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このたび高嶋 隼二先生の後任として検査検体部会長を拝命いた

しました織辺と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
臨床検査といいますと、これまでには検査漬けとマスコミ等から

揶揄されていた時期もありましたが、私たち臨床医は、診断、病状

把握、経過観察、治療効果の判定などに、いかほどに臨床検査の助

けを借りているかを疑う余地はございません。多くの臨床科におい

て、検査なしでは診療ができないと申しあげても過言ではありませ

ん。そればかりか、現在ではむしろ検査をしなかったことに基づく

診断の遅れなどが、患者さんとのトラブルの要因になることも少な

くありません。 
そうは申しましても昨今の医療費の削減の流れの中で、いかに必

要最小限の臨床検査で診療上の効果を出せるかは決して容易いこと

ではありません。これからも医師会の先生方の経験に基づいたお知

恵をお借りして、検査課との意見交換役としての務めを果たして参

りたいと考えております。当部会に対しましてこれまで以上のご指

導、ご鞭撻を賜りますことを紙面をお借りしてお願い申し上げま

す。 
新しくなりましたwellnageかこがわとともに、当地区の医療がさ

らに向上することを祈念いたしましてご挨拶とさせていただきま

す。 



 

 

～～～～    敗血症診断における血液培養敗血症診断における血液培養敗血症診断における血液培養敗血症診断における血液培養についてについてについてについて    ～～～～ 
 

 

 

 

 細菌が血液中に入った状態を菌血症(bacteremia)といい、高熱、悪寒、戦慄を

伴って症状が重篤で感染が全身に及ぶ場合を敗血症(Sepsis,septicemia)といいま

す。菌血症は一過性、間歇性、持続性の3種類に区分されます。特に間歇性菌血症

では細菌は発熱に先立って血中に侵入し、体温上昇とともに短時間のうちに細網内

皮系により消失してしまいます。(図1、図2) そのため発熱や悪寒などの発熱の予

兆が見られたら直ちに血液培養を実施することが重要です。 

また、起因菌の検出率の向上とコンタミネーションと起因菌の判断を容易にするた

め、血液培養は最低2セット(異なる箇所から採血した血液)採取がスタンダードで

す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

( 図1) 

( 図2 ) 

【 細菌培養同定検査 】【 細菌培養同定検査 】【 細菌培養同定検査 】【 細菌培養同定検査 】    

    平成２６年度診療報酬改定で２セットの血液培養が算定可能になりました。 

 

   

 

 

 
       ※     血液を2ヶ所以上から採取した場合に限り、 「*3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。 

          この場合、「*注」の加算は2回算定できる。  

ＤＤＤＤ-018    *3 血液又は穿刺液血液又は穿刺液血液又は穿刺液血液又は穿刺液    190点点点点    

ＤＤＤＤ-018    *注注注注    嫌気性培養加算嫌気性培養加算嫌気性培養加算嫌気性培養加算    120点点点点    

参考資料：BD  Diagnostic  Club  vol.5 



 

 

           

                                                

  

    敗血症の原因となる感染症は、① 肺炎 ② 尿路感染症 ③ 髄膜炎 ④ 感染性  

  心内膜炎 ⑤ 皮膚・軟部組織感染症 ⑥ 腹腔内感染症 ⑦ 骨・関節感染症 など  

  があります。また、起因菌は、① S taphylococcus.aureus（黄色ブドウ球菌）② 

  Esherichia.coli（大腸菌）③ Klebsiella.pneumoniae（肺炎桿菌） ④ Pseudomo 

    nas.aeruginozae（緑膿菌）⑤ Enterococcus.spp（腸球菌） ⑥ roteus.spp  など 

  があります。          

  

  ２０１３年７月から２０１４年８月の1年間で加古川総合保健センターで血液培養 

  検査から検出された菌を掲載(図3)しました。 

 

   E.coli、CNS  K. pneumonia その他腸内細菌(Enterobactor.spp、Proteus.sppなど) 

 が全体の約 56％を占めています。 

  敗血症の起因菌によって死亡に関連する危険度は異なりますが、迅速に菌を検出し 

  て適切な治療を行うことが重要です。 

           

                                      検体検査係 微生物検査担当  中町稔子 技師  

                                                           

（ 図3 ） 



 

 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

    ～～～～    最新の肝炎ウィ最新の肝炎ウィ最新の肝炎ウィ最新の肝炎ウィ        

                                 

                                                                                                          HBV再活性化再活性化再活性化再活性化        
   

  近年、B型肝炎に関して治療後もｳｨﾙｽが肝細胞内に潜在している状態であること      が認識されてきており、これを「ｵｶﾙﾄ

   感染(血中HBV-DNA、または組織中のHBV-DNAが陽性)状態と定義されており       ます。

 またはHBc抗体陽性になっても肝細胞中に潜んだウィルス(cccDNA)が、抗がん  

 増殖し、肝炎を引き起こす場合があります。これを「de    novo(デノボ）肝炎デノボ）肝炎デノボ）肝炎デノボ）肝炎」   

 あることが解ってきました( HBV再活性化 再活性化 再活性化 再活性化 )。従って、免疫抑制状態時の検査   

    も重要です。も重要です。も重要です。も重要です。 

  ★★★★  HBV再活性化機序再活性化機序再活性化機序再活性化機序 

                                免疫抑制状態により惹起され免疫抑制状態により惹起され免疫抑制状態により惹起され免疫抑制状態により惹起されHBV増殖増殖増殖増殖(臓器移植が最もリスク大臓器移植が最もリスク大臓器移植が最もリスク大臓器移植が最もリスク大) 

                                                                                                    ↓↓↓↓ 

                                                                                            感染細胞増加感染細胞増加感染細胞増加感染細胞増加     

                                                                                                    ↓↓↓↓ 
                                        薬物中止による細胞障害性薬物中止による細胞障害性薬物中止による細胞障害性薬物中止による細胞障害性Tリンパ球を中心とする免疫系の再活性化、リンパ球を中心とする免疫系の再活性化、リンパ球を中心とする免疫系の再活性化、リンパ球を中心とする免疫系の再活性化、 

                                                感染細胞の広範な破壊 感染細胞の広範な破壊 感染細胞の広範な破壊 感染細胞の広範な破壊 →→→→de novo 肝炎肝炎肝炎肝炎(劇症肝炎劇症肝炎劇症肝炎劇症肝炎)→重症化・死亡重症化・死亡重症化・死亡重症化・死亡 

                                                    ・肝炎の発症に先行して、・肝炎の発症に先行して、・肝炎の発症に先行して、・肝炎の発症に先行して、HBV-DNAの増加がみられるの増加がみられるの増加がみられるの増加がみられる 

             ・・・・HBs抗原陽性例に加えて、抗原陽性例に加えて、抗原陽性例に加えて、抗原陽性例に加えて、HBs抗原陰性例で臨床的には治癒したと抗原陰性例で臨床的には治癒したと抗原陰性例で臨床的には治癒したと抗原陰性例で臨床的には治癒したと    

                                                            思われる思われる思われる思われるHBV既往感染者からも一部に既往感染者からも一部に既往感染者からも一部に既往感染者からも一部にHBV再活性化が起こりうる再活性化が起こりうる再活性化が起こりうる再活性化が起こりうる 

                 

                HBV再活性ﾘｽｸのある患者が、再活性ﾘｽｸのある患者が、再活性ﾘｽｸのある患者が、再活性ﾘｽｸのある患者が、別病院受診により別病院受診により別病院受診により別病院受診によりHBV再活性化モニターが再活性化モニターが再活性化モニターが再活性化モニターが    

            途切れ途切れ途切れ途切れ、再活性化発症事例もありますので注意する必要があります。、再活性化発症事例もありますので注意する必要があります。、再活性化発症事例もありますので注意する必要があります。、再活性化発症事例もありますので注意する必要があります。 



 

 

        ルス検査についてルス検査についてルス検査についてルス検査について    ～～～～    

            (de novo肝炎肝炎肝炎肝炎)とその対策とその対策とその対策とその対策 

型肝炎に関して治療後もｳｨﾙｽが肝細胞内に潜在している状態であること      が認識されてきており、これを「ｵｶﾙﾄHBV」と言い、血中HBs抗原陰性のHBV 

状態と定義されており       ます。B型肝炎治癒後(既往感染)、すなわちHBs抗原陰性、HBsAb陽性、 

   剤や免疫抑制剤等   により生体の免疫能が抑制状態になった場合に肝臓内で 

    と言い、一見急性肝炎のよ   うに見えるが、実は既往感染による肝炎の再燃で 

     には HBs抗原以外に、抗原以外に、抗原以外に、抗原以外に、HBs抗体、抗体、抗体、抗体、HBc抗体も検査し既往感染かどうか(?)の確認抗体も検査し既往感染かどうか(?)の確認抗体も検査し既往感染かどうか(?)の確認抗体も検査し既往感染かどうか(?)の確認    

  ★★★★   免疫抑制・化学療法により発症する免疫抑制・化学療法により発症する免疫抑制・化学療法により発症する免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン型肝炎対策ガイドライン型肝炎対策ガイドライン型肝炎対策ガイドライン 

   検体検査係 免疫血清検査担当      西村 厚史 技師      協力：富士レビオ株式会社 
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 新しい検査室は３階です。新しい装置新しい装置新しい装置新しい装置も加わり、 

  機能的な機器配置を行うことで動線を短縮できま 

  した。 
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＜ アンケート調査 質問 ＞ 

 

   この度「検査課だより」（第7号）発刊の機会に医療機関各位様の検査課に対するご意見を拝聴賜り 

  たく、下記の質問にご回答をお願いいたします。なお、回答結果は（別紙）アンケート調査 回答用紙 

 へご記入をお願いいたします。また、回答用紙は集配担当者へお渡しくださいますよう、お願い致し 

 ます。アンケート結果については集計し、次号以降の「検査課だより」にて報告させていただく 

 予定です。なお、アンケート回答期限は5月30日までとさせていただきます。 

  お忙しい中お手数をお掛けしますが、今後の検査課の業務改善に役立てたく存じますので何卒ご協力 

  のほど、よろしくお願いいたします。 

 

    質問 質問 質問 質問 1．広報について．広報について．広報について．広報について 

1）『検査課だより』をご覧になったことがありますか？       ☐はい ☐いいえ 

   2)  1) の質問で「いいえ」と回答された医療機関にお伺いします。何故ご覧頂けない 

   のか、忌憚のないご意見をご記入ください。 

(                                                 ) 

3)  保健センター『検査案内』は分かり易いでしょうか？      ☐はい ☐いいえ 

4）3）の質問で「いいえ」と回答された医療機関にお伺いします。どのような点が分かりにくいのか、 

   ご記入下さい。 

(                                                 ) 

5）『検査課だより』に取り上げて欲しい内容があれば、ご記入ください。また、その他 

ご意見等があれば、ご記入下さい。 

  (                                                 )  

    質問 質問 質問 質問 2．集配業務について．集配業務について．集配業務について．集配業務について 

1）検体を集荷に廻る担当者の応対は適切でしょうか？         ☐はい ☐いいえ 

2）貴医療機関が集配担当者に伝えられた内容は正確に担当部門（担当者）へ伝達され、お求めになら 

   れた返答がされていますか？                    ☐はい ☐いいえ 

3）1）および2）の質問で「いいえ」と回答された医療機関にお伺いします。どのような点が不適切か、 

   ご記入下さい。 

  (                                                 ) 

    質問 質問 質問 質問 3．応対について．応対について．応対について．応対について 

1）検査課の受付窓口での担当者の応対は適切でしょうか？     ☐はい ☐いいえ 

2）1）の質問で「いいえ」と回答された医療機関にお伺いします。どのような点が不適切か、ご記入 

  下さい。 

  (                                          ) 



 

 

3）電話での応対は適切でしょうか？   

 ① 集配依頼                               ☐はい ☐いいえ 

②  検査結果の問い合わせ                    ☐はい ☐いいえ 

 ③ 上記、①および②で「いいえ」と回答された医療機関にお伺いします。どのような点が不適切か、 

     ご記入下さい。 

    (                                                ) 

4）結果報告の応対は適切でしょうか？ 

① 緊急・至急検査の結果報告は適切に行われていますか？      ☐はい ☐いいえ 

② 検査結果値について、当センター担当検査技師の電話対応は適切で分かり易いでしょうか？ 

                                     ☐はい ☐いいえ 

③ 上記、①および ②で「いいえ」と回答された医療機関にお伺いします。どのような点が不適切か、

ご記入下さい。 

    (                                                ) 

    質問 質問 質問 質問 4．病理組織検査および細胞診検査について．病理組織検査および細胞診検査について．病理組織検査および細胞診検査について．病理組織検査および細胞診検査について 

 1）検査依頼書 

現在の様式についてお尋ねします。患者様の所見等をご記入される際、記載内容等にご意見があれ

ば、ご記入下さい。 

   (                                                 ) 

 2）検査結果報告書 

現在の様式についてお尋ねします。結果所見についてご意見があれば、ご記入下さい。 

  (                                                 ) 

    質問 質問 質問 質問 5．検査全般について．検査全般について．検査全般について．検査全般について 

1）貴医療機関と当センター検査課とのコミュニケーションは上手く図られていると思われますか？ 

                                      ☐はい ☐いいえ 

2）1）の質問で「いいえ」と回答された医療機関にお伺いします。どのような点でコミュニケーション 

   が図られていないとお感じになられているか、ご記入下さい。 

(                                                  ) 

3）その他、当センター検査課へご要望があれば、ご記入下さい。忌憚の無いご意見をお聞かせ願い 

  ます。 

  (                                                  ) 

    質問 質問 質問 質問 6．．．．ISO15189  臨床検査室認定について臨床検査室認定について臨床検査室認定について臨床検査室認定について 

    1）ISO15189臨床検査室認定の内容をご存じですか？        ☐はい ☐いいえ 

 2）保健センターが当該認定を取得していることをご存じですか？ ☐はい ☐いいえ 

 

ご協力ありがとうございました。 



 

 

 
     
   

  検体検査係 検査主任  山本千加子 技師 

～～～～    ISO15189    不確かさの推定について不確かさの推定について不確かさの推定について不確かさの推定について    ～～～～    

・測定結果の信頼性が誤差や精密度ではなく“不確かさ”で表わされるようになったのは・・・ 

    誤差や精密度は、求め方や表現方法が、分野や国によって異なることと、測定値には誤差が 

   含まれており「真値」が求められないことから、国際的に統一された指標としてのＧＵＭ 

  （Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement）の指針より、誤差や精密度に 

   替えて“不確かさ”という指標が導入されました。 

 

・“不確かさ”とは？ 

 「測定結果に影響を与える要因（不確かさの成分）のばらつきを足し合わせたもの」です。 

   ＧＵＭの指針によると「測定結果に付随した合理的に測定量に結び付けられ得る値のバラツキ 

   を特徴付けるパラメータ」と定義されています。測定結果にバラツキが起きる要因（原因） 

     としては、「検体の状態」「試薬」「機器」「手技」「環境」…等様々なことが考えられ、 

     特に大きな要因についてバラツキを求め、それらを足し合わせて“不確かさ” とします。 

 

・“不確かさ”を推定する必要性は・・・ 

   “不確かさ”は「測定結果の確からしさ」を示します。測定結果の技術的信頼性への疑いの 

  大きさを表すものです。従って、“不確かさ”の大きさが小さいほど、その測定結果の信頼 

  性は高いといえます。 

   ISO15189（臨床検査室―品質と適合能力に関する特定要求事項）では“不確かさ”を計算 

   することが要求されています。 

 

  注）ISO15189とは国際標準化機構の臨床検査室に特化した品質マネジメントシステムの国際 

    規格で臨床検査室の認定制度です。 

 

  今回研修会に参加して、不確かさ推定についての統計学を学びました。難しい内容でしたが、 

 数値の持つ意味が理解できました。 

  検査結果の正確さがより必要とされている今日、測定結果値の品質保証のために、日々尽力 

 していきます。 

 
   【参考資料】 関東化学株式会社 不確かさマニュアル 

           シスメックス株式会社 トレーサビリティ・不確かさＱ＆Ａ集 

 



 

 

 

  

 

    

 

～ 温泉の種類と効能 ～ 

＊ 温泉に入りませんか ＊ 
 

ゆっくりと温泉で温まるのもいいですよね。今回は、温泉の泉質と

効能について、調べてみました。温泉には・・・ 

        疲労を回復させる疲労を回復させる疲労を回復させる疲労を回復させる                        「休養」「休養」「休養」「休養」    

                    健康を保持し病気を予防する健康を保持し病気を予防する健康を保持し病気を予防する健康を保持し病気を予防する    「保養」「保養」「保養」「保養」    

                    病気の治療をする病気の治療をする病気の治療をする病気の治療をする                        「療養」「療養」「療養」「療養」    

の3つに分類することができます。また、温泉の効果には、温泉中の

含有成分が体内に吸収されて現れる効果や、体内に吸収された温泉成

分の刺激や、反復して温泉に入浴することによって受ける刺激による

神経系統の調整や内分泌機能を調整する変調効果があります。 

 

単純泉単純泉単純泉単純泉…全ての成分が薄く、無色透明で入りやすく、神経痛に良い 

ナトリウム炭水酸素塩泉ナトリウム炭水酸素塩泉ナトリウム炭水酸素塩泉ナトリウム炭水酸素塩泉…アルカリ性の成分が多く、皮膚の表面を 

            柔らかくする効果がある。 

塩化物泉塩化物泉塩化物泉塩化物泉…湯の中に塩分が多く含まれていて、皮膚に幕を作ること 

     から保温効果が高い。 

炭酸泉炭酸泉炭酸泉炭酸泉…湯の中に炭酸ガスが含まれていて、炭酸の気泡が皮膚につ 

    くことで血圧を下げる効果がある。 

含鉄泉含鉄泉含鉄泉含鉄泉…鉄分が多く含まれていて褐色の力強いお湯。貧血になりや 

    すい人など療養向け。 

硫酸塩泉硫酸塩泉硫酸塩泉硫酸塩泉…ナトリウムを多く含む芒硝泉、カルシウムを多く含む石 

     膏泉、マグネシウムを多く含む重曹泉があり、いずれも 

     血行を良くする効果がある。 

硫黄泉硫黄泉硫黄泉硫黄泉…においが強く、色は白濁しており皮膚病、高血圧などに良い 

酸性硫黄泉酸性硫黄泉酸性硫黄泉酸性硫黄泉…硫黄、塩酸などが含まれており殺菌力が高く、慢性の 

      皮膚病に良い。 

放射能泉放射能泉放射能泉放射能泉…湯の中にラドンが含まれていて、痛風、糖尿病などに効 

     果がある。 

みなさま、自分にあった温泉を選び旅行に出かけてみませんか？ 
【googleより引用】  

 
                         検体営業係 集配担当 弓削久美子 

   



 

 

         お問い合わせ：〒675ｰ0065 加古川市加古川町篠原町103番地3号  

        TEL 429-2200 FAX 429-6500 E-mail：tokimoto_hkc@knc.kakogawa.or.jp 

加古川総合保健センター 検査課だより に対するご意見・ご要望をお寄せください。 

  

     昨年末にJR加古川駅北に新会館が完成し、年末年始は全職員総出での慌しい引越しも無事に終わり、

平成２７年１月５日の業務再開より早いもので4カ月が過ぎました。引越し期間中、医療機関様には大変ご

迷惑をお掛けいたしました。また、検査課におきましては三十数年継続して実施してきました「３６５日２

４時間体制」から「３６５日１２時間体制」へ移行しましたが、医療機関様のご協力のもとスムーズな移行

ができましたこと、感謝申し上げます。さて、厚労省が2025年に向けて医療機関の機能分化を推進する中、

当地域においては加古川医師会、播磨歯科医師会、播磨薬剤師会の３師会と１市２町、保健センターほかの

関係団体がタッグを組みＪＲ加古川駅北の地に集結、全国に例を見ないようなプライマリケアシステムが構

築されるものと期待しています。検査課では従来にも増して精確でスピーディな結果報告が出来るよう努力

してまいりますので、今後共どぞうぞよろしくお願いいたします。                    （編集委員一同） 

◆ ◆ ◆ ◆ 臨床検査精度管理調査参加結果臨床検査精度管理調査参加結果臨床検査精度管理調査参加結果臨床検査精度管理調査参加結果    

H25年度 外部精度管理調査名年度 外部精度管理調査名年度 外部精度管理調査名年度 外部精度管理調査名    主催主催主催主催    参加項目参加項目参加項目参加項目    評価評点評価評点評価評点評価評点    

第47回臨床検査精度管理調査 日本医師会 生化学、免疫学、血液学 評価 評価 評価 評価 99.8  点点点点    

H25年度日本臨床衛生検査精度管理調査 日本臨床衛生検査技師会 

生化学、免疫、血液、微生物、

輸血、細胞診、一般検査、 

遺伝子、生理 

評価 評価 評価 評価 99.5    ％％％％    

有機溶剤に係る生体試料検査に関する 

精度管理調査 
全国労働衛生団体連合会 有機溶剤・鉛 全平均 全平均 全平均 全平均 A  評価評価評価評価    

第22回全衛連臨床検査精度管理調査 全国労働衛生団体連合会 生化学、血液学、尿一般 評価評点 評価評点 評価評点 評価評点 99.6 点 評価 点 評価 点 評価 点 評価 A    

第33回兵庫県臨床検査精度管理調査 兵庫県臨床検査技師会 
生化学、免疫学、血液学、一般

検査、微生物、細胞診、輸血 
評価 評価 評価 評価 A    

   検査課では下記のように各種外部精度管理調査に積極的に 

  参加し日々精度の維持に努めています。今後も現状の精度を 

  維持し、質の向上とサービスに一層の努力をいたします。 

A1．．．．検体は5日間ぐらいは有効。報告については、 

     当日測定であれば翌日には報告できます。 

Q1．．．．便ヒトHb検査で4日前に採取した検体で検査 

   可能ですか？また報告日数は？ 

Q2．．．．血液培養の検体の保存期間は 

    どれぐらいですか？ 

A2．．．．血液培養は採血後、常温で48時間以内に回収・培養を行わなけ 

   ればならないため、直ちにご出検ください。 

Q3. . . .     

    QFT検査でTBゴールド法 

 とT-SPOT法の違いを 

 教えて下さい。 

A3．．．．どちらも『結核菌特異的INF－γ』（630点）という検査ですが、 

     主な相違点は下表のようになります。 

H26年度 年度 年度 年度     

外部精度管理調査名外部精度管理調査名外部精度管理調査名外部精度管理調査名    
主催主催主催主催    参加項目参加項目参加項目参加項目    評価評点評価評点評価評点評価評点    

H26年度日本臨床衛生 

検査精度管理調査 
日本臨床衛生検査技師会 

生化学、免疫、血液、微生物、

輸血、細胞診、一般検査、 

遺伝子、生理 

評価 評価 評価 評価 100    ％％％％    

第48回臨床検査精度管理調査 日本医師会 生化学、免疫学、血液学 評価 評価 評価 評価 99.7    点点点点    

測定方法 採血管本数 採血→測定時間 その他 

TBゴールド法 3本（専用） 16時間以内 手技が煩雑 

T-SPOT法 1本（ﾍﾊﾟﾘﾝ血） 32時間以内 手技が簡便 

受付日 

(月)～(金) 

(月)～(土) 


