CD80,CD86 を発現し CTLA-4 と結合することで T 細胞を

ついて若干の考察を行った。

抑制している可能性がある。さらに同時に PD-L1 も発現す

【対象・方法】対象は PD-L1 発現を示したリンパ腫 11 症

る腫瘍細胞は、PD-1 と CTLA-4 の 2 重の共抑制分子の働き

例。使用した抗体は抗 CTLA-4 マウスモノクローナル抗体

で T 細胞の免疫監視から逃れている可能性も示された。腫

［clone:BNI3］、抗 CD80 ラビットモノクロ－ナル抗体

瘍細胞の CD80,CD86 と PD-L1 発現を免疫染色で確認する

［clone:EPR1157(2)］、抗 CD86 ラビットモノクロ－ナル抗

ことが、共抑制分子を阻害する抗 CTLA-4 抗体治療薬や抗

体［clone:EP1158Y］で、いずれも Benchmark XT 自動免疫

PD-1/PD-L1 抗体治療薬との併用療法の効果を予測するバイ

染色装置にて免疫組織化学検査を行った。腫瘍細胞におけ

オマーカーとなる可能性が高く、引き続き検討したい。

る CTLA-4 と CD80,CD86 発現率を半定量法にてカウントし、
わずかでも発現を認めれば陽性と判定した。
【結果】PD-L1 発現リンパ腫 11 例中 CD80 は 10 例、

連絡先

0242-75-2100（内線 1260）
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一般演題 遺伝子、染色体

非アルコール性脂肪性肝炎を発症した肝臓構成細胞における遺伝子発現の特徴

◎加藤 弓子 1)、林 百音 1)、千葉 満 2)
弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻 1)、弘前大学大学院保健学研究科生体検査科学領域 2)

【目的】非アルコール性脂肪性肝炎（nonalcoholic

伝子発現の違いを調べることを目的とした。【方法】6 週

steatohepatitis; NASH）はアルコールを規定量摂取しない個

齢 C57BL/6N マウスに高脂肪食餌（コリン欠乏メチオニン

体の肝臓に脂肪沈着，炎症，線維化を認める病態である。

減量 60kcal%脂肪食）を最大 12 週間まで摂取させた。肝臓

線維化が高度に進行すると肝硬変から肝癌への進行する可

に形成される脂肪滴と線維化を確認するために，肝臓組織

能性がある。現在日本における非アルコール性脂肪性肝疾

の HE 染色，オイルレッド O 染色，シリウスレッド染色を

患患者は約 20%（約 2500 万人）と推定され，NASH へ移行

行った。活性化星細胞を検出するために α-SMA の免疫組織

した群のうち約 15%（約 100 万人）が肝硬変へ進展すると

化学染色を行った。NASH を発症した肝臓の肝臓構成細胞

考えられている。NASH の病態を調べるために様々な実験

における遺伝子発現はマイクロアレイ解析によって調べた。

モデル動物がこれまで開発されており，高脂肪食餌を摂取

【結果・考察】高脂肪食餌を 6 週間摂取したマウス肝臓で

させるモデルが最も利用されている。これまでモデル動物

はオイルレッド O 染色による高度な脂肪陽性像とシリウス

に NASH を発症させた肝臓における遺伝子発現は，摘出さ

レッド染色陽性像が観察された。また，α-SMA 陽性像も認

れた肝臓全体の遺伝子発現を示すものであった。しかし肝

め，肝星細胞の活性化と線維化が確認できた。肝臓組織を

臓は肝細胞，星細胞，内皮細胞，クッパー細胞など様々な

肝細胞，星細胞，内皮細胞，クッパー細胞の細胞群にそれ

種類の細胞から構成されており，NASH 発症時における各

ぞれ分離したところ高い生存率を示し，適切な肝臓の細胞

細胞の遺伝子発現の違いは明らかではない。そこで本研究

分離法であることが確認できた。現在，NASH を発症した

では NASH を発症するモデルマウスを使用して，肝臓にお

際のそれぞれの細胞群における遺伝子発現の違いについて

ける脂肪滴や線維化の確認をするとともに，それぞれの肝

解析している。詳細な結果は当日議論したい。

臓を構成するそれぞれの細胞における NASH 発症による遺

mchiba32@hirosaki-u.ac.jp - 0172-39-5965
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一般演題 遺伝子、染色体

非アルコール性脂肪性肝炎の新規バイオマーカーとしての血清中マイクロ RNA の探索

◎林 百音 1)、加藤 弓子 1)、千葉 満 2)
弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻 1)、弘前大学大学院保健学研究科生体検査科学領域 2)

【目的】非アルコール性脂肪性肝炎（nonalcoholic

NASH を誘発するモデルマウスを用いて，NASH 発症前お

steatohepatitis; NASH）は肝炎ウイルスやアルコール摂取が

よび初期時に血清中で増加するマイクロ RNA（miRNA）に

関与しない，炎症，脂肪沈着，肝線維化を伴った病態のこ

ついて探索する。【方法】6 週齢 C57BL/6N マウスに高脂

とである。単純性脂肪肝とは異なり肝硬変・肝癌への進展

肪食餌（A06071302, コリン欠乏メチオニン減量 60kcal%脂

リスクがあるため病態の早期発見が求められている。

肪食）を摂取させた。肝傷害や脂質異常を確認するため，

NASH は肝組織生検の病理学的診断によって確定されるが，

血中 AST，ALT，γ-GT，トリグリセライド，総コレステロ

侵襲性が高く，肝臓の一部分しか評価できていない。また

ール，HDL コレステロールの測定を行った。血清中

MR エラストグラフィや FibroScan は肝臓全体を評価でき，

miRNA は Agilent miRNA microarray を使用して，発症前お

NASH 診断に有用であるがスクリーニング力に欠ける面が

よび初期 NASH 発症時に血中で増加する miRNA を調べた。

ある。多くの脂肪肝患者のうちどの患者が初期の NASH 状

【結果・考察】高脂肪食餌を 2 週間継続摂取したマウス肝

態にあるか，肝組織生検が必要かをスクリーニングできる

臓において AST ・ ALT の肝傷害マーカーの上昇が確認さ

新たな血液検査方法の開発が求められている。現在のマー

れ，すでに脂肪肝に至っていたが線維化は確認されなかっ

カーとして FIB-4index，APRI，NAFLD fibrosis score，ヒア

た。6 週間継続摂取したマウス肝臓では脂肪滴に加えて線

ルロン酸，IV 型コラーゲン 7S，M2BPGi，オートタキシン

維化陽性像を示した。現在高脂肪食餌を 2〜6 週間継続摂取

などが知られているが，特に NASH 発症前および発症初期

したマウスの血清中 miRNA の microarray 解析を行っており，

に NASH を予測できるバイオマーカーの開発が求められて

発症前および初期の肝線維化との関連を示す miRNA を情

いる。我々はこれまで体液中エクソソームを用いた疾患バ

報科学的に調べている。詳細な結果は当日議論したい。

イオマーカーの研究に従事してきており，本研究では

mchiba32@hirosaki-u.ac.jp - 0172-39-5965
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一般演題 遺伝子、染色体

M1 に対する造血幹細胞移植後の異性間 FISH 法にてドナー由来の XX/XY が認められた 1 症例

◎安 久美子 1)、小原 保彦 1)、鈴木 千恵 1)、佐々木 麻美 1)、大久保 礼由 1)
東北大学病院診療技術部検査部門 1)

【はじめに】異性間 FISH 法（以下 XY－FISH 法）は、異

キメリズムであった。性染色体領域の解析ではレシピエン

性間の造血幹細胞移植においてドナー由来の血液細胞の生

トにおいて微弱ながら Y 由来のバンドを認め、またドナー

着確認の検査として用いられる。今回我々は急性骨髄性白

の Y 由来の増幅バンドは X に比べて非常に弱いことから、

血病に対する移植後の異性間 FISH 法にて、ドナーが

ドナーが XX/XY モザイクである可能性が示唆された。

XX/XY モザイクであると考えられる症例を経験したので報

【まとめ】今回、造血幹細胞移植後の異性間 FISH 法にお

告する。

いて臨床経過や骨髄検査所見との乖離を精査し、ドナーの

【症例】40 代女性、発熱を主訴に近医を受診し汎血球減少

染色体異常が示唆された症例を経験した。XY－FISH 法は

を認めたため骨髄検査施行。3 番染色体異常を伴う急性骨

異性間移植における生着確認として汎用されているが、ド

髄性白血病（M1）と診断。IDA+Ara-C 寛解導入療法を施行

ナーの染色体検査は行われない為、ドナー由来の先天性染

したが、2 か月後の骨髄検査にて Blast7％残存。HLA 一致

色体異常を偶然発見してしまうことがある。今回の症例で

の弟をドナーとする末梢血幹細胞移植が施行された。

は、ドナーの性染色体が STR 法で XX と XY の両方を持っ

【経過】移植後 14 日目に好中球生着が確認されたにも関わ

ていることが判明した。停留精巣の場合 XXXY の細胞があ

らず、移植後 17 日目の XY－FISH 法では XX：938/1000、

ると発癌性の問題があるが、XXXY のシグナル（赤 3 緑１）

XY：62/1000 と生着不全を示唆する結果であった。移植後

を認めないため特に問題がないと考えられた。本症例に関

20 日目の骨髄検査でも血液学的寛解であったが、XX：

しては結果を伝えることは患者とドナーに精神面の弊害も

957/1000、XY：47/1000 と乖離していた。確認のため外部

予想されることから主治医の判断で話さない方針となった。

機関にて STR 法によるキメリズム解析が実施され、常染色
体領域では末梢血、T リンパ球、顆粒球ともに完全ドナー
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一般演題 病理

CT ガイド下生検採取時の精度管理について

◎高橋 一博 1)、山田 孝弘 1)、平山 主税 1)、佐藤 昂 1)、北條 寛尚 1)、渡邊 陽子 1)、金子 実幸 1)、佐々木 辰也 1)
岩手県立中央病院 1)

近年、EGFR に始まる遺伝子検索の項目が ALK, PDL1, ROS 1 と増加するに伴い、微小検体の検体量の確保の

とした。また、EGFR、細菌培養も生食での針洗浄を使
用している。

重要性が増した。また、一般細菌、抗酸菌の培養依頼も

採取された検体は針から外した時に血液成分や壊死物

加わり、採取現場で介助するスタッフにも混乱を招いて

質でないことを肉眼で確認する。不十分と判断した場合、

いる。そこで 2017 年 4 月より当院病理診断センターで

再度採取を依頼する。検体は一部をトリミングし、9 割

は臨床検査技術科のテーマの 1 つである「開かれた検査

を 10%中性緩衝ホルマリンへ、1 割を生食に入れる。ト

室を目指して」の 1 つとして、技師が CT 室に出向いて

リミング操作はスライドガラス上で行い、このガラスは

検体処理を行う事とした。8 名在籍する技師のうち 6 名

細胞診用スタンプ標本とする。生食には採取された針も

をこの業務の対象とし、当日朝の電話連絡での時間予約

入れて洗浄を行い、EGFR、細菌培養、サイトスピン用

制で始める事とした。

の保存液に振り分ける。

2017 年 3 月には事前準備として介助に入る放射線診療

この方法により、過去 5 年間では 20%から 30%で推移

科の担当者に対して我々が作製した検体処理方法の講習

していた検体不適率は 2017 年には 6%、2018 年 6 月には

を行い、術中迅速診断や剖検が重なり病理技師が出向く

0%と変動した。なお、2013 年 1 月より 2018 年 6 月

事が不可能となった場合でも滞りなく生検が行われるよ

22 日までに当院病理診断センターへ提出された CT ガイ

うにした。

ド下生検は 133 件であり、うち 124 件が肺生検(93.2%)、

生検は可能なかぎり H.E 標本、免疫染色、遺伝子検索
の必要な組織検体を採取することを目標とし、細胞診標
本は採取された標本のスタンプと針洗浄を使用すること

残り 9 件は肺以外の縦隔、後腹膜、転移性骨腫瘍等であ
った。
連絡先

019-653-1151（内 2242）
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一般演題 病理

北海道における calretinin 染色サーベイ報告

◎小山内 翔祐 1)、北澤 竜馬 2)、中島 真奈美 3)、寺田 修治 4)、淺沼 広子 5)、今川 誠 6)
医療法人 王子総合病院 1)、独立行政法人 地域医療機能推進機構 北海道病院 2)、独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンタ
ー 3)、社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院 4)、札幌医科大学附属病院 5)、国家公務員共済組合連合会 ＫＫＲ札幌医療セン
ター 6)
【はじめに】 北海道臨床衛生検査技師会病理細胞部門では、

【結果】 詳細な成績及び調査内容の集計結果については、

病理組織標本作製における染色技術の標準化・均てん化と

当日報告する。

良好な染色条件の情報共有を目的とした組織染色サーベイ

【考察・結語】 calretinin はメーカー各社より様々な抗体ク

ランスによる精度管理を毎年実施している。17 回目となっ

ローンが販売されており、抗体と異なるメーカーの抗原賦

た本事業は calretinin をテーマに実施し、解析～報告、2 次

活化液や検出試薬などを使用する際は、病理診断に資する

サーベイ等に取り組んだ。サーベイの成績と実施概要につ

染色性を担保するための最適な条件を十分に検討する必要

いて報告する。

がある。本事業では、減点箇所を報告書に明記し、クロー

【対象及び方法】

道内 44 施設の参加によりサーベイを実

ン毎に抗体の条件、染色方法、検出系、賦活条件と染色性

施した。複数の組織（虫垂、肺腺癌、中皮腫）より構成し

の評価をまとめ、各施設での calretinin 染色の改善に有用な

たパラフィンカクテルブロックから未染色プレパラート標

データとなることを心掛けた。また承諾を得られた施設の

本を作製し、各施設に送付した。自施設で保有している抗

染色標本については、バーチャルスライドにより染色像を

calretinin 抗体を使用して免疫組織化学染色を実施後、標本

公開し、染色性の評価を確認できるようにした。自施設と

を返送してもらった。北臨技病理細胞部門にて染色性や標

他施設の染色結果を比較する事も可能であるため、染色の

本の状態等について総合的に評価した。評価は 3 段階評価

妥当性を評価する能力及び染色技術の向上に繋がるものと

で行い、C 評価（目的を達成していない標本）と判定した

考える。今後も、病理標本作製全般における標準化・均て

施設を対象に 2 次サーベイを実施した。また、染色状況の

ん化を目指し、本精度管理事業を継続的に発展させていき

調査及びアンケートについては、web による回答方式を採

たい。

用した。

連絡先：0144-32-8111（内線 307）
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一般演題 病理

当院における病理検体取り違え防止策について

◎長谷川 多紀子 1)、八木橋 祐弥 1)、中田 ゆかり 1)、髙木 秀子 1)
青森市民病院 1)

病理検査の各工程はほぼ手作業のため、ヒューマンエラ

のみであるため、今後印字内容の充実を図る必要がある。

ーによる検体取り違え等のインシデントが起こる可能性が

1 カセット毎に提出検体容器とともに写真撮影し、撮影画

常に存在する。病理検体取扱いマニュアルに準じた業務改

像の LIS への取り込みは検体処理者とは別の者が行うこと

善を行い、当院の現状把握と今後の課題について検討した。

でダブルチェックをしている。手術材料のカセット作製に

【検体提出】臨床側での病理検体取り違え防止対策として、

関してはダブルチェックできていない。【薄切】スライド

検体提出時のチェックリストと確認者サイン欄を設けた。

ガラスは LIS より印字し、手書きは行っていない。切片を

医療安全委員会を通じて周知し、チェックとサインが記載

浮かべる水槽には仕切りがあり、別の切片が混在すること

された依頼書のみを受け取ることにした。運用開始時は

はない。スライドガラスをまとめて印字してから切片の貼

59 件(16%)の不備があったが、1 年後は 5 件(1.2%)と減少し

付を行っている。【HE 標本提出時】依頼書記載内容とスラ

た。検体持参者との照合はできていない。【受付】依頼書

イドガラスやパラフィンブロックとの照合をし、切片貼り

と提出検体を確認し、依頼書のバーコードを読み取り、病

間違いの有無等を確認する。

理システム（Laboratory Information System: LIS）で受付、

以上の各工程において、作業者は工程表にサインし、記

発番を行う。材料名と提出個数が同じ場合は連続して受付

録を残す。多くの工程ではマニュアルに準じた運用ができ

しない。同時に受付番号、患者氏名、ID 等の情報が記載さ

ていた。検体取り違えは重大な医療事故に発展していく可

れた病理受付番号ラベルを発行し、依頼書と提出検体容器

能性があるため、今後も検討を続けていく必要がある。

に貼付する。1 検体の作業が終了してから次の受付作業を
行う。【検体処理】受付者とは別の者が行う。LIS から受
付番号をカセットに印字する。印字内容は受付番号、枝番

連絡先:017-734-2171（内線 6120･6122）

72

一般演題 血液

臍帯血および骨髄由来造血幹細胞の造血系再構築に関する比較検証

◎川島 健太郎 1)、牧 優冶 2)、伊藤 京子 3)、伊藤 巧一 3)
弘前大学医学部保健学科検査技術専攻 1)、弘前大学医学部保健学科検査 技術科学専攻 2)、弘前大学医学部保健学研究科 生体検査
科学領域 3)
【背景・目的】臍帯血移植および骨髄移植は白血病などの

メチルセルロース培地で培養し、コロニー形成能を検証し

造血系疾患に対して有効な治療法であるが、臍帯血移植は

た。

骨髄移植に比べ造血回復に遅延傾向が見られる。この原因

【結果・考察】多重染色の結果、両 SP 細胞とも lineage 陰

として両移植ソースに含まれる造血幹細胞の質的差が考え

性、c-kit 陽性、Hoechst red/blue 染色陰性であったが、特徴

られる。本研究ではこの質的差を明らかにするため、造血

的な違いとして骨髄 SP 細胞では Sca-1 陽性であるのに対し、

幹細胞と定義されている Side population (SP)細胞を両移植ソ

臍帯血 SP 細胞では大部分が Sca-1 陰性であった。移植 4 週

ースから純化し、移植および培養実験を通して両 SP 細胞

後、骨髄 SP 細胞は末梢血細胞の半数以上を再構築したが、

の造血系再構築能を検証した。

同細胞数移植にもかかわらず臍帯血 SP 細胞では移植後

【方法】骨髄細胞は GFP-transgenic (Tg) C57BL/6 の大腿骨

16 週まで全くそれら再構築が認められなかった。同様に、

および骨盤から、臍帯血は野生型 C57BL/6（雌）と GFP-Tg

培養実験においても骨髄 SP 細胞に比べ臍帯血 SP 細胞では

C57BL/6（雄）の交配 18 日後の胎児から採取し、Ｔ細胞、

同数の播種にもかかわらずコロニー形成数が著しく低かっ

Ｂ細胞、単球、顆粒球に対する Lineage 抗体、Sca-1 抗体、

た。したがって、両 SP 細胞は同じ造血幹細胞でありなが

c-kit 抗体および Hoechst red/blue 色素で多重染色した。次に、

らかなり質的に異なっていることが示された。

染色パターンから GFP+SP 細胞をセルソーターで分離し、
致死量放射線照射した野生型 C57BL/6（雌 9 週齢）の尾静
脈から移植した。移植後 16 週まで、4 週毎に移植マウス末
梢血中の GFP+血球細胞の割合をフローサイトメトリーで
解析した。また、GFP+SP 細胞を造血系サイトカイン含有

連絡先：0172-33-5111（内線 5925）
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一般演題 血液

致死量放射線暴露個体の自己造血機能回復に対する混合アロ臍帯血移植の有効性

◎牧 優冶 1)、川島 健太郎 1)、伊藤 京子 2)、伊藤 巧一 2)
弘前大学医学部保健学科 検査技術専攻 1)、弘前大学大学院保健学研究科 生体検査学領域 2)

【背景・目的】現在、国内で稼働が凍結されている原子力

トカイン産生を RT-PCR 法で検出した。

発電所は再稼働または廃炉の二者択一が迫られているが、

【結果・考察】移植 16 週後、放射線曝露個体と組織適合性

何れにせよその作業過程で生じうる不慮の放射線被ばく事

抗原が同系の単独移植①の生存率が 100%であるのに対し、

故に対する医療体制の備えは重要である。全身大量放射線

同系・異系混合移植(①+②, ①+③)での生存率はそれぞれ

被ばくで失われた造血機能回復には造血幹細胞移植が必要

47%, 50%となり、異系臍帯血を混合することで著しく低下

となる。本研究では、致死量放射線曝露個体に対する混合

した。しかしながら、異系・異系混合移植(②+③)では生存

臍帯血移植の有効性とその作用機序をマウスモデルで検証

率 90%と驚くべき高い救命効果が認められた。さらに、こ

した。

の②+③では生存個体のすべてが自己造血機能回復していた

【方法】X 線 7.25Gy の致死線量照射した C57BL/6 [H-2b]

ことから、放射線被ばく者に対する有効な移植法となり得

(♀9 週齢)に、①GFP-transgenic C57BL/6 [H-2b]、

ることが示唆された。また、培養実験の結果、②と③の単

②BALB/c [H-2d]および③C3H [H-2k]の胎児から採取した臍

独培養細胞に比較して②+③の混合培養細胞ではより多くの

帯血を①+②, ①+③, ②+③の組合せで等量混合して移植し

造血系サイトカイン産生が認められたことから、この混合

た。また、並行して等量混合した臍帯血の培養実験を行っ

することで生じるサイトカイン産生増加が自己造血機能回

た。対照として、各臍帯血の単独での移植ならびに培養を

復を介して高い救命効果に寄与している可能性がある。

実施した。移植後 16 週までの生存率と共に、4 週毎に末梢
血での免疫細胞再構築（T 細胞, B 細胞, 単球, 顆粒球）と
そのドナー由来をフローサイトメトリーで解析した。培養
実験では、培養 5 日後の各組合せにおける細胞全体のサイ

連絡先：0172-33-5111（内線 5925）
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多項目自動血球分析装置 XN-9000 における hsA モードの基礎的検討

◎作田 泰宏 1)、齋藤 泰智 1)、佐藤 多嘉之 1)、小笠原 愛美 1)、中河 知里 1)、森川 知世 1)、加藤 有希美 1)、髙屋 絵美梨 1)
市立函館病院 1)

【はじめに】以前我々は，多項目自動血球分析装置 XN-

【結果・考察】①細胞数の相関係数は hsA モード r=0.96、

9000(sysmex 社)に搭載されている体腔液測定モード(以下

BF モード r=0.97 であった．②多核球および単核球分画の

BF モード)を用いて日当直時利用における有用性を報告し

相関係数：hsA モードは多核球 r=0.95 単核球 r=0.90、BF モ

た．XN-9000 には BF モードと比較して，1 回あたりの細胞

ードは多核球 r=0.94 単核球 r=0.91 であった．③リサーチ項

計数量を増加させることでさらに精度の高い値を得ること

目分画の相関係数：hsA モードは好中球 r=0.95

リンパ球

ができる High Sensitivity Analysis mode(以下 hsA モード)を搭

r=0.93

単球 r=0.89、BF モードは好中球 r=0.94

リンパ球

載することが可能となった．今回我々は XN-9000 を用いて

r=0.92

単球 r=0.85 であった．hsA モードは BF モード同様

hsA モードを検討する機会を得たので報告する．

に組織球やマクロファージ，異常細胞などが出現する一部

【対象】2018 年 2 月～2018 年 5 月までに検査部に提出され

の症例でスキャッタグラムの分画が不明瞭となり相関性が

た髄液 3 件，胸水 22 件，腹水 7 件を対象とした．

低くなった．マクロファージなどの大型細胞が出現してい

【方法】①hsA モードおよび BF モードと目視法を用いた細

る低値細胞数症例において hsA モードのみ HF-BF(High

胞数の相関：目視法は血球計算盤を用い測定した．②両モ

fluorescent-Body fluid)を検出できた症例がみられたことから，

ードの多核球および単核球分画とフローサイトメトリー(以

低値細胞数症例においては hsA モードがより高感度に大型

下 FCM)法との相関：FCM 装置は Navios(Beckman

細胞や異常細胞の有無を予測できる可能性が示唆された．

Coulter 社)を用いて測定した．③両モードのリサーチ項目分

【結語】hsA モードや BF モードを用いることで簡便かつ迅

画(好中球・リンパ球・単球)と FCM 法との相関．各症例は

速な結果報告が可能であるがスキャッタグラム所見や目視

集積法および塗抹法を用いてメイギムザ染色とパパニコロ

法による形態観察を併用することでより有用な所見を報告

ウ染色標本をそれぞれ作製して細胞所見を観察した．

することが可能になると考えられた．
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Quick-SOFA スコアの条件を満たした敗血症疑いに対する CPD の有用性

◎長土居 和輝 1)、茂古沼 裕以 1)、西尾 英樹 1)、小山田 重徳 1)、田中 浩樹 1)
小樽市立病院 1)

【はじめに】敗血症の最新の定義 SEPSIS-3 では、その定義

(4)血液培養と CBC ・ DIFF の測定依頼のあった 87 例に

を「感染に対する生体反応の調節不全で、生命を脅かす臓

qSOFA スコアを算出し 2 点以上であった 12 例を敗血症疑い

器障害が生じた状態」とされており ICU 以外の敗血症スク

群とした。また、健常者検体 94 例および qSOFA スコア 1 点

リーニングとして Quick-SOFA スコア(以下 qSOFA スコア)が

以下の 75 例の計 169 例を陰性群とし、有意差検定（Mann–

用いられている。最近、自動血球計数装置ユニセル

Whitney U test）を実施した。(5)(4)の結果より有意差を

DxH800(ベックマンコールター社)のリサーチ項目 Cell

認めた項目の ROC 解析を行い AUC が 0.92 以上の項目につい

Population Data(以下 CPD)は白血球細胞特性を反映できる

てカットオフ値、感度、特異度を求めた。【結果】(1)各項

項目として注目を集めている。今回、qSOFA スコア 2 点以

目の CV は 0.3～22.6％（2）各項目の CV は 0.7～10.5％

上の敗血症疑いに対して CPD の有用性を検討した。【対象】

(3)基準範囲は発表時に提示(4)

当検査室へ提出された EDTA-2K 加血（内訳：血液培養と

V-NE、SD-AL2-MO、SD-V-MO、MN-V-MO、SD-AL2-NE、MN-

CBC ・ DIFF の測定依頼があった 87 例および健常者 94 例の

LMALS-NE、MN-AL2-MO に有意差を認めた（p<0.001）(5)AUC

計 181 例）、メーカー指定のコントロール血球 3 濃度。

0.92 以上であった 3 項目の感度、特異度はそれぞれ MN-V-

【測定項目】好中球(NE)、単球(MO)の CPD（測定パラメー

NE：91.7%、91.7%、MN-AL2-NE：91.7%、82.8%、SD-V-NE：

タ V、C、MALS、LMALS、UMALS、LALS、AL2 の各々の平均

91.7%、88.8%であった。【まとめ】好中球と単球の CPD は、

(MN)と標準偏差(SD）)28 項目。【方法】(1)健常者検体を

敗血症疑いに対する感度と特異度が非常に良好であり、敗

用いて同時再現性（ｎ13）を検討した。(2)コントロール血

血症の検出の有用性が示唆された。

球を用いて 10 日間連続測定し日差再現性を検討した。(3)

小樽市立病院 0134-25-1211(内線 1417)

健常者検体 94 検体を用いて CPD の基準範囲を求めた。

MN-V-NE、MN-AL2-NE、SD-
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末梢血リンパ球表面抗原検査における検体の経時変化と保存条件の検討

◎千葉 拓也 1)、工藤 沙耶香 1)、染谷 俊裕 1)、平山 文那 1)、佐々木 淳子 1)、栁本 実 1)、鈴木 啓二朗 2)、諏訪部 章 2)
岩手医科大学附属病院 1)、岩手医科大学医学部臨床検査医学講座 2)

【はじめに】フローサイトメトリーによる末梢血リンパ球

CD4/8（1.08，1.23）は HIV 群のみ増加，CD19＋（0.48，

表面抗原検査に関するガイドライン（JCCLS）では，保存

0.13），CD3－CD56＋（0.36，0.31）は低下した．健常群と

条件は室温 24 時間以内を推奨しているものの，各施設で検

比較し HIV 群で CD19＋は著明に低下した．その他の各種

討の必要性が記載されている．今回，検体の保存条件の基

細胞比率では両群とも同様の傾向を認めた．冷蔵保存では

礎的検討を行ったので報告する．【対象と方法】対象は健

CD3＋CD4＋（1.08，1.03），CD3＋CD8＋（1.11，1.07）の

常人 7 例，HIV 感染症 5 例とした．測定機器は cytomics

変化は軽微であり，CD 4/8（0.97，0.97）にも変化はなかっ

FC500（ベックマン・コールター社），抗体試薬はサイト

た．一方，CD19＋（0.75，0.62），CD3－CD56＋（0.78，

スタット tetraCHROME シリーズ，溶血試薬は TQ-Prep/イム

0.99）の低下は室温保存と比べ軽度であった．両群におけ

ノプレップを使用した．解析は tetra CXP を使用し，CD3＋

る差異は認めなかった．【考察】48 時間で認めた CD3＋

CD4＋，CD3＋CD8＋，CD4/8，CD19＋，CD3－CD56＋を

CD4＋，CD3＋CD8＋の増加は，CD19＋，CD3－CD56＋の

対象とした．測定結果は細胞比率で表した．採血後の経時

減少に伴う見かけ上の増加と考えられた．冷蔵保存するこ

変化は 24 時間，48 時間と設定し，採血後 6 時間を基準と

とで CD19＋，CD3－CD56＋の減少が軽減され，CD4/8 の

した変化比で評価した．保存条件は室温（22-28℃），冷蔵

変動も軽減される可能性が示唆された．以上より採血後

（4℃）とした．【結果】経時変化における各種細胞比率の

24 時間以内の測定が望ましく，測定までに時間を要する場

平均変化比は，24 時間において両群とも保存条件による影

合は冷蔵保存を考慮すべきと思われた．

響は軽微だった．しかし，48 時間では以下の影響を認めた．
室温保存で CD3＋CD4＋（平均値健常群 1.28，平均値
HIV 群 1.43），CD3＋CD8＋（1.18，1.17）は増加し，

連絡先：019-651-5111（3651）
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血液細胞観察で生じる主観の原因を探る
認知科学的アプローチ
◎菅原 新吾 1)、鈴木 千恵 1)、佐々木 麻美 1)、大久保 礼由 1)、佐藤 亜耶 1)、石塚 静江 1)、菊地 桂 1)、藤巻 慎一 1)
東北大学病院 1)

＜目的＞人は外界の事物を認識する際に脳では視覚情報処理

回答された特徴数について検討した．また白血球(好中球，好

が行われる．血液細胞の鑑別・同定でも同様の処理が行われ，

酸球，好塩基球，単球，リンパ球)について核，細胞質，顆粒

その個人差がバラツキの原因と考えられる．これまで

などの特徴の典型的な度合いを 5 段階(非常に高い，高い，中

Farah のイメージ生成モデルを基に破砕赤血球の主観について

程度，低い，非常に低い)で回答させ，各細胞について比較し

検討してきた．今回，白血球の細胞判定で生じる主観の原因

た．＜結果>スケッチの特徴を修正した群では，修正後のスケ

を明らかにすべく，①記憶されている白血球の特徴は修正を

ッチに特徴の変化があり概ね正確に描けた．修正しなかった

加えることで変化するか，②視覚からの特徴抽出に個人差が

群では，特徴の変化に乏しく核の形状や色調のスケッチが不

あるか，③典型的な白血球の形態学的特徴をどう捉えている

十分であった．提示した細胞の特徴数においては個人差があ

か，以上についてイメージ生成モデルを基に調査した．

り，血液像また骨髄像の経験年数との相関はなかった

＜方法＞・記憶されている特徴の変化について

(R=0.342,R=0.016)．白血球形態の典型性については，顆粒球

東北大学医学部保健学科実習生 34 名を対象とした．参考書

系の細胞質色調などアトラス等で表現される特徴で度合いが

を見ずに白血球のスケッチを行った後，スケッチ画の細胞特

高かった．＜まとめ＞視覚情報処理の個人差が細胞観察で生

徴について修正した群 20 名と修正しなかった群 14 名に分け，

じる主観の原因と考えられ，記憶されている特徴の個人差，

再度，白血球のスケッチを行い両群について比較した．

視覚からの特徴抽出の個人差も細胞判定のバラツキの原因に

・視覚からの特徴抽出と白血球形態の典型性について

なり得る．修正の介入により記憶されている特徴が変化する

平成 29 年度北日本支部血液部門研修会の参加者にアンケー

ことから原因に応じた介入により細胞判定のバラツキが改善

トを実施し回答が得られた 69 名を対象とした．提示した細胞

できる．

画像について特徴を指摘できる限り自由回答する形式とし，

連絡先 022-717-7381
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平均血小板成分濃度(MPC)を用いた採血管内凝固チェックの検討

◎結城 智嗣 1)、佐藤 あや子 1)
医療法人 篠田好生会 篠田総合病院 1)

【はじめに】採血不良の中でも血小板凝集による採血管内

ットオフ値設定：患者検体各群を比較しカットオフ値を設

凝固は日常多く遭遇する原因である。全自動血液測定装置

定した。MPC 測定は ADVIA2120i（シーメンス社）を用いた。

ADVIA2120i では、Diff 測定時には血小板凝集を疑う形態フ

【結果】①MPC 比較：健常人群 25.1±1.0g/dL（Mean±SD）

ラグが出現するが、CBC のみの測定時には血小板凝集を直

および血小板凝集なし群 23.5±2.0g/dL に比較して血小板

接的には捉えられない。ADVIA2120i において解析される平

凝集あり群 19.1±1.7g/dL（p<0.01）であった。血小板凝

均血小板成分濃度（以下 MPC）は血小板内顆粒濃度を反映

集がなかった入院患者検体において、通常採血群

していると考えられ、顆粒放出を伴う血小板の活性化によ

23.9±1.6g/dL に比較して早朝採血群 22.0±1.7g/dL

り変化すると考えられる。そこで我々は MPC を用いた採血

（p<0.01）であった。②MPC 経時的変化：健常人 3 例中

管内凝固チェックが可能かどうかを検討した。【対象】健

1 例において 3 時間以内に 10％以上低下した。③カットオ

常人 240 例、患者（血小板凝集なし）944 例（うち入院患

フ値設定：仮にカットオフ値を 21.5g/dL と設定すると感度

者早朝採血 337 例、入院患者通常採血 96 例、外来採血

93.8％、特異度 84.0％で血小板凝集の有無の区別が可能で

511 例）、患者（血小板凝集あり）64 例（うち入院患者早

あった。【考察】MPC は血小板凝集により有意に低下し、

朝採血 44 例、入院患者通常採血 10 例、外来採血 10 例）。

採血管内凝固チェックに用いることが可能であると考えら

採血から測定までの時間は入院患者早朝採血検体が約 2～

れた。採血からの時間経過により MPC が低下する症例があ

3 時間、入院患者通常採血検体および外来採血検体が約

る可能性が示唆された。カットオフ値を設定することで日

30 分。【方法】①MPC 比較：各群において MPC を測定し比

常業務において有用性の高い運用が可能であると考える。

較した。②MPC 経時的変化：健常人 3 例の血液を用いて室

連絡先

温および 4℃保存における 10 時間の変化を観察した。③カ

023-623-1711（内線 332）
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全自動血液凝固測定装置 CS-5100 による血小板凝集能検査の基礎的検討

◎大槻 隼也 1)、桑名 幸治 1)、大森 志穂 1)、神田 尚之 1)、近藤 真知子 1)、平山 善雄 1)、野口 健一 1)
株式会社 江東微生物研究所 微研東北中央研究所 1)

【はじめに】専用測定装置を用いた血小板凝集能検査は広

5.1 であった。②採血後の経時変化：採血後の PRP を室温

く普及しているが検体の前処理が必要な他、試薬分注を用

に放置し 1 時間ごとに測定した結果、5 時間目まで ADP、

手で行うため簡便性を欠く検査となっている。今回我々は、

COLL ともに最大凝集率に変化はみられなかった。

全自動血液凝固測定装置 CS-5100 を用いた血小板凝集能検
査の基礎的検討を行う機会を得たので報告する。

③PRP 血小板数による影響：PRP と PPP を用いて希釈系列
を作成し、血小板数減少による影響を確認したところ、

【対象および方法】当研究所に血小板凝集能の依頼があっ

ADP、COLL の各濃度とも PRP の血小板数 15×104/μL 以

た患者検体（n=28）、および健常人（n=3）の血液より多

下にて最大凝集率の低下がみられた。④相関性：対照法と

血小板血漿（PRP）、乏血小板血漿（PPP）を調製し試料と

の相関は、ADP1.0μM にて相関係数 r=0.922、回帰式

した。対照法の測定機器として MCM ヘマトレーサー

y=1.03x-2.32、ADP5.0μM にて r=0.838、y=0.82x+15.86、

712（エル・エム・エス社）、血小板惹起物質となる試薬は

COLL1.0μg/mL にて r=0.950、y=1.07x-4.97、

MCM「ADP」および「コラーゲン」を使用した。検討法は
測定機器として CS-5100（シスメックス社）、試薬として

COLL5.0μg/mL にて r=0.730、y=0.95x+4.17 であった。
【考察】各検討項目において良好な結果が得られた。

レボヘム ADP および、コラーゲンを用い、それぞれ最大凝

CS-5100 では、専用機にはない試薬の自動分注機能がある

集率にて以下の 4 項目の評価を行った。

ため、簡便性の向上、検査過誤の防止に寄与するものと考

①同時再現性

えられる。また、今回の検討では薬効判定の評価はできな

る影響

②採血後の経時変化

③PRP 血小板数によ

④相関性

かったが、CS シリーズにおいても薬効判定の新規解析パラ

【結果】①同時再現性：ADP、コラーゲン（COLL）の各

メーター（PAL）が開発されており、今後評価を実施して

濃度における 5 回連続測定の変動係数（CV％）は 3.1～

いきたい。

（連絡先

0246-36-7779）
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全自動血液凝固測定装置 CS-5100 を用いた透過光血小板凝集能検査の検討

◎遠藤 武尊 1)、只野 光彦 1)、木村 栄美 1)、嶋田 有里 1)、渡辺 洋子 1)、菅野 喜久子 1)、山寺 幸雄 1)、志村 浩己 2)
福島県立医科大学附属病院 1)、福島県立医科大学医学部 臨床検査医学講座 2)

【はじめに】血小板凝集能検査は血小板機能異常に起因す

で 46.5%,73.4%と大幅な上昇を認める検体が存在した。最

る出血性疾患の診断、血栓症のリスク判定、抗血小板療法

終凝集率でも ADP2.0µM で 58.9%、EPI1.0µM で 46.2％の上

の薬効評価に活用されている。今回、当院で使用している

昇を認めた。二次凝集は CS-5100 で全ての検体に確認され、

ヘマトレーサー 212(エルエムエス)と、CS-5100(Sysmex)の

ヘマトレーサーは ADP5.0µM で 1 件、2.0µM で 2 件、EPI

2 機種の比較、また時間経過による測定結果への影響につ

5.0µM で 5 件、1.0µM で 3 件に確認された。(2)ADP では

いても検討した。【方法】(1)機種間差：検体は 5 名の健常

5.0,2.0µM ともに時間経過による凝集率の低下がみられた。

人血漿。CS-5100 と測定試薬レボヘム(Sysmex)、ヘマトレ

EPI2.0µg/mL では最大･最終凝集率ともに 6 時間後まで安定

ーサーと従来の測定試薬の 2 セットで測定を行い、最大･最

していた。0.5µg/mL では 3 時間を経過してから凝集率の著

終凝集率、二次凝集の有無(ADP,エピネフリン[以下 EPI])に

明な低下を認める検体が存在した。EPI でも時間経過によ

ついて評価を行った。(2)時間経過による影響：検体は 2 名

る凝集率低下がみられ、5.0µM で 5 時間後、1.0µM で 3 時

の健常人血漿。CS-5100 と測定試薬レボヘムを用いて、PRP,

間後に大幅な低下がみられた。【考察・結語】最大･最終凝

PPP を作製してから 0~6 時間後まで 1 時間毎に測定を行い、

集率では、CS-5100 は高値を示す傾向があった。二次凝集

最大･最終凝集率の変動について評価を行った。どちらも惹

では CS-5100 で確認される件数が多いことから、凝集波形

起物質及び終濃度は ADP:5.0,2.0µM、コラーゲン(以下 COL

パターンの評価に活用できると思われた。また(2)の結果よ

):2.0,0.5µg/mL、EPI:5.0,1.0µM に調整した。【結果】(1)最大

り、時間経過による凝集率への影響を認めることから、迅

凝集率では ADP,COL,EPI のいずれの濃度においても CS-

速な検査を行う重要性を改めて認識することができた。以

5100 はヘマトレーサーと比較して高値を示す傾向がみられ

上より、CS-5100 での血小板凝集能測定は有用であると考

た。特に ADP2.0µM で 47.9％、EPI5.0µM で 49.1％、1.0µM

えられる。

連絡先 024-547-1111(内線 3543)
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LPIA ジェネシス D ダイマー試薬の基礎的検討

◎染谷 俊裕 1)、千葉 拓也 1)、工藤 沙耶香 1)、平山 文那 1)、佐々木 淳子 1)、栁本 実 1)、鈴木 啓二朗 2)、諏訪部 章 2)
岩手医科大学附属病院 1)、岩手医科大学医学部臨床検査医学講座 2)

【目的】D ダイマーは線溶マーカーの一つであり，深部静

C は 41.4mg/dL，ヘモグロビンは 960mg/dL，乳びは

脈血栓症の除外診断及び血栓症の経過観察に有用である．

3,240（ホルマジン濁度）まで認められなかった．6）最小

今回改良された新規 D ダイマー測定試薬である LPIA ジェ

検出感度は 0.2 µg/mL であった．7）LG_DD と LA_DD の相

ネシス D ダイマー（LG_DD，LSI メディエンス社）の基礎

関は r = 0.62（回帰式 y = 1.31x + 1.21）であった．両者の結

的検討を行ったので報告する．

果が乖離した検体（n=2）を除いた相関はｒ= 0.99（回帰式

【方法】臨床検査システム STACIA（LSI メディエンス社）

y = 0.84x + 0.31）と良好であった（乖離の原因精査中）．

を用いて LG_DD における以下の項目を検討した．なお対

8）採血管内凝固を認めた検体は LA_DD 試薬において高値

照は「エルピアエース D-D ダイマー」（LA_DD，LSI メデ

を示したが，LG_DD 試薬は再採血検体（凝固塊が無いこと

ィエンス社）とした．1）日差再現性（10 日間），2）同時

を確認済）とほぼ同等の結果であった．

再現性（n=10），3）オンボート安定性（10 日間），4）希

【まとめ】LG_DD 試薬はいずれも検討項目で良好な基本性

釈直線性，5）共存物質の影響（干渉チェック A プラス），

能を示すことが確認された．とくに従来試薬と比較して希

6）最小検出感度，7）相関性（n=159），8）採血管内凝固

釈直線性が向上し，採血内凝固による偽高値の減少が示唆

の評価：採血管内に凝固塊を認めた検体と再採血検体の比

された．これらは再検率および再採血の軽減につながり，

較（n=5）．

業務の効率化に十分に寄与できると考えられた．

【結果】1）日差再現性の CV 値は 1.29－3.62%，2）同時再
現性の CV 値は 0.44－4.87%，3）オンボート安定性 CV 値
は 1.4－2.6%であった．4）希釈直線性は 63.0µg/mL まで直
線性を認めた．5）共存物質の影響は，ビリルビン F ・

連絡先-019-651-5111(3651)
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当院における D‐ダイマーの傾向とその評価

◎照井 健一郎 1)、小笠原 脩 1)、中田 良子 1)、櫛引 美穂子 1)
国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 1)

【はじめに】
D-ダイマーは、出血に対する防衛として血管損傷からの

傾向を評価・解析を行ったので報告する。
【結果と考察】

止血作用として形成されるフィブリン血栓がプラスミンに

診療科ごとに D-ダイマーの値を解析すると、カットオフ

よって溶解することによって分解産物として生成される。

値付近のもの、DIC を発症していることが示唆されるもの、

出血を伴わない D-ダイマーの血中濃度の上昇は、血栓塞栓

あるいは VTE や侵襲的な処置における D-ダイマーの上昇

症や、凝固亢進状態の特徴であるフィブリン血栓の形成が

がうかがえるもの、と 3 つの傾向が見られた。統計学的に

示唆される。上昇する疾患のうち、深部静脈血栓症と肺塞

は、単峰性と二峰性のヒストグラムが見られた。単峰性で

栓症の二つを合わせた静脈血栓塞栓症(VTE)において患者

は 2 パターンが見られ、カットオフ値付近にピークがあり、

の評価について臨床的有用性がある。VTE は外科や整形外

スクリーニング検査的要素がうかがえるものと、異常値に

科の手術後などの出血を伴う治療後に発症しやすいとされ

ピークを持つパターンが見られた。また、各診療科を比較

ているが、加えてがん患者において VTE の発症率が非がん

から、それぞれの特徴と治療の背景がうかがえた。さらに

患者と比較し優位に高いことが知られている。当院では救

解析を進めていく予定である。

命救急や外科をはじめ、様々な科の患者様の D－ダイマー
値の測定を行っている。何を目的として測定しているのか、
どの程度カットオフ値から上昇していることを想定してい
るか、など背景や状況は違うものと考えられる。そこで、
平成 29 年の 1 年間に血中 D-ダイマー測定を行った、のべ
約 13000 件のデータを用いて、診療科における特徴やその

連絡先‐0172-33-5111(内線 7209)
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診断に苦慮した形質細胞白血病の 1 症例

◎後藤 裕太 1)、中村 浩三 1)、小松 良一 1)
JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 1)

【はじめに】形質細胞白血病(plasma cell leukemia:以下

り、κ 鎖が 445mg/L、λ 鎖が 15.3mg/L であった。

PCL)は、形質細胞腫瘍の 1 病型であり、多発性骨髄腫

【治療経過】入院 7 日後の末梢血液像で other cell 20%と

(multiple myeloma:MM)に比べて進行が速く予後不良であり、

なり、FCM、臨床症状等から原発性 PCL の診断となった。入

非常に稀な疾患である。今回我々は、初診時に

院時より補液、疼痛薬を使用し、高 Ca 改善。PCL に対して

International myeloma workinggroup:IMWG の診断基準を

BD 療法開始となり、現在も治療経過途中である。

満たさず、また形態学的にも診断に苦慮した PCL の 1 症例

【考察】PCL に対する IMWG の診断基準は、末梢血中の形質

を経験したので報告する。【症例】83 歳男性。他院にて高

細胞＞2,000μL かつ形質細胞比率≧20%以上であり、末梢

Ca 血症、血小板減少、白血球分画の異常を指摘。全身状態

血液像は重要な要素を担う。また、PCL では異常細胞が一

悪化を認め当院緊急受診、即日入院となった。【検査所見】

見リンパ球様に見え、形態学的に形質細胞を疑うことが困

〈末梢血液検査〉

難である場合が多い。本症例のように高 Ca 血症など、

WBC4.700/μL、RBC2.47×10⁶/μL、

Hgb8.1g/dL、PLT4 万/μL。血液像では、異常リンパ球様細

MM に特異的な所見がある場合や、末梢血液像にリンパ球様

胞が 18%見られた。〈生化学検査〉TP 5.9g/dL、ALB

細胞が見られ、かつ異常細胞の割合が高い場合は、PCL の

3.6g/dL、Ca 11.6mg/dL、IgG 544mg/dL、IgA 43mg/dL、IgM

可能性も考慮すべきである。早い段階で末梢血 FCM のオー

14mg/dL。sIL-2R 1676U/mL。〈CT 検査〉溶骨性変化を認め

ダーを提案する等、形態検査を行う血液担当技師による臨

る。〈骨髄検査〉異常細胞が 58％を占めており、細胞は中

床へのアプローチが非常に重要である。

～大で N/C 比 60％程度、核形不整、クロマチンは繊細,凝

【結語】IMWG の診断基準上、PCL は末梢血液像との関わり

集状と多様で細胞質は好塩基性であった。〈FCM〉CD38＋、

が深く診断の一助を担う為、初期形態検査の責務は大きい

CD56＋。〈免疫グロブリン遊離 L 鎖 κ/λ 比〉29.08 であ

といえる。

連絡先

0155-24-4161

内線(2337)
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院内遺伝子検査が確定診断に有用であった Hairy cell Leukemia の一例

◎加賀 淑子 1)、佐藤 正康 1)、竹内 美華 1)、泉澤 淳子 1)
地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター 1)

【はじめに】Hairy cell Leukemia(HCL)は、多数の突起を

検査では白血病キメラ遺伝子は検出されず、リアルタイム

もつ中型の成熟 B リンパ球が単クローン性に骨髄、脾臓の

PCR 法にて B-RAFV600E 変異が認められた。

赤脾髄で増殖する疾患である。HCL は欧米ではリンパ性白

見>Hairy cell の浸潤に加え、線維化が開始した骨髄であ

血病の 2％程度、わが国ではさらに稀とされている。今回

る。【経過】クラドリビン＋リツキサン投与し、症状軽快。

HCL の一例を経験したため、報告する。【症例】30 代女性。

外来フォロー中である。【考察】末梢血液像で特徴あるリ

2015 年〇月検診にて貧血指摘。2017 年×月検診にて白血球

ンパ球系異型細胞が観察され、自然乾燥標本で僅かだが有

増多、貧血の指摘受けるも病院受診せず。2018 年△月より

毛細胞が観察された。これにより、HCL が疑われたが、

体調不良、ふらつき、易疲労感を自覚。近医受診し白血球

TRAP 陰性であり HCL の確定診断に至らなかった。末梢血検

増多あり、急性白血病疑いとして当院血液内科受診。【検

体、骨髄血検体にて B-RAFV600E 変異が認められ、HCL の診

査所見】WBC 23.7×10⁹/L、RBC

1.64×1012/L、Hb

断となった。fried

<骨髄生検所

egg 様細胞が観察された事、骨髄検査

3.8g/dL、Ht 14.9％、PLT 46×10⁹/L、Ret 33‰、末梢血液

時に drytap であった事、腫瘍細胞が CD25 陽性であり B-

像にて細胞質辺縁が不整で胞体が豊かな細胞が 58％観察さ

RAFV600E 変異が認められ事、クラドリビンが奏功した事か

れた。TP 7.4g/dL、LDH 178U/L、ｓIL-2R 36325U/mL<骨髄

ら、HCL-v や HCL-jv の可能性は否定的と考えられる。

検査所見>NCC8.6×10⁴/µL、Mega16/µL。末梢血液像と同様

【結語】臨床と密に連携し、特徴的なリンパ球形態から B-

の細胞質辺縁が不整で胞体が豊かな細胞が 48.2％観察され

RAFV600E 変異検出を実施できたことにより、迅速な診断へ

た。この細胞は FCM では CD19、20、11c、25、103、HLA-

寄与することができた。

DR が陽性、CD3、10、13、33、14 は陰性であった。骨髄染

連絡先

色体分析(G-band 法 解析 20 細胞)46,XX[20]、骨髄遺伝子

022-384-3151
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骨髄検査から見出された肥満細胞性白血病の 1 症例

◎寺嶋 駿 1)、吉岡 拓朗 1)、藤井 里穂乃 1)、山田 麻美 1)、檜山 美佐江 1)、三上 英子 1)
青森県立中央病院 1)

【はじめに】全身性肥満細胞症(systemic mastocytosis:SM)は

体内に有する macrophage 系細胞が 9.5%見られた。clot

骨髄もしくは骨髄を含む複数の臓器に腫瘍性の肥満細胞が

section を用いて特染、免染を施行したところ、トルイジン

浸潤、増殖している病態である。SM は WHO 分類第 4 版で

ブルー染色でメタクロマジーを呈し、CD117(c-kit)陽性であ

さらに 6 つの病型に分類されている。今回、骨髄像で

り、肥満細胞と考えられた。また、CD1a や S-100 は陰性で

SM の一病型である肥満細胞性白血病(mast cell leukemia：

CD3、CD5、CD10、CD20、CD34 および EBER も陰性であ

MCL)の 1 症例を経験したので報告する。

った。以上から MCL が考えられた。CT ガイド下で肝臓と

【症例】43 歳、男性。前医にて悪性組織球症と診断され治

脾臓の生検を行い、同様にトルイジンブルー染色でメタク

療を行うも改善が見られず。骨髄移植も含め今後の加療目

ロマジーを呈し、CD117 陽性の肥満細胞がびまん性に浸潤

的で当院に紹介となった。

していた。

【既往歴】2015 年腰椎圧迫骨折、アレルギー（2015 年頃か

【臨床経過】病勢の進行は早く DIC 併発、敗血症性ショッ

ら多様な食事・薬剤に出現）

クにより入院第 64 病日に永眠。

【現病歴】脊柱管内・硬膜外・骨外腫瘍、多発骨病変、

【結語】骨髄検査と病理検査で MCL と診断された症例を

ACTH 単独欠損症

経験した。SM には MCL のように予後不良な病型もあるの

【検査所見】WBC 5200 /μL、Hb 7.7 g/dL、Ht 23.4 %、Plt

で遺伝子検査や表面抗原で腫瘍性の判断が重要である。

18.1 万/μL と貧血を認め、血清トリプターゼ値は
646ng/mL と高値であった。
骨髄塗抹標本では、粗大な黒色～紫色の顆粒が充満し、核
構造の不鮮明な細胞が 73.5%、紫色のやや大型の顆粒を胞

連絡先：青森県立中央病院 臨床検査部
017-726-8270
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Major BCR-ABL 陽性急性白血病 3 症例について

◎鈴木 沙織 1)、渡部 文彦 1)、芳賀 徹 1)、渡部 和也 1)、阿部 浩子 1)
公立大学法人 福島県立医科大学会津医療センター 1)

【はじめに】今回, 明らかな慢性期を経ずに初診時Major

Hb:6.0g/dL,PLT:50.0×103/μL,LDH:810IU/L,芽球:60.0%,骨髄で

BCR-ABL陽性を呈した急性白血病3症例を経験したので報

は芽球:88.4%,光顕POD:1.5%,FCMはCD10,CD13±CD19,

告する.

CD22,CD34,TdT陽性,MPO陰性(4.9%),FAB分類:L2,WHO分類

【症例1】60歳代男性 大腸癌化学療法時の採血にて白血球

B-ALLと診断された.

増多と芽球出現のため当院紹介となる.WBC:54.7×103/μL,

【遺伝子検査】3症例全てMajor BCR-ABLを検出した.

Hb:14.6g/dL,PLT:138.0×103/μL,LDH:635IU/L,芽球:83.5%,骨髄

【考察】Ph陽性急性白血病の中でminor BCR-ABL型は比較

では芽球:88.6%,光顕POD:9%,FCMはCD10,CD19,CD22,

的均一な形態を示すと言われている.一方,CMLの急性転化

CD34,CD13,TdT陽性,MPO陰性(7.8%),CD13/CD19陽性を呈し

(CML-BP)は多様な形態的特徴や免疫表現型を有すると考え

FAB分類:M1,WHO分類MPAL(biphenotype)と診断された.

られておりWHO分類のMPALから除外されている.今回の

【症例2】50歳代男性 倦怠感と食欲不振を自覚し前医受診.

3症例は免疫表現型や白血病型が多様性を伺わせWHO分類

白血球増多,芽球出現,貧血,血小板減少,LDH異常高値を指摘

を施行するにあたりde novoとCML-BPとの鑑別に苦慮した.

され当院紹介となる.WBC:20.4×103/μL,Hb:10.7g/dL,

当日は鑑別方法についても考察を加え報告する.

PLT:94.0×103/μL,LDH:4807IU/L,芽球:12.5%,骨髄では芽

【まとめ】初診時にMajor BCR-ABL陽性急性白血病と考え

球:72.2%,光顕POD:21%,FCMはCD10,CD19,CD22,CD34,

られた3症例を経験した.白血病細胞の形態や免疫表現型,病

CD13,TdT陽性,MPO陽性(73.7%),CD13/CD19陰性を呈し

型が多様な場合にはCML-BPを含めたPh陽性急性白血病を

FAB分類:M1,WHO分類MPAL(bilinial)と診断された.

念頭に検索しなければならないと考える.

【症例3】70歳代男性

体重減少と発熱を認め前医受診.白

血球増多を指摘され当院紹介となる.WBC:281.3×103/μL,

連絡先 0242-75-2100 (内線 1116)
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一般演題 血液

当院で経験した AML-cuplike の 3 症例

◎坂内 沙耶佳 1)、座間 槙 1)、中村 拓磨 1)、五十嵐 典子 1)、服部 祐太 1)、見付 祐子 2)、中村 美雪 1)、白石 満 1)
一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 1)、一般財団法人 太田綜合病院附属太田熱海病院 2)

【はじめに】AML-cuplike とはカップ様の核陥凹が核直径
の 25％以上を占める核異常を持つ芽球（cuplike 芽球）が全

CD25+,CD56+.〈骨髄検査〉dry tap
【症例 3】57 歳男性。近医に脳梗塞で運ばれた際、急性白

芽球中の 10％以上に認められた AML をいう。今回、3 症

血病が疑われ治療のため当院紹介になった。〈血液検査〉

例の AML-cuplike を経験したので報告する。

WBC 16.0×103/μL (Blast65.0%,Promyelo11.5%),RBC

【症例 1】60 歳男性。主訴は発熱で近医受診。白血球増多

2.71×106/μL,Hb8.7g/dL,Plt16×103/μL. LD 409U/L,CRP

を認め当院紹介になった。〈血液検査〉WBC 71.0×103/μL

0.79mg/dL, FDP 81.1 μg/mL, D-dimer 34.2 μg/mL. 〈表面マ
ーカー〉HLA-DR-,CD34-,CD13+,CD33+,CD11b+,CD25+,

(Blast92.5%), RBC

2.34×106/μL,Hb

7.5g/dL,Plt

55×103/μL,

LD390U/L,CRP 24.16mg/dL. FDP 161.9 μg/mL, D-dimer 76.8
μg/mL.〈骨髄検査〉NCC 14.8×104/μL(Blast95.4%,一部に
微細顆粒を有する Blast や Cuplike 芽球を認める,PO 染色強

CD36+,CD117+.〈骨髄検査〉NCC23.7×104/μL(Blast60.4%,
Promyelo30.0%,PO 染色強陽性),Megk 計算盤上に認めず.
【考察・まとめ】症例 2 では再発時の形態から AML-

陽性),Megk 計算盤上に認めず. 〈表面マーカー〉HLA-DR-,

cuplike を疑い、初発の形態を見返すと cuplike 芽球が認め

CD34-,CD13+,CD33+,CD117+.

られた。また、症例 3 は急性前骨髄性白血病（APL）様細

【症例 2】78 歳女性。AML(M1)治療寛解後、外来での定期

胞を認めたこと、凝固異常、細胞表面マーカーの結果から

受診の際、再発が疑われ入院となった。〈血液検査〉

当初は APL が疑われたが、遺伝子検査の結果から否定され

WBC
RBC

201.1×103/μL

(Blast 95.5% ,PO 染色強陽性),

3.82×106/μL,Hb

12.2g/dL,Plt

13×103/μL,

た。AML-cuplike は APL の variant との鑑別が苦慮される場
合がある。早期診断のために形態観察に注意するとともに、

LD 1212U/L,CRP 14.44mg/dL,FDP 217.1 μg/mL, D-dimer 82.3

様々な検査結果を組み合わせ、速やかに臨床に報告する必

μg/mL. 〈表面マーカー〉HLA-DR-,CD34-,CD13+,CD11b+,

要があると考えられた。 連絡先 024-925-1188

内線 30303
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若年性骨髄単球性白血病（JMML）の一症例

◎工藤 沙耶香 1)、千葉 拓也 1)、染谷 俊裕 1)、平山 文那 1)、佐々木 淳子 1)、栁本 実 1)、鈴木 啓二朗 2)、諏訪部 章 2)
岩手医科大学附属病院 1)、岩手医科大学医学部臨床検査医学講座 2)

【はじめに】若年性骨髄単球性白血病（juvenile

め，末梢血と同様にくびれを有する単球が散見された．＜

myelomonocytic

遺伝子＞BCR/ABL（－），PTPN11 exon 3 変異（＋）あり．

leukemia：JMML）は，骨髄異形成症候群

/骨髄増殖性腫瘍の一病型であり，顆粒球系および単球系細

＜染色体＞48，XY，+8，+11．＜その他＞自発コロニー形

胞の増殖を特徴とする極めて稀な小児クローン性血液疾患

成（＋），GM-CSF 高感受性（＋）．【経過】患者背景と

である．皮膚所見を主訴に JMML と診断された症例を経験

入院時検査所見の芽球比率，HbF，末梢血スメア所見から

したので報告する．【症例】1 歳 6 ヶ月，男児．健診歴で

CML，JMML が疑われた．BCR-ABL（－），PTPN11 exon

の異常指摘なし．下腿に紅斑と硬結が繰り返し出現し，近

3 変異（＋）より CML は否定され，JMML の診断となった．

医受診．血液検査で著明な白血球増加，肝腫大，脾腫大を

さらに JMML の特徴的な病態とされる骨髄単核細胞の GM-

認め，造血器悪性腫瘍の疑いで当院小児科へ紹介となる．

CSF 高感受性も認めた．入院後に化学療法施行し，

【入院時検査所見】＜末梢血＞WBC

42.91×109

/L（Blast

WBC は 1 万程度まで減少，肝腫大，脾腫大は軽快した．今

3.0 %，Pro 1.0 %，Myelo 8.0 %，Meta 5.0 %，Neut 47.0 %，

後は造血幹細胞移植を目標に全身コントロールのため治療

Ly 27.0 %，Mo 7.0 %，Eo 1.0 %，Ba 1.0 %，），RBC

継続中である．【まとめ】白血球増加，貧血，血小板減少

4.74×10³ /µL，Hb 9.7 g/dL，MCV 71.3 fL，PLT 67×10³
/µL，AST 23 U/L，ALT 11 U/L，ALP 400 U/L，LD 436

に併せて末梢血スメアで認め桿状核球のようなくびれを持

U/L，CRP 0.16 mg/dL，NAP-S 121，HbF 19 %．末梢血スメ

ける形態所見の役割を再認識した症例であった．

アで単球が分葉傾向を示し，一部に核小体を認めた．＜骨
髄像＞細胞密度は過形成，M/E 2.9，巨核球は低形成．芽球
の増加無し（Blast 1.4 %），顆粒球系に若干の異形成を認

つ単球の存在が本例に特徴的であった．末梢血スメアにお
連絡先-019-651-5111（3651）
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検査科から発信する化学療法患者の HBV 再活性化対策

◎前山 宏太 1)
十和田市立中央病院 臨床検査科 1)

【はじめに】近年、化学療法患者における B 型肝炎ウィ
ルス（以下、HBV）の再活性化による de novo B 型肝炎
の発症が医原性リスクとして注目され、その対策は急務
である。当院では 2017 年 4 月より、検査科から発信す
る HBV 再活性化対策検査システムの運用を開始した。今
回、システム開始 1 年後の効果の検証と今後の課題につ
いて報告する。
【方法】①化学療法開始前に医師は「HBV 再活性化対策
検査（HBs 抗原、HBs 抗体、HBc 抗体）」をオーダーする。
②検査技師は検査結果に応じて、電子カルテに消化器内
科への紹介などを推奨するアラートを書き込む。③医師
は検査結果とアラートを確認し、適切な対応をとる。
【システム構築のために整備したこと】
・検査オーダーセットの作成
・化学療法同意説明文書への HBV 関連検査の追記
・電子カルテの感染症情報への HBV 関連項目の追加
・化学療法委員会をはじめとする各委員会での審議や
関連部署との調整、周知

【結果】システム開始前（2016 年 10 月～12 月）の化学
療法患者（128 例）における HBV 再活性化対策検査の実
施率は HBs 抗原では 98.4%だったが、HBs 抗体・ HBc 抗
体は 14.5%に留まり、またその多くは輸血前感染症検査
などの HBV 再活性化対策を目的としたものではなかった。
システム開始後（2017 年 4 月～2018 年 3 月）の新規化
学療法患者（133 例）における HBs 抗体・ HBc 抗体の実
施率は 74.8%とシステム開始前の約 5 倍に上昇した。
HBV 再活性化リスクのある患者のうち、HBV-DNA 実施率
は 74.3%（27 例/35 例）で HBs 抗原陽性例（1 例）は消
化器内科で投薬が開始されていた。
【結語】HBV 再活性化対策検査のシステムを構築し、ス
クリーニング検査の実施率を大幅に上昇させることがで
きた。しかしながら、本システムは各メディカルスタッ
フの確認に頼る部分が多く、見落としやすい欠点もある。
今後は電子カルテでの自動アラートシステムの構築を考
えていきたい。
連絡先：0176-23-5121（内線：2262）

90

一般演題 免疫血清

当院における CMV 抗原血症検査の状況

◎横田 亘弘 1)、木田 秀幸 1)、佐藤 繁樹 1)、飯田 健一 2)
社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 1)、PCL 札幌 2)

【はじめに】ヒトサイトメガロウイルス(以下 CMV)は、通

った。検査回数は平均で、移植患者 13.6 回、非移植患者

常小児期に不顕性感染の形で感染し、生涯その宿主に潜伏

2.2 回であった。陽性患者数は 117 名で陽性回数は１～４回

感染する。そして免疫抑制状態で再活性化し、種々の病態

が 86 名、５～９回が 22 名、10 回以上が 9 名であった。ま

を引き起こす。当院は、年間、腎移植が約１０例、造血幹

た、同期に移植した患者の CMV-IgG 抗体の陽性率は造血

細胞移植が約７０例行われており、CMV 感染のモニタリン

幹細胞移植では 81.4％、腎移植では 86.5％であった。

グが重要な検査の一つとなっている。当院ではモニタリン

【考察】CMV 抗原血症検査が陽性と判定した患者と陰性と

グに CMV 抗原血症検査を行っており、その結果を解析・

判定した患者の年齢構成に差は見られなかった。年齢によ

検討したので報告する。

る免疫力より治療状態による免疫力が影響するものと考え

【対象と方法】対象は当院で電子カルテを導入した

られた。移植患者における CMV 抗原血症検査回数は

2015 年 6 月から 2018 年 3 月に検査を実施した 3396 件を抽

13.6 回であり、陽性となった検査回数は 1～４回が 117 名

出し解析した。

CMV 抗原血症検査は富士レビオ“CMV 抗

中 86 名であった。これらのことから移植患者においては頻

原テスト「FR」”を用いた。

回に CMV 感染の状態をモニタリングすることにより、早

【結果】検査患者数は 333 名、男性は 202 名、女性は

期に再活性化を発見し治療することができ速やかに鎮静化

131 名だった。診療科は外科系が 82 名、内科系が 221 名、

していると考えられた。

小児科が 29 名であった。移植患者は外科系 76 名、内科系

【まとめ】移植患者において頻回に CMV 抗原血症検査を

が 131 名、小児科が 26 名であった。検査患者の年齢は 0 歳

行うことは、免疫抑制状態での CMV 感染症の重症化を予

から 99 歳で平均は 53.0 歳であった。陽性と判定した患者

防することに有用であると考えられた。

の年齢は 50.9 歳、陰性と判定した患者の年齢は 54.1 歳であ

社会医療法人北楡会

札幌北楡病院

011-865-0111
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汚染状況の『見える化』によって行動は変えられるか
～生理検査における感染教育～
◎木原 千明 1)、中村 智代 1)、中村 尚子 1)、小倉 歌織 1)、秋山 怜美 1)、野坂 享平 1)、堀内 弘子 1)
八戸市立市民病院 1)

【はじめに】

【結果】

当院では超音波検査後の感染防止対策として、0.2％クロ

菌量

検出された

中央値

平均値

菌の種類

ルヘキシジングルコン酸塩含有綿（以下ヘキシジン）でプ

検

外来患者

67(5-1638)

416

10

ローブを清拭することとしているが周知徹底されない状況

討

入院患者

19(2-6400)

853

6

であった。この状況改善を目的に、検査後のプローブの汚

1

術後患者

22(2-553)

107

4

染状況およびヘキシジン清拭効果等の調査を行い若干の知

2

ティッシュのみ

0(0-2)

0.3

3

ヘキシジン併用

0(0-2)

0.2

1

見を得たので報告する。
【検討および方法】

検討 3：調査前 12％から、本調査終了後 99％に上昇した。

1.プローブの汚染状況調査…対象を外来・入院・開胸術後

【考察】

患者各 15 名とした。心エコー後のプローブに付着したゼリ

ゼリーをティッシュペーパーで除去するだけでも菌量を

ーを滅菌綿棒で拭い生食に融解、遠心後沈渣を培養。発育

かなり少なくできることが明らかになった。開胸術後患者

コロニー数と菌の種類を調べた。2.ヘキシジン効果調査

は毎日創部の処置を行うためか、菌量は予想より少量であ

…外来・入院・術後問わず心エコーを実施した患者 30 名に

った。しかし別の入院患者から MRSA が検出されたことも

ついて、ゼリーをティッシュペーパーのみで拭き取った場

あり、交差感染による術後感染症を起こさないためにもプ

合(15 名)と、ヘキシジンも併用し清拭した場合(15 名)で発

ローブをヘキシジンで拭く必要性はあると思われた。今回

育コロニー数と菌の種類を調べた。3.ヘキシジン使用遵守

データを示しながら清拭の重要性を教育したことで、技師

率調査…ヘキシジンは超音波検査 1 件につき 1 枚とし、総

の行動変容につながったと考えられた。

使用枚数を総件数で除し 1 日毎に算出した。

連絡先－0178(72)5111 (内線 2410)
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当院における学生教育の取り組み
-プレ・ポストテストの評価◎佐々木 克幸 1)、樫尾 一志 1)、佐藤 郁美 1)、後藤 好恵 1)、太田 正孝 1)、畠山 百合子 1)、武田 卓也 1)、藤巻 慎一 1)
東北大学病院 1)

【背景と目的】

【結果】

大学病院検査部の活動として、臨床、研究に加え、教育も

プレテスト平均 34 点、ポストテスト平均 60 点と実習後の

大切な役割の一つである。当院検査部生化学・免疫検査室で

正答率が有意に増加した（N=33、p<0.001）。技師別に実習効

は、昨年度より学生臨地実習方法を見直し、事前準備を念入

果を評価したところ、全ての技師で実習後の正答率が有意に

りに行い、計画に沿った内容を技師全員で取り組む体制を試

増加した（p<0.05）。テスト内容の評価では、講義内容また

みている。よりよい実習体制を構築するため、昨年度の実習

は設問の修正が望まれる設問が数問あった。アンケート結果

評価を行い、本年度へフィードバックすることを目的とした。

から、チーム医療に関する講義と検査値の読み方に関して興
味が持てたという感想が多かった。

【対象と方法】

【考察】

対象：東北大学医学部保健学科 3 年生（33 名）
実習期間：（火）〜（金）

2 週間（8 日間）

事前準備をしたことで、不安なく指導に臨むことができ、
技師全員が教育に携わるきっかけを作ることが出来た。また、

⒈プレテスト・ポストテストの点数、正解者数から実習内容

試験導入により実習効果を視覚的に評価できたので、今後の

を評価した。テストは実習初日と最終日に実施（同じ試験内

実習計画が立てやすくなった。改善点として、今回は座学中

容）、試験内容は講義や R−CPC など実習に沿ったものとし、

心の実習だったため、もっと現場体験をさせた方がよかった

１問 2 点、全 50 問の 100 点満点とした。

との意見もあり、次年度の課題とすることとした。今後もよ

2.実習最終日に実施するアンケートより、実習内容を評価した。

り良い学生教育を目指し、客観的な評価を行いながら教育シ
ステム構築を目指したい。
連絡先：022-717-7380（内線）
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ＩＳＯ １５１８９認定取得への取り組み
取り組みの効果検証
◎小松 良一 1)、佐藤 将義 1)、越崎 祐輔 1)、中村 浩三 1)
JA 北海道厚生連帯広厚生病院医療技術部臨床検査技術科 1)

【はじめに】ISO15189（以下 15189）認定取得に対し、全

【考察】年間計画を明確する事により、PDCA サイクルが

国で取り組みが急速に進んでいる。当院においても検査の

可能となり、精度管理をはじめ大幅な業務見直しの契機と

品質保証の観点から約 2 年前より認定取得に向け、取り組

なった。また、医療安全上問題の解決において、なぜなぜ

みを継続している。現在審査中であるが、その取り組み効

分析が可能となり着眼点に変化が現れた事は大きい。当院

果について検証し、報告する。

では新築移転前に取得目標を立て、新築構想に 15189 の要

【取り組み】2016 年 5 月取り組み開始以降、設備の準備、

件を盛り込む事ができたことが非常に有益であった。今後

品質マニュアル・ SOP（338 種）・記録（321 種）作成、内

の機器選択・検査システム導入においても 15189 の要素を

部監査講習会開催、QMS 運用開始、内部監査実施、マネジ

盛り込み、未来像の構築が描ける様になった事は重要と考

メントレビュー実施、申請書提出、2018 年 1 月予備訪問審

える。

査受審、予備訪問是正を経て 2018 年 4 月本審査受審、本審

【まとめ】検査の質の担保は今後ますます要求が高まり

査是正回答書受理の段階まで現時点で進捗している。

15189 認定取得は重要な課題になると思われる。そんな中

【取り組み効果】15189 5 章部分の構築は業務内容の共有化

認定取得・維持により業務負荷がかかるという negative 発

と基本学習に寄与し、また 4 章部分の構築により管理業務

想があると思うが、考え方は逆で、やるべき事は実施し

の詳細分担と主任レベルを中心とした能力開発となった。

15189 で業務改善、システム改善、機器導入の工夫に繋げ

内部監査の実施においては他部門との比較是正ができる様

将来の検査室構築の柱とすべきと考える。

になり、マネジメントレビューにより、年間を通した業務
改善活動の動機付けとなり質の向上及び人材育成に寄与し
ていると考える。

連絡先

0155-24-4161（内線 6139）
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当院血液検査室における ISO15189 取得に向けた品質マネジメントシステムの構築

◎中村 浩三 1)、後藤 裕太 1)、小松 良一 1)
JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 1)

【背景】当検査室では 2017 年より ISO15189 取得を目指し、

末梢血・骨髄液標本の目合わせを行い、一致率を確認した。

品質マネジメントシステムの構築に取り組んできた。中で

【結果】(1)指導者によって曖昧であった基準が、教育・評

も血液検査は標準化されていない検査や形態学的検査など

価内容の分類とレベルの細分化により明確になった。また

が含まれ、精度保証が難しい分野である。今回、血液検査

疾患別に分類・教育する事で、当該疾患に関連する FCM

室において特に技術的要求事項を満たす環境整備の取り組

や遺伝子・染色体検査などの専門性が充実した教育内容が

みが精度保証に有用であったため報告する。

構築できた。(2)Lot の混在が防止され、校正・検証が必要

【方法】各要求事項に対して以下の環境を構築した。(1)要

な試薬に対して迅速な対応が可能となった。(3)要員活動の

員：検体検査については業務内容や機器別に、形態検査に

5W1H の後追いが容易となり、検査結果の担保や責任の所

ついては細胞の種類や疾患別に教育・評価内容を分類し、

在の明確化に繋がった。(4)精度管理状況の色別化により、

5 段階のレベルに細分化した「教育訓練・力量評価表」を

外れた場合の原因究明・是正処置の判断や、シフト・トレ

作成した。(2)試薬：試薬棚を色別テープで分け、現 Lot と

ンドの検出が容易になり、作業効率の向上と要員の理解に

未検証 Lot を完全に区別した保管方法を徹底した。 (3)検査

繋がった。形態検査に関して定期的な目合わせが要員間の

プロセス：「業務割り当て・分担表」や検査システムの個

認識の差異を是正し、習熟度の管理を可能とした。

別認証を利用し、検体受付～結果報告までの要員識別を徹

【結論】

底した。(4)精度管理：検査室システムより出力された精度

今回の取り組みにより検査結果の精度が担保され、業務品

管理物質の結果を「±1SD～2SD」「±2SD～3SD」

質や職員の管理能力が向上し、検査室の信頼向上に繋がっ

「±3SD 以上」で色別化した「内部精度管理記録簿」を作成
した。形態検査に関して、月に 1 度血液検査室の全要員で

たといえる。
連絡先：0155-24-4161(内線 2337)
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当院におけるパニック値報告体制の見直しと報告実施状況について

◎三上 悠輔 1)、澤谷 泰子 1)、本田 昌樹 1)、八木橋 瑠美 1)、長谷川 多紀子 1)、齋藤 浩治 1)
青森市民病院 1)

【はじめに】パニック値は患者の生命が危ぶまれるほど危
険な状態であることを示唆しており、遭遇した場合は直ち

保管することとした。
今回、2017 年 12 月から 2018 年 4 月までの 5 ヶ月間にお

に治療を開始しなくてはならないため、速やかに主治医へ

いて提出されたパニック値報告書について集計した。

伝達する必要がある。この報告は日勤帯、時間外を問わず

【結果】2017 年 12 月から 2018 年 4 月までの 5 ヶ月間での

常時統一された報告基準、手順によって報告されることが

パニック値報告件数は 339 件であり、報告された上位 5 項

望ましく、報告漏れがあってはならない。そこで我々は各

目は血糖、カリウム、血液培養陽性、PT-INR、HGB となっ

部門からの代表者でパニック値 WG を結成し、報告体制を

ており、最も多かった血糖値の報告は 113 件と全体の三分

見直し、パニック値報告マニュアルを作成した。

の一を占めていた。また、異常値報告は 205 件あり、

今回、2017 年 12 月より新たに作成したパニック値報告

HGB 低下での報告が 88 件と多くなっていた。

マニュアルの運用を開始したので、その実施状況について

【考察】今回、パニック値報告手順をマニュアル化したこ

報告する。

とで時間帯を問わず統一された報告と記録を残すことがで

【運用・対象】パニック値等に遭遇した場合、検査担当者

きるようになった。また、報告書を残すことで報告後、ど

が検査依頼医師へ直接電話にて報告している。また、前回

のような処置がなされたか医師の対応を確認することがで

値と比較し極端なデータの変動があった場合でも異常値と

きた。運用開始後、検査部内で情報共有する場がないなど、

して電話もしくは電子カルテ内でのメール機能を用いて報

いくつかの課題が見えてきた。今後はそれらの課題を解決

告している。検査担当者は報告後、パニック値報告書を作

していくことでパニック値報告体制の改善に努めていきた

成・提出する。副技師長、技師長、検査部医師は電子カル

い。

テなどで報告後どのような処置がなされているか確認し、

連絡先：017-734-2171（内線 6016）
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パニック値の検証

年度比較

◎千葉 優希 1)、藤野 幸恵 1)、千田 百合子 1)、後藤 明美 1)、高橋 幹夫 1)
岩手県立磐井病院 1)

当院におけるパニック値報告の 2016 年度 2017 年度比較

1500/μL 以下が 67 件(5.4％)、K6.0mmol/L 以上が 65 件

岩手県立磐井病院

(5.3％)であった。年度比較で大きく変化したのが CRE が

【目的】当院は 305 床の急性期病院である．パニック値は

2016 年度の 22 位から 9 位となった。更に、担当医の対応

25 項目であり、報告手段は測定を実施した検査技師が担当

有りが 2016 年度は 54.6％で、2017 年度は 67.3％であった。

医へ直接電話連絡する方法である。今回、報告したパニッ

この内、好中球数 1000/μL 以下に対しては 2016 年度 55.4％

ク値について集計解析し 2016 年度と 2017 年度を比較検討

で、2017 年度 70.5％であった。

した。更には、医師の対応についても調査した。

【考察】パニック値の内訳は 2016 年度と 2017 年度の上位

【方法】2016 年度にパニック値として報告した 1444 件、

5 項目では BUN が 7 位から 2 位になり、同様に CRE も上

2017 年度に報告した 1233 件を、項目別に集計解析した。

位に上昇したが、その要因としては腎不全や脱水を原疾患

更には、報告を受けた担当医の対応を電子カルテの診察記

とする患者数が増加したことによる。また、医師が診察記

事で確認した。

事にパニック値報告により治療方針等を変更した記載が増

【結果】2016 年度の報告上位 5 項目は好中球数 1000/μL 以

えた原因としては、2016 年度の内容を院内管理会議や臨床

下が 233 件(16.1％)、白血球数 1500/μL 以下が 94 件

検査技術科運営委員会で報告し、更には院内ウエブで掲示

(6.5％)、CK1000U/L 以上が 85 件(5.9％)、白血球数

して周知したことが示唆される。

25000/μL 以上が 83 件(5.7％)、ヘモグロビン 6.0ｇ/dL 以下

【結語】パニック値報告は医療安全上重要であり、医師へ

が 82 件(5.7％)であった。2017 年度の報告上位 5 項目は好

の直接報告が基本である。今後も院内周知を継続実施し、

中球数 1000/μL 以下が 200 件(16.2％)、BUN70mg/dl 以上が

医師からの診察記事掲載を薦めたい。

74 件(6.0％)、CK1000U/L 以上が 71 件(5.8％)、白血球数

岩手県立磐井病院臨床検査技術科：0191-23-3453
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臨床検査統一共用基準範囲の県内導入 75 ％の実績について
（一社）秋田県臨床検査技師会の取り組み
◎鎌田 雅人 1)、藤田 秀文 2)
公益財団法人 秋田県総合保健事業団 1)、大曲厚生医療センター 2)

【背景と目的】平成 27 年 11 月、日本臨床検査標準協議会

師会の協力を得て平成 29 年 4 月より、運用開始が出来た。

（JCCLS）より、日本臨床衛生検査技師会を通じて、各医

【解析方法と内容】1 年を経過し、技師会員が所属する施

療施設に別紙「JCCLS 共有基準範囲普及についての依頼」

設での採用状況を把握するべくアンケートの協力を行った。

があった。県内では、平成 17 年 4 月より、秋田大学医学部

尚、大手外注ラボ・血液センター・病理検査センター等の

附属病院、秋田赤十字病院、市立秋田総合病院、秋田県総

共用基準値運用とは無関係な施設は除外させていただいた。

合保健事業団、秋田厚生医療センターの秋田市内 5 施設は、

【結果及び課題】対象施設は 73 施設となるが、1 施設を除

生化学 24 項目について基準範囲の統一化を行っており、そ

く 72 施設から回答が得られ回収率は 98.6％であった。既に

の後厚生連９病院も同じ基準値の統一化を行い現在に至っ

採用済みが 41 施設・一部採用済みが 4 施設・採用予定が

ている。この度、中通総合病院も参加し、秋田市内 6 施設

9 施設であり合計すると 75％の施設で何らかの形で共用基

の臨床検査担当者による基準範囲統一化検討会議を開催し、

準範囲を運用（検討）していた。また、18 施設では採用予

「JCCLS 共有基準範囲普及についての依頼」の 40 項目
（生化学、免疫、血液）について、各施設の検査方法と精

定は無いとのことであったが、大手外注ラボの関係で共用

度管理成績、学会ガイドライン値（いわゆる臨床判断値）

【考察と今後の取り組み】この度は県医師会の賛同を得て

の使用状況等の検討を重ねた結果、新たな統一基準範囲を

75％の会員施設で共用基準値の採用（検討）が行われた。

提供できる運びとなった。臨床検査情報のさらなる有効利

しかし、考えに同意できても大手外注ラボの関係で運用に

用ため、「JCCLS 共有基準範囲」を基に検討した 40 項目

は至らない施設は、今後の大手外注ラボの方向性に依存す

の基準範囲の採用について、厚生連９病院含めて全県下施

る事となる。今後の動きに期待したい。

設で採用されるように臨床検査技師会として取り組み、医

TEL 0187（73）6200

基準値運用に同行できない施設が見受けられた。
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一般演題 管理運営

患者・職員から信頼され必要とされる開かれた検査室をめざして

◎阿部 美紀 1)、佐々木 貴美子 1)、千葉 由紀 1)、山根 修一 1)、安藤 早苗 1)、佐々木 辰也 1)
岩手県立中央病院 診療支援部 臨床検査技術科 1)

【目的】当科は臨床支援、チーム医療への参画等を年々推

②は、平成３０年６月現在１２８例が実施された。③は、

進してきたが、実質的な患者への関わりや多職種連携等の

検査室前に「臨床検査技術科紹介コーナー」を設置した。

開始は遅れていた。そこで「開かれた検査室」の構築に向

④は、各担当技師が診療科ミーティングに参加することで

け、平成２６年度から業務改善および業務拡大を行った。

意思疎通が迅速に進み、様々な要望や意見を吸い上げてい

【方法】技師長・副技師長会議で課題抽出と取り組み方法

る。⑤は、看護職員の業務負担軽減に貢献でき、良好な連

を検討し、主任会議で意思の統一を図り、必要な委員会を

携が構築できている。⑥は平成３０年５月末で２２例実施

新規に立ち上げ、科内全員が携わって進めた。

され、施行例が増加するとともに医師の診療時間確保の一

【結果】平成２６年度にまず患者サービス向上に向け、

助となっている。

①その日の診察に間に合う検査結果の報告、②臨床検査技

【結論】科内の業務改善により人員を確保しつつ「開かれ

師による検査説明、③検査情報の発信活動に取り組んだ。

た検査室」を目指した業務拡大を実施した。全員で新たな

平成２８年度からは看護部との円滑な業務運営及び医師の

業務に携わるため、ルーチン業務は部門を超えてサポート

業務負担軽減を目的に④「病棟・外来担当技師制」を導入、

する体制とし、科内委員会活動も活発化した。当初は継続

⑤病棟における輸血業務支援、心電図・超音波検査の実施、

する不安もあったが他職種からの評価や感謝のことば、院

⑥血液内科医師が実施していた末梢血幹細胞移植における

長賞の受賞などモチベーションが向上し、厳しい人員体制

細胞収集作業と保存を技師が担当することとした。

の中での取り組みではあるが有益性を実感している。今後

①については生化学自動分析装置の更新や検査室レイア

も臨床検査技師が参画できる場を検証構築し、医療の場に

ウトの大幅変更、看護部と連携した採血予約時間及び時差

不可欠な存在となるよう全員で推進していきたい。

出勤の導入により検査結果報告が約１５分短縮した。

連絡先-019-653-1151
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一般演題 チーム医療

透析導入時期予測図を用いた透析予防指導の取り組みについて

◎花田 みさき 1)、植木 進一 1)、橋本 幸男 1)
独立行政法人 労働者健康安全機構 青森労災病院 1)

【はじめに】我が国における透析患者は約 32 万

以上延長した場合を指導効果ありとした。その結

人で、透析導入原因疾患の１位は糖尿病性腎症で

果、効果が見られた症例が 8 例(腎症 3 期 7 名、腎

ある。今回、透析予防指導時に透析導入時期を予

症 4 期 1 名)、予測時期が不変もしくは短縮し効果

測し、患者に提示する事によって患者の日常生活

が見られなかった症例が 5 例(腎症 3 期 2 名、腎症

改善への意識付けができるのではないかと考え、

4 期 3 名)であった。また、効果があった患者の指

透析導入時期予測図を活用した取り組みについて

導時のクレアチニンの平均値は 1.30

報告する。

がなかった患者の平均値は 1.77 mg/dl であった。

【方法】腎症の悪化に伴うクレアチニンの経時変

【考察】透析導入時期予測図を用いた透析予防指

化を、クレアチニンの逆数をプロットし近似直線

導は、対象患者の約半数に透析導入時期の延長が

を用いることにより、透析導入時期予測図(自

見られたことより、一定の効果があると思われた。

称)を作成した。透析導入時期は、クレアチニン

透析導入時期を患者に明確化することで、患者の

が 5mg/dl に達する時期とした。この予測図を用い

行動変容の一助となる可能性がある。ただ、腎症

て、医師が透析予防指導を行った。

4 期への効果は小さいと感じた。腎症 2 期からの

【対象】透析予防指導対象患者は 17 名(男性 6 名、

介入で、更なる透析導入時期の延長も見込めるの

女性 11 名)。そのうち腎症 3 期が 11 名(年齢

ではないかと考える。

67.9±18.9 歳)、腎症 4 期が 6 名(年齢

【まとめ】透析導入時期予測図を、透析予防診療

66.6±19.4 歳)であった。
【結果】指導後に透析導入予測時期が 1 年 6 か月

チームへ提供するなど、今後もチーム医療に関わ
っていきたいと思う。

mg/dl、効果

連絡先 0178-33-1551
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一般演題 チーム医療

当院における臨床検査技師の業務支援

◎山田 太一 1)、齋藤 由香 1)、熊田 桃子 1)、加藤 知佳 1)
福島医療生活協同組合 わたり病院 1)

【はじめに】日臨技では臨床検査技師の能力を活かし、病

に業務の見直しをおこない、月、水、木とインフルエンザ

棟業務支援や在宅などチーム医療の推進に取り組んでいる。

ワクチン接種期間およびインフルエンザ流行期の出向に変

当院検査室でも以前より ICT、NST への参画や在宅の心電

更した。

図検査、関連施設への出張採血、外来採血業務などに取り

【アンケート調査結果】業務支援開始 1 年後にアンケート

組んできた。今回、新たに小児科外来の業務支援を開始し

調査を検査科の全技師および小児科外来スタッフに実施し

1 年が経過したことからこの間の取り組み内容を報告する。

た。検査技師の意見の中には、「相手の業務内容を知るこ

【経緯】小児科外来からでる検体運搬の要請を受けていた。

とで気持ちに変化が生じた」、「役に立っているという実

また同時期に小児科医より、呼気 NO 検査の要望がでてい

感と患者と接することでやりがいが生じた」など、前向き

た。検体運搬と呼気 NO 検査が同時にできないか模索して

な意見が多かった。また、この出向に携わっていない技師

いたところ『小児科外来処置室に常駐する』案が提案され、

からも「自分も関わりたい」と意見があった。一方、看護

検討の結果小児科外来に午後のみ出向することとなった。

師からは「看護業務軽減につながった」、「午後だけでな

【業務内容】小児科外来で行う業務は看護師との話し合い

く午前からも来てほしい」との要望が得られた。

の上、次の通りとなった。①呼気 NO 検査、②検体の運搬、

【まとめ】他部署からの要望をきっかけとして検討し、小

③迅速キット検査、④採血時の抑え、⑤採血管や備品の管

児科外来支援を開始するに至った。アンケートからも業務

理、⑥患者および兄弟のあやし、⑦部屋の環境美化、⑧そ

支援は技師および看護師の双方にとって有益と感じられた。

の他頼まれ事

これは今後技師が業務支援に取り組む際の原動力となりう

【検査科の体制】出向可能な技師は４名。そのうち１名が

るかもしれない。

午後の診察時間帯に合わせ出向している。運用開始半年後

連絡先

024-521-1972
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一般演題 チーム医療

検査科全員参加の病棟担当制

◎飯ヶ谷 奈央子 1)、柴田 昭浩 1)
医療法人 養生会 かしま病院 1)

【はじめに】
当院では、平成 17 年から病棟業務を開始している。今回、
新たな試みとして、全病棟と更なる連携を深めることを目

・検査に関する看護部マニュアルの作成援助
・病棟での検査関連勉強会など
連絡手段は各病棟に準備した「病棟⇔検査科連絡ノート」

的に、平成 30 年 4 月から検査科スタッフ全員による病棟担

に記載し、病棟看護師に周知を図った。検査科には、各病

当制を導入したので報告する。

棟で対応した業務情報を共有するため「病棟連絡ノート」

【病棟担当制導入までの経緯】

を設け、その内容は他病棟の事例として各病棟に伝えた。

検査技師 17 名を対象に実施したアンケートにおいて、病
棟業務に賛成だが配属には抵抗があるという回答を得てい

【配置後の検査科スタッフの変化】
配置前は他職種、患者、その家族とのコミュニケーショ

た。これらの意志を踏まえて病棟担当制の方向性を議論し、

ンや病棟業務に対応する自信がない、難しそうといった不

顕在化した意見は、①病棟ミーティング参加 ②病棟で行う

安が聞かれていた。しかし、病棟検査技師の一員として病

検査の看護師支援 ③検査科と病棟の連絡手段の構築であっ

棟に出向き、様々な問題に直面する中、病棟における検査

た。この 3 項目を根幹に、検査科で出来る業務内容を具体

技師の役割を実感することで、アイデアを出し合い病棟業

化し、不安なく病棟業務を開始できるよう 3 人一組で担当

務に積極的に取り組む姿勢が見られるようになっている。

することにした。

【おわりに】

【具体的な病棟業務内容】

検査科全員の視点で、病棟と検査科間の連携を強固に築

・病棟ミーティングへの参加

き上げ、検査技師ならではの専門性を活かした業務を行い、

・検査関連情報の提供

病棟から頼られる検査技師を目指したい。

・検体採取や検査法についての伝達

連絡先

0246-58-8010
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一般演題 微生物

下痢症患者由来大腸菌の検出に関する検討

◎吉岡 翔 1)、工藤 美里 1)、吉田 千賀雄 2)、月足 正辰 3)、藤岡 美幸 4)
弘前大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 4 年 1)、弘前大学大学院保健学研究科 博士前期課程 2)、弘前市医師会 健診センター
3)、国立大学法人 弘前大学大学院 4)
【はじめに】大腸菌はヒトおよび動物の腸管に常在し、と

ーはテンプレート DNA を作成し、E. coli 16S rRNA を標的

きにヒトに下痢症を引き起こす。その検出は一般的に、

に PCR を行い、遺伝子の確認を行った。

SS、DHL、マッコンキー寒天培地等で分離培養される。ま

【結果】EC ブロス由来 EMB 寒天培地上において、金属光

た EC ブロスで増菌培養後、EMB 寒天培地で分離する方法

沢が認められ、かつ PCR にて大腸菌と同定されたものは

では、大腸菌は EMB 寒天培地上で金属光沢を伴ったコロ

142 検体中、40℃では 98 検体(69.0%)、44.5℃では 41 検体

ニーを形成する。EC ブロスは糞便系大腸菌群を選択的に培

(28.9%)、HI ブイヨンにて前培養を行ったものでは 102 検体

養するため、44.5℃の高温培養が行われる。しかしながら

(71.3%)であり、いずれの方法でも大腸菌が得られなかった

この温度は、大腸菌の発育可能限界温度でもある。そこで

ものは 28 検体(19.6%)であった。また、44.5℃のみで検出さ

本研究では培養温度別に大腸菌の検出率の相違を検討する

れた大腸菌はなかった。

とともに、従来法とは異なる大腸菌の分離培養方法を考案

【考察】今回の結果より、EC ブロスを用いた大腸菌の検出

した。

において、一般的な培養温度である 44.5℃より 40℃での検

【対象および方法】対象は 2018 年 5 月～6 月までに弘前市

出率が高く、また HI ブイヨンによる前培養を行うことでさ

医師会健診センターに提出された下痢症患者由来便 142 検

らに検出率が高くなった。このことから、EC ブロスは糞便

体とした。EC ブロスに検体を接種し 40℃および 44.5℃で

系大腸菌を選択的に検出可能であるが、一方で 44.5℃での

培養を行い、EMB 寒天培地上の発育コロニーの違いを比較

高温培養条件と選択性の強さから一部の大腸菌検出を見逃

した。あわせて、EC ブロス接種前に、HI ブイヨンにて前

す可能性が示唆された。

培養した EMB 寒天培地上のコロニーについて比較検討を
行った。また、EMB 寒天培地上の金属光沢を伴ったコロニ
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一般演題 微生物

弘前市周辺の河川等の水系における細菌の検出

◎工藤 美里 1)、吉岡 翔 1)、吉田 千賀雄 2)、藤岡 美幸 3)
弘前大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 4 年 1)、弘前大学大学院保健学研究科 博士前期課程 2 年 2)、国立大学法人 弘前大学
大学院 3)
【はじめに】近年の日本では上下水道の普及に伴い、水系

た PCR にて遺伝子確認を行った。また、EMB 培地上の無

感染症の発生は著しく減少したものの、現在も低頻度に発

色透明なコロニーはソルビトール・マッコンキー培地に塗

生が見られる。我が国における飲料水の汚染事故の原因菌

抹・培養し、培地上の無色透明なコロニーを E. albertii 疑い

で最も割合が高いのは下痢原性大腸菌、次いでカンピロバ

とし、PCR による同定を行った。Campylobacter 属の調査で

クターとなっており、これらの原因菌による感染は井戸水

は、濃縮検体をボルトンブイヨンおよびバツラー培地を用

や湧水の飲用によるものが多い。一方、食品の摂取により

いて微好気培養した。培地上のコロニーについてグラム染

発症する食中毒のうち、我が国における食中毒の主要な原

色を行い、らせん状の陰性桿菌を確認した後、馬尿酸塩加

因菌である腸炎ビブリオは、主として汽水域に存在する。

水分解試験、オキシダーゼ試験および PCR を行った。

そこで本研究では、弘前市周辺の河川等の汚染状況を把握

Vibrio 属の調査では、3%NaCl 加アルカリペプトン水で前培

するために、河川等の水を対象として、Escherichia 属、

養後、TCBS 培地に塗抹・培養した。TCBS 培地上のコロニ

Campylobacter 属、Vibrio 属について調査した。

ーについてグラム染色を行い、コンマ～らせん状の陰性桿

【方法】滅菌ガラス瓶に水を 100 ml 程度採取し、採取直後

菌を確認した後、PCR により種を同定した。

に温度、pH、塩分濃度などの物理化学的性状を測定した。

【結果および考察】これまでの調査では、弘前市内の河川

検体を濾過したものを濾液検体とし、これを 3,000 rpm、

等の水から E. coli の検出が認められており、水系における

5 分間遠心分離後、上清を捨てた沈渣成分を濃縮検体とし

種々の感染症の発生要因となり得る可能性が示された。現

た。この濃縮検体を HI ブイヨンで前培養後、EC ブロスに

在は河川の上流、中流、下流別および淡水域や汽水域等、

接種し EMB 培地に塗抹・培養した。EMB 培地上の金属光

様々な条件下での水系検体を対象に調査を進めている。

沢を伴ったコロニーを対象に E. coli 16S rRNA を標的とし

【連絡先】0172-39-5970
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一般演題 公衆衛生

青森県内に生息するマダニの病原体保有状況

◎山屋 理樹 1)、齋藤 真帆 2)、坂本 倭 2)、山内 可南子 3)
弘前大学医学部保健学科検査技術専攻 1)、弘前大学保健学科 2)、国立大学法人 弘前大学大学院 3)

【目的】マダニは、唯一の栄養源として哺乳動物の血液を

に基づき、各採取地点 15～30 分間で行った。また同時に防

必要とする。そして時に、マダニは吸血の際に体内に取り

水湿温度ロガーにて、生息環境調査を実施し、マダニの生

込んでいたウイルスや細菌を伝搬し、疾病媒介者（ベクタ

態を明らかにする。採取されたマダニは、DNA 及び RNA を

ー）となりうる。近年、日本国内だけでなく世界各国で平

抽出し、日本紅斑熱（Rickettsia japonica）、ライム病

均気温の上昇や森林面積の減少などの環境変化により、マ

（Borrelia spp.）、SFTSV の 3 疾患を標的とした Real-

ダニ生息域の拡大やホットスポット化などが確認されてい

time-PCR 及び PCR にて病原体保有調査を実施する。

る。そのため、マダニ媒介感染症の増加や集団発生が危惧

【結果・考察】6 月 28 日までに計 53 匹のマダニを採取し

されている。重症熱性血小板減少性症候群（SFTS）は、マ

た。現段階で形態学的に同定できたものは、ヤマトチマダ

ダニ媒介性感染症として、中国の研究者によって発見され、

ニ（Haemaphysalis japonica）19 匹、ヤマトマダニ

日本では 2013 年に初ヒト感染が確認された。日本における

（Ixodes ovatus） 13 匹、シュルツェマダニ（Ixodes

感染者は、西日本を中心に限局して増加傾向を示している
が、一方で寒冷な北海道において SFTS ウイルス（SFTSV）

persulcatus） 9 匹、ヒトツトゲマダニ（Ixodes
monospinosus） 2 匹の計 43 匹である。採取した 53 匹のう

陽性のマダニが発見されている。そこで本研究では、青森

ち 21 匹（39.6%）が成虫で、残り 32 匹（60.4%）は若虫で

県各所にてマダニを採取し、季節ごとのマダニの生態およ

あった。今後順次、病原体をターゲットに PCR を実施し病

び SFTSV を含む病原体保有状況を調査する。

原体保有状況を明らかにしていく。

【方法】マダニ採取は、青森県弘前市（1 ヶ所）、鰺ヶ沢
町（3 ヶ所）、西目屋村（1 ヶ所）の計 5 ヶ所を定点として、

連絡先：弘前大学大学院

5～11 月まで実施する。ダニの採取はフランネル旗振り法

TEL:0172-39-5973（内線：5973）

保健学研究科生体検査科学領域
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一般演題 公衆衛生

環境由来 Balamuthia mandrillaris に内在する細菌の同定

◎齋藤 真帆 1)、山屋 理樹 2)、坂本 倭 2)、山内 可南子 3)
弘前大学医学部保健学科検査技術専攻 1)、弘前大学保健学科 2)、国立大学法人 弘前大学大学院 3)

【目的】自由生活性アメーバ（FLA）は、土壌、湖沼、室内

B.mandrillaris の分離を試みた。土壌は小枝や枯葉などを

塵などの生活環境下で分離され、常に人の身近に存在して

取り除き、1.5 %No Nutrition (NN) 寒天培地上で培養後、

きた。FLA は長い間無害であると認識されてきたが、近年

切り出し法によりアメーバを分離した。分離したアメーバ

はアメーバ性角膜炎や髄膜脳炎などの難治性疾患を引き起

は DNA 抽出後、Balamuthia 特異的 PCR によって種の同定に

こす病原体として認識されている。Balamuthia

用い、加えて細菌用ユニバーサルプライマーにて内在細菌

mandrillaris は原発性髄膜脳炎を引き起こす FLA で、国内

の DNA を増幅する。内在する細菌種は TA クローニング後に

感染者は 2016 年までに 10 症例報告されている。我々の研

配列を解読し、種を同定する。また分離に至った環境由来

究室では、感染経路の解明を目的に B.mandrillaris の環境

B.mandrillaris は、SYTO 9 及び propidium iodide 染色下

下からの分離を試み、青森県内土壌から 1 株の

で共焦点顕微鏡にて観察し、共生細菌の存在を明らかとす

B.mandrillaris(AHB 株) の分離に成功している。臨床分離
の B.mandrillaris 培養法は、BM-3 液体培地や細胞培養法

る。

が報告されているが、AHB 株は何れの培養法でも発育する
った。そのため、本研究では環境由来 B.mandrillaris の培

Balamuthia 様アメーバを分離した。そのうち 1 株において
Balamuthia 陽性の PCR 増幅を確認しており、この株を環境
由来 B.mandrillaris (IRB Strain)とし、クローニングを

養法構築を目的に、内在する細菌を同定し、共生を証明す

実施している。今後はクローン化した IRB 株に対し、細菌

ることを目的とした。

の共生を証明し、共生細菌種を同定する。

【方法】土壌検体は日本各地で行い、青森県 4 検体、福島

連絡先：弘前大学大学院

県 5 検体、沖縄 4 検体の計 14 検体土壌から環境由来

TEL:0172-39-5973（内線：5973）

ことはなく、内在する細菌優位の増殖により死滅してしま

【結果・考察】現在、土壌 14 検体を培養し、4 株の

保健学研究科生体検査科学領域
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一般演題 微生物

当院における Candida 属の薬剤感受性
～Candidemia 患者の臨床背景と治療状況を中心に～
◎石藤 宥人 1)、金澤 雄大 1)、奥田 千晶 1)、岡本 優美 1)、堀内 弘子 1)
八戸市立市民病院 1)

【序文】Candida 属は菌種間で感受性差を認め、施設毎の

C. glabrata の薬剤感受性年次推移より、C. albicans は 5-FC

感受性動向の把握は、抗真菌薬選択において重要である。

で耐性化を認め、C. glabrata は耐性化を認めなかった。年

今回、当院の Candida 属の感受性動向と Candidemia 患者の

齢(>65 歳)･低栄養(Alb<3.0g/dl)･H2 遮断薬/PPI 投与･重症例

臨床背景･治療状況について調査したので報告する。【対象】

が Candidemia 患者の半数以上で認められ、当院における高

2014 年 1 月～2018 年 4 月に薬剤感受性検査を実施した

ﾘｽｸ因子であることが判明した。empiric 治療の初回投与薬

Candida 属 107 件。血液培養陽性 43 件(感受性検査実施 35

の割合は MCFG:78.1%、FLCZ:15.6%で、菌種･感受性判明

件)。【方法】同定:CHROMagar Candida 寒天培地(日本 BD)

後は FLCZ:48.1%、MCFG:40.7%だった。【考察】当院では

、API 20 C ｵｸｻﾉｸﾞﾗﾑ(ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

FLCZ 耐性 C. albicans を認めず、菌種が判明した時点で

薬剤感受性(BML に

委託):酵母様真菌感受性ｷｯﾄ｢ASTY｣(極東製薬)

対象抗真菌

de-escalation 可能と考えられた。C. glabrata の ITCZ 耐性株

薬:amphotericinB(AMPH-B), flucytosine(5-FC), fluconazole

については FLCZ との交叉耐性の可能性が考えられた。5-

(FLCZ), itraconazole(ITCZ), miconazole(MCZ), micafungin

FC は耐性化しやすいとされているが、当院での使用がない

(MCFG), voriconazole(VRCZ) 判定は CLSI M27-S4、これに

にも関わらず、耐性化を認めた理由については不明であっ

記載のない薬剤は M27-A3 に準拠。【結果】AMPH-B は全

た。菌種･感受性判明後の FLCZ 投与率の上昇から、積極的

ての菌種で MIC=1.0µg/ml 以下。MCZ は C. parapsilosis の

な de-escalation がなされていると考えられた。【結語】当

MIC=2.0µg/ml が最高値となった。5-FC は C. tropicalis で 1

院における Candida 属の感受性動向、Candidemia 患者の臨

件、FLCZ は C. glabrata で１件、ITCZ は C. glabrata で 11

床背景と治療状況を調査した。抗真菌薬を含めた抗菌薬適

件耐性株を認め、MCFG は C. glabrata で 1 件中等度耐性株

正使用の一助となるよう、今回得られた情報を臨床へ還元

を認めた。VRCZ は耐性株を認めなかった。C. albicans と

していきたい。

連絡先 0178-72-5111 (2430)
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一般演題 微生物

八戸赤十字病院と八戸市立市民病院における抗酸菌検出状況について

◎工藤 麻華 1)、山本 岳雄 2)、瀬川 光星 2)、井原 幸恵 2)、金澤 雄大 3)
八戸赤十字病院 1)、八戸赤十字病院 検査技術課 2)、八戸市立市民病院 臨床検査課 3)

【はじめに】近年、結核症は減少傾向にあると言われてい

で集計を行った。

る。低蔓延国の水準罹患率が人口 10 万対 10 で、日本では

【成績】抗酸菌検査依頼総数の増加が見られた。培養検査

2015 年度も罹患率 14.4 で、低蔓延国を上回っている。一方、

陽性数・陽性率は、八戸赤十字病院では各年次での変化傾

非結核性抗酸菌症(NTM 症)は、近年の罹患率は不明となっ

向は見られなかった。八戸市立市民病院では 2010 年以降、

ていたものの、2014 年に全国でアンケート調査が行われ、

非結核性抗酸菌の陽性数と陽性率の両方で増加が見られた。

肺非結核性抗酸菌症(肺 NTM 症)の推定罹患率は、2007 年

PCR 検査陽性数・陽性率は、八戸赤十字病院では大きな変

と比較して約 2.6 倍と、増加傾向にあると推定された。非

動は見られなかった。八戸市立市民病院では、2007 年から

結核性抗酸菌症は結核症の罹患率を超えているとの報告も

2010 年までは非結核性抗酸菌に比べ、結核菌群の方が陽性

ある。今回 2007 年から 2016 年の 10 年間における、八戸赤

数と陽性率が高かった。しかし、2011 年以降は逆転し、結

十字病院と八戸市立市民病院の 2 施設で、結核菌群と非結

核菌群に比べ、非結核性抗酸菌の陽性数と陽性率が高く、

核性抗酸菌の検出状況を調査したので報告する。

非結核性抗酸菌の増加傾向が見られた。

【方法】2007 年から 2016 年の過去 10 年間に、八戸赤十字

【結論】過去 10 年間の抗酸菌の検出状況は、八戸赤十字病

病院と八戸市立市民病院における臨床各診療科から依頼さ

院では年次的変化の傾向は見られなかった。八戸市立市民

れた抗酸菌検査 25,064 件を対象に、抗酸菌検査依頼総数、

病院では、非結核性抗酸菌は増加傾向にあることが明らか

培養検査陽性数・陽性率、PCR 検査陽性数・陽性率につい

となった。今後は結核菌群だけではなく、非結核性抗酸菌

て調査を行った。今回の集計では、提出されたそれぞれの

の検出状況にも注意していく必要があると考えられた。

検体それぞれを 1 件と数え、連続検体から同一の菌が複数
回検出された場合でもそれぞれ 1 菌種とし、重複処理なし

連絡先：0178(27)4315
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一般演題 微生物

Clostridium difficile 感染症（CDI）の MN 基準を用いた重症度判定

◎下川 真希枝 1)、藤野 幸恵 1)、千田 百合子 1)、後藤 明美 1)、高橋 幹夫 1)
岩手県立磐井病院 1)

目的

あった。治療は MNZ で行われ、全例が治癒し退院してい

CDI の重症度判定には MN 基準が有用と言われており、当

る。院内発症群は平均値で年齢 71.3 歳、身長 150.7cm、体

院の CDI を腸管切除術発症群（術後発症群）と入院中に発

重 43.4kg、発症日は 3.3 病日、体温 37.9℃、

症した院内発症群とを MN 基準にて比較検討した。
方法

WBC7040/μL、eGFR48.0ｍL/分/1.73㎡、アルブミン
2.3g/mL であった。MN スコアは 7～12 で平均 8.5 の中等症

2017 年 4 月から 2018 年 3 月に当院で施行した腸管切除術

であった。治療は MNZ で行われ 1 例以外は治癒し退院し

症例のうち、術後下痢を発症し 10 日以内に GDH 抗原陽性

ている。両群で有意差（P>0.05）を認めた項目は eGFR と

者 5 症例を術後発症群とした。そのうち CD トキシン陽性

MN スコアであった。

は 2 症例であった。院内発症群は来院時を含む入院中に下

考察

痢を発症し、10 日以内に GDH 抗原陽性者 6 症例であり、

術後発症群は軽症傾向であり、院内発症群は重傷傾向が示

CD トキシン陽性は 3 症例であった。なお、CD トキシン判

唆され、重症化のリスク因子をして eGFR が重要と思われ

定にはアリーアメディカル（株）C.DIFF CHECK コンプリ

た。

ートを用い、有意差は t 検定を用いた。

連絡先

結果
術後発症群は平均値で年齢 72.4 歳、身長 155.6cm、体重
49.6kg、発症日は術後 5.4 病日、体温 37.4℃、下痢回数
5.8/日、WBC8420/μL、eGFR79.3ml/分/1.73㎡、アルブミン
2.3g/mL であった。MN スコアは 3～6 で平均 4.0 の軽症で

岩手県立磐井病院
0191-23-3452

臨床検査技術科
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一般演題 微生物

当院のマイコプラズマ・百日咳の検査状況

◎後藤 孝則 1)、阿部 麻美 1)、成田 あけみ 1)
秋田県厚生連 平鹿総合病院 1)

【はじめに】
当院では 2014 年より Lamp 法のマイコプラズマ・百日咳

【結果】
以来数は年ごとに増加した。

を採用し検査を開始した。開始当初は、依頼は少なかっ

マイコプラズマ・百日咳を同一検体で同時検査可能

たものの、徐々に増えてきた。百日咳は保険収載採用れ

とした時から百日咳検査が増加した。昨年 7 月よりマイ

ていなかったため遅れてスタートしたが、一定数の依頼

コプラズマのマクロライド耐性変異の検査を開始した

があった。この 2 項目について検証を行ってみたので報告

ところ高率に検出された。詳細は発表当日に提示する。

する。
【まとめ】
【対象】

マイコプラズマ・百日咳は流行があるが、一定数の

当検査室に依頼があった全年齢層の患者。

陽性者が存在することが分かった。マイコプラズマは

コンサルによる検査も含む。

マクロライド耐性株が増えてくると急激に増加すると
いう傾向があった。

【検査方法】
栄研化学・ Lamp 法による
肺炎マイコプラズマ
百日咳菌

連絡先

070-6498-5030
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一般演題 微生物

当検査室における百日咳菌 LAMP 法検査について

◎小杉 貴久 1)
弘前市立病院 1)

【はじめに】百日咳菌による乳幼児を中心とした感染症は

性期での CRP 値上昇はみられなかった。PT-IgG 抗体、FTA-

産生毒素により重症化する。百日咳菌感染症は正確な実態

IgG 抗体ともに急性期にはみられず、後日上昇がみられた。

把握のため、平成 30 年 1 月から 5 類感染症全数把握疾患と

いずれも家族に咳嗽のみられる人がいたが、未検査のため

なった。当検査室では現行 LAMP 法キットが発売されて間も

感染経路は特定できなかった。AZM,CAM といったマクロラ

なく運用を開始した。満 1 歳まで 3 度のワクチン接種がな

イド薬により著効がみられた。【考察】「小児呼吸器感染

されるが、抗体産生が不十分な時期に感染すると、ときに

症診療ガイドライン 2017」によると、百日咳菌確定のため

致死的疾患となる。以下に検査方法と症例について示す。

の検査フローチャートでは先ず培養や LAMP または PCR によ

【方法】院内検査として LAMP 法を利用した栄研化学の

る検査を実施し陽性なら確定。陰性または未実施の場合血

LoopampⓇ百日咳菌検出試薬キット D を使用した。PT-

清診断を行うとされる。培養は特殊な培地を使い発育に時

IgG 抗体、FTA-IgG 抗体は外注検査依頼を行っている。（い

間もかかり困難である。PCR 法による検査は他の

ずれも健保適用）百日咳菌を対象とした培養検査は行って

Bordetella 属菌と交差反応を示すことがある。百日咳菌は

いない。LAMP 法検査時の検体採取部位は後鼻腔とし細身の

現在マクロライド耐性ほとんど無いとされ、感染が確定す

フロックスワブを使用した。また、DNA 抽出にはアルコー

れば適切な抗菌薬治療を行うことができ抗菌薬適正使用に

ル抽出法を原理としたキアゲン社の DNA マイクロキットを

も繋がる。LAMP 法による遺伝子査は感度・特異度ともに高

利用した。総検査時間はおよそ 3 時間程度である。【結果】

く、短時間で確定診断を行うことができ有用性は高いと考

運用開始後 2 年余りで 3 例の陽性例があった。検出時期は

えられた。

9 月末、10 月始め 11 月終わりと秋期にみられた。患者は生
後 3 ヶ月の乳児 2 名と、10 歳の児童であった。3 例とも急

連絡先

0172 34 3211(226)
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ESBL 産生大腸菌における POT 法の有用性

◎岩崎 澄央 1)、福元 達也 1)、早坂 かすみ 1)、秋沢 宏次 1)
北海道大学病院 1)

【目的】ESBL(Extended-Spectrumβ-Lactamase)産生菌の院内

【結果】POT 型は 87 通りに分類され、そのうち同一

感染対策として、感染源を特定し、感染経路を遮断するこ

POT 型および同一病棟から検出された院内感染株は、6 パ

とが重要である。Cica

GeneusⓇ

E.coli POT KIT(関東化学)は、

ESBL 産生大腸菌の菌株識別キットであり PCR-based

ターン(23 株)であった。また、このうち 16 株では入院期間

ORF

も重複していた。さらに、院内感染株を対象に ERIC 法に

Typing(POT)法を原理としている。今回我々は ESBL 産生大

よる遺伝子解析を行ったところ、23 株中 20 株で相同性が

腸菌において、POT 法と、従来から用いられている Entero-

認められ、同一 POT 型を有する菌株群は類似の感受性パタ

bacterial Repetitive Intergenic Consensus(ERIC)法および薬剤感

ーンを認めた。

受性を用いた相同性解析法の比較検討を行い、POT 法の有

【考察】POT 法による菌株間の相同性解析は、従来法と同

用性について検討した。さらに、当院の ESBL 産生大腸菌

等の結果が得られ、院内感染株を十分に識別できた。さら

の院内拡散状況について評価した。

に、POT 法は菌株固有の POT 型が得られるため、一度解析

【方法】当院細菌検査室において 2016 年 4 月 1 日～

した菌株と新たに検出・解析した菌株との比較が従来法よ

2017 年 3 月 31 日の間に分離された ESBL 産生大腸菌

りも容易である。さらに、院内検出株のデータベースを構

124 株を対象とした。培養した菌株を用いて POT 法を行い、

築することで、新規の ESBL 産生大腸菌が検出された場合

得られたバンドパターンから POT 型を決定した。次に、

に、迅速に対応することが可能と考える。

POT 型が一致し、同一病棟に入院歴のある患者株を院内感

（連絡先：011-706-5715）

染株として ERIC 法を用いてタイピングを行い、同一
POT 型を有する菌株の ERIC 法および薬剤感受性パターン
における相同性を検証した。
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MRSA 分離状況と POT 検査結果について

◎古里 聡子 1)、相坂 侑李 1)、太田 真樹 1)、目黒 冬樹 1)、髙野 康之 1)、柴田 絵里子 1)、三上 英子 1)
青森県立中央病院 1)

【はじめに】伊勢志摩サミットで AMR が提案され、

12 株中 8 株が①②に該当し、③に該当する 4 株は診療科、

2016 年 4 月に日本の薬剤耐性対策アクションプランが閣議

病棟ともに関連は認められなかった。2～6 株同型の

決定された。2020 年までに黄色ブドウ球菌のメチシリン耐

POT 型は 22 種類、1 株のみの POT 型は 93 種類であった。

性率 20％以下にすることが目標の 1 つとされた。当院の

【事例】2015 年 9 月～11 月、特定の病棟において

MRSA 分離状況と MRSA

MRSA 検出患者が 8 例発生し、感染管理室とともに調査し

POT 型について検討したので報

告する。

た。8 株の POT 型を比較したところ、POT 型(93-218-

【対象及び方法】2008 年～2017 年に分離された黄色ブドウ

125)3 株、POT 型(106-119-37)2 株、1 株ずつの POT 型が

球菌を対象とし、新規 MRSA 分離率を求めた。POT 型は

3 種類検出された。POT 型(93-218-125)が検出された 3 患者

2017 年 1 月～12 月に分離された MRSA178 株を①外来②入

は同室同ベッドを使用していた。POT 型(106-119-37)の 2 患

院 2 日以内③入院 3 日以降に分類し検討した。

者は同一介護施設からの転院であった。これらの結果をも

【結果】MRSA 分離状況は、2008 年 35.4％から 2017 年

とに ICT が介入し、当該病棟の手指消毒薬使用量は 2～

28.9％と減少した。外来の分離率は横ばいであったのに対

3 倍となり、POT 型(93-218-125)の MRSA はその後 1 株の分

し、入院の分離率は 10 年間で 10％の減少を認めた。

離を最後に 2 年以上検出されていない。

2017 年の MRSA 178 株は①33 株②75 株③70 株と半数以上

【まとめ】黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率低下のため

が入院前の保菌と考えられた。115 種類の POT 型に分類さ

には医療スタッフの意識、院内外の環境、ICT 及び AST 活

れ、10 株以上同型が検出された POT 型は 2 種類あり、一

動が重要である。本事例を通して、MRSA

方(POT 型 106-9-2)は過去のアウトブレイク事例の型であり、

果が医療スタッフの院内感染対策意識を向上させるツール

12 株中①②3 株③9 株であった。他方(POT 型 106-55-37)は

の一つとなったと考えられた。（連絡先

POT 型検査結
017-726-8278）
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MALDI-TOF MS を用いた黄色ブドウ球菌における PSM-mec ペプチドの検出

◎井上 文緒 1)、木津 綾乃 1)、藤田 絵理子 1)、木村 正彦 1)、蔦谷 昭司 1)、萱場 広之 2)
国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 1)、弘前大学医学部大学院医学研究科臨床検査医学講座 2)

【はじめに】Phenol soluble modulin-mec (PSM-mec) はブ

く 54 株 (68.0%) であり、次いで IV 型 17 株 (21.8%) 、

ドウ球菌毒素の一つであり、psm-mec 遺伝子にコードされ

I 型 7 株 (8.9%) 、V 型 1 株 (1.3%) であった。2415 ± 4

ている。psm-mec 遺伝子は、SCCmec II 型、III 型および

m/z のピークは MRSA の 21.5% (17/79 株) で検出された。

VIII を構成する class A mec 遺伝子複合体上に存在して

ピークが検出された SCCmec 型は全て SCCmec II 型であった

おり、PSM-mec ペプチドは MALDI-TOF MS により 2415m/z 付

が、SCCmec II 型 54 株のうちピークが検出されたのは

近のピークとして検出することができる。そこで、class A

17 株 (31.5%) であった。SCCmec I 型、IV 型、V 型

mec 遺伝子複合体を有する MRSA はスペクトル解析により推

MRSA および MSSA においては全株ピークが検出されなかっ

定が可能か評価した。

た。

【対象および方法】2004 年～2017 年に血液培養から分離さ

【結論】2415 ± 4 m/z (PSM-mec ペプチド) のピークによ

れた黄色ブドウ球菌（MRSA 79 株、MSSA 132 株）を対象と

り class A mec 遺伝子複合体を有する MRSA が推定可能で

した。SCCmec 型のタイピングは Kondo らの方法に従い

あったのは、MRSA 79 株中 17 株 (21.5%) であった。しか

multiplex PCR (m-PCR) 法で行った。MALDI-TOF MS のピー

し、psm-mec 遺伝子を有する SCCmec II 型であっても、ピ

ク解析は、5%羊血液寒天培地で 1 晩培養したコロニーを用

ークが検出されない株が確認された。そのため、ピークの

い、ギ酸法を用いて MALDI Biotyper (Bruker Daltonics)

存在は MRSA を確実に推定できたが、ピークの欠如は

で測定した。スペクトル分析はデータ処理用ソフトウエア

MRSA を否定できなかった。

(flexAnalysis) で 2415 ± 4 m/z のピークの有無を確認し
た。
【結果】MRSA における SCCmec 型の検出は、II 型が最も多

連絡先 0172-33-5111
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MALDI Biotyper による同定で Score Value2.00 以上の結果に含まれる複数菌種の解析

◎須田 那津美 1)、中村 一樹 1)、小原 登志子 1)
地方独立行政法人 宮城県立こども病院 1)

【はじめに】当院では MALDI Biotyper (Bruker)を 2016 年

検出数は Klebsiella oxytoca /Raoultella spp. 、Streptococcus

2 月に導入した。Score Value ≧2.00 であれば菌種レベルで

pneumoniae/mitis/oralis、 Klebsiella pneumonia /Enterobacter

信頼できるとされるが、上位 10 菌種表示される中に複数の

aerogenes、Neisseria spp.、Enterobacter cloacae complex の順

菌種が含まれることがある。今回、複数表示される菌種を

に多く認めた。

把握し追加検査等を検討することで、より効率的な運用を

【考察】Staphylococcus spp.や Enterococcus spp.は検出株数

確立することを目的として解析を行った。

が多かったが、複数菌種表示された株はなく MALDI

【対象】当院で 2017 年 4 月から 2018 年 3 月に MALDI

Biotyper では高精度で同定可能と考えられた。一方、遺伝

Biotyper にて同定し Sucore Value ≧2.00 であった 8336 株を

的に近縁な菌種では複数表示されることが多いと確認され

対象とした。

た。複数菌種表示された場合、属レベルで報告する、生化

【結果】同定菌種の内訳は、Staphylococcus spp. 2934 株、

学的性状等を用いて鑑別する、complex や group として報告

Streptococcus spp.789 株、Enterococcus spp.756 株、腸内細菌

する等の対応が考えられる。稀ではあるが、Haemophilus

科 1756 株、ブドウ糖非発酵菌 678 株、Haemophilus

spp.と Streptococcus spp.のように異なる属の混在も認め、集

spp.312 株、陽性桿菌 328 株、陰性球菌 276 株、嫌気性菌

落の特徴やグラム染色等、従来法の重要性も再認識した。

264 株、真菌 86 株、その他 157 株であった。複数菌種表示

同定検査は検出材料や起炎性、感染対策等によって求めら

された割合は Staphylococcus spp.0％、Streptococcus spp.22％、

れる精度が異なることやコストを考慮した上で行う必要が

Enterococcus spp.0％、腸内細菌科 38％、ブドウ糖非発酵菌

ある。MALDI Biotyper を用いた同定では最上位菌種を安易

9％、Haemophilus spp. 12％、陽性桿菌 5％、陰性球菌 21％、

に同定菌種とせず、必要に応じて追加検査を実施する運用

嫌気性菌 5％、真菌 0％、その他 4％であった。複数菌種の

が重要である。

連絡先 022-291-5111（内線 5097）
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当院における CRE（KPC 型）アウトブレイクについて

◎大内 綾乃 1)、佐藤 湧 1)、松本 江里子 1)、前田 順子 1)、遠藤 昌弘 1)、遠藤 隆 1)
一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 1)

【はじめに】当院では 2017 年 12 月から 2018 年 2 月にかけ

化学）、同定・薬剤感受性試験は MicroScan WalkAway 96

てカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（以下 CRE；KPC 型）

Plus を用いた。耐性菌の確認は mCIM 法でカルバペネマー

のアウトブレイクが発生した。KPC 型は中国や北米で多く

ゼ産生を確認し、ディスク拡散法（クラブラン酸:CVA,メ

報告され、日本では海外渡航歴のある症例でしか報告がな

ルカプト酢酸 Na:SMA,3-アミノフェニルボロン酸:APB）で

い。12 月 16 日に 1 例目が検出され直ちに ICT へ報告とな

型の確認をした。さらに GeneXpert（ベックマンコールタ

った。その後保菌を含め 4 名の検出があり院内感染が示唆

ー）で遺伝子型の確認を行ったところ、KPC 型であった。

された。1 月 18 日に保健所から KPC 型と報告があり、陽

また環境検査は、病院感染対策の実践ガイド（日本臨床衛

性病棟の CRE スクリーニング検査と環境検査を実施するこ

生検査学会）を参考に実施した。湿らせた綿棒で一定の面

とになった。細菌検査の外注化が進む中で当院では

積（約 30cm×30cm）を採取し、0.5mL の滅菌生理食塩水で

2015 年 10 月から院内アッセイとなり、CRE アウトブレイ

洗い出し培地に塗布した（拭き取り法）。環境検査を実施

クを経験し院内細菌検査の重要性を認めたので報告する。

する場所は多剤耐性グラム陰性桿菌感染制御のためのポジ

【方法】2017 年 11 月から 1 月 18 日までに CRE は重複患

ションペーパー（日本感染症学会）を基に患者の自立度や

者を含め喀痰 3 件、尿 5 件が検出された。CRE は便中に保

保菌状況を確認しながら、感染が疑われる場所を採取した。

菌することが多いため CRE スクリーニング検査の検体を喀

【まとめ】細菌検査室が院内にあることによって、耐性菌

痰・尿・糞便の 3 検体とした。看護師を対象とした採取方

情報をいち早く察知できリアルタイムな報告と感染対策の

法の講習会を開催し、喀痰・糞便において採取困難な場合

迅速化に繋がった。今回 CRE アウトブレイクを経験し院内

にはカルポータ（栄研化学）を用いてもらった。CRE スク

に細菌検査室がある重要性を再認識した。

リーニング培地は CHROMager mSuper CARBA Ager（関東

連絡先：024-934-5463（直通）
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カルバペネマーゼ鑑別ディスク Plus の有用性の評価

◎羽島 房子 1)、佐藤 貴美 1)、石戸谷 真帆 1)、勝見 真琴 1)、阿部 裕子 1)、藤巻 慎一 1)
東北大学病院 診療技術部 検査部門 1)

【目的】カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）は、

【結果】耐性因子の判明している 5 株については、従来の

耐性遺伝子がプラスミド上に存在するものが多く世界的に

鑑別ディスクでは IMP-6、OXA-48 が該当なしと判定され

問題となっており、中でもカルバペネマーゼ産生腸内細菌

たが、改良された鑑別ディスク Plus では、non-CPE は

科細菌（CPE）であるか否かを正しく判定する事が重要で

AmpC 産生かつ外膜透過性変異株に、IMP-6 と NDM-1 は

ある。この CPE について簡便に耐性因子を鑑別する方法と

MBL 産生菌に、OXA-48 は OXA-48 産生菌、KPC は

して、カルバペネマーゼ鑑別ディスク（関東化学）が発売

KPC 産生菌と全て正しく判定された。また当院分離株

されたが、CPE の鑑別性能が不十分であったことから、

27 株については、SMA 陽性・ｍCIM 陽性だった 11 株の

カルバペネマーゼ鑑別ディスク Plus（関東化学）として

うち 10 株が MBL 陽性と正しく判定されたが、1 株のみ

改良され新たに発売された。そこで今回この改良された

該当なしと誤判定された。

鑑別ディスク Plus について、CPE 鑑別性能の検討を行った。

【考察】カルバペネマーゼ鑑別ディスク Plus は、耐性因子

【対象および方法】耐性因子の判明している CRE5 株

の判明している 5 株全てについて良好な結果が得られた。

(IMP-6、OXA-48、KPC、NDM-1、non-CPE)と、当院で

しかし臨床分離株において、SMA で容易に MBL と判定

2015 年 1 月から 2018 年 6 月までに検出された CRE27 株を

出来た株が正しく MBL と判定出来なかったことから、

使用した。測定方法は、McFarland

0.5 の菌液をミューラ

SMA の代わりに本ディスクを用いて MBL の判定を行う事

ーヒントン培地に塗布し、ディスク 5 枚（Ａ～Ｅ）を設置

には注意が必要と考えられた。本ディスクは SMA で判定

し 35℃18 時間培養後、阻止円直径を mm 単位で計測し、

出来なかった CRE 株について、mCIM と合わせて使用する

判定方法に従って MBL、KPC、OXA-48、AmpC かつ外膜

ことで CPE 鑑別の有用性が高まると考えられた。

透過性変異株、該当なしの 5 つの耐性因子判別を行った。

（連絡先：022-717-7388）
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多剤耐性緑膿菌のブレイクポイントチェッカーボードによるスコアリングシステムの評価

◎舛甚 満 1)、三浦 悠理子 1)、平田 和成 1)、庄司 淳子 1)、勝見 真琴 1)、阿部 裕子 1)、藤巻 慎一 1)
東北大学病院 診療技術部 検査部門 1)

【目的】多剤耐性緑膿菌感染症の抗菌薬治療において併用

52.6%(10 組/19 組)、%Total Score では 26.3%(5 組

効果を有する薬剤の組み合わせを特定するための検査法と

/19 組)であった。両法とも colistin との組み合わせ 5 組

して、ブレイクポイントチェッカーボード(BC プレート)が

が全て含まれた。MBL 産生 8 株では、Combination

ある。この測定結果をスコア化し集計・解析することで自

average で 31.6%(6 組/19 組)、%Total Score で 21.1%(4 組

施設における抗菌薬選択の指標となると考えられる。今回

/19 組)であり colistin との組み合わせを除くと、

当院で分離された多剤耐性緑膿菌を用いて BC プレートのス

Combination average において amikacin-piperacillim の

コアリングシステムの有用性について検討した。【方法】

組み合わせのみが基準を満たした。また、MBL 非産生 8 株

2013 年 1 月から 2017 年 12 月の期間に分離された多剤耐性

では Combination average で 73.7%(14 組/19 組)、%Total

緑膿菌(MDRP)16 株(MBL 産生株 8 株、非産生株 8 株)を対象

Score で 31.6%(6 組/19 組)となり、Combination

とし、BC プレート(栄研化学)による測定を行った。BC プレ

average で多くの組み合わせで基準を満たしたのに対し、

ート上の 2 薬剤×2 濃度の 4 ウェルに

%Total Score では colistin の組み合わせを除くと、

おいて全て発育阻

止が認められた場合をスコア 4 とし、順にスコア 3、2、

amikacin-meropenem の 1 組のみ基準を満たした。【考察】

1 とし 4 ウェル全てに発育した場合を

多剤耐性緑膿菌感染症の治療において colistin を使用する

スコア 0 とした。

解析法として①Combination average(各スコア×株数の合

症例は国内では稀であり、Combination average の方がよ

計/総株数)と②%Total Score((各スコア×株数の合計/総株

り多くの併用効果が期待出来る組み合わせを予測可能であ

数×4)×100)を用いた。①は 1.00 以上、②は 80 以上を併

ったことから、Combination average 法の方が実臨床を反

用効果ありとした。【結果】全 16 株における集計において、

映しているスコアリングシステムと考えられた。

Combination average で基準を満たした組み合わせは

（連絡先：022-717-7388）
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繰り返す MRSA 菌血症の治療中に VISA を検出した１症例

◎金澤 雄大 1)、奥田 千晶 1)、石藤 宥人 1)、岡本 優美 1)、堀内 弘子 1)
八戸市立市民病院 1)

【はじめに】ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ中等度耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌(VISA)は、
vanA 等の特定の耐性因子を保有しておらず、細胞壁合成系

E-test(ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ)では VCM の MIC＝3μg/mL。青森県
環境保健ｾﾝﾀｰへ vanA、vanB の遺伝子解析を依頼し、いずれ

遺伝子の変異による細胞壁の肥厚が耐性ﾒｶﾆｽﾞﾑとされてい

も陰性。ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝ解析では VCM＝2μg/mL で急激な発育

る。今回、繰り返すﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌(MRSA)菌血症

ｺﾛﾆｰ数の減少を認めた。【考察】今回検出された VISA は、

の治療中に、ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ(VCM)に対する MIC の上昇を認めた

72 時間培養で VCM の MIC の上昇がなかったこと、また

症例を経験したので報告する。【症例】40 代女性。2017 年

ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝ解析の結果から slowVISA とﾍﾃﾛVISA は否定的

4 月に 39℃台の発熱と、全身に紅斑が出現。前医での血液

であった。繰り返し VCM に暴露された MRSA が徐々に耐

検査で異型ﾘﾝﾊﾟ球を認め、当院へ紹介受診となり即日入院。

性化したものと考えられる。当該患者は緑膿菌による菌血

薬剤過敏症症候群を疑い治療開始されたが改善を認めず、

症も繰り返しており、β-ﾗｸﾀﾑ系薬と VCM が併用されてい

同年 10 月に発熱持続するため血液培養を施行、MRSA(V

た期間があったため、β-lactam antibiotic induced vancomycin

CM の MIC＝1μg/mL)が検出され VCM で治療開始。一度

resistant MRSA(BIVR)の存在も考慮すべきだが、今回は確認

改善するも、その後も MRSA 菌血症を繰り返し、2018 年 4

できなかった。【結語】VISA に関する検査法は煩雑かつ確

月に提出された血液培養から VISA(VCM の MIC＝4μg/m

立されておらず、日常的に VISA を検出することは難しい。

L)が検出された。主治医、抗菌薬適正使用支援ﾁｰﾑ(AST)と

しかし、VCM の MIC＝2μg/mL の MRSA の中に、一定の

協議し、ｱﾙﾍﾞｶｼﾝへ抗菌薬が変更された。【細菌学的検査】

割合で VISA が存在するといわれ、複数の検査法での MI

薬剤感受性検査には MicroScan WalkAway 96Plus(ﾍﾞｯｸﾏﾝ・

C 測定が重要である。本症例では、主治医や AST へ迅速に

ｺｰﾙﾀｰ)PC3.1Jﾊﾟﾈﾙを使用、18 時間培養で VCM の MIC＝4μ
g/mL、72 時間培養で変化なし、再検査で 2μg/mL となった。

VISA の可能性を伝えたことで、適正な感染症治療に貢献で
きたと思われる。連絡先：0178-72-5111(2430)
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長期間検出された Chryseobacterium indologenes の一症例

◎越崎 祐輔 1)、齋藤 峻平 1)、中川 翔希 1)、小松 良一 1)
JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 1)

【はじめに】Chryseobacterium indologenes(以下

C.indologenes と同定され、β-lactam 薬、AMK、GM が耐性

C.indologenes)は偏性好気性ブドウ糖非発酵グラム陰性桿

を示した。CIM テスト、メタロ-β-ラクタマーゼ SMA（栄研）

菌で、自然環境に常在する。人工呼吸器や医療器具を介し

、カルバペネマーゼ鑑別ディスク（関東化学）にて MBL 産

て肺炎や敗血症を引き起こすことが報告されている。今回、

生を確認した。

菌血症を起こし、長期間 C.indologenes が検出された症例

【対策】検出後は院内感染対策マニュアルに準じて、多床

を経験したので報告する。

室から個室に移動し、高頻度接触面は 0.1％次亜塩素酸ナ

【症例】82 歳女性。2017 年 8 月、高血圧、喘息で通院中に

トリウムで清拭、接触予防策を実施した。

両肺びまん性のすりガラス陰影・左下葉の多発結節影があ

【考察】C.indologenes は MBL である IND-typeβ-

り、血管炎に伴う肺胞出血で入院となった。その後、顕微

lactamase 遺伝子を染色体上に保有しており、カルバペネ

鏡的多発血管炎の診断となりステロイド投与開始。肺胞出

ム系を含む多くの β-lactam 薬に耐性を示す。今症例では、

血増悪により酸素リザーバーマスク 10L 使用。入院 10 日目

明確な感染源は不明であるが、酸素化悪化によるリザーバ

以降に血液培養、口腔内びらん培養より複数回、

ーマスクの着用、ステロイド治療なども感染要因の一つと

C.indologenes が検出された。MINO34days 経口投与するも

して考えられる。今症例以降、さらに 2 例を経験したが、

陰性化ならず、LVFX 投与変更後、陰性化となった。

検出後は ICT の迅速な対応により接触予防策を遵守し、他

【細菌学的検査】入院 10 日目の血液培養にて好気ボトル

入院患者伝播防止に繋げた。今後も細菌検査室として迅速

2set をサブカルチャーしたチョコレート寒天培地にオレン

な報告を行い、ICT と連携して院内感染対策の一助を担う

ジ色の非水溶性色素産生コロニーが検出された。

必要がある。

VITEK2XL（biomerieux）にて同定薬剤感受性試験を実施し、

連絡先 0155-24-4161

内線 2336
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Aggregatibacter actinomycetemcomitans による動脈瘤を合併した感染性心内膜炎の一例

◎鈴木 靖子 1)、菊地 瑞香 1)、大橋 泰弘 1)
みやぎ県南中核病院 1)

〔はじめに〕Aggregatibacter

actinomycetemcomitans は好気

報告した。院内と外注検査でも菌種の同定ができず、後日

性グラム陰性桿菌で口腔内常在菌だが、ヒトに対して稀に

質量分析で A.actinomycetemcomitans と同定された。

敗血症・感染性心内膜炎を起こす HACEK 群に含まれる菌

〔入院経過〕感染性心内膜炎を疑い経胸壁心エコーと経食

である。今回、発育条件やコロニー形態、グラム染色像等

道心エコーを行い、僧帽弁逆流は認めるが疣贅は指摘でき

より A.actinomycetemcomitans と推定した感染性動脈瘤を合

なかった。入院 8 日目下肢血管エコーで右膝窩動脈瘤の破

併した感染性心内膜炎の一例を経験したので報告する。

綻を認め手術目的に他院転院となった。この時の CT 検査

〔症例〕60 歳台男性。既往歴アルコール依存症。発熱、食

で腸間膜動脈に 2 ヶ所動脈瘤を認めた。術後抗菌薬治療継

欲不振を主訴に来院。来院時 38 度台の発熱、血液検査で高

続目的に当院に転院した。この間血液培養陰性確認後 6 週

度貧血と炎症反応高値を認め、感染源不明、敗血症疑いで

間抗菌薬を投与した。治療終了 4 日目と 12 日目の血液培養

入院となった。

から再び A.actinomycetemcomitans を検出した。敗血症の原

〔微生物学的検査〕入院時血液培養 2 セット採取し、培養

因を腸間膜動脈瘤と考え摘出手術が行われた。組織の培養

4 日目に陽転し、グラム染色でグラム陰性小桿菌を認めた。

と 16SｒRNA の検査を行ったが菌は検出されなかった。

ヒツジ血液寒天培地、チョコレート寒天培地、BTB 寒天培

〔考察〕A.actinomycetemcomitans を含む HACEK 群による

地を用いて 35℃5％炭酸ガス培養と好気培養を行った。培

感染性心内膜炎は 5～10％といわれている。発育が遅く、

養 3 日目に炭酸ガス培養の血液寒天培地とチョコレート寒

質量分析器を導入していない当院では同定困難な菌ではあ

天培地のみに微小コロニーの発育を認めた。カタラーゼ

るが、グラム染色像等で菌種を推定し迅速に臨床側に報告

（＋）オキシダーゼ（－）コロニー形態、グラム染色像、

することで診断、治療に貢献することができた。

発育条件等より A.actinomycetemcomitans を推定し主治医に

連絡先

0224-51-5500（内線 2605）
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当院におけるインフルエンザ検査の検体採取への取り組みと実施状況

◎澤谷 泰子 1)、小山内 有紀子 1)、小山 敬大 1)、野坂 亨治 1)
青森市民病院 1)

平成 27 年 4 月から、厚生労働省指定講習会の修了証書を

②147 件③1014 件であった。【結果】外来の発熱患者は救

取得した臨床検査技師が業務として検体採取を実施できる

急外来個室へ案内され、患者間の暴露を防止した。依頼は

ようになった。それに伴い平成 28 年度から当院でも臨床検

検査オーダーとし、結果を検査部で管理、毎週感染管理室

査技師によるインフルエンザ検体採取業務を開始したので、

へ件数や患者リストの報告を行うことで、院内発生状況の

その実施状況について報告する。

報告漏れが無くなった。さらに細菌検査室では 1 年目の運

【運用方法】平日日中の外来患者（小児科除く）の検体採

用後、検体採取接遇マニュアルを作成し、採取時の説明や

取から結果報告までを検査技師が担当した。入院患者は病

本人確認を含めた、患者への接遇向上への取り組みも行っ

棟スタッフが検体採取後、検査部で検査を実施。夜間・休

た。検査技師による検体採取実施割合は約 16%、夜間・休

日は救急外来および病棟スタッフが検体採取と検査を実施

日の発熱患者が集中する救急外来および病棟スタッフによ

し、検査結果を検査部へ報告してもらうこととした。検体

る検体採取実施割合は約 84%であった。【まとめ】平成

採取は細菌検査担当技師が主となって検体検査部門全員で

28 年度からインフルエンザ検査検体の採取業務を開始した。

実施している。【実施状況】運用開始 1 年目の平成 28 年

検査技師による実施割合は多くはないが、看護師の負担軽

11 月から 29 年 5 月までの実施状況は、総検査件数 1225 件、

減につながった。また検査部が関わることで、インフルエ

うち①検査技師が採取：195 件（実施割合：15.9%）②病

ンザ検査キットの適正管理、発生状況の正確な把握が可能

棟スタッフが採取後検査技師が検査実施：216 件③時間外

となり、迅速で適切な院内感染対策に貢献できると考えら

に救急・病棟スタッフが採取し検査実施：814 件であった。

れる。

2 年目の平成 29 年 11 月から 30 年 5 月までの実施状況は、

連絡先：017-734-2171（内線 6020）

総検査件数 1375 件、うち①214 件（実施割合：15.6%）
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小児病院における血液培養の迅速報告に関する検討
質量分析器を用いた直接同定の有用性
◎中村 一樹 1)、須田 那津美 1)、小原 登志子 1)
地方独立行政法人 宮城県立こども病院 1)

【はじめに】血液培養陽性検体からの迅速な菌種同定は、

は 30 時間 15 分となり、有意差を認めた（p＜0.05）。感受

敗血症診療のマネージメントにおいて重要となる。当院で

性に関しては、導入前の平均値は 100 時間 24 分、導入後は

は、質量分析器を用いて培養陽性ボトルから直接同定（直

72 時間 36 分となり、有意差を認めた（p＜0.05）。また、

接法）した菌名を医師へ中間報告している。全国の小児病

直接法にて菌名中間報告後に抗菌薬が変更された症例は

院における本法導入の利点についての報告は少ないため、

3 例あった。

直接法の同定精度と報告時間を調査し、また血液培養結果

【考察】直接法は、同定精度においては良好な結果が得ら

報告の迅速化に向けた取り組みについてまとめた。

れ、報告時間の短縮も可能であった。感受性報告時間が短

【対象】導入前：2014 年 9 月～2015 年 10 月血液培養陽性

縮した要因の１つとして、2017 年 11 月より、陽性処理を

128 件。導入後：2017 年 1 月～2018 年 2 月直接法を実施し

24 時間体制にしたことも挙げられる。

た血液培養陽性 78 件。

【まとめ】当院において、直接法が、より迅速な抗菌薬選

【方法】直接法導入前後において、検体受付時刻から同定、

択に繋がった症例もいくつか経験することができたが、今

感受性報告までの所要時間を集計した。導入後の同定時刻

後は菌名の早期報告と共に、菌種により異なる付加情報や

は直接法による時刻とした。いずれも、2 菌種以上検出さ

アンチバイオグラム等を伝えることで更に敗血症診療へ貢

れた症例は除外した。

献していきたいと考える。

【結果】直接法の同定結果は、Score Value（SV）≧2.0 が
49 件、SV＝1.700-1.999 が 25 件、SV＜1.7 が 4 件であり、
菌名は培養後の同定結果と全て一致していた。報告時間は、
同定に関しては、導入前の平均値は 100 時間 24 分、導入後

連絡先

022-391-5111（内線：5643）
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当院における血液培養結果報告後の抗菌化学療法に関する解析

◎木村 正彦 1)、藤田 絵理子 1)、井上 文緒 1)、木津 綾乃 1)、蔦谷 昭司 1)、齋藤 紀先 2)、萱場 広之 2)
国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 1)、国立大学法人弘前大学医学部大学院医学研究科臨床検査医学講座 2)

【目的】血液培養検査で最初に報告されるグラム染色性は

4 つに分けて比較した。【結果】結果報告後に投与された

初期治療を決める上で重要な情報となる。当院では定期的

抗菌薬の集計結果を表に示す。グラム染色またはグラム染

な抗菌化学療法に関する講習会に加え、2015 年から

色＋推定菌種報告後に有効な抗菌薬が投与された症例は、

MALDI- TOF MS を利用した血液培養迅速報告（培養液か

従来法では 65%であったのに対して、迅速法では 100%に

ら直接同定：迅速法）を開始した。今回、活動を評価する

改善していた。【まとめ】感染症診療の教育・啓発活動と

目的でレンサ状グラム陽性球菌（Strept-GPC）が検出され

MALDI- TOF MS による迅速報告は、当院における適切な感

た症例に対する抗菌化学療法について、染色性のみ報告し

染症療法に貢献していることが示唆された。

ていた期間（従来法）と比較した。【対象】血液培養で

表. 従来法と迅速法における結果報告後の抗菌化学療法

Strept-GPC と報告した 36 症例（従来法：2014 年 20 症例、
迅速法：2016 年 16 症例）を対象とした。除外：①一か月
以内に同一菌種が検出、②複数セットの内 1 セットのみ緑
色レンサ球菌を検出。【方法】グラム染色報告前、グラム
染色報告後（従来法）、グラム染色＋推定菌種報告後（迅
速法）、菌種報告後、感受性結果報告後に投与された抗菌
薬を調査した。同定菌種に対して、抗菌スペクトラムのあ
る抗菌薬を①有効抗菌薬、当院の感染症診療・適正使用マ

グラム染色
報告前

グラム染色
報告後

65% (13/20)

有効抗菌薬
投与率

従来法

40% (8/20)

迅速法

88% (14/16)

推奨抗菌薬
投与率

従来法

20% (4/20)

迅速法

56% (9/16)

無効抗菌薬
投与率

従来法

45% (9/20)

迅速法

13% (2/16)

抗菌薬
非投与率

従来法

15% (3/20)

迅速法

0%

100%
40%(8/20)
63% (10/16)
35% (7/20)
0%
0%
0%

菌種
報告後

感受性結果
報告後

80% (16/20)

95% (19/20)

100%

100%

55% (11/20)

75% (15/20)

63% (10/16)

69% (11/16)

20% (4/20)

5% (1/20)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

会員外協力者：岡村祐嗣、新岡史典（弘前大学病院薬剤部）

ニュアルで推奨している抗菌薬を②推奨抗菌薬、抗菌スペ
クトラムの無い抗菌薬を③無効抗菌薬、④抗菌薬非投与の

グラム染色 ＋
推定菌報告後

連絡先：0172-33-5111(7213)

124

一般演題 微生物

当院の細菌検査室における内部精度管理について

◎齋藤 峻平 1)、中川 翔希 1)、越崎 祐輔 1)、小松 良一 1)
JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 1)

【はじめに】日々の検査業務で内部精度管理を行うことは

ラム陰性桿菌）を塗抹し、毎朝グラム染色を行い、鏡顕後

必須であるが、微生物学的検査においての内部精度管理は

記録する。④用手法同定検査は BBLCRYSTAL 同定検査試

広く普及していないように思われる。当院検査室では ISO

薬（BD）を使用し、標準菌株は添付文章に記載されている

15189 認定取得にあたり、微生物学的検査の内部精度管理

品質管理菌の中から 1 菌種を選定した。用手法薬剤感受性

が必要となった。これを機に、当院細菌検査室の American

検査はドライプレート（栄研化学）を使用し、標準菌株は

Type Culture Collection（ATCC）の標準菌株を用いた内部精

試験成績書に記載されている菌株の中から 1 菌種を選定し

度管理の運用を構築したので報告する。

た。どちらもロット変更毎に試験を行う。なお、①～④の

【対象】内部精度管理の対象として①VITEK2 自動分析装

試験で判定基準が外れた場合、再検査を行う。

置（ビオメリュー）、②各種培地、③グラム染色、④用手

【まとめ】各試薬の添付文章には内部精度管理方法が記載

法（同定検査、感受性検査）とした。

されており、微生物学的検査においても例外ではない。内

【方法】①VITEK2 自動分析装置に用いる標準菌株は使用

部精度管理を行うことで業務量や試薬コストは増加するが、

する同定カード、薬剤感受性カードの添付文章に記載され

標準菌株を用いることで国際的な基準で品質を担保するこ

ている品質管理用菌株の中から 1 菌種を選定した。ロット

とが可能である。ISO15189 認定取得の有無にかかわらず臨

変更毎に正確性と同時再現性試験を行う。②各種培地の製

床検査において品質保証を行うことは重要であり、より精

品会社からロット変更毎に試験成績書を入手する。また、

度の高い検査結果を臨床側に返していくことが必要である。

当院で使用している標準菌株を各種培地に塗抹培養し、試
験成績書の判定基準と遜色がないことも確認し記録する。
③1 枚のスライドガラスに標準菌株（グラム陽性球菌、グ

連絡先 0155-24-4161

内線 2336
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宮城県におけるアンチバイオグラム作成に関するアンケート調査

◎須田 那津美 1)、中村 一樹 1)、小原 登志子 1)、豊川 真弘 2)
地方独立行政法人 宮城県立こども病院 1)、福島県立医科大学 2)

【はじめに】2017 年 9 月抗菌薬適正使用支援プログラム実

場合、｢少ない株数のまま集計する｣が 83%であった。活用

践のためのガイダンスが公表され、施設ごとのアンチバイ

に関して｢よく利用されていると思う｣と回答したのは 1 施

オグラム作成とその有効利用が推奨されたが、具体的な作

設のみであった。

成方法に関する記載はない。今回、各施設のアンチバイオ

【考察】本調査ではアンチバイオグラムを作成していない

グラム作成方法について現状を把握し、今後の課題を抽出

施設は全て加算 2 であり、施設属性に差を認めた。細菌検

することを目的にアンケート調査を行ったので報告する。

査を外部委託していることが多い事や集計対象となる菌株

【方法】2018 年 2 月 1 日時点における宮城県感染対策防止

数が少ない事が要因と考えられた。同一患者の重複や少な

加算届出医療機関、加算 1 (23 施設)、加算 2 (48 施設)、計

い菌株数は統計処理において誤差が大きくなるため注意が

71 施設を対象とし、施設属性に関する質問、アンチバイオ

必要である。また感受性の判定基準についても施設間差が

グラムの作成および周知・活用に関する質問を行った。

あり、特にブレイクポイントの変更時にはアンチバイオグ

【結果】アンケート回収率は加算 1: 83% (19/23 施設)、加算

ラムを用いて耐性率の施設間比較を行うことは困難である

2: 50% (24/48 施設)、全体では 61% (43/71 施設)であった。

と考えられた。中小規模医療機関における作成状況や方法

アンチバイオグラム作成率は加算 1: 100%、加算 2: 46%、

について施設間差がより大きいことが確認された。アンチ

全体では 69%であった。作成者の職種は臨床検査技師 87％、

バイオグラムの有用性の検討や臨床での活用状況は、共通

薬剤師 10％、看護師 3%であった。作成頻度は 1 年に 1 度

の課題と思われる。

が 72%と最多であった。CLSI M39 を参考に作成している

【謝辞】本調査にご協力いただいた皆様に陳謝申し上げま

と回答した施設は 48%であり、同一患者の重複処理や各菌

す。ご協力ありがとうございました。

種における集計方法について差を認めた。菌株数が少ない

連絡先：022-391-5111(内線 5097)
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北臨技微生物部門 平成 30 年第 2 回微生物フォトサーベイ報告

◎小池 祐史 1)、福元 達也 2)、八鍬 佑貴 3)、品川 雅明 3)
北海道旅客鉄道株式会社 ＪＲ札幌病院 1)、北海道大学病院 2)、札幌医科大学附属病院 3)

【目的】北海道臨床衛生検査技師会微生物部門では、微生

地コロニー写真、試験管培地接種後の写真から各培地の性

物の同定精度向上と施設間誤差解消を目的として、フォト

状を答え（設問 4）、菌名を推定する（設問 5）設問であっ

サーベイランスによる外部精度管理を昨年度より開始した。

た。症例 4 は Haemophilus influenzae を問う設問であり、培

【方法】55 施設の申し込みを頂いた。北臨技微生物部門に

地コロニー写真、X ・ V 因子要求性、β ラクタマーゼ試験

て 4 症例 8 問を設定し、設問 8 は評価対象外として出題し

の写真から菌名を推定（設問 6）し、薬剤感受性試験の写

た。菌名の記入方法、試験管培地の判定記入方法、最小発

真から指定の薬剤の MIC 値、および判定値を問う（設問

育阻止濃度の記載方法はあえて指定せずに出題した。

7）設問であった。

A 判定：正解。B 判定：許容正解。菌名においての属名省

【結果】正解となる A、B 判定は設問 1：96％、設問 2：

略、試験管培地判定 1 つまでの不正解とした。C 判定：修

100％、設問 3：100％、設問 4：100％、設問 5：100％、設

正が必要。菌名のスペルミス、試験管培地判定 2 つまでの

問 6：89％、設問 7：87.3％となった。

不正解とした。D 判定：不正解。違う菌名、試験管培地判

【考察】第 2 回微生物フォトサーベイを実施し、概ね良好

定は 3 つ以上の不正解とした。

な成績となったが、症例 4 はスペルミス、MIC 値の記入間

症例 1 は Clostridioides (Clostridium) difficile を問う設問であ

違いが数施設見られた。詳しい解説は当日行う予定である。

り、コロニー写真から菌名を推定する設問であった（設問

この様な外部精度管理に参加し、他施設との結果を比較検

１）。症例 2 は Klebsiella oxytoca を問う設問であり、培地

討することで検査の標準化、同定精度の向上に繋がると思

コロニー写真および試験管培地接種後の写真から各培地の

われる。今後も本精度管理事業を継続的に展開させていき

性状を答え（設問 2）、菌名を推定する（設問 3）設問であ

たい。

った。症例 3 は Yersinia enterocolitica を問う設問であり、培

連絡先 011−208−7150
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グラム染色像より推定し得た Aspergillus niger による鼻副鼻腔アスペルギルス症の一例

◎藤田 佳奈 1)、相馬 史典 1)、中川 正彦 1)、木元 宏弥 1)、武田 晃典 1)
市立旭川病院 1)

【序文】鼻副鼻腔アスペルギルス症は、免疫不全患者にお

albicans を検出した。病理組織診断では Aspergilloma の診断

いて、吸入されたアスペルギルスの胞子が副鼻腔内に定着

となった。A. niger による鼻腔アスペルギルス症＋副鼻腔炎

し、感染巣を形成することで起こる病態である。今回、グ

と判明後、抗菌薬を中止し VRCZ を開始、耳鼻科にて摘除

ラム染色像より推定し得た Aspergillus niger（A. niger）によ

術を継続した。その後、薬剤性肝機能障害の疑いで

る鼻副鼻腔アスペルギルス症を経験したので報告する。

VRCZ から CPFG に変更したが改善がみられず、使用して

【症例】80 歳代男性、20XX 年 5 月に発熱、咽頭痛を主訴

いた全ての薬剤を中止した。耳鼻科処置のみで経過を見て

として当院を受診。精査加療目的で入院し、血球貪食症候

いたが、その後患者都合により転院した。

群と診断され、ステロイド治療を開始した。20XX 年 6 月

【考察】アスペルギルスは自然環境中に普遍的に存在する

に鼻出血、頭痛、左前額部の疼痛を自覚し、CT 検査所見で

菌であり、健常者では通常 Aspergillus 属の胞子を吸入した

左上顎洞、篩骨洞に軟部濃度陰影がみられ、副鼻腔炎の診

としても体内から排除されるが、免疫不全状態にある患者

断となった。スワブで採取した検体が提出され、

では感染症の危険因子となる。グラム染色を実施する際は

AMPC/CVA が開始された。耳鼻科所見では、左鼻腔内に骨

患者情報を確認し、特にアスペルギルス症のハイリスク患

破壊を伴う黒色病変を認め、悪性腫瘍疑いとして病理組織

者においては、標本中に糸状菌の菌糸やシュウ酸カルシウ

診断が実施された。グラム染色にて、糸状菌の菌糸および

ム結晶が含まれてないかを注意深く観察すべきである。ま

酵母様真菌の菌体を認め、正八面体型、ダンベル型、楕円

たそれらを示唆する所見が得られた場合は、培養結果を待

形型のシュウ酸カルシウム結晶を確認した。患者背景及び

たずに臨床側へ有用な情報を提供することができると考え

これらのグラム染色の所見より A. niger による感染症の可

る。

能性を主治医に報告した。培養検査で A. niger と Candida

連絡先 0166-24-3181（内線 3533）
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喀痰から分離された Exophiala dermatitidis

の一例

◎深澤 純二 1)、竹内 美華 1)、泉澤 淳子 1)
地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター 1)

［はじめに]Exophiala dermatitidis は土壌や汚水、植物など

[細菌学的検査]2 月 20 日提出の喀痰は膿性であったが、鏡

の環境に生息する黒色真菌である。弱毒性・非病原性とさ

検では菌は確認されなかった。ヒツジ血液寒天培地（CO2

れているが、免疫低下などの易感染性の場合に皮膚や皮下、

条件）チョコレート寒天培地（CO2 条件）カンジダクロモ

脳などの内臓病変を惹起し、まれに肺炎の原因菌となるこ

アガー（好気条件）で 24 時間培養は（－）であったが 48

とが知られているが本邦での報告例は少ない。今回、抗菌

時間培養にて Aspergillus sp と酵母様真菌と思われる本菌の

薬の投与がなされたにも関わらず肺炎症状の改善が認め

発育が認められた。本菌はクロモアガーでの発色が C.

られず治療困難とされていた患者より E. dermatitidis が検

albicans に類似していたが暗緑色であり、通常のものと違

出された一例を経験したので報告する。

うことから自動分析装置で同定を試みるも同定不能とな

[症例]67 歳、男性。既往は咽頭癌により 2014~2016 年当院

った。外注にて精査を行った所、E. dermatitidis と同定され

に入院。その後外来通院していた。2017 年 12 月より倦怠

た。

感と血痰などの症状が出始め、2018 年 1 月 4 日に発熱のた

[考察]E. dermatitis は培養条件により、酵母様・菌糸様に変

め緊急入院。CT 画像より肺炎の疑いが強い為、抗菌薬によ

化する二相性真菌であり、短期間の培養では単に Candida

る治療が開始されたが改善は見られなかった。2 月 1 日の

属と誤同定されてしまう可能性がある。特に Candida 属は

喀痰より C. albicans が発育したため MCFG の投与が開始

コロニーの視覚的な違いから同定することも多く、その報

されたが顕著な症状の改善は見られず、2 月 7 日の喀痰か

告には慎重は判断が必要であると再認識した症例であった。

ら Aspergillus.sp が検出されたため抗菌薬を L-AMB に変更。
その後 2 月 20 日の喀痰より通常の Candida 属ではない可
能性のある本菌が検出された。

連絡先

022-384-3151
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喀痰より分離された Bordetella bronchiseptica の一例

◎田村 栄子 1)、逢坂 早織 1)、田澤 節子 2)
株式会社 LSI メディエンス 青森市医師会臨床検査センター 1)、株式会社 LSI メディエンス 2)

【はじめに】
Bordetella bronchiseptica は、獣医学において呼吸器感染症

ったことからブドウ糖非発酵菌を推定し VITEK2
Compact(GN 同定カード)で B.bronchiseptica 確率 99％の結果

の原因菌である。稀にヒトへの感染が認められ百日咳様の

を得た。追加試験で硝酸塩還元試験(N ブイヨンセット

栄

呼吸器感染症や創傷感染を起こすことが知られている。今

研化学)陽性であった。さらに質量分析法(VITEK

回喀痰より 2 回本菌を分離したので報告する。

る同定（中央総合ラボラトリー）を依頼し、

【微生物学検査】

B.bronchiseptica 信頼値 99.9 と同定された。 なお、1 回目の

MS)によ

86 歳男性、2016 年 4 月および 2017 年 5 月に提出された

培養では本菌の他に Staphylococcus aureus、viridans group

喀痰は Geckler 分類 4 と 5 で良質であった。1 回目のグラム

streptococci、non-hemolytic streptococci、Neisseria spp.が分離

染色結果はグラム陽性球菌、グラム陰性球菌、グラム陽性

されていたが、2 回目の培養では Candida spp.のみが認めら

桿菌および少量のグラム陰性桿菌の貪食を認めた。2 回目

れ口腔内常在菌は検出されなかった。

は酵母様真菌とグラム陰性桿菌の貪食を認めフィラメント

【まとめ】

状であった。培養は羊血液寒天培地 M58、ドリガルスキー

今回、稀な B.bronchiseptica を喀痰より 2 回分離した。グ

改良培地 Blue (栄研化学)、バシトラシン添加チョコレート

ラム染色所見から良質の喀痰が提出されたことが裏付けら

Ⅱ寒天培地(日本 BD)を用い 35℃で行った。羊血液寒天培地

れグラム陰性桿菌を原因菌と推定した。従来の VITEK2

とバシトラシン添加チョコレート寒天培地はアネロパック

Compact を用いた同定で B.bronchiseptica が得られ、さらに

CO2(三菱ガス)を用いて炭酸ガス培養を行った。24 時間後

追加試験で硝酸塩還元試験を実施したことで迅速、正確に

3 種類の培地すべてに直径 1～2㎜で光沢のあるコロニーが

同定菌種が得られた。

形成された。グラム陰性桿菌、オキシダーゼ試験陽性であ

連絡先：017-723-3821
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血液培養から Desulfovibrio 属菌が分離された一例

◎岩谷 麻由 1)、達子 瑠美 1)、安保 康太郎 1)、鎌田 尚未 1)、高橋 智映 1)、小林 則子 1)、嵯峨 知生 1)、廣川 誠 1)
秋田大学医学部附属病院 中央検査部 1)

【はじめに】Desulfovibrio 属は硫酸塩を還元する嫌気性グ

落が発育した。VITEK2（ビオメリュー）ANC カードでは

ラム陰性のやや湾曲した桿菌である。腸管内や口腔内に常

反応が認められず、日本臨床微生物学会の嫌気性菌検査ガ

在し、日和見感染菌としてまれに腹腔内感染や菌血症を起

イドラインのスキームに従い、カタラーゼ試験陽性、デス

こすという報告がある。今回我々は、血液培養検体から

ルフォビリジンテスト陽性より、Desulfovibrio 属菌と推定

Desulfovibrio 属菌を検出した症例を経験したので報告する。

した。16SrRNA 配列解析では Desulfovibrio 属菌と同定され

【症例】70 歳代、男性。2017 年 5 月に胸部大動脈瘤に対し

た。質量分析では同定には至らなかった。

ステントグラフト内挿術（TEVAR）を施行し、退院。術後

【考察及びまとめ】Desulfovibrio 属菌による菌血症の報告

2 ヶ月経って発熱を認め、ステント術後感染の疑いで入院

はいまだ少なく、臨床的な特徴はよく知られていない。今

となった。入院直後、感染源検索のため培養一式採取し、

回我々は、Desulfovibrio 属菌による菌血症を初めて経験し

MEPM、VCM の投与が開始された。

た。発育が遅く自動機器で同定できない菌であったが、グ

【微生物学的検査】入院時に提出された血液培養は、4 日

ラム染色像と基礎的な培地や試験から Desulfovibrio 属まで

目に嫌気ボトルのみ陽性となり、グラム染色にて小さめの

推定することができた。血液培養において嫌気培養でグラ

やや湾曲した、一部らせん状の陰性桿菌を認めた。チョコ

ム陰性らせん桿菌がみられたときには本菌属の可能性を視

レート寒天培地（5％炭酸ガス培養）、ヒツジ血液寒天培

野に入れて検査を進める必要がある。

地・ BTB 寒天培地・ DHL 寒天培地（35℃好気培養）、ス
キロー寒天培地（42℃湿潤環境にて微好気培養）、ブルセ
ラ HK 寒天培地（35℃嫌気培養）にてサブカルチャーを行
ったところ、4 日目にブルセラ HK 寒天培地のみに微小集

連絡先：018-834-1111（内線 2448）
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血液培養より検出された Streptobacillus moniliformis による鼠咬症の一例

◎鈴木 博子 1)、根本 円 1)、佐藤 実佳子 1)、阿部 聡美 1)、宍戸 宏子 1)、白石 満 1)
一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 1)

【はじめに】鼠咬症は齧歯類の口腔内に常在する２種類の

ィラメント状に連なるグラム陰性桿菌を認めた。羊血液

異なる病原体、Streptobacillus moniliformis 及び Streptobaci

/BTB 寒天分画培地（BD）を用いて 35℃炭酸ガス培養と、

llus minis による感染症である。Streptobacillus moniliformis

アネロコロンビア血液寒天培地（BD）を用いて嫌気培養を

による感染症は、ラットによる咬傷が一般的で突然の悪寒、

実施すると、血液寒天培地上に透明で小さなコロニーを形

発熱、嘔吐、筋肉痛などインフルエンザ様症状で発症する。

成した。VITEK２（ビオメリュー）にて同定検査を実施し

今回私達は、ネズミに噛まれた後の発熱、関節痛を主訴に

たが菌名未同定となり、精査目的に外部委託検査所と福島

鼠咬症を発症した一例を経験したので報告する。

県衛生研究所に菌株同定を依頼した。Streptobacillus monili

【症例】61 歳

formis と同定された。治療は入院初日よりセフトリアキソ

女性。主訴は発熱、関節痛。現病歴は、自

宅にてネズミ取りにかかった野ネズミに右母指と右第 2 指、

ン（CTRX）2g/日を開始し約 4 週間継続したのち軽快退院

左母指を噛まれ翌日近医を受診し ST 合剤を処方されたが

となった。

症状改善せず、第 4 病日から右母指の腫脹と血尿も認めら

【まとめ】検出細菌は、全世界に存在するが実際に発生が

れた。第 5 病日 39 度の発熱、左踵や右膝の痛みが出現し尿

稀であるか、診断が困難であるため把握できないか十分に

量も少量となり他院から紹介受診し入院となった。

検討されている状況ではない。当施設においても自動機器

【入院時身体所見】右母指の掌側に発赤腫脹。右膝の腫脹、

で同定不能となり、患者背景の検索や確認、主治医の感染

圧痛、熱感と可動制限あり。左踵に圧痛。腓腹部の圧痛は

疑いの情報から菌名精査決定までたどり着く事ができた。

認めず。両側の足の外側に点状の紫斑が散在。

本症例を通し、臨床情報の重要性と臨床医との十分な連携

【微生物学的検査】入院時、血液培養 2 セットと尿培養を

が大事である事を再認識した。

実施した。翌日血液培養が、4/4 本陽性となり菌体が長いフ

連絡先：024（925）1188

内線 30306

132

一般演題 微生物

血液培養から Helicobacter cinaedi を分離した 8 症例について

◎藤田 佳奈 1)、相馬 史典 1)、中川 正彦 1)、木元 宏弥 1)、武田 晃典 1)
市立旭川病院 1)

【序文】Helicobacter cinaedi（H. cinaedi）は、主にヒトや動

【考察】当院での分離例は、基礎疾患に血液腫瘍を持つ易

物の腸管に棲息しており、易感染宿主から比較的多く分離

感染性の患者や胸部外科手術後の患者であった。2017 年に

され、菌血症や敗血症、蜂窩織炎等の原因となる細菌であ

分離された 6 症例のうち、ST18 であった 3 症例は 1 月から

る。当院で血液培養から H.

5 月に、ST5 であった 3 症例は 8 月から 11 月にそれぞれ同

cinaedi を分離した 8 症例の患

者背景とその菌の遺伝子型について報告する。

一病棟内で分離されていた。ST が同一である事が同一菌株

【対象および方法】2011 年から 2017 年に当院で H. cinae-

に由来するとは言えないが、同一 ST の菌株が同時期に同

di を分離した 8 例（2011 年 1 例、2012 年 1 例、2017 年

一病棟で分離されていた背景を考慮すると、同一菌株由来

6 例）を対象とし、菌株の解析は国立感染症研究所に依頼

である可能性が高く、H. cinaedi が小規模に院内伝播した可

し、MLST（Multilocus Sequence Typing）による遺伝子型判

能性が示唆された。

定を実施した。

【結語】H. cinaedi による感染症の報告例は増え、菌種名自

【結果】患者の性別はすべて男性で、年齢は 41～88 歳（平

体は認知されるようになったが、その病原性や感染経路、

均年齢は 66.6 歳）であった。基礎疾患は、血液腫瘍が 4 名、

薬剤耐性についてなど、まだ十分に解明されていないこと

感染性腹部大動脈瘤の患者が 1 名、胸部外科手術後の患者

も多い細菌である。症例報告を積み重ねていくことで、本

が 3 名であった。血液培養陽性までの期間は 4～7 日（平均

菌の解明につながるのではないかと期待される。

5.25 日）で、すべて好気用ボトルからの検出であった。
MLST の結果、sequence

type（ST）は 3 種類に分けられ、

ST10 が 2 株（2011 年と 2012 年に分離）、ST18 が 3 株
（2017 年に分離）、ST5 が 3 株（2017 年に分離）であった。

連絡先 0166-24-3181（内線 3533）

