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案

内

第95回新潟県臨床検査学会
未来創造
～ここから踏み出す新たな一歩～
学

長

渡邊

博昭（新潟医療福祉大学）

実行委員長

会

田中

利佳（新潟市民病院）

会

2022年12月18日（日） 8 ：50～15：50

期

8 ：30より受付開始
場

所

朱鷺メッセ

新潟コンベンションセンター

新潟市中央区万代島 6 番 1 号
参

お

加

願

費

会

員

2,000円

賛助会員

2,000円

非 会 員

6,000円

学

無料

生

3階

☎025（246）8400

い ： 当日は必ず会員証をご持参ください。
新臨技会誌第325号（10月発行）をご持参ください。
事前登録がお済の方のみ、参加できます。当日受付はございません。

主

催

（一社）新潟県臨床検査技師会

※テーマ提案者

鈴木

秀幸（新潟県立がんセンター新潟病院）

医師のタスクシフト・タスクシェアの推進により臨床検査技師の業務内容が変わっていくことは間違いない。
今まで検査室の中だけで仕事をしていた技師もこれからはより臨床へ、患者の傍で多職種と連携して仕事を
する未来が必ずやってくるだろう。そのような未来が「いつか来る」のではなく、
「自分たちで創っていく」
、
という決意と、この学会が創造の第一歩となることを願いテーマとした。
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会場案内図
朱鷺メッセ

コンベンションセンター

3階

第１会場

第 2 会場
参
加
受
付
講
師
控
室

8 ：30より

第 3 会場

●

参加受付

●

日臨技会員証、参加費をご持参ください。

学会への事前登録がお済の方のみです。

●

感染拡大防止のため、会場へはマスク着用の上お越し願います。

●

会場内に手指消毒を用意いたしますので、適宜、ご使用ください。

●

当日、体調のすぐれない方はご参加をお控えください。
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事務局
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日

程

日程
第 1 会場（中会議室 302）

第 2 会場（中会議室 301）

第 3 会場
（小会議室 303+304）

一般演題
チーム医療・管理・輸血
演題番号 9～12

8:50～9:00

開会式

9：00～9：50

一般演題
微生物
演題番号 1～4

一般演題
臨床生理Ⅰ
演題番号 5～8

10：00～11：00

教育講演 1
『図解 グラム染色
基本手技と解釈のテクニック』
東邦大学医療センター大森病院
佐々木 雅一

教育講演 2
『長野県における病理組織標本
染色サーベイの実施状況』
長野県臨床検査技師会
病理組織研究班 西雄 一貴

11：10～12：10

特別講演
新しい『日臨技
品質保証施設認証制度』
日本臨床衛生検査技師会
専務理事 滝野 寿

12：30～12：50

篠川至賞受賞記念講演
JA 新潟厚生連佐渡総合病院
三好 孝史
済生会三条病院
桑原 喜久男

第 1 会場の画像を Zoom で配信

13：30～14：30

一般演題
SARS-CoV-2
演題番号 13～16

一般演題
臨床生理Ⅱ
演題番号 17～21

14：40～15：40

教育講演 3
『ご存知ですか？DIC 七変化』
新潟大学地域医療教育センター・
魚沼基幹病院
関 義信

教育講演 4
『TAVI 前後の
経胸壁心エコー評価』
獨協医科大学埼玉医療センター
木村 紀子

15：40～15：50

閉会式
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12：50～13：20

各種表彰
第 40 回篠川至賞
第 94 回新潟県臨床検査学会学術賞
学会テーマ賞

3
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一般演題
生化学・免疫・一般
演題番号 22～26
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学会運営のお知らせ
Ⅰ．学会へ参加される方へ
1 ．学会参加費
会員

￥2,000

賛助会員

￥2,000

非会員

￥6,000

学生

無料

※当日は必ず日臨技会員証をお持ちください。
2 ．受付
学会の受付は、朱鷺メッセ 3 Ｆの「参加受付」で事前登録を済まされた方のみです。
当日、受付での参加申し込みは承りません。
2022年12月18日（日） 8 ：30～14：40

領収証と軽食引換券をお渡しいたします。

１ ）会員受付
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会会員証（以下「会員証」
）で学会登録を行います。
「会員証」を受
付に提示してください。
２ ）2022年度会費納入済みで会員証が未着の会員および当日会員証を持参していない会員は受付担当者にお
申し出ください。
学会場内では、
「会員証」をネームホルダーに入れ、常に明示できる状態にしておいてください。
3 ．学会運営について
学会運営を円滑に行うことを第一目標としています。下記の事項をご確認のうえ、円滑な学会運営にご協力
くださるようお願いします。
1 ）学会場へは時間的余裕をもってお越しください。
2 ）感染拡大防止のため、会場では必ずマスク着用をお願いいたします。事前申し込みをされた方で、当日、
体調のすぐれない方はご参加をお控えください。
3 ）会場では必ず参加受付を済ませ、会員証は見えやすいように携帯してください。
4 ）一般演題演者および座長の方は、発表時間を厳守してください。
5 ）受付時間等、指定された時間は厳守してください。
6 ）会場内での写真撮影、動画撮影、音声の録音は著作権の観点から固くお断りしております。会場係がこ
のような行為を発見した際は記録の削除を確認した後、会場から退出願います。
4 ．学会優秀演題表彰について
本学会にて発表された一般演題の中から優れた演題に対して最優秀演題賞を 1 名、新人賞 1 名を表彰しま
す。新人賞は学会において30才未満の方になります。
座長・部門長より推薦していただき、表彰委員会にて表彰者決定後、総会にて表彰となります。
Ⅱ．発表者、座長および司会者の方へ
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1 ．一般演題発表者の方へ
一般演題は、口演形式で行います。必ず、受付で参加登録を済ませてください。
１ ）発表データの作成・持ち込みについて
スクリーンは 1 面で、PC（パソコン）による発表のみとなります。
スライドプロジェクタや OHP, VTR／DVD デッキ等の準備はいたしておりません。ご注意ください。
●発表データの作成については下記の点にご注意ください。
会場で使用する PC の OS およびアプリケーションは次のとおりです。
使用環境：Windows10、PowerPoint2016
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※ Mac OS は使用できませんのでご注意ください。
・発表データのファイル名は【演題番号】【氏名】としてください。
・発表データに使用するフォントは、文字化けやレイアウトずれを防ぐため、特殊なフォントは使用せず
Windows に標準搭載されているフォントのご使用をお勧めします。
・PowerPoint 上で動画を使用する場合は、標準の Windows Media Player（Ver.10以降）で動作する形
式にて作成し、PowerPoint にはり付けてください（ハイパーリンクなどを使用しますとリンク切れの
原因になるためできるだけ避けてください）
。なお、動画ファイルは、符号化や特殊な圧縮（コーデッ
ク）をしたものは使用しないでください。
なお動画の音声を会場で再生する必要のある場合は、各会場にてその旨を係員にお伝えください。
※動画データは、PowerPoint のデータと共に同一のフォルダ内に保存のうえご持参ください。
※動画再生に不安のある方は、念のためご自身の PC をご持参頂くことをお勧めします。
●原則として、発表データは USB メモリによる持ち込みとさせていただきます。
なお、発表データは当日持参してください。事前に郵送されても受付できませんのでご注意ください。
・USB メモリをお持ちいただく際、混乱の元となりますので、USB メモリ内には他の関係ないデータは
保存しないでください。
・USB メモリは、各自にて必ずウイルスチェックを行ったうえでお持ち込みください。
なお、MO・FD・ZIP 等は受付できませんのでご注意ください。
・USB メモリはデータをダウンロードした後、すぐに返却いたします。
・バックアップとして、別の USB 等の記憶媒体にて予備データをご持参いただくことをお勧めします。
● PC 持ち込みに関して
特別な理由がある以外（動画再生に不安のある方等）は、PC 持ち込みでの発表は許可できませんので
あらかじめご了承ください。やむを得ず PC を持ち込む際は、下記の点にご留意ください。
・PC 持ち込みの際も、必ず受付にお越しいただき、出力のチェックをお済ませください。
・PC 本 体 に モ ニ タ ー 出 力 用 の HDMI 端 子 が つ い て い る こ と を 確 認 し て く だ さ い。 一 部 小 型 PC や
Macintosh では、変換コネクタが必要な場合がございますので、必ずご持参ください。また、電源アダ
プタも必ずご持参ください。
・発表中にスクリーンセーバーや省電力機能によって電源等が切れないよう、事前に設定の確認・変更を
お願いします。
・受付終了後、ご自身で発表会場の会場責任者へ発表の20分前にお渡しください。発表終了後、会場責任
者から PC のご返却をします。
２ ）一般演題発表データの受付について
・発表データの受付は、各会場で行います。 8 時45分までに会場の演台までお持ちいただき、担当者へ
USB をお渡しください。
・試写において、持参したデータおよびバックアップデータも動作せず修復できなかった場合は、スライ
ドなしで発表していただきます。発表者の責任において仕様に合致したデータの作成をお願いします。
３ ）発表について
・発表会場の左前部に次演者席を設けますので、前演者が移動すると同時に着席してください。
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・前演者の質疑応答が終了次第、座長の演者紹介を待たずに登壇してください。
・発表は、ご自身で演台上のマウスを操作して行ってください。その他演台には、PC とレーザーポイン
ターをご用意しております（発表者ツールの使用は可能です）
。
・発表時間は、 1 演題につき発表 6 分、質疑 3 分、計 9 分以内です。
・日臨技主催の学会では、演題発表時、筆頭発表者における COI の開示が義務付けられています。当学
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会もこれに準じ、COI の有無に関わらず、発表スライドにて COI の開示をお願いします。スライドの
デザインは自由ですが、COI 開示様式は新臨技ホームページの『一般演題申込と発表形式および発表
データ作成について』をご参照ください。
・発表時間は口演を開始したときからでなく、
『座長による演題紹介が開始された時』とします。
・発表および質疑応答が延長した場合、途中であっても打ち切りますのでご注意ください。
・発表用にコピーしたスライドデータは、学会終了後、主催者が責任をもって完全削除します。
２ ．一般演題座長の方へ
1 ）受付で参加受付をお済ませ下さい。
2 ）会場前の演者・座長受付がございません。座長は担当セッション開始20分前までに口演会場にお入り下
さい。
3 ）口演会場では、会場右前部に次座長席を設けます。前座長の登壇と同時に、次座長席へご着席ください。
4 ）一般演題の発表時間は「座長による演台紹介が開始された時」からカウントします。座長は発表が延長
した場合には途中でも「そろそろ、まとめてください」と声をかけてください。
5 ）担当する演題の発表時間を厳守し、円滑な進行にご協力ください。
6 ）一般演題終了後、座長の方は「学会優秀演題表彰推薦書」を学会事務局まで提出をお願いします。
Ⅲ．学会場案内
１ ．会場内での呼び出しについて
学会場内における参加者の呼び出しは行いません。
２ ．軽食の配布
本学会ではランチョンセミナーは行わず、軽食を配布させていただきます。軽食の配布は引換券と交換いた
します。
３ ．駐車場
朱鷺メッセに有料駐車場がありますが、一般の方も利用されスペースに限りがありますので、できるだけ公
共交通機関をご利用ください。
４ ．喫煙および飲食
会場内は全館禁煙とします。また、講演中の会場内での飲食は禁止といたします。
５ ．携帯電話等
学会場に入場する際には、携帯電話等は必ずマナーモードにしてください。
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学会進行の妨げや、その他の参加者の迷惑にならないようにご注意ください。
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教育講演
教育講演 1
10：00～11：00
図解 グラム染色 基本手技と解釈のテクニック

第 1 会場

講

師

東邦大学医療センター大森病院

佐々木

座

長

新潟勤労者医療協会

髙橋

下越病院

教育講演 2
10：00～11：00
長野県における病理組織標本染色サーベイの実施状況

第 2 会場

講

師

長野県臨床検査技師会病理組織研究班

座

長

済生会新潟病院

遠藤

雅一
真帆

班長

教育講演 3
14：40～15：40
ご存知ですか？ DIC 七変化

一貴

第 1 会場

講

師

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院

座

長

新潟県立妙高病院

高橋

関

義信

政江

教育講演 4
14：40～15：40
TAVI 前後の経胸壁心エコー評価
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西雄

浩之

第 2 会場

講

師

獨協医科大学埼玉医療センター

座

長

新潟県立中央病院

宮崎

智美

木村

紀子
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特別講演（11：10～12：10）
特別講演
新しい『日臨技

第 １ 会場

品質保証施設認証制度』

講

師

日本臨床衛生検査技師会

座

長

信楽園病院

田端

専務理事

滝野

寿

篤

※第 1 会場で行う特別講演の様子を第 2 会場および第 3 会場へ Zoom 配信いたします。

篠川至賞受賞記念講演（13：00～13：20）

(12:30～12:50)
第 1 会場

JA 新潟厚生連佐渡総合病院

三好

孝史

済生会三条病院

桑原

喜久男

座

渡邊

博昭

長：新潟医療福祉大学
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篠川至賞受賞記念講演
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一般演題目次
〔微生物〕
12月18日
＜ 9 ：00＞

第 1 会場（302）
座長：酒井

俊希（長岡赤十字病院）

1

γ溶血を呈するコロニーを形成した S.pyogenes の 1 症例

渋木

健太郎 ほか

2

血液培養から Listeria monocytogenes を分離した一例

市村

妃奈野

3

血液培養から Gleimia europaea と Enterocloster clostridioformis が検出された 1 例

関

4

新潟県及び東北の近隣県におけるβ- ラクタマーゼ産生菌の分離状況

前山

佳彦 ほか

元気

〔生理〕
12月18日
＜ 9 ：00＞

第 2 会場（301）
座長：齋藤

修（新潟大学医学部保健学科）

5

呼吸機能検査装置における機器間差の評価

岩倉

厚洋 ほか

6

乳腺超音波のエラストグラフィとカラードプラにおける乳癌組織型との検討

大桃

優子

7

Attenuation 計測（ATT）を参考にした脂肪肝評価の見直し

富所

文子 ほか

8

超音波診断用造影剤起因の腎傷害の推移

阿部

拓也 ほか

＜13：30＞

座長：和智

順子（新潟県立十日町病院）

17

脳波検査で経時的変化を観察し得た孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病の １ 例

齋藤

愛望 ほか

18

体重減少精査目的の超音波検査にて発見された腹部大動脈瘤・総腸骨動脈瘤の一例

中野

佳菜子 ほか

＜13：50＞

座長：松浦

芳（新潟大学医歯学総合病院）

19

免疫チェックポイント阻害薬による心筋炎の一例

小熊

望 ほか

20

当院で経験した心アミロイドーシスの 1 例

浅野

晴美 ほか

21

心臓サルコイドーシスの早期変化をとらえた一例

今井

瑠美 ほか

〔チーム医療・管理・輸血〕
12月18日
＜ 9 ：00＞

第 3 会場（303＋304）
座長：佐藤

卓（JA 新潟厚生連新潟医療センター）

9

当院中央採血室における採り直し検体の分析と採り直し減少に向けた取り組みの評価

菅井

綾里 ほか

10

中央採血室における採血合併症の発生状況

堀川

未来 ほか

＜ 9 ：20＞

座長：大倉

一晃（新潟勤労者医療協会

下越病院）

11

輸血管理料Ⅰ取得へ向けての取り組み

金子

宏美 ほか

12

小規模施設における輸血検査の内部精度管理実施について

高橋

政江 ほか

〔SARS-Cov- 2 〕
12月18日
＜13：30＞

第 1 会場（302）
座長：山田

隆志（長岡赤十字病院）
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13

当院における SARS-CoV- 2 検査運用体制について

中村

岳史 ほか

14

SARS-CoV- 2 抗原定性検査偽陰性例における臨床的特徴の検討

瀬沼

祥輝 ほか

＜13：50＞

座長：阿部

啓司（新潟臨港病院）

15

株の違いによる COVID-19抗原検出キットにおける最小検出感度の検証

坂西

清 ほか

16

新潟県及び山形県庄内地方における新型コロナウイルス変異株の動向調査

近藤

美孔 ほか

本文204
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〔生化学・免疫・一般〕
第 3 会場（303＋304）
座長：小林

篤子（医療法人社団仁和会聖園病院）

22

HA-8190で見つかった変異 HbS の一症例

藤田

陽介 ほか

23

リアルタイム精度管理（even check 法）を用いたサンプル詰まりの影響に関する検討

小林

弘樹 ほか

＜13：50＞

座長：笹岡

秀之（新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院）

24

アーキテクト B12、Folate の基礎検討

小熊

裕弥 ほか

25

血漿中サイトカインと酸化ストレスとの相関性評価

小黒

凌輔 ほか

松﨑

菜々子 ほか

＜14：10＞
26

座長：齋藤

温（新潟大学医歯学総合病院）

便検鏡が診断の一助となったアメーバ腸炎の一例

本文205

＜13：30＞

本文205

本文206

一 般 演 題 座 長 一 覧
会場

第 １ 会場

第 2 会場

第 3 会場

本文206
本文206

受け持ち
演題番号

開始時間

1～4

9 ：00

酒井

俊希

長岡赤十字病院

13～14

13：30

山田

隆志

長岡赤十字病院

15～16

13：50

阿部

啓司

新潟臨港病院

5～8

9 ：00

齋藤

修

17～18

13：30

和智

順子

19～21

13：50

松浦

芳

新潟大学医歯学総合病院

9 ～10

9 ：00

佐藤

卓

JA 新潟厚生連新潟医療センター

11～12

9 ：20

大倉

一晃

新潟勤労者医療協会 下越病院

22～23

13：30

小林

篤子

医療法人社団仁和会聖園病院

24～25

13：50

笹岡

秀之

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院

26

14：10

齋藤

温

座長氏名

座 長 施 設

新潟大学医学部保健学科
新潟県立十日町病院

新潟大学医歯学総合病院

本文207

会場までの案内地図

＜新潟駅からバスでお越しの方＞
万代口バスターミナル 3 番線乗り場より新潟交通「佐渡汽船線」に乗車

本文207

「朱鷺メッセ」バス停下車

本文207

本文208

研究

EntryNo. 4
特別講演

第95回新潟県臨床検査学会抄録
新しい『日臨技

新しい『日臨技

◎滝野 寿 1)
◎滝野
寿1）
日本臨床衛生検査技師会
専務理事 1)

品質保証施設認証制度』

品質保証施設認証制度』

日本臨床衛生検査技師会 専務理事 1 ）

臨床検査データは、検査室内で日々実施す

十分保証されていると評価できる施設に対し

る内部精度管理、自主的・定期的に受検する

て、品質保証施設として認証することとした。

外部精度管理調査、それら結果を受けての是

本認証を取得することにより、是正改善の

正改善を繰り返す事によって、その品質が保

TAT（turnaround time）が劇的に短縮され、患

証される。しかし、国民の視点からは、どの

者や国民に対しても「安心」と「信頼」を

検査施設の品質が良好に確保されているのか、

「見える化」することができるものと期待し

見た目だけで判断することは難しい。臨床検

ている。旧制度との主な変更点は、認証分野

査データの品質が国民の誰からも「見える化」

を、最大 10 分野に広げるほか、自ら実施して

されることが重要であると考える。

いる臨床検査部門で、精度管理調査を受検し

わが国における主な外部精度管理調査およ

ていれば、要件を満たせば１部門からでも臨

び施設認証は、当会の調査をはじめ、公益社

床検査の品質を保証されている施設として認

団法人日本医師会、一般社団法人日本衛生検

証するものである。外部精度管理調査の成績

査所協会および都道府県技師会・医師会主催

以外にも、改正医療法に基づいた内部精度管

の調査、または試薬メーカによる精度管理調

理を確実に実施することや、継続した外部精

査等 30 以上存在する。最近では、国際標準化

度管理調査を受検していること、さらには

機構（ISO）、米国病理学会（CAP）、公益財

「検体検査の精度確保に係る責任者」を中心

団法人 日本医療機能評価機構病院機能評価や、

とした是正改善の取り組まれていることを重

一般社団法人医療関連サービス振興会による

視する。総合報告会での資料や報告内容を各

施設認証を受ける施設も年々増えている。中

施設における是正改善に有効に利用して頂け

には WHO（世界保健機関）に承認されている

るようシステムを変更した。さらに人材育成

世界基準の医療機関認証機構(JCI)の認証を取

への自主的な取り組みを確認する仕組みも見

得されて、他との差別化を図っている施設も

直した。多くの書類申請および審査を可能な

ある。2018（平成 30）年、医療法改正後、診

限り JAMTQC 上で完結できるようにシステム

療、施設の実情に応じた検体検査の精度管理

を改修した。

の確保が求められたことに伴い、当会では、

初年度となる今年度は、締め切りまでに

今までの検査・分析 ⇒ 検査値の確認を対象と

256 施設から申請があり、日本臨床検査標準化

本文208

した精度管理調査から、検査行程の全ての範

協議会（JCCLS）と合同審査を行い、240 施設

囲を第三者機関として確認する施設認証制度

を承認した。審査は共通、部門別の 2 段階で

が不可欠であると考え、臨床検査の品質保証

行われた。認証期間は 2 年間である。将来的

を念頭にいれた「日臨技 品質保証施設認証制

には、当会外部精度管理調査に参加する全て

度」を 2022(令和 4)年 6 月より開始した。新制

の施設が、当該施設認証制度による認証を取

度では、日臨技主催の精度管理調査に参加し、

得し、品質保証されることを目指している。

標準化を目指し、自らの施設で実施する臨床
検査の精度が、日々の内部精度管理を通じて

本文208
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教育講演
1 EntryNo. 2
図解

図解

グラム染色

グラム染色

基本手技と解釈のテクニック

基本手技と解釈のテクニック

1)
1）
◎佐々木 雅一
◎佐々木雅一
東邦大学医療センター大森病院1 ）1)
東邦大学医療センター大森病院

SARS-CoV-2 のパンデミックを機に国内では

知っておく必要がある。

多くの施設で遺伝子検査機器の導入が進んだ。

今回の内容はグラム染色初級者を対象とし

SARS-CoV-2 以外の病原体に対する検査を実施

ている。グラム染色を正しく判断するために

する施設も増えており、感染症分野では遺伝

は検体採取などの検査前プロセスから染色ま

子検査が新たなステージへ進んでいくものと

で正しい手順を踏む必要があるため、写真や

思われる。今回与えられたテーマであるグラ

図を中心に基本的なことを中心に解説したい。

ム染色は遺伝子検査に比べ歴史が古く新しい

また、標準的な染色像や判断に迷う例など日

検査ではない。しかし、顕微鏡さえあればど

常検査に役立つ症例を取り上げて紹介したい。

の検査室でも実施可能であり、多くの利点を
有する検査であることから今後も重要性の高
い検査として残るものと考えられる。
グラム染色の利点は第一に起因菌の推定が
可能な点である。しかし、推定不能なケース
も少なくないことや推定レベルも技師の技量
に左右されるが、菌種推定不能でもグラム染
色性や球菌・桿菌など形態情報が抗菌薬投与
の参考になることから感染症診療に欠かせな
いツールとなっている。遺伝子検査において
は特定菌種の検出や耐性遺伝子の検出が可能
であるが、設定された菌種のみしか対応でき
ないためグラム染色と補完しあうことでより
有益な情報を得ることが可能となる。
また、診断に繋がる情報を得るケースも少
なくない。例えば、喀痰培養で常在菌のみの
検出であっても誤嚥性肺炎を疑うグラム染色
所見であれば、その報告により適正な診断が
行われ抗菌薬適正使用にも繋がる。
抗菌薬投与後のグラム染色で検体から菌が
本文209

消失していれば、抗菌薬が有効であったこと
の根拠となる。CRP 値などの炎症マーカーを
見るよりも重要な所見である。
このようにグラム染色は感染症診断に有益
なツールであり、その威力を発揮するために
グラム染色を実施する技師は最低限の知識を

本文209
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教育講演
2 EntryNo. 5
長野県における病理組織標本染色サーベイの実施状況

長野県における病理組織標本染色サーベイの実施状況
1)
◎西雄 一貴
◎西雄
一貴 1 ）
長野県臨床検査技師会 病理組織研究班 班長11)
長野県臨床検査技師会 病理組織研究班 班長 ）

本文210

【目的】日常業務において精度管理というの

イ開始と同時に参加施設に配布される。染色

は欠かせないもので、精度の担保された臨床

を実施して頂き、それらを全て（未染色の標

検査は今の医療にとって欠かせないものであ

本を含む）回収する。回収された標本及び染

る。病理分野についても、日本臨床検査技師

色アンケートは研究班役員の担当者に送られ

会等において実施されている。病理検査にお

1 次判定が実施される。その 1 次判定をもって、

けるサーベイはフォトサーベイに留まるもの

役員で集まり「判定会議」を実施し、評価の

が多いが、最近では日本病理精度保証機構な

妥当性のチェックを行い 2 次判定とし、病理

どによる染色サーベイが実施されるようにな

専門医の検閲にて最終判定とする。最終判定

り、その重要性も再認識されるようになって

は各施設に送られ、「研修会」にて判定基準

きた。長野県では以前から染色サーベイを実

の詳細、判定、評価などの解説を行う。なお、

施し、病理組織標本の「標準化」を目指して

その研修会に合わせて会場には染色サーベイ

きた。今回は長野県における染色サーベイの

の標本と顕微鏡を準備し、実際に自施設の標

実施状況やその方法について紹介する。

本と高評価であった標本との比較をする機会

【実施方法】当県の染色サーベイは他分野の

を設けている。また、最終報告と同時に 2 次

サーベイと同時期に実施される。染色サーベ

サーベイを実施する。改善を確認しその年度

イは毎年「HE 染色」と「特殊染色」あるいは

の染色サーベイを終了としている。

「免疫組織化学染色」の 2 種類を実施してい

【考察】染色サーベイ開始初期は所属病理医

る。特殊染色や免疫組織化学染色は何を実施

の好みに合わせた染色などが多かった印象で

するか、それらの決定を前年度の結果を受け

あるが、現在では比較的標準化された標本が

て研究班役員の話し合いを行い決定する。決

多いと思われる。特に HE 染色は毎年実施して

定後、病理専門医と染色サーベイに適した包

いることもあり良好な結果を残す施設が大半

埋ブロックの選定に入る。仮に、実施する特

である。一方で特殊染色や免疫組織化学染色

殊染色や免疫組織化学染色が初回である場合

は 2 年毎に変更という事もあり、大半の施設

には、研究班役員による試験染色を行う場合

で良好な結果にならないものもある。染色ア

もあり、それに合わせて判定基準の協議が行

ンケートに記載されている内容を見るに、例

われる場合もある。過去に行われた染色を再

え同じ結果であっても、染色液の調整や、染

度実施する場合は以前の判定基準を参考にす

色方法が異なる事が多く、この辺りは標準化

る事が多い。これらを、サーベイ受付開始前

に至っていない。問題があった染色はそのア

より行う。最終的に参加施設数が把握出来た

ンケートを吟味し、問題点を指摘出来るもの

頃より染色用標本の作製が開始される。各染

は指摘し参加施設へフィードバックしている。

色用合計 4 枚×（参加施設数）＋予備用標本の

2 次サーベイの実施方法などまだ課題が残る点

薄切を研究班役員の用手法によって作成され

も多いが、今後も引き続き実施し、長野県の

る。準備された薄切標本は「染色アンケート

病理組織検査の標準化に貢献していきたい。

（染色方法等を問うもの）」と併せてサーベ

連絡先：0267(62)8181(内線 2660)
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教育講演
3EntryNo. 1
ご存知ですか？DIC 七変化

ご存知ですか？ DIC 七変化
1)
◎関
◎関 義信義信 1 ）
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 1)
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 1 ）

播種性血管内凝固（disseminated intravascular
coagulation,
consumption

DIC）は、defibrination

syndrome,

coagulopathy とも呼ばれており、

血液学の中でも膨大な情報が蓄積されてきた
病態の１つである。さまざまな基礎疾患の存
在下に獲得された、局所制御あるいは代償制
御を外れた全身性の血管内凝固活性をきたし
たものと定義される。主として細小血管内に
微小血栓が多発し、細小血管内皮細胞障害を
呈したものは重症化すると臓器障害を呈する。
その程度が上昇すると患者の死亡リスクは上
昇する。明らかな DIC と診断される前の段階
でも、治療により救済できない非代償性の病
態があることもわかってきている。いずれに
しても生体反応としては、「待ったなし」の
緊急事態であり、速やかに適正な診断・治療
を要する。
本講演では、基礎疾患による DIC の病態の
驚くべき多様性を示し、検査データから診断
のポイントや治療の選択などについても言及
する。
近年、チーム医療の必要性が唱えられて久
しいが、DIC のような緊急を要する病態でも診
断（臨床症状と検査）・抗凝固療法（薬剤）
・補充療法（輸血）・評価（臨床症状と検査）
が必要である。ここでも綿密なチーム医療が
患者の予後を向上させると考えられる。DIC に
本文211

関し理解を深めて頂けたら幸いである。
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教育講演
4 EntryNo. 3
TAVI 前後の経胸壁心エコー評価

TAVI 前後の経胸壁心エコー評価
1)
◎木村 紀子
◎木村
紀子 1 ）
獨協医科大学埼玉医療センター 11)）
獨協医科大学埼玉医療センター

高齢化社会や食生活の欧米化に伴って、動脈

る大動脈弁狭窄症の重症度評価は、大きな役

硬化性疾患、中でも大動脈弁狭窄症は増加の

割を持つ。一方、日々増加する TAVI 後症例を、

一途をたどっている。大動脈弁狭窄症の根治

実施施設のみでフォローアップまで行うこと

術として、欧米で低侵襲治療をコンセプトに

には限界がある。そこで TAVI 後は、紹介元や

開発された経カテーテル大動脈弁植込み術

近隣の施設でのフォローアップが求められる。

（transcatheter aortic valve implantation：TAVI）

したがって、経胸壁心エコー検査に携わるソ

は、2013 年 10 月から日本でも保険償還された。

ノグラファーは、TAVI 実施施設でなくても、

現在では TAVI 実施可能施設は国内で 200 施設

TAVI デバイスの種類、形態や特徴、TAVI 後

以上にのぼり、開胸手術が困難なハイリスク

に起きる可能性がある弁周囲逆流や血栓弁等

患者、主に 80 歳以上の高齢者に対する大動脈

の合併症に対する評価法を熟知しておく必要

弁狭窄症治療の中心となっている。今後は、

がある。術後、高頻度に認められる弁周囲逆

開胸が中リスクや低リスク患者にもその適応

流は、自己弁の大動脈弁逆流や、外科的大動

は拡大していくものと考えられる。さらには

脈弁置換後の経弁逆流や弁周囲逆流とは、心

2021 年 2 月に透析患者に対する TAVI が、国

エコー上の観察方法も、評価法も異なる。

内 30 施設ほどの施設限定で保険償還され、そ

TAVI 症例において、中等度以上の弁周囲逆流

の治療の幅は大きく広がってきた。2 度目の

は予後に影響することが示されており、重症

TAVI、つまり大動脈弁置換後の人工弁機能不

度を判断することは極めて重要である。また、

全に対する TAVI

TAVI 後は血栓弁も比較的高頻度に見られ、心

in

SAV（surgical

aortic

valve）や TAVI in TAVI という治療の選択肢も

エコー上の特徴や評価基準を知ることが大切

挙げられ、今後 TAVI は、大動脈弁狭窄症治療

である。

の大きな柱になるといえる。
大動脈弁狭窄症の診断、TAVI 適応の有無、

大動脈弁狭窄症患者は、左室の機能不全、
他の合併弁膜症を高頻度に有する。TAVI 後に

また TAVI 後のフォローアップにおいて経胸壁

後負荷が解除された状態で、左室機能、僧帽

心エコー検査は重要な役割をなす。経胸壁心

弁狭窄症や僧帽弁逆流の重症度がどのように

エコー検査による大動脈弁狭窄症の診断は、

変化したのかを評価することは、その後の治

EACVI/ASE および日本循環器学会ガイドライ

療法選択にも大きく関わる。

ンに基づいて行い、施設間や検者間差なく、

本講演では、TAVI 前の、大動脈弁狭窄症に
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重症度を正しく判定することが重要である。

対するガイドラインに沿った評価方法、

重症度を過小評価することは、患者にとって

TAVI 後の合併症とその評価方法、また、

治療の機会を奪う行為となり、反対に過大評

TAVI による血行動態の変化から起こりうる、

価は、軽症や中等症の患者を TAVI 実施施設に

左室機能や合併弁膜症の評価について、当院

時期尚早に紹介することに繋がる。TAVI 実施

の症例を紹介しながら解説する。

施設による適切な治療を、適切な患者に享受
してもらうために、経胸壁心エコー検査によ
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一般演題

EntryNo. 10
γ溶血を呈するコロニーを形成した
S.pyogenes の 1 症例
γ 溶血を呈するコロニーを形成した S.pyogenes の 1 症例
◎渋木健太郎 1 ）、土田高佳輝 1 ）、藤井 由香 1 ）、岡本
悟 1 ）、阿部 啓司 1 ）
1)
1)
1)
1）
◎渋木 健太郎 、土田 高佳輝
、藤井 由香
、岡本 悟 1)、阿部 啓司 1)
社会医療法人新潟臨港保健会
新潟臨港病院
1)
社会医療法人新潟臨港保健会 新潟臨港病院

[はじめに]Streptococcus pyogenes は Lancefield

れた。PYR は陽性であった。質量分析法も

分類で A 群に分類される溶血性レンサ球菌

S.pyogenes として同定(Score Value:2.06)した。

(GAS)である。化膿レンサ球菌と呼ばれる名の

[まとめ]患者背景やグラム染色の結果を基に原

通り、化膿性炎症を起こす代表的な菌種であ

因菌を推定する重要性と、β 溶血を示さない

り、咽頭炎や扁桃炎、敗血症などの起因菌に

GAS の存在も念頭に検査を進める必要性があ

なりうる。GAS は血液寒天培地上で 24～48 時

ることを体感できた貴重な症例であった。

間培養後、通常、境界が明瞭で大きな β 溶血
を伴う直径 1.0mm 以下の正円形で隆起したコ

[連絡先]025-274-5331

ロニーを形成するレンサ球菌である。今回、
当院で分離された溶血環の見られない非典型
的な GAS を報告する。
[患者情報]21 歳女性。受診日前日からの発熱、
咽頭痛を主訴に当院を受診。扁桃腫大、膿の
付着を認め、急性扁桃炎の診断にて入院とな
った。当日の血液検査にて WBC17.5×10³/μl、
CRP0.61mg/ml と炎症を認め、扁桃のグラム染
色にて貪食された溶連菌と推定される数珠状
のグラム陽性球菌が 2+、培養検査にて 3+の発
育が見られ、S.pyogenes が検出された。
[細菌検査所見]培養条件は 5％CO₂下で 35℃・
24 時間で、バイタルメディア トリ・ソイ血液
寒天培地（ヒツジ）No2（極東製薬工業株式会
社）に培養し、γ 溶血を呈するコロニー
（3+）の発育が見られた。溶連菌と想定して
いたが、発育態度が非典型的であり、BBL
Crystal GP（BD）では S.pyogenes と同定された。
確認のため追加検査として、ラテックス凝集
反応（ストレプト LA NX「生研」：デンカ生
研株式会社）、O.B.I.S
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1

PYR（サーモフィッシ

ャーサイエンティフィック株式会社）を実施
した。また確認のため外注にて質量分析装置
MALDI バイオタイパー（ベックマン・コール
ター株式会社）による測定も実施した。
[結果]ラテックス凝集反応は A 群に凝集が見ら
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一般演題
2 EntryNo. 6
血液培養から Listeria monocytogenes を分離した一例

血液培養から Listeria monocytogenes を分離した一例
1)
1）
◎市村 妃奈野
◎市村妃奈野
済生会新潟病院11)
済生会新潟病院 ）

【はじめに】Listeria monocytogenes
（L.

monocytogenes）は環境（土壌や河川）に

が投与されたが、培養開始から 12 時間後に、
5％羊血液寒天培地に弱い β 溶血を示すコロ

広く存在し、ヒトをはじめウシ、ブタやヒツ

ニー、BTB 乳糖加寒天培地に 0.5mm 程度の微

ジ等の動物より検出される人獣共通感染症の

小コロニーを認めたため、Listeria を疑い

１つである。本菌は 4℃でも発育可能であるた

FilmArray 血液培養パネル（ビオメリュー・ジ

め、近年、冷蔵保存された食品（乳製品、野

ャパン社）にて遺伝子検査を実施した。遺伝

菜等）が感染源となることもある。今回、感

子検査の結果は、L.monocytogenes であった。

染性心内膜炎患者の血液培養から

入院 1 日目に血液培養 3 セットが提出され、

L.monocytogenes を分離した症例を経験したの

3 セット全てに L. monocytogenes が発育した。

で報告する。

抗菌薬治療は、VCM を中止し、Ampicillin

【症例】患者：60 代男性、主訴：発熱、倦怠

(ABPC)が投与され、入院 2 日目に Penicillin

感既往歴：てんかん、現病歴：2 ヶ月前より食

(PCG)と Gentamicin(GM)が投与された。入院

欲不振、咳嗽症状があった。咳嗽が憎悪し、

4 日目僧帽弁置換術を施行し、手術後も抗菌薬

ふらつきも出現したため当院救急搬送された。

治療を続け経過良好にて入院 52 日目に退院(転

受診時検査より WBC、CRP、BNP の上昇、

院)となった。

PLT、Na の低下、胸水を認め、心不全にて緊

【考察】感染性心内膜炎は、的確な診断のも

急入院。翌日の心エコー検査より、僧帽弁に

と適切に奏効する治療を行わなければ、多く

疣贅あり、心尖部に収縮期雑音著明、回診時

の合併症を引き起こす致死率が高い感染症で

に肺雑音を認めたことから感染性心内膜炎と

ある。今回の起炎菌である L. monocytogenes は

診断された。

グラム染色のみでは菌の推定が困難な場合が

【入院時所見】身体所見：体温 37.8℃、脈拍

ある。しかし、FilmArray による遺伝子検査に

114 回/分、SpO2

より、同定結果を素早く臨床側に伝えること

98%、血圧 154/97mmHg、呼

吸数 20 回/分、意識清明

検査所見：Na

ができ、本菌に適切な抗菌薬を投与すること

125mEq/L、WBC 10800/µL、CRP 3.64mg/dL、

ができた。また、本菌による報告症例は少な

BNP 124.7pg/mL、TP 6.3g/dL、ALB 2.7g/dL、

いため、感染性心内膜炎患者の血液培養から

BUN 9.5mg/dL、Cre 0.72mg/dL、トロポニン I

分離された本症例は非常に有用な一症例であ

38.2pg/mL、Hb 10.7g/dL、PLT 11.2 万/µL

った。

【微生物検査及び経過】入院当日に血液培養

連絡先 025-233-6161

2 セット、喀痰培養、尿培養が提出され、喀痰、
尿培養は陰性、血液培養は培養開始から 22 時
間後に好気ボトル、嫌気ボトルともに 2 セッ
本文214

ト陽性となった。血液培養陽性培養液のグラ
ム染色所見は、Corynebacterium を疑うグラム
陽性桿菌として報告した。Vancomycin(VCM)
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一般演題
3 EntryNo. 2
血液培養から
Gleimia
europaea
と Enterocloster
clostridioformis
血
液培養から Gleimia
europaea
と Enterocloster
clostridioformis
が検出された 1が
例
1)
◎関 元気
◎関
元気 1 ）
1)
ＪＡ新潟厚生連 村上総合病院
JA 新潟厚生連 村上総合病院 1 ）

検出された 1 例

【はじめに】Gleimia europaea は、2018 年まで

ロニーが得られず、検査センターに同定検査

Actinomyces 属に分類されていた通性嫌気性グ

を依頼し、16SrRNA 遺伝子検査により E.

ラム陽性桿菌であり、尿路感染症、皮膚およ

clostridioformis と同定された。

び軟部組織感染症を引き起こす。Enterocloster

【考察】

clostridioformis は、2020 年に Clostridium 属か

Actinomyces 属は一部の菌種を除き、大部分は

ら再編されたヒト腸管内に常在する嫌気性グ

通性嫌気性菌である。今回、同定キットで得

ラム陽性有芽胞桿菌である。褥瘡、腹膜炎、

られた菌名とは性状が違っていたことから精

敗血症などを引き起こし、術後感染症も報告

査を依頼し、本菌を同定することができた。

されている。

グラム陽性不定形桿菌が分離された場合、本

今回、G. europaea と E. clostridioformis の複
数菌が血液培養から検出された症例を経験し
たので報告する。

菌の可能性を念頭に検査を進めることが重要
である。
E. clostridioformis はグラム陰性に染まるこ

【症例】80 歳代、女性

とが多く、特徴的なフットボール型の形態を

既往歴は大腸癌であり、それに伴い CV ポート、

呈する。形態の特徴を十分に把握していない

stoma が造設されていた。発熱、水様便により

場合は、グラム陰性桿菌として誤同定される

当院に来院され、CT 造影検査により骨盤内腫

可能性があり注意が必要である。

瘤の増大が確認され、経過観察のため入院と

G.

europaea、E.

clostridioformis ともに

なった。第 6 病日に 39℃の発熱があり、血液

Tazobactam/Piperacillin は感性領域であり、患

培養 2 セットが採取され、

者の状態も改善傾向であったことから、抗生

Tazobactam/Piperacillin による抗生剤治療が開

剤治療は有効であったと考えられた。

始された。症状は改善し、第 20 病日に抗生剤

【結語】

終了となったが、その後、大腸癌増悪により

血液培養から複数菌が検出され、同定に苦慮

第 50 病日に永眠された。

した症例を経験した。日常、あまり遭遇しな

【細菌学的検査】

い菌種は、形態、性状を把握しておくことが

血液培養検体からグラム陽性球桿菌と、フッ

重要であり、生化学的性状による同定が難し

トボール型を呈するグラム陰性桿菌が検出さ

い場合には、積極的に質量分析法や遺伝子検

れた。グラム陽性球桿菌は、BBL Crystal GP を

査を活用すべきだと考えられる。

実施し、Leifsania aquatica と同定されたが、カ
検査センターへ質量分析装置での菌種同定を

連絡先
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タラーゼ試験陰性の結果から他の菌種を疑い、
0254-53-2141（内線 2412）

依頼し、G. europaea という同定結果が得られ
た。グラム陰性桿菌は、形態の特徴からグラ
ム陰性に染まる Clostridium 属を疑い、生化学
的性状による同定の実施を考えたが、単独コ

本文215

本文216

一般演題
4

EntryNo.
5
新潟県及び東北の近隣県におけるβラクタマーゼ産生菌の分離状況
◎前山

新潟県及び東
北の近隣県に1お
ける β-ラ
ラクタマ1 ）ーゼ産生菌の分
離状況
1）
）
1）

佳彦 1 ）、滝川

里奈 、中村

伸明 、古俣竜一郎 、涌井

直樹 、菊池

重寿 2 ）、

小松めぐみ 2 ）、大塚 正之 3 ）
◎前山 佳彦 1)、滝川 里奈 1)、中村 伸明1 1)
、古俣 竜一郎 1)、涌井 直樹 1)、菊池 重寿 2)、小松 めぐみ 2)、
株式会社 3)江東微生物研究所 新潟支所 ）、株式会社 江東微生物研究所 東北中央研究所 2 ）、
大塚 正之
3）
1)、株式会社 江東微生物研究所 東北中央研究所 2)、株式会社 江東微
株式会社江東微生物研究所
江東微生物研究所 新潟支所
中央研究所つくば
株式会社
生物研究所 中央研究所つくば 3)

【目的】

【考察】

新潟県及び東北の近隣県にある中小規模病院を

2021年4月から9月までに新潟県で実施した前回

対象として, 臨床的に重要性の高い基質特異性

の調査ではESBL産生菌の分離率はE. coli

拡張型 β-ラクタマーゼ(ESBL)産生菌, AmpC β-

(15.4%), K. pneumoniae (2.4%), P. mirabilis

ラクタマーゼ(AmpC)産生菌, カルバペネマーゼ

(9.7%)であった(昨年の本学会で発表)。それと

産生菌の分離状況を把握し, 地域を包括した感

比較して今回は, E. coliが3%程度, 他の菌種では

染制御に寄与することを目的とする。

2倍近く増加していた。本邦におけるAmpC産生

【材料】

菌(当該3菌種)の疫学的報告は少ない。しかし,

2022 年 1 月から 5 月までに新潟県 12 施設,

福

今回は福島県内で離れた位置関係にある4つの

島県 17 施設, 山形県 4 施設で喀痰, 尿, 血液等

市に散在する病院10施設から合計27株が分離さ

の臨床検体から分離された Escherichia

coli

れた。そのため, AmpC産生菌が福島県内で広範

1476 株, Klebsiella pneumoniae 342 株, Proteus

囲に分布している可能性が示唆された。山形県

mirabilis 147 株を対象とした。

の某施設におけるESBL産生菌分離率(ESBL産

【方法】

生菌分離数 / 総分離株数)は, E. coil が46.7% (7

薬剤感受性試験結果から選択された第三世代セ

/ 15), K. pneumoniae が21.4% (3 / 14),

ファロスポリン系薬耐性株やカルバペネム系薬

P.mirabilisが63.2% (12 / 19)であった。このよう

耐性株について ESBL 確認検査(CLSI 法),

に, 同一施設において複数の菌種でESBL産生菌

AmpC/ESBL 鑑別ディスク(関東化学),

が高頻度に認められた場合は, プラスミドを介

sCIM を

行い, 各 β-ラクタマーゼを判別した。

してESBL産生遺伝子が多菌種間で水平伝播し

【結果】

ている可能性を疑い, 感染対策を講じていく必

県別にみた菌種毎の総分離株数, 各 β-ラクタマ

要性がある。現在, 分子疫学解析を進めており,

ーゼ産生菌分離数及び分離率を表に示す。なお,

将来的には当該地域におけるβ-ラクタマーゼ産

AmpC 産生 K.

生菌拡散の背景を明らかにしたいと考えている。

pneumoniae,

AmpC 産生 P.

mirabilis 及びカルバペネマーゼ産生菌は分離さ
れなかった。全県共通して β-ラクタマーゼ産生

表

菌分離数では E. coli が最も多く, 分離率では P.

菌種

各 β-ラクタマーゼ産生菌分離数及び分離率
E. coli
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総分離数
(株)

ESBL
(株)

新潟

347

65

coil では新潟県, AmpC 産生 E. coli では福島県,

福島

939

101

ESBL 産生 K. pneumoniae 及び P. mirabilis では

山形

190

20

mirabilis が最も高かった。各 β-ラクタマーゼ産
生菌分離率が一番高かった県は,

山形県であった。
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ESBL 産生 E.

分離率
(%)
施設毎
(%)
18.7

K. pneumoniae
AmpC
(株)
2

2.6～40.0
10.8

6.2～46.7

施設毎
(%)
0.6

総分離数
(株)

ESBL
(株)

107

5

202

14

33

4

0～6.3
27

0～75.0
10.5

分離率
(%)

2.9
0
0

施設毎
(%)
4.7

総分離数
(株)

ESBL
(株)

53

10

71

13

23

12

0～15.4

0～33.3
0

P. mirabilis
分離率
(%)

6.9

0～50.0

施設毎
(%)
18.9
0～60.0

(0～100)
12.1

分離率
(%)

18.3
0～60.0
52.2
0～63.2

連絡先（025）284－8874
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呼吸機能検査装置における機器間差の評価
呼吸機能検査装置における機器間差の評価

◎岩倉 厚洋 1 ）、小林 清子 1 ）、菅井 綾里 1 ）、西山 由紀 1 ）、小林 紘子 1 ）、堀川 未来 1 ）、
1)、小林
1)、西山 由紀 1)、小林 紘子 1)、堀川 未来 1)、星山 良樹 1)、
1）
2 ） 綾里
◎岩倉
厚洋良樹
清子 1)
、菅井
、寺井
崇二
星山
2)
寺井 崇二
1）
2）
国立大学法人
新潟大学医歯学総合病院
、新潟大学大学院医歯学総合研究科
消化器内科学分野
1)、新潟大学大学院医歯学総合研究科
2)
国立大学法人
新潟大学医歯学総合病院
消化器内科学分野

【はじめに】

（表）機器間差の結果

生理検査の内部精度管理として機器間差は必

機器間差（%）

【点検後】機器間差（%）

要な項目であるが、その実施については明確

VC

0

0

な方法や基準が設定されていない。

VI

−3.94

0.33

今回我々は、呼吸機能検査装置の機器間差の

FIHe

0.25

0.30

確認時に装置異常を発見することができ、今

FAHe

−3.48

0.32

後の機器間差評価に役立つ経験をした。当院

FICO

0.22

0.35
0

での事例を紹介する。
【方法】

FACO

−3.18

CO 比/HE 比

−0.26

0.19

FRC

−0.49

−0.50

使用装置：FUDAC–77（フクダ電子社製）2 台
方法：VC，VI，FIHe，FAHe，FICO，
FACO は 3L 校正シリンジを使用し、日常の
VC，DLco の内部精度管理と同様の方法で測定

【考察】
VI，FAHe，FACO の機器間差が大きかったの
は、B 機のバルーンヘッド呼吸口のゆがみによ

した。FRC は装置の自動測定により装置内の

る呼気側のリークによるもので、4 カ月前のメ

死腔量を測定した。

ーカー点検が不十分だったことが原因だった。

評価方法：1 台を基準機（A 機）、もう 1 台を
B 機とし、各項目の 20 回測定平均値を機種間
差（%）として算出した。

当院では B 機は DLco 検査には使用しておらず、
日常、B 機は VC のみ管理しているため、
DLco の機器間差を確認するまで異常には気が
つかなかった。今回、機器間差を評価した結

VI，FAHe，FACO は、他の項目よりも機器間
差が大きかった。いずれも B 機は基準機より

果、装置異常を指摘できたことで、機器間差
確認の重要性を認識した。
機器間差の評価については明確な評価基準

も低値で、機器間差ありと評価した。

はなく、例えば、検体検査の装置に準じた

この結果から、B 機のメーカー点検を実施し、

5%以内、呼吸機能検査ガイドラインの精度管

バルーンヘッド呼吸口のゆがみを調整した。
点検後に再度機器間差を実施した結果、機種
間差は小さくなり、改善した（表）。

理幅を引用した 3%以内を基準としている報告
もあるが、我々の経験では、心電計や脳波計、
本文217

【結果】

呼吸機能検査装置の機器間差は 1%以内と非常
に小さい。つまり、生理検査装置の機器間差
に検体検査の基準をそのまま当てはめること
は妥当とは言えず、自施設で検証した機器間
差データに基づいて評価基準を設定し、経年
的に管理していくことが重要だと考えられた。
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EntryNo. 7
乳腺超音波のエラストグラフィとカラードプラにおける乳癌組織型との検討

乳腺超音波のエラストグラフィとカラードプラにおける乳癌組織型との検討
1)
1）
◎大桃
優子
◎大桃
優子
1)
社団法人 新潟県労働衛生医学協会 新潟ブレスト検診センター
社団法人 新潟県労働衛生医学協会 新潟ブレスト検診センター 1 ）

【目的】乳腺超音波のエラストグラフィやカラード
プラと、乳癌の組織型に特徴があるか検討する
【対象と方法】2018.5 月から 2022.3 月（3 年
10 ヶ月間）に当院で乳癌と診断され組織型が判
明した 207 例中、代表的な 7 組織型 181 例
（87.4％）を対象とした。なお、7 組織型は非浸潤
性乳管癌，浸潤性乳管癌腺管形成型，浸潤性
乳管癌腺管充実型，浸潤性乳管癌硬性型，浸
潤性乳管癌その他，粘液癌，浸潤性小葉癌とし
た。

図 1

組織型別つくば弾性スコアの割合

評価分類方法は、エラストグラフィはつくば弾性
スコアに基づき 5 段階に分類し、カラードプラは
独自に血流なし，血流少，貫通血流の 3 段階に
分類し検討した。
【結果】エラストグラフィは組織型により歪みの低
下が顕著ではないものが存在した。つくば弾性
スコア 3 以下の割合が半数以上を占めた組織
型は、DCIS,浸潤性乳管癌充実型,粘液癌であ
った（図１）。
カラードプラで貫通血流の割合が 4 割程度であ
ったのは、浸潤性小葉癌であった（図２）。また、

図 2

組織型別血流評価の割合

表 1

腫瘍径と血流評価の割合

10mm 以下の乳癌では血流なしが 3 割認められ
た（表１）。
【まとめ】乳癌であってもエラストグラフィやカラー
ドプラの所見が顕著でないものが存在することが
わかった。B モード画像をよく観察し、腫瘍径や
組織型も加味して診断することが重要と考えられ
た。

連絡先：025-234-3737
本文218
本文218
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Attenuation 計測（ATT）
）を参考にした脂肪肝評価の見直し

Attenuation 計測（ATT）を参考にした脂肪肝評価の見直し
1)
1) ）
1)
◎富所 文子
◎富所
文子 1 ）、上野
、上野 綾夏
綾夏 1、青木
、青木 康博
康博 1 ）
湯沢町保健医療センター1 ）1)
湯沢町保健医療センター

【目的】脂肪肝は腹部超音波検査を行う中で

判定した 221 名の ATT 平均値は 0.64 とカット

多く遭遇する疾患である。しかしその評価は

オフ値の 0.62 に近い結果となった。また主観

検査者各自がそれぞれの判断で評価し、客観

的脂肪肝評価で脂肪肝なしと判定したが

的評価を行うことは難しいのが現状である。

ATT が 0.62 以上は 16 名（ATT 平均 0.65）、

当院人間ドックでは検査科以外に放射線科

脂肪肝と判定したが ATT が 0.61 以下は 68 名

査を行うなかで脂肪肝判定が上昇しているこ

（ATT 平均 0.52）であった。
検討前の脂肪肝は 2017 年度 38.0％、2018 年

とを感じ、部署間差が生じていないか、検査

度 36.6％。検討後では 2020 年度 35.2％、

者によって過剰に脂肪肝判定を行っていない

2021 年度 34.4％とわずかに脂肪肝の減少を認

のかを検討した。

めた。

【対象】2019 年 6 月から 2020 年 2 月までに人

【考察・まとめ】再評価を行い脂肪肝が否定

間ドックを受診した 861 名中、脂肪肝再検査

された人数、ATT の計測結果からも人間ドッ

の承諾を得た 383 名（男性：221 人

クにおいて脂肪肝が過剰評価されていたこと

162 人

女性

男性平均年齢 58.7 歳、女性平均年齢

が分かった。再評価を行い、脂肪肝と判定し

61.7 歳）を対象とした。

た ATT の平均値はカットオフ値の近似値であ

【方法】人間ドックにて腹部超音波検査を行

ることから生理検査室にて行った検査技師の

い、脂肪肝所見を認めた受診者に対して生理

脂肪肝評価は妥当性があると思われた。

検査室で臨床検査技師が主観的、数値的に脂

ATT の測定結果を参考に脂肪肝画像を検討

肪肝を再評価した。人間ドックで使用した超

し、放射線科と目合わせをすることができ、

音波診断装置は、キャノンメディカルシステ

その結果わずかではあるが過剰評価減少に繋

ムズ Aplio300、生理検査室では富士フィルム

がった。数値的評価を行えることで過剰評価

ヘルスケア ARIETTA850 を使用し検討した。

者への助言、改善にも結びつけることができ

主観的脂肪肝評価は高輝度肝、肝腎コントラ

た。しかし ATT 測定はすべての被検者に有用

スト、深部減衰、脈管不明瞭化の 4 項目を用

ではなく主観的評価も引き続き必要なことを

いて各自検査者が判断を行った。

検討していく中で知ることができた。

数値的評価として Attenuation 計測（以下

当院の人間ドックにおける腹部超音波検査

ATT）を測定し、ATT のカットオフ値は

では ATT 測定に対応している機器が導入され

0.62 とした。信頼性指標は VsN 値を元に計測

ていない。そのため今後も継続的に目合わせ

が妥当であったかを判断し、VsN 値は 60％以

を行い脂肪肝の過剰評価防止に努めていきた

上を対象とした。再評価結果を検査者間で共

い。

本文219

も腹部超音波検査を行っている。経時的に検

有し見直しを行った。
【結果】脂肪肝再評価を行った 383 名のうち

連絡先：025-785-5004（検査室

直通）

脂肪肝を否定したのは 162 名と多く、ATT の
平均値は 0.52 であった。再評価でも脂肪肝と

本文219
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超音波診断用造影剤起因の腎傷害の推移
超音波診断用造影剤起因の腎傷害の推移
小動物を造影超音波検査モデルを用いた検討
小動物造影超音波検査モデルを用いた検討
1) 1 ）
1)
1)
◎阿部
晴雄 2)、渡邊
◎阿部 拓也
拓也 、藤井
、藤井豊 、塙
豊 1 ）、塙
晴雄 2 ）博昭
、渡邊 博昭 1 ）
新潟医療福祉大学医療技術学部臨床技術学科 1)1 ）
、新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科 2)
新潟医療福祉大学医療技術学部臨床技術学科 、新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科 2 ）

【背景】腫瘤病変診断における画像診断では，

出し，Real time PCR を用い炎症性サイトカイ

モダリティーの原理に適した造影剤を使用す

ン遺伝子である MCP-1，腎傷害関連遺伝子で

ることで，病変のコントラストが増強され，

ある KIM-1 および L-FABP の遺伝子発現量を

診断能が向上する．超音波診断においても，

評価した．

肺代謝されるマイクロバブル製剤が超音波診
断用造影剤として発売され，実臨床で欠かせ

【結果・考察】Control と比較し，腎臓におけ

ないツールとなっている．超音波診断用造影

る MCP-1 の発現量は，造影剤投与直後から

剤は，肺代謝されることから腎臓へ非侵襲的

1 日後にかけて有意に増加したが，3 日後には

で反復使用が可能であり，従来の肝・乳腺腫

Control と同等の発現量となった．一方で，

瘤性病変の検出に加えて，他臓器での腫瘍病

KIM-1 および L-FABP は，造影剤投与直後にお

変の検出，臓器の機能評価にも応用化が進ん

いても発現量の増加は認めなかった．MCP-

でいる．一方で，実臨床では，検査後に超音

1 のみ 1 日間発現量が増加した理由として，糸

波診断用造影剤起因の生体への弊害を精査す

球体での造影剤の滞留による血管内皮障害が

ることはない現状である．これまでに我々は，

惹起され，炎症が引き起こされたと考えてい

健常ラットの腎臓において超急性期における

る．MCP-1 を始めとする炎症性サイトカイン

超音波診断用造影剤起因の炎症性サイトカイ

の発現機序は抗原提示後に NFκ-B 経路による

ン遺伝子の発現の存在を明らかにした．今回，

迅速な転写経路を辿る．一方で，KIM-1 は近

超音波診断用造影剤投与後数日間における炎

位尿細管の組織損傷，L-FABP は尿細管の虚血

症性サイトカイン遺伝子および腎傷害関連遺

により発現する．そのため，尿細管の基質的

伝子の発現量の推移を検討した．

異常を来すまでに時間がかかり，発現量の有
意な増加は認めなかったと考える．また，有

【目的】超音波診断用造影剤投与から 3 日後

意差は認めないものの KIM-１および L-

までの腎臓の炎症性サイトカイン遺伝子およ

FABP の発現量は MCP-1 発現量に相関した増

び腎傷害関連遺伝子の発現量の推移を評価し，

加を認めた．以上より，超急性期での腎臓の

造影超音波検査の安全基準確立につなげる．

炎症は存在するが，基質的異常を来すまでに
炎症が抑制されたことが示唆された．

【方法】実験動物は，SD ラット 12～14 週齢

本文220

（オス・ 400～500g）を用い，超音波診断用造

【結論】腎臓における超音波診断用造影剤起

影剤は Sonazoid®を使用した．群分けは，投与

因の超急性期での炎症は存在するが，基質的

直後評価群（Day0：n=3），1 日後評価群

異常を認めるほどの弊害はないことが示唆さ

（Day1：n=3），3 日後評価群（Day3：n=3）

れた．一方で，過剰投与などの条件下では炎

に分けた．Sonazoid®を大腿静脈から臨床条件

症が助長されることが懸念された．

量（0.015mL/kg）投与し，10 分間超音波照射
した．安楽死させた後，腎臓から cDNA を抽

本文220

連絡先：takuya-abe@nuhw.ac.jp
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当院中央採血室における採り直し検体の分析と

当院中央採血室におけ
る採り直し検体の分析と採り直し減少に向けた取り組みの評価
採り直し減少に向けた取り組みの評価
◎菅井 綾里 1 ）、小林 清子 1 ）、遠藤 千草 1 ）、椎谷 恵子 1 ）、小林 紘子 1 ）、堀川 未来 1 ）、
1)、小林
1) 2 ）
1）
◎菅井
千草 1)、椎谷 恵子 1)、小林 紘子 1)、堀川 未来 1)、星山 良樹 1)、
、寺井清子
崇二、遠藤
星山 綾里
良樹
2)
寺井 崇二
1）
2）
国立大学法人 新潟大学医歯学総合病院
新潟大学医歯学総合病院 1)
、新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野
国立大学法人
、新潟大学大学院医歯学総合研究科
消化器内科学分野 2)

【目的】
当院中央採血室における採血採り直しの状況

2）集計結果から、看護師を対象とした採血技

を分析する。また採り直し減少に向けた取り

術の研修会を行うこととした。延べ 84 名の看

組みについてその効果を検証する。

護師が参加し、研修会前後 3 ヶ月で看護師の

【方法】

採り直しが 19％減少した。設備改善として採

1）2018 年 1 月から 2021 年 12 月までの 4 年間

血台に LED ライトを設置した。ライト設置前

を対象として、当院中央採血室での検体総数、

後 12 か月で比較すると、量過不足による採り

採り直し数、採り直しの原因、採血に携わる

直しは 43％減少した。

職種別の採り直しを集計した。

【考察】

2）採り直し減少に向けて行った取り組み（教

当院中央採血室における過去 4 年間の採り直

育、設備改善）について、その前後での採り

しの傾向に大きな変化はなかった。職種別で

直し数を比較し、効果を検証した。

技師の採り直しが少ないのは教育プログラム

【結果】

が充実していることが考えられ、十分なトレ

1）4 年間の検体総数と採り直し数を表に示す。

ーニングが実施されていると思われた。看護

検体総数と採り直しの割合に大きな変化は見

師に対しても研修会を実施した結果、研修会

られなかった。採り直しの原因はいずれの年

後には看護師の採り直しが減少したことから、

においても溶血が最も多く、次いで検体凝固、

研修には一定の効果があったと評価した。ま

検体量過不足と、その順位は変わっていなか

た、採血台に LED ライトを設置し、手元を明

った。職種別では技師の採り直しは減少した

るくした結果、特に凝固検査検体の採血量が

（表）。

見やすくなり、ライト設置前後で量過不足に
よる採り直しは減少し、効果的であった。

過去 4 年間の採血検体数と採り直し数

採血の採り直しを減少させるためには、入れ

2018

2019

2020

2021

431,438

446,543

418,135

414,633

採り直し

92

147

134

101

年
検体総数
（本）

数

（0.021 %）

（0.033 %）

（0.032 %）

（0.024 %）

溶血

47（52 %）

53（38 %）

36（27 %）

43（44 %）

検体凝固

25（27 %）

41（30 %）

37（27 %）

29（29 %）

量過不足

15（17 %）

36（26 %）

37（27 %）

19（19 %）

その他

4（4 %）

8（6 %）

25（19 %）

8（8 %）

技師

46 %

47 %

31 %

30 %

看護師

54 %

53 %

69 %

70 %

替わるスタッフや多職種に対する継続的な教
育だけでなく、設備面においても改善や工夫
が必要であり、多角的に取り組んでいくこと
が重要だと考える。
連絡先 025-227-2674
本文221
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中央採血室における採血合併症の発生状況
中央採血室における採血合併症の発生状況

◎堀川 未来 1 ）、小林 清子 1 ）、遠藤 千草 1 ）、菅井 綾里 1 ）、椎谷 恵子 1 ）、小林 紘子 1 ）、
1)
1) 2 ）
1）
◎堀川
、小林
千草 1)、菅井 綾里 1)、椎谷 恵子 1)、小林 紘子 1)、星山 良樹 1)、
、寺井清子
崇二、遠藤
星山 未来
良樹
2)
寺井 崇二
1）
2）
国立大学法人
国立大学法人 新潟大学医歯学総合病院
新潟大学医歯学総合病院 1)、新潟大学大学院医歯学総合研究科
、新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野
消化器内科学分野 2)

【目的】当院中央採血室で過去 6 年間に発生

③診療科別発症頻度

した採血合併症について、その頻度や特徴を
後方視的に分析する。

診療科

発症数（名）

小児・小児外科

39

0.441

精神科

25

0.308

【対象と方法】2016 年 1 月 1 日から 2021 年
12 月 31 日に当院中央採血室で採血した患者
731,633 名中、血管迷走神経反応（VVR）、痛
みやしびれを訴えた患者を対象とし、発症頻
度を調査した。VVR については性別、年齢、
重症度、診療科別に集計した。VVR の重症度
は厚生労働省研究の基準をもとに重症度分類
（軽症，重症）を行った。本研究では皮下出
血やアレルギーなどの採血合併症は除外した。

発症率（％）

歯科

22

0.223

眼科

20

0.207

【考察】採血合併症の頻度は対象とする集団
の性質に大きく依存する。VVR 発症頻度の報
告も 0.01～1％と幅があるが、当院中央採血室
での発症率 0.036％は、既報と同程度もしくは
やや低い傾向にあった。そのうち 9 割は軽症
だったが重症と判定される症例も 1 割あった。
発症率は女性がやや多かったが、重症の比率

【結果】

は男性が多かった。年齢層からみた患者数に

1）VVR、痛みやしびれの発症頻度
VVR の発症率は 260 名（0.036％）、軽症
234 名、重症 26 名だった。痛みやしびれの発
症率は 63 名（0.009％）だった。
2）VVR の性別、年齢別、 診療科別発症率
①男女別発症数と重症度
採血患者数
男性

333,329 名

女性

398,304 名

発症者数
（発症率）
103 名
（0.031％）
157 名
（0.039％）

対する発症率は、若年層に VVR が起こりやす
いとの報告があるが、当院でも 30 歳代以下の
若年層の発症率が高いことが示された。診療
科別でみた発症率は小児科・小児外科、精神
科、歯科、眼科で多かった。これらの科の発
症が多いのは、若年であることに加え不安や

重症度

緊張を生じやすい疾患が背景にあることや日

軽症 89 名 （86％）
重症 14 名 （14％）
軽症 145 名（92％）
重症 12 名 （8％）

常的に採血に慣れていない可能性が考えられ
た。
痛みやしびれなどの神経損傷の頻度につい
ては 0.016～0.026％などの報告がある。当院で

②年代別発症頻度

の発生頻度 0.009％は既報よりも低かったが、

本文222

年齢

発症数(名)

発症率(％)

これらは訴え出た患者のみで集計しているた

10 歳未満

13

0.471

め、実際の頻度はもう少し高い可能性もある

10～19 歳

105

0.455

20～29 歳

50

0.159

30～39 歳

33

0.053

40～49 歳

20

0.023

50～59 歳

12

0.011

60～69 歳

14

0.008

70 歳以上

13

0.011

本文222

が、神経損傷を起こした症例は調査した限り
では無かった。
当院採血室での VVR や痛み・痺れの発症頻
度は既報と同等もしくは低いことがわかり、
一定の水準で運営されていると評価した。
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輸血管理料Ⅰ取得へ向けての取り組み

輸血管理料Ⅰ取得へ向けての取り組み
1) ）
1) 1 ）
2) 2 ）
1) 1 ）
◎金子 宏美
直子直子
◎金子
宏美 1、鷲澤
、鷲澤 徳子
徳子、阿部
、阿部千尋
千尋、市橋
、市橋
新潟県立がんセンター新潟病院 11)）、新潟県立精神医療センター22)）
新潟県立がんセンター新潟病院 、新潟県立精神医療センター

【はじめに】

一致も必須であるため，アルブミン製剤の認証を

輸血管理料は，輸血療法の安全かつ適正な実施

行うことはできなかった．よって，既存の薬剤シ

を推進する観点から，医療機関における輸血管理

ステムを利用する方向で運用を検討した．アルブ

体制の構築及び輸血の適正な実施について評価を

ミン製剤の薬剤部から輸血室への管理移行にあた

行うものである．新潟県立病院初の輸血管理料

り，2021 年 11 月に薬剤部使用の現システムを輸

Ⅰ取得に向けた取り組みと現状について報告する．

血室に導入した．運用に関しては，委員と話し合
いを重ね，アルブミン製剤使用率の高い西 5 病棟

輸血管理料は，厚生労働大臣が定める施設基準

で一週間施行し，検証した．管理体制が整い，関
東信越厚生局に認定され，12 月より算定開始と

に適合している保険医療機関において，輸血を行

なった．

った場合に月 1 回を限度として，それぞれ所定点

【取得の効果】

数を算定する．また，輸血製剤が適正に使用され

2021 年の輸血件数の概算額ではあるが，管理

ている場合には，輸血適正使用加算として当該基

料ⅠとⅡの差は，年間約 150 万円となり，かなり

準に係る区分に従い所定点数を加算する．全国で

の増収が見込まれる．しかし，今後の課題として，

の輸血管理料Ⅰの取得率は，2019 年度調査で管

適正使用加算を取得するための ALB/RBC 比が現

理料Ⅰ+加算は 9.12％，管理料Ⅰだけは 2.76％と

在 2 を超過する月もあるため，アルブミン製剤適

低い数字となっているが，300-499 床施設の管理

正使用に向けて取り組み，2 未満を目指す必要が

料Ⅰ取得は 50.3％が既に取得している．新潟県も

ある．

同様に取得率は 9.2％である．当院は I&A 認定施

【まとめ】

設・輸血認定施設であり，輸血認定医 4 名，認定

当院は，新潟県立病院で初めて輸血管理料Ⅰを

輸血検査技師 6 名，認定臨床輸血看護師 4 名と輸

取得した．今後，他院の輸血管理料Ⅰ取得の足掛

血に関するエキスパートが揃い，輸血管理料Ⅰを

かりとなれれば，幸いである．また，輸血管理料

取得・維持する体制は整っている．また，輸血管

Ⅰ取得には，アルブミン製剤管理を薬剤部から輸

理料Ⅰは管理料Ⅱの 2 倍の点数となる為，病院の

血室に移行する事が必須であり，従来の運用をな

経営改善に貢献したいと考え，輸血管理料Ⅰ取得

るべく変えない事を重視したため，薬剤部，看護

のための整備をすべきと考えた．

部，研究部との間で十分な調整が必要となり，実

【経過】

際の運用開始までに約一年を要した．輸血管理料

2021 年 1 月に輸血療法委員会にて，輸血管理

Ⅰは，研究部単独で取得することができない事で

料Ⅰ取得に向けて取り組むことを宣言した．輸血

あり，病院全体の協力が不可欠である．今後も，

部におけるアルブミン製剤の一元管理が輸血管理

輸血療法委員会を通して，関係部署と連携しなが

料Ⅰ取得の条件になっているため，アルブミン製

ら輸血管理料Ⅰ取得維持に取り組んで行きたい．

剤の輸血室での管理・運用の検討を開始した．当

連絡先：025-266-5111（代表）
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【認定取得の背景】

院の患者認証システムにおける輸血の患者確認は，
看護部の要望により，患者血液型と製剤血液型の

本文223
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小規模施設における輸血検査の内部精度管理実施について

小規模施設における輸血検査の内部精度管理実施について
1) 1 ）
1)、本間
1）
◎高橋
優子優子
あづさ 1) 1 ）
◎高橋政江
政江、大谷
、大谷
、本間あづさ
新潟県立妙高病院 1)1 ）
新潟県立妙高病院

【はじめに】
2017 年医療法の一部改正により、検体検査

り輸血検査を行う際に、誰が検査を実施して
も同一の手順で内部精度管理が実施できるよ

について品質・精度管理に係る基準を定めた

うになった。

根拠規定が創設された。また、内部精度管理

【精度管理試薬を用いた内部精度管理】

実施について、各施設の裁量で内部の合意を

間接抗グロブリン試験用精度管理試薬とし

もって決められるべきもので確実に実行され

て市販されている、リファレンス抗 D コント

るものでなければならない、とされている。

ロールキット（オーソ・クリニカル・ダイア

これは、輸血検査も例外ではない。

グノスティックス株式会社製）の陽性コント

当院の年間輸血件数は赤血球製剤で約 60 単

ロールには低力価の抗 D

0.05IU/ml が含まれ

位と決して多くない。しかし、輸血を行う以

ており、陰性コントロールは不規則抗体を含

上、検査を実施して安全な輸血を行うために

まない AB 型血清で構成されている。不規則抗

は、輸血検査の内部精度管理も確実に実施す

体スクリーニングの R1R1 血球と陽性コントロ

る必要がある。そこで当院における輸血検査

ールとの反応強度は、Peg-IAT

(Polyethylene

の内部精度管理実施について検討を行ったの

glycol indirect antiglobulin test)実施で１＋程度で

で報告する。

あった。１＋程度と比較的弱い反応のため、

【精度管理表の作成】

手技の確認にもなり有用と思われた。また、

血液型検査については、新潟県合同輸血療

輸血検査用精度管理試薬の多くは高価で有効

法委員会で作成された「試薬の精度管理」を

期限も短いことから小規模施設では使いづら

参考に作成した。しかし、間接抗グロブリン

いことが多いが、本管理試薬はそれに比べれ

試験の精度管理表はなかったため、血液型検

ば比較的安価で有効期間も納品後１年以上と

査を参考に血液型検査と同じように使える精

長いため無駄なく効果的に使用できる。

度管理表を作成した。また、精度管理表の欄

【まとめ】

外に実施の頻度、試薬外観確認のポイントを

輸血検査を専従で行ったことのない技師に

記載した。血液型検査・間接抗グロブリン試

とっては、不慣れな輸血検査を行うのは不安

験の精度管理表は、いずれも 2020 年 5 月より

が大きい。まして、小規模施設ではたまにし

運用を開始した。

か輸血検査を実施しないため、より不安は増

【内部精度管理標準作業書の作成】

す。このため、内部精度管理の整備を行うこ

本文224

検査の標準作業書は医療法改正により大抵

とは不安軽減につながると推測される。特に

は作成されているが、内部精度管理の標準作

精度管理試薬の使用は、陽性コントロールに

業書までは作成していないことが多い。当院

より凝集のみかたも慎重になり、陰性コント

でも特段作成せず、精度管理表の欄外に簡易

ロールを陰性対照としてみることもできるた

的に記載したもののみで運用していたが、今

め、より弱い凝集の見逃しを防ぐ効果もある

回、内部精度管理実施手順の統一を目的に内

と思われた。

部精度管理標準作業書を作成した。これによ

本文224

（連絡先：0255-86-2003）
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当院における SARS-CoV-2 検査運用体制について

当院における SARS-CoV- 2 検査運用体制について
1)
1) ）
1) 1 ）
1)
◎中村 岳史
◎中村
岳史 1 ）、堀川
、堀川 良則
良則 1、加藤
、加藤 靖彦
靖彦、星山
、星山良樹
良樹 1 ）
国立大学法人 新潟大学医歯学総合病院1 ）1)
国立大学法人 新潟大学医歯学総合病院

【はじめに】2020 年 1 月に国内で初めて新型

【現行の検査運用体制】平日日中に入院時ス

コロナウイルス（SARS-CoV-2）の検出が報告

クリーニング検査として BD マックスでの測定

され、新型コロナウイルス感染症（COVID-

を 10 時と 13 時の 2 回実施し、外来診療での

19）への対応が始まり、約 2 年半が過ぎた。

迅速検査として随時 NEAR 法での測定を行っ

当院では、毎週月曜日に病院長をトップとし

ている。抗原定性検査については、救急外来

た COVID-19 対策ミーティングを開催し、院

でのみ実施している。当院は ISO15189 認定施

内における対応が決定され、周知されてきた。

設であり、本検査も認定項目となっている。

検査部からは 2 名が参加し、検査体制や検査

通常業務として標準作業手順書を整備し、3 人

状況について報告してきた。検査部では、

の技師で分担して検査を実施している。毎回

2020 年 4 月より国立感染症研究所から開示さ

内部精度管理を実施し、かつ年に数回外部精

れた SARS-CoV-2 検出マニュアルに準じて検

度管理調査に参加している。また、複数の検

査体制を構築し運用を開始した。これまでに、

査法や複数台の装置を用いているため、方法

約 17,000 件の検査を実施してきた。今回、こ

間差や機器間差を実施し記録管理している。

れまでの検査体制を振り返り、問題点や課題、

【問題点と課題】検査開始当初から、早急な

今後の展望について考察した。

検査体制の構築および試薬等の供給不足のた

【検査体制の変遷】検査開始当初は、ウイル

め、十分な妥当性確認を実施せずに開始とな

ス RNA 抽出や試薬調整など多くの工程がマニ

っていた。また、検査担当者の育成が追いつ

ュアル操作であったため、検査依頼を限定し

かず人員配置や業務分担に苦慮する場面を経

て実施していた。また、同時期に夜間休日対

験した。

応として簡易抽出による LAMP 法を導入し、

検査結果の解釈においては、複数の検査法導

呼出による検査体制を構築した。その後、自

入により解釈が難しい場面や偽陽性検体への

動核酸抽出装置を導入し、検査効率を向上さ

対応といった臨床への助言に悩む事例があっ

せ検査件数の増加に対応した。さらに、核酸

た。これら問題点は今後の課題として、引き

2019-nCoV 検出キット

続き改善にむけ対応していく必要性が考えら

を導入し、緊急時の迅速 PCR 検査体制を構築

れた。

した。検査開始から約 3 か月後、全自動核酸

【まとめ】これまでの検査運用の体制を振り

抽出増幅装置である BD マックスを 2 台導入し、

返り、問題点や今後の課題を整理することが

さらなる検査の効率化および検査手技の標準

できた。COVID-19 をはじめ、今後新たな感染

化を進めた。検査開始 1 年後には、夜間休日

症における遺伝子検査にも迅速に対応できる

を含む迅速検査として NEAR 法を測定原理と

よう、課題に対し検査室や検査部組織として

した ID

の改善・体制強化を進めていく重要性を再認

NOW を導入し、日当直技師による検

査体制を構築したことで、緊急時および夜間

本文225

抽出のない

AmpdirectTM

識することができた。

休日検査の体制強化を図った。
連絡先：025-227-2686（直通）
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一般演題
14EntryNo. 24
SARS-CoV-2 抗原定性検査偽陰性例における臨床的特徴の検討

SARS-CoV- 2 抗原定性検査偽陰性例における臨床的特徴の検討
1) 1 ）
1) 1 ）
1)、桑原
1）
◎瀬沼
美香美香
喜久男 1) 1 ）
◎瀬沼 祥輝
祥輝 、渡邉
、渡邉亮太
亮太、石澤
、石澤
、桑原喜久男
新潟県済生会 三条病院 1)1 ）
新潟県済生会 三条病院

【はじめに】

【結果】

SARS-CoV-2 抗原定性検査（以下, 抗原検査

抗原検査と PCR 検査の陽性一致率、陰性一

は簡便かつ迅速に検査結果が得られることか

致率、全体一致率はそれぞれ 82.3%（144/175）、

ら広く用いられているが、核酸増幅検査（以

99.9%（1243/1244）、97.7%（1387/1419）であった。

下, PCR 検査）に比べ感度が劣るため、しば

両群における Ct 値、臨床的特徴の比較を行っ

しば偽陰性例を経験する。しかし、性能評価

た結果、Ct 値と年齢、鼻汁症状に有意差を認

試験を除きその頻度や臨床的特徴に関する報

めた。

告は少ない。そこで、偽陰性例の特徴につい

【まとめ】
偽陰性群ではウイルス量が少ないことで抗

て調査した。

原検査の検出感度を下回り、PCR 検査との結

【対象】
2022 年 1 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日に当

果が一致しない可能性があることが示唆され

院を受診し、発熱、咳嗽および咽頭痛などの

た。ウイルス量によっては抗原検査で検出で

症状から新型コロナウイルス感染症（COVID-

きない症例があり、抗原検査の陰性判定が必

19）が疑われ、同時に抗原検査と PCR 検査の

ずしも非感染を示すものではないことを再認

オーダーがあった 1419 例を対象とした。

識する必要がある。臨床的特徴の比較では有

【方法】

意差を認めた項目もあるが、さらなる情報の

抗原検査にはクイックナビ

TM-COVID19 Ag

集積が必要である。

またはクイックナビ TM-Flu+COVID19 Ag（い
ずれもデンカ）を用いた。PCR 検査は外注委
託または院内で検査を行った。外注委託先は
使用機器：Thermal Cycler Dice Real Time
System Ⅲ（タカラバイオ）、使用試薬：AmpdirectTM2019-nCoV 検出キット（島津製作所）
を採用していた。院内検査ではスマートジー
ン®SARS-CoV-2（ミズホメディー）を使用し
た。両法の結果から陽性一致率、陰性一致率、
全体一致率を求めた。また、PCR 検査で陽性
と判定された検体において、抗原検査が陽性
となった結果一致群（以下, 一致群）、陰性と
なった結果不一致群（以下, 偽陰性群）に分け、
それぞれの Ct 値、臨床的特徴について比較検
本文226

討を行った。統計処理には EZR を用い、有意
水準は p<0.05 とした。

本文226

連絡先：0256-33-1551
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EntryNo.
25
株の違いによる
COVID-19 抗原検出キットにおける最小検出感度の検証
◎坂西

株の1違
いによる COVID-19
抗原1 検
出キットに1 お
ける最小検2 出
感度の検証3 ）
）
1）
）
）
）
清 、山倉

貴大 、杉山

貴大 、柴田真由美 、久保野勝男 、長濱

大輔 、

3）

藤井
豊
1)、久保野 勝男 2)、長濱 大輔 3)、藤井
3)
）
◎坂西
清 1)、山倉 貴大 1)、杉山 貴大 1)、柴田 1真由美
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
、順天堂大学
医療科学部 臨床検査学科 22)）、 豊
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 1)、順天堂大学 医療科学部 臨床検査学科
、新潟医療福祉
3）
新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保険学専攻医療技術安全管理学分野
3)
大学大学院医療福祉学研究科保険学専攻医療技術安全管理学分野

2)

新型コロナウイルス（COVID-19）の診断に用

α 株（イギリス株）
α 株の各迅速抗原キットの最終検出感度の

いられている検査は、遺伝子検査の RT-

Ct 値は、A 社：α①N-gene：32.65 ・ E-gene：

PCR 法や簡易キットを用いた迅速抗原検査な

25.36、α②N-gene：31.20 ・ E-gene：26.13、

どがある。迅速抗原検査は現在、数多くの企

B 社：α①N-gene：29.07 ・ E-gene：22.08、

業から販売されているが以前よりキット間の

α②N-gene：28.92 ・ E-gene：23.57、C 社：

感度の違いが指摘されている。今回、我々は

α①N-gene：28.59 ・ E-gene：24.11、α②N-

COVID-19 株の違いによる迅速抗原キットの感

gene：28.92 ・ E-gene：23.57 であった。

度の違いを検証したので報告する。

3)

（方法）
当院にて保管されている新型コロナウイルス

δ 株（インド株）
δ 株の各迅速抗原キットの最終検出感度の

Ct 値は、A 社：δ①N-gene：32.31 ・ E-gene：

陽性検体（鼻咽頭ぬぐい液：DPBS 保存）のう

25.24、δ②N-gene：32.78 ・ E-gene：25.49、

ち、Ct 値が 25 以下の検体で、変異前株 1 株、

B 社：δ①N-gene：28.01 ・ E-gene：19.70、

α 株 1 株、δ 株 2 株を、DPBS にて希釈系列

δ②N-gene：28.09 ・ E-gene：20.66、SARS-

（x1、x2、x4、x8、x10、x20、x40、x80、

CoV-2 C 社：δ①N-gene：28.66 ・ E-gene：

x100、x200）を作成し、各検体を A～C の 3 社

21.12、δ②N-gene：28.09 ・ E-gene：20.66 で

の迅速抗原検査キットにて測定した。測定は

あった。

各社の添付文書に準じて行い、更に各検体の

4)

最小検出濃度検体を、リアルタイム PCR 検査

ο 株の各迅速抗原キットの最終検出感度の

にて Ct 値を求め、迅速抗原キットの定性値の

Ct 値は、A 社：ο①N-gene：33.02 ・ E-gene：

ο 株（オミクロン株）

結果を比較した。

26.12、ο②N-gene：34.43 ・ E-gene：27.87、

（試薬）

B 社：ο①N-gene：28.59 ・ E-gene：22.03、

・核酸抽出：NucleoSpin RNA Virus（タカラバ

ο②N-gene：31.87 ・ E-gene：24.91、C 社：

イオ（株））・増幅試薬：LightMix® Modular

ο①N-gene：28.59 ・ E-gene：22.03、ο②N-

SARS-CoV (COVID19)（ロシュ・ダイアグノス

gene：28.89 ・ E-gene：21.54 であった。

ティックス(株）)

（まとめ及び考察）

・迅速抗原キット：A ・ B ・ C の 3 社

今回の検証では株による感度の違いは Ct 値か

（結果）

らは見られなかった。迅速抗原キットの感度

1)

の違いは、抗体結合速度、溶解緩衝液の組

変異前株（武漢由来株）
武①の各迅速抗原キットの最終検出感度の

本文227

（はじめに）

成・量・検体の割合、抗体のデザインなど

Ct 値は、A 社：N-gene：32.98 ・ E-gene：

様々な要因がある。使用している迅速抗原キ

25.60、B 社：N-gene：27.57 ・ E-gene：20.27、

ットが流行株に対してどのくらいの感度か把

C 社：N-gene：27.57 ・ E-gene：20.27 であった。

握しておくことは、診断の一助にもなる他、
感染管理の面からも重要なことと考える。

本文227
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一般演題
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EntryNo. 11
新潟県及び山形県庄内地方における新型コロナウイルス変異株の動向調査
新潟県及び山形県庄内地方における新型コロナウイルス変異株の動向調査
◎近藤 美孔 1 ）、小林 加奈 1 ）、大倉
渓 1 ）、川村 梨紗 1 ）、前山 佳彦 1 ）、古俣竜一郎 1 ）、
1)
1)
1)
1）
2）
◎近藤
、小林
加奈正之
、大倉
渓 、川村 梨紗 1)、前山 佳彦 1)、古俣 竜一郎 1)、涌井 直樹 1)、
、大塚
涌井美孔
直樹
2)
大塚 正之
）
2）
株式会社江東微生物研究所
江東微生物研究所新潟支所
新潟支所1)1、株式会社
、株式会社江東微生物研究所
江東微生物研究所中央研究所つくば
中央研究所つくば
2)
株式会社

【背景・目的】

合(各変異株/30 株)を求めた(表)。

現在、世界保健機関(WHO)が懸念すべき

2021 年 11 月と 12 月の 52 件と比較し、

変異株(VOC)に指定しているオミクロン株の

2022 年 1 月では 2459 件と陽性件数が約

亜系統変異株の増加が危惧されており、厚

50 倍に増加した。前回実施した調査を含め

生労働省からは監視体制の強化が求められ

2021 年 12 月までは変異株の割合の大部分を

ている。昨年、我々は新潟市を中心に県内

デルタ株が占めていたが、2022 年 1 月に入

の変異株の実態調査を行い、本学会で発表

り対象である全ての地域でオミクロン株

した。今回は上越・中越・下越地方及び本

(BA.1)に置き換わっていることが判明した。

県に隣接する山形県庄内地方まで調査範囲

このことからデルタ株を超える感染力の強

を広げ、各地方における種々の変異株の発

さが推測される。また、3 月に入ってからは、

生動向を調査した。

オミクロン株(BA.2)へ徐々に入れ替わりが見
られ、5 月に入ると BA.2 の割合が約 90％を

【対象・方法】
当施設が 2021 年 11 月～2022 年 5 月まで

占めていた。現在では全国的に BA.5 の感染

に新潟県(上越、中越、下越)と山形県庄内地

者数が増加しており、新潟県内でも 7 月に

方の医療関連機関から PCR 検査を受託し、

入り BA.5 が確認されている。BA.2 に比べ

SARS-CoV-2 陽性と判定した検体数は全部で

感染力が強いとされていることから、第７

14,701 件であった。(内訳:2021 年 11 月と

波到来の要因の一つであると予想される。

12 月合計 52 件、2022 年 1 月 2,459 件、2 月

引き続き、BA.5 の動向に注視しながら、今

3,135 件、3 月 3,575 件、4 月 3,228 件、5 月

後も県内及びその周辺地域の変異動向の監

2,252 件)。このうち、月別・地域別に 30 件

視を続け、地域を包括した感染拡大防止に

ずつランダムサンプリングした合計 480 件

寄与したい。

を対象とした。ただし、11 月と 12 月に関し

表.月別・地域別の変異型割合

ては、陽性と判定した 52 件すべて新潟県内

デルタ株

の検体であった。また、上越と中越地域に

上越

関しては検体数の関連で合算したうえでサ

中越

ンプリングした。測定方法はタカラバイオ
の SARS-CoV-2 変異検出キット
(L452R/L452Q、ins214EPE、G339D)を用いて
リアルタイム RT-qPCR 法を実施し、デルタ
株、オミクロン株(BA.1)、オミクロン株
本文228

(BA.2)を推定した。
【結果・考察】
月別・地域別に抽出した SARS-CoV-2 陽
性検体 30 株を変異種ごとに集計し、その割

本文228

11 月

下越

単位：％

オミクロン株（BA.1）
）

オミクロン株（BA.2）
）

上越

上越

下越

庄内

中越

下越

庄内

中越

100

100

0

0

1月

0

3

100

97

100

2月

0

0

100

97

100

0

3

0

3月

0

0

62

72

90

38

28

10

4月

0

0

25

34

13

75

66

87

5月

0

0

10

4

13

90

96

87

12 月

0

0

0

0

連絡先：025-284-8874

0
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EntryNo. 3
脳波検査で経時的変化を観察し得た孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病の
１例
脳波検査で経時的変化を観察し得た孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病の１例
◎齋藤 愛望 1 ）、小林 清子 1 ）、松浦
芳 1 ）、桐生さとみ 1 ）、小林 紘子 1 ）、堀川 未来 1 ）、
1)
1)
1)
1）
2）
◎齋藤
、小林
清子崇二
、松浦
芳 、桐生 さとみ 1)、小林 紘子 1)、堀川 未来 1)、星山 良樹 1)、
、寺井
星山愛望
良樹
2)
寺井 崇二
）
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院
新潟大学医歯学総合病院1)1 、新潟大学大学院医歯学総合研究科
、新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野
消化器内科学分野 22)）
国立大学法人

【症例】63 歳男性

脳脊髄液マーカーの検査結果では、「14-3-3 蛋

【現病歴】X 年 Y 月末にめまいを主訴に近医

白陽性、総タウ蛋白陽性」、プリオン蛋白遺

の脳外科を受診した。MRI を撮影したが異常

伝子解析では、「codon 129 Met/Met, codon 219

は指摘されず、めまい症として経過観察とな

Glu/Glu、その他変異なし」であり、最終的に

った。しかし、徐々に呂律がまわらなくなり

MM 型の孤発性 CJD と診断された。

歩行もふらつくようになった。翌月上旬には

【考察】

注視眼振、左上肢の運動失調、体幹失調を認

本症例は、家族歴がなく大脳皮質や尾状核に

めた。翌週には高次脳機能障害が顕在化して

DWI 高信号病変があること、また進行性の認

おり、会話中に注意が逸れて返答に時間がか

知症、小脳症状、錐体路症状、ミオクローヌ

かるようになっていた。再検した MRI の結果

スを認め、脳波上で PSD を認めたことから孤

から、クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）が

発性 CJD が第一に考えられ、最終的な遺伝子

疑われ、当院へ入院となった。

解析で MM 型の孤発性 CJD と診断された。プ

【脳波所見と臨床症状】

リオン病の診断は臨床症状や病歴、脳波、

入院第１病日の脳波検査では、背景波は徐波

MRI、脳脊髄マーカー、プリオン蛋白遺伝子所

傾向で時折同期性の放電がみられるが、明ら

見等によって行われ、その中でも、脳波検査

かな周期性同期性放電（PSD）とはいえず、背

はその所見と臨床症状の経過を合わせて評価

景波との区別は困難であった。臨床症状は、

することができる。CJD における脳波は、発

粗大な麻痺はないが挙上指示などは従えず、

病初期には基礎律動の徐化やデルタ波の出現

介助が必要な状態であった。辻褄の合わない

などがみられ、病状の進行とともに PSD が出

言動も見られた。

現する。PSD は広範な大脳機能の障害によっ

第 16 病日目では、1Hz 程度で 2~3 相の鋭波が

て出現すると考えられており、臨床症状の経

全般性に出現しており PSD と考えられた。患

過と脳波検査の経時的観察が重要となる。本

者は、発語意味不明、過度の硬直と上肢の突

症例においても病初期に徐波を認め、その後

っ張りを認めていた。

典型的な PSD がみられる脳波変化の過程を、

第 34 病日目では、背景波は消失し、PSD のみ

臨床症状の進行とともに観察し得た。CJD に

となっていた。患者は、認知症と運動失調が

おける脳波検査の重要性を再認識した症例だ

さらに進行し、無言無動となった。

った。

入院前の MRI 検査では DWI ・ FLAIR 高信号

連絡先
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【その他の検査と経過】
025-227-2674

は、大脳皮質で右前頭葉や右側頭葉、帯状回
などが優位、基底核で右尾状核が優位だった
が、第 14 病日ではいずれも両側性となってお
り、後頭葉や頭頂葉、被殻にも広がっていた。

本文229
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一般演題
18EntryNo. 13

体重減少精査目的の超音波検査にて発見された
体重減少精査目
的の超音波検査にて発見された腹部大動脈瘤・総腸骨動脈瘤の一例
腹部大動脈瘤・総腸骨動脈瘤の一例

1)
1) ）
1)
） 、大矢 佳奈 1 ）
◎中野
佳菜子1 1)
浩美
◎中野佳菜子
、大矢 佳奈 、内山
、内山
浩美 1、吉田
、吉田和永
和永 1 ）
1)
ＪＡ新潟厚生連 長岡中央綜合病院1 ）
JA 新潟厚生連 長岡中央綜合病院

【はじめに】

AS 及び動脈瘤に対し手術の適応が検討された。

体重減少の精査目的に施行した腹部超音波検

他院心臓血管外科紹介となり、経カテーテル

査（以下腹部 US）にて腹部大動脈瘤、両側総

大動脈弁植え込み術（TAVI）も検討されたが、

腸骨動脈瘤を認めた。そのうち、右総腸骨動

バルサルバ洞拡大も認められたため不適の判

脈瘤では広範囲に壁在血栓を認め、可動性を

断となった。ADL 低下の懸念より AS は経過

伴っていた。この一例について報告する。

観察の方針となった。腹部大動脈～両側総腸

【症例】

骨大動脈にステントグラフト内挿術（EVAR）

80 歳代、男性

が施行された。

【現病歴】

【考察】

高血圧症、完全房室ブロック（ペースメーカ

腹部大動脈の内膜一部は肥厚し、不整である

ー植え込み後）、COPD

ことから粥状硬化が疑われた。右総腸骨動脈

【経過】

の血栓内部に三日月状の無エコー域が観察さ

体重減少（1 年で 10kg）を主訴に当院消化器

れ、カラードプラにて明らかな血流シグナル

内科を紹介受診された。上部消化管内視鏡検

は得られないことから、AC サイン（anechoic

査では悪性腫瘍等の指摘はなし。腹部 US が実

crescent

施され、腹部臓器に異常はなかったが、腹部

た可動性血栓は内部が不均一な低エコーとな

大動脈（腎動脈分岐部下部）に最大短径

っており、不安定な血栓と考えられた。可動

46mm の瘤形成を認めた。真性紡錘状大動脈瘤

性血栓は動脈瘤破裂や大動脈解離など、急性

であり、内腔凹凸不整であった。総腸骨動脈

大動脈症候群を引き起こす可能性も考えられ、

分岐部から両側総腸骨動脈にかけても瘤形成

発見した場合は速やかに主治医に報告し、慎

sign）が疑われた。また、同側に認め

を認め、最大短径は左総腸骨動脈 30mm、右総

重な対応が必要である。腹部 US は無侵襲かつ

腸骨動脈 65mm であった。両側とも瘤内に壁

簡便に動脈瘤内部の血栓の性状や可動性等を

在血栓を認め、右総腸骨動脈は壁在血栓の一

リアルタイムに観察することが可能であり、

部に可動性を伴っていた。同部位に拍動性の

病態評価に有用な検査である。自覚症状に乏

腫瘤が触知され、プローブ圧迫による圧痛を

しいことも多く、高齢者の腹部 US を行う際に

訴えられた。60mm を超える瘤径であり、血栓

は、血管疾患のスクリーニングもあわせて行

の性状や圧痛よりパニック所見と考え、主治

うことが重要であると考える。

医に報告を行った。至急行われた造影 CT 検査
では一部造影剤が血栓内に深く入り込む所見
を認め PAU（penetrating atherosclerotic ulcer）
が疑われた。腹部 US や CT 検査の所見より切
本文230

迫破裂の可能性も考慮され、当院循環器内科
にコンサルトとなった。心臓超音波検査では
EF 低下、高度大動脈弁狭窄症（AS）を認めた。

本文230
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一般演題
19EntryNo. 16
免疫チェックポイント阻害薬による心筋炎の一例

免疫チェックポイント阻害薬による心筋炎の一例
1)
1）
1）
1）
◎小熊 望 1)
菜々子 1)、小島
美佐子 1)
、石垣
◎小熊
望、長井
、長井菜々子
、小島美佐子
、石垣 純香
純香 1 ）
新潟県立がんセンター新潟病院11)）
新潟県立がんセンター新潟病院

【はじめに】免疫チェックポイント阻害薬

RBC:4.66×10^6/µL、PLT:377×10^3/µL

(ICIs)を用いたがん免疫療法は、様々な悪性腫

6/2(Day7)

瘍で有効性が示されており、近年使用される

CK:538U/L、CRP:4.23㎎/ｄL、トロポニン

頻度が増えている。しかしその一方で自己免

I:1765.3pg/mL、WBC:13.9×10^3/µL、

疫の賦活化によると考えられる免疫関連有害

RBC:4.72×10^6/µL、PLT:324×10^3/µL、

事象(irAE)も報告されている。irAE は全身の

PT:11.9 秒、PT 活性:105.0％PT-INR:0.98、

様々な部位で認められが、心臓については発

APTT:29.4 秒、FIB:507.0㎎/dL、FDP:＜

生頻度が 1％程度、心筋炎は 0.04～0.1％と非

2.5μg/mL、D ダイマー:1.0μg/mL

常に稀と言われてる。今回、ICIs の一つである

＜心電図＞

AST:41U/L、ALT:20U/L、

ペンブロリズマブによる急性心筋炎を経験し

心拍数 126bpm の洞性頻脈。四肢誘導の低電位、

たので報告する。

R 波の減高と広範な誘導で ST 上昇を認める。

【症例】61 歳男性

＜経胸壁心臓超音波検査＞

【既往歴】なし

左室壁運動はびまん性に低下し(EF38%)、左室

【現病歴】2021 年秋頃から胸部・背部の不快

壁が全周性に肥厚している。左室内に血栓様

感、2022 年春頃から咽頭部に不快感あり。前

の膜様構造物を認め、全周性に心嚢液が貯留

医で精査し、進行食道癌ステージⅢと診断さ

している。

れる。加療目的にて当院紹介となった。

【考察・まとめ】今回 ICIs による急性心筋炎

5/27(Day1)：CDDP+5FU+ペンブロリズマブ

を経験した。心筋に対する自己免疫の賦活

200㎎開始。

化・ CD8 陽性 T 細胞とマクロファージの心筋

5/31(Day5)：心窩部から背部にかけての疼痛と

浸潤が原因で心筋炎が起こると言われている。

倦怠感あり。

心筋炎を発症するのは稀だが、発症した場合

6/1(Day6)：朝、呼吸苦あり。夕方に高度倦怠

の死亡率は 25～50％と非常に高い。当院にお

感、血圧低下。その後、背部の圧迫感・胸部

いても約 1000 例投与の中で 4 例発症しており、

症状あり。心電図・血液検査施行し急性心

死亡率は 50％と極めて高い。今後さらに ICIｓ

筋・心膜炎が疑われため、ステロイド治療開

の使用が拡大することから、本症例のような

始となる。

心臓への irAE が増加すると予想される。

6/2(Day7)：倦怠感・背部圧迫感・胸部症状持
続。経胸壁心臓超音波検査施行。

連絡先：025-266-5111(内線：2270)
本文231

6/3(Day8)：死亡退院となる。
【検査所見】
＜血液検査結果＞
6/1(Day6)

AST:20U/L、ALT:16U/L、

CK:314U/L、CRP:2.46㎎/ｄL、トロポニン
I:197.7pg/mL、WBC:14.0×10^3/µL、

本文231
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EntryNo. 19
20
当院で経験した心アミロイドーシスの 1 例

当院で経験した心アミロイドーシスの 1 例
1) 1 ）
1)、佐藤
1)、桑原
1）
1）
◎浅野
梨絵梨絵
喜久男 1) 1 ）
◎浅野晴美
晴美、須藤
、須藤伸子
伸子
、佐藤
、桑原喜久男
新潟県済生会 三条病院 1)1 ）
新潟県済生会 三条病院

【はじめに】検査診断学の進歩と治療薬の開

による心不全疑い HFpEF であった。ストレイ

発が相まってこれまで希少な疾患と考えられ

ンでは GLS 低下-12.1％

ていた心アミロイドーシスが予想以上に多く

ブルズアイ表示で apical-sparing を認めた。

潜在することがわかってきた。組織生検を行

【経過】心電図、心エコー所見から心筋症・

う前に種々の検査でスクリーニングが可能と

心アミロイドーシスが疑われ追加検査が行わ

なり、早期発見に検査が担う役割は重要と考

れた。薬剤負荷心筋シンチで有意虚血所見な

える。今回我々は典型的所見を呈した心アミ

し、免疫グロブリン遊離 L 鎖＝477.6mg/L

ロイドーシスを経験したので、文献的知見を

λ 型高値

加え報告する。

以上の検査結果より、全身性 AL アミロイドー

【症例】60 歳代

心尖部/基部 LS=2.1

シスが疑われ、他院血液内科へ紹介となった。

女性

【現病歴】20××年 6 月頃より歩行時の息切れ

MRI 検査、上部消化管粘膜や皮膚組織生検、

を自覚していた。10 月頃より歩行時の息切れ

骨髄検査の結果から原発性 AL アミロイドーシ

と咳がひどくなりかかりつけ医を受診、胸部

スと診断された。

X-P にて異常陰影を指摘され、当院内科を受診

【まとめ・考察】今回我々は典型的所見を呈

【既往歴】30 歳代、肺結核 60 歳代、甲状腺

する心アミロイドーシスを経験した。

癌、高脂血症

高血圧の既往がなく、心エコー上有意な弁膜

【家族歴】特記なし

症を認めず、心肥大が見られたが、心電図は

【初診・入院時の身体所見】BP：90/57㎜Hg

低電位であった。心肥大×低電位に着眼し、

脈拍：84 回/分
頸静脈怒張あり

体温：36.4℃

SPO2：98％

心音：ギャロップあり

スペックルトラッキング法でストレイン
GLS の低下と心基部の長軸方向ストレインが

胸部ラ音なし
下肢浮腫あり

心尖部に比べ著明に低下する apical-sparing を

【主な検査データ・血液・生化学検査】

確認した。

CPK：204IU/L CKMB：13.2ng/mL

トロポニ

成因不明を疑う心肥大、拡張不全による心不

BNP：320.3pg/mL 尿中ベンスジョ

全、心電図異常がみられた時に心アミロイド

ン T 陽性

ーンズ蛋白陽性

ーシスの可能性を念頭に入れ、ストレインを

【12 誘導心電図】洞調律 HR81bpm
112 度

四肢誘導低電位:0.4mV

V1～3 で QS パターン

電気軸

胸部誘導

QTc468msec

PR204msec
【心エコー】LVDd/LVDs＝33/16mm EF＝
76％

IVSd/PWd＝12/12mm LVMI＝75g/m2

本文232

RWT＝0.67

LAVI＝52ml/m2 E/A＝2.4

DcT＝143msec E/e’＝19.6

心嚢液少量貯留、

両側胸水貯留、左房拡大、心肥大、拡張不全

本文232

計測し、特徴的な所見の有無を確認すること
は早期の発見に有用と思われる。連絡先：済
生会三条病院生理検査室（0256）33-1551
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一般演題
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心臓サルコイドーシスの早期変化をとらえた一例

心臓サルコイドーシスの早期変化をとらえた一例
1)
1) ）
1) 1 ）
1) 1 ）
）、丸山 奈穂 1 ）
◎今井 瑠美
瑠美11)
萌花
裕美裕美
◎今井
、丸山 奈穂 、加藤
、加藤 義揮
義揮 1、春日
、春日
萌花、宮下
、宮下
1)
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 1 ）

【はじめに】

化及び壁運動異常を認めることが特徴的所見

サルコイドーシスは原因不明の全身性肉芽腫

とされている。しかし初期から炎症期では炎

性疾患である。心臓サルコイドーシスは，致

症細胞の浸潤・間質の浮腫などにより壁肥厚

死性不整脈や重症心不全をきたし，突然死の

がみられ、炎症期を過ぎると線維化・瘢痕期

原因ともなるため、早期の適切な診断・治療

となり壁の菲薄化や輝度上昇をきたすとされ

が要求される疾患である。

ている。

【症例】50 歳代女性。

本症例では心サルコイドーシスの初期変化を

【既往歴】原発性胆汁性肝硬変、高血圧。

とらえることができ、壁の菲薄化や壁運動異

【現病歴】2 週間前から労作時呼吸困難、動悸

常が起きる前に心エコーを記録することがで

を自覚。総合診療科にて心電図検査施行し

きた。しかし、初診時に V1～V3 の ST 上昇、

V1～V3 の ST 上昇がみられたため、循環器科

2：1 房室ブロックをみとめたため、前壁中隔

へ紹介となった。

心筋梗塞やたこつぼ心筋症などが疑われ、心

【超音波所見】左室壁運動は保たれており、

電図所見と心エコー所見が一致せず診断に苦

局所壁運動異常は認めない。心室中隔は

慮する一例であった。

13mm で壁肥厚を認める。

「心サルコイドーシス」イコール「心室中隔

【血液検査】BNP175.7pg/ml、トロポニン T

基部の壁の菲薄化」と思われがちだが、壁肥

0.038ng/dl

厚をきたすことがあることも念頭に検査する

【経過】総合診療科受診時の心電図で 2：1 の

必要があると感じた。

房室ブロックがあったため、ホルター心電図
を施行。心エコー所見より、非閉塞型肥大型
心筋症を疑い、後日 MRI 検査実施。ホルター
心電図では 2:1 の房室ブロックが多発しており、
MRI 検査では冠動脈に優位狭窄は認めなかっ
たが、中隔主体の遅延造影を認めたためサル
コイドーシスが疑われた。精密検査のため他
院紹介となり、PET-CT を施行。心室中隔と左
室後壁に集積がみられたため、心サルコイド
ーシスと診断されステロイド治療を開始。そ
本文233

の後紹介先の病院で完全房室ブロックとなり
ペースメーカ挿入となった。経過観察ため現
在当院循環器科に通院中。
【考察・まとめ】
心サルコイドーシスはサルコイド病変の好発
部位である心室中隔基部の局所的な壁の菲薄

本文233
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22 EntryNo. 21
ＨＡ-８
８１９０で見つかった変異ＨｂＳの一症例

HA-8190で見つかった変異 HbS の一症例
1) ）
1)
）
◎藤田 陽介
陽介 11)）、石山
、石山 奈那
志穂美 1)1 、藤田
◎藤田
奈那 1、梅田
、梅田志穂美
、藤田勝嘉
勝嘉 1 ）
ＪＡ新潟厚生連 上越総合病院1 ）1)
JA 新潟厚生連 上越総合病院

はじめに

グラムを確認して、Ａ０の後半に吸光度の

変異ヘモグロビンはヘモグロビンに遺伝子

上昇が見られていた。

変異が生じ、通常とは異なるアミノ酸配列

前回値がないため、アークレイマーケティ

を呈するヘモグロビンの総称です。大半は

ング（株）研究所で精査解析依頼をお願い

臨床症状がなく、まれに溶血性貧血が見ら

しました。

れるケースがあります。
精査解析結果
症例
50 代男性

酵素法
健診受診者

他機種

検査結果
ＡＳＴ
ɤＧＴＰ

5.8％
ＨＡ-８１８０Ｔ

5.8％

測定ｍｏｄｅ別
22U/L

ＡＬＴ

24U/L

ＣＲＥ

20U/L

HA-8190V（V）5.8％ HA-8190V（F）4.4％

1.2mg/dl

ＴＧ

74mg/dl

ＴＣ

213mg/dl

高分離解析結果でも通常では見られない測

ＨＤＬ

46mg/dl

ＬＤＬ

152mg/dl

定時間で吸光度上昇が見られた為、変異ヘ

ＧＬＵ

76mg/dl

ＨｂＡ1ｃ

5.8%

モグロビンと思われる異常ピークであると
ＨｂＦ

0.3%

言う結果となりました．HbA 産生量減少に
より値が平均血糖値に反映されない。
今回の血糖管理にはグリコアルブミン等他
の検査などが望ましい。
まとめ
変異ヘモグロビンを持つ患者様の HbA１
C 測定を行った時、測定方法により値に変
動を起こす可能性があり、糖尿病診断の遅
れや適切な治療へ繋がるため変異ヘモグロ
ビンの情報を提供すること必要であると感
じた症例でした．

本文234

Ｖａｒｉａｎｔ

ｍｏｄｅで測定したとこ

ろ、変異Ｈｂ疑いがあったため、クロマト
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連絡先：

025（524）3000（代）
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リアルタイム精度管理（even check 法）を用いた

リアルタイム精度管理サンプル詰まりの影響に関する検討
（even check 法）を用いたサンプル詰まりの影響に関する検討
◎小林 弘樹 1 ）、坂爪 香文 1 ）、土田高佳輝 1 ）、栗山 美香 1 ）、渋木健太郎 1 ）、土田 まみ 1 ）、
1) ）
1) 1 ）
◎小林
高佳輝 1)、栗山 美香 1)、渋木 健太郎 1)、土田 まみ 1)、岡本 悟 1)、
、阿部香文
啓司、土田
岡本 弘樹
悟 1、坂爪
1)
阿部 啓司
1）
社会医療法人新潟臨港保健会 新潟臨港病院
新潟臨港病院 1)
社会医療法人新潟臨港保健会

【目的】自動分析機のサンプルプローブの詰

3794 件でうちサンプリングエラー発生頻度は

まりは，日常の分析でしばしば遭遇するトラ

18 件(0.47%)であった．詰まりを起こした

ブルであり，その主な原因はフィブリンであ

18 件の内訳として，入院 4 件，外来 14 件であ

ることもよく知られている．サンプルプロー

った．入院は内科 4 件，外来は内科 6 件，内

ブの詰まりが発生すると，その検体にとどま

科（透析）4 件，外科 2 件，泌尿器科 2 件であ

らずに後続のサンプリングまで障害が継続す

った．

ることがある．そこで畑中らの even check 法を

また，tumari 群と not tumari 群の 2 群間に有意

用いて，サンプル詰まりエラーが検体の測定

差を認めなかった（ps > 0.05）．

にどのような影響を与えるかについて調べた．

【結論】本研究では，サンプル詰まりエラー
後に有意な差は見られなかった．日立 7180 形

【対象および方法】

自動分析装置は詰まりエラー後も正しくサン

1. 対象

プリングしていることがわかり，測定結果に

2022 年 6 月 TP の前回値を有する患者測定値

影響がないことがわかった．ただし，サンプ

(n=1893)を対象とした．測定には日立 7180 形

ル詰まりが引き起こす Turn Around Time の影響

自動分析装置を用いた．

は無視できないため，今後はサンプル詰まり

2. 方法
畑中らによる論文より，even

を起こさないような取り組みが検査室の課題
check 法の概要

となる．

は，項目の測定値からその患者の前回値との
差(Δ 値=今回値-前回値)を求める．その分布は
0 を中心に左右対象であり，Δ 値 が“正”及
び“負”となる数がほぼ同数(even)となること
に基づく．統計量 R は結果が出力された最新
の 20 検体の Δ 値のうち，正を示した数をカ
ウントし，その割合を求め，理論値 0.5(正と負
が同数のとき，10/20=0.5 となる)との差で決定
した.
式: R={(Δ 値>0 の数)+(△値=0 の数)/2}/20-0.5
本文235

また，サンプル詰まりのエラーがついた検体
をサンプリングエラーとして，その後 20 検体
を tumari 群，それ以外を not tumari 群とし比較
した．
【結果】全検体の R 値の平均は 0.021 で
±0.25 以内に 96.6%が収まった．2022 年 6 月
より当院 7180 で測定を行った検体数は
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アーキテクト
B12、Folate
の基礎検討
アーキテクト B12、
、Folate の基礎検討

◎小熊 裕弥 1 ）、角屋 勇気 1 ）、小杉 千穂 1 ）、佐藤なぎさ 1 ）、関 季代美 1 ）、金子 成美 1 ）、
1)1、角屋
1) 1 ）
）
◎小熊
千穂 1)、佐藤 なぎさ 1)、関 季代美 1)、金子 成美 1)、安田 佳恵 1)、
、熊倉勇気
秀子、小杉
安田 裕弥
佳恵
1)
熊倉 秀子
医療法人 崇徳会
崇徳会 長岡西病院
長岡西病院 11)）
医療法人

【はじめに】
当院において、ビタミン B12（以下 VB12）

Lv1

Lv2

Lv3

と葉酸の検査オーダーが年々増加傾向にある。

N

23

23

23

同試薬を外注検査から院内検査に移行を目的

SD

0.2

0.5

1.6

として、基礎的検討を行ったので報告する。

CV(%)

7.1

8.4

11.5

【使用試薬及び使用測定機器】

葉酸

2）直線性

使用試薬：アーキテクト B12、アーキテクト

VB12

ｙ＝2143.7ｘ

Folate （葉酸）（アボットジャパン合同会社）

3）相関性

。使用測定機器：ARCHITECT i2000SR（アボ

回帰式

ットジャパン合同会社）。

VB12

【対象及び方法】

【考察】

1.対象：患者余剰検体（VB12 ｎ＝24、葉

葉酸

ｙ＝17.961ｘ

ｙ＝1.27ｘ-0.18 葉酸ｙ＝0.85ｘ+2.4

日差再現性について、VB12 の SD は 17.6～

酸ｎ＝27）。患者検体には、マスキングを行

30.4 と高い値を示したが、コントロールの表

った。

示値内に収まっていたため、良好な結果だと

2.方法：以下の方法を実施。

考えられた。また、葉酸の SD は 0.2~1.6 と良

1）日差再現性

好であった。CV は、VB12、葉酸ともに 10％

2）直線性

以内であったので、良好な結果だと考えられ

3）相関性（比較試薬）

た。相関性について、VB12、葉酸ともに回帰

（ケミルミ

ビタミン B12）

（ケミルミ

葉酸）

式、相関係数から良好な結果だと考えられた。

尚、本検討において、干渉物質の影響は、実
施していない。

【結語】
アーキテクト B12、アーキテクト Folate の
基礎的検討結果から良好な結果を認め、日常

【結果】

検査に有用な試薬であると考えられた。

1）日差再現性
VB12

今後も年々増加していく検査項目の検討を行

本文236

Lv1

Lv2

Lv3

N

23

23

23

SD

18.6

17.6

30.4

CV(%)

6.9

3.3

3.5
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い、迅速性を高め、臨床に貢献していきたい。

連絡先：長岡西病院

0258-27-8500
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血漿中サイトカインと酸化ストレスとの相関性評価
血漿中サイトカインと酸化ストレスとの相関性評価

◎小黒 凌輔 1 ）、阿部 拓也 1 ）、渡邊 博昭 1 ）、藤井
豊1）
1)
1)
1)
1)
1） 豊
◎小黒 凌輔 、阿部
拓也 、渡邊
博昭 、藤井
新潟医療福祉大学
医療技術学部
臨床技術学科
新潟医療福祉大学 医療技術学部 臨床技術学科 1)

[背
背景]

現在様々な病態においてサイトカイン

Bio-PiexTM サスペンションアレイシステム

及び酸化ストレスの評価が行われている。サ

(BIO-RAD)を用いサイトカイン（IL-6、TNF-

イトカインは生体内における炎症・抗炎症性

α、IL-10）、REDOXLIBRA(株式会社ウイス

を評価するうえで欠かせない項目で、炎症に

マー)酸化ストレス指標（dROMs、BAP）を計

伴い各種サイトカインが発現する。具体的に

測し、それぞれの項目間で相関係数（R）を求

は、Interleukin（IL-6）、Tumor

Necrosis

め関係性を分析した。

Factor（TNF）-α は炎症性サイトカインとし
て、IL-10 は抗炎症性サイトカインとして作用

結果]IL-6 ・ dROMs(R=0.612361)、TNF-α ・
[結

する。また、酸化ストレスは生体内における

dROMs(R=0.614854)では強い正の相関、IL-

酸化力と抗酸化力のバランスを示す指標で、

6 ・ BAP(R=－0.59827)、TNF-α ・ BAP(R＝－

diacron Reactive Oxygen Metabolites（dROMs）

0.60302)では強い負の相関を認めた。

は、生体内の酸化の指標で、Biological
Antioxidant Potential（BAP）は、抗酸化力の指

考察]炎症性サイトカインと酸化ストレス指標
[考

標となることが知られている。

に高い相関を認めた。炎症性サイトカイン上

実臨床に目を向けると、慢性疾患や心臓手

昇とともに酸化ストレスの上昇、抗酸化力の

術に用いる体外循環施行により、血中サイト

低下が起きていると言える。また、dROMs、

カインが上昇すること、さらに酸化ストレス

BAP の計測は 100μL 程度の血液サンプルから

も上昇することが先行研究で報告されている。

数分で測定が可能であり、実臨床においても
酸化ストレス評価のルーチン化ができれば、

一方で、サイトカインと酸化ストレスの関

疾患の早期発見・早期治療の一助となり、疾

連性、すなわち“サイトカイン上昇に比例し

患に対する病態指標の一つとして発展する可

て酸化ストレスが上昇してるのか？”につい

能性がある。

ては未解明である。サイトカインと酸化スト
レスの関連性が明確になれば、病態メカニズ

結語]小動物を用いた基礎研究において、炎症
[結

ムの解明、臨床検査への応用から早期治療に

性サイトカイン酸化ストレス指標（dROMs、

つながると考えられる。

BAP）との強い相関性を認めた。

ンと酸化ストレスを同時に測定し、炎症と酸

本文237

目的]同一の血漿サンプルにおいてサイトカイ
[目
連絡先：hca19021@nuhw.ac.jp

化ストレスを数値化し関連性を明確にするこ
とを目的とした。
方法]急激な炎症反応が助長されるラット体外
[方
循環モデルの血漿サンプル（n=42）を用いた。
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便検鏡が診断の一助となったアメーバ腸炎の一例
便検鏡が診断の一助となったアメーバ腸炎の一例

◎松﨑菜々子 1 ）、林 美佳子 1 ）、坂西
清 1 ）、柴田真由美 1 ）、須田 剛士 2 ）
1)
1)
1)
2)
1）
◎松﨑 菜々子 、林 美佳子 、坂西 清 1)、柴田
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
、 真由美 、須田 剛士
1)
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 、新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
消化器内
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
消化器内科 2 ）
科 2)

【はじめに】

主な感染経路として海外渡航歴、同性愛者や

アメーバ腸炎の原因原虫である赤痢アメーバ

不特定多数の性交渉歴と言われているが、今

は赤痢アメーバのシストの経口摂取により感

回の症例ではいずれも該当せず感染経路が不

染し、組織に浸潤して腸炎や膿瘍などの病態

明であった。日常生活から感染した可能性も

を示す。世界的には、原虫疾患のうちアメー

考えられる。今回、便検鏡でアメーバ栄養体

バ感染症による死者はマラリアに次いで２番

を検出したことが確定診断の一助となった。

目に多いとされている。今回我々は、糞便お

栄養体を検出する際は、便の性状を観察し、

よび組織から赤痢アメーバの栄養体が検出さ

粘血部分を検鏡する。また、栄養体は室温で

れたアメーバ腸炎の一例を経験したので報告

は運動性が落ち、採取後１時間以上経過する

する。

と運動性がなくなり、死滅、自己融解して検

【症例】

出できなくなるため、検体を３７℃前後に保

50 歳代男性。腹痛、血便を認めたため他院を

つことが重要である。あらかじめ検鏡に使用

受診し、精査目的で当院消化器内科に紹介さ

する器材を温めておき、採取後直ちに検鏡す

れた。

る。便の性状および虫体の形態を理解してお

【検査所見】

くことが必要である。

内視鏡を実施し盲腸と直腸にタコいぼ状びら

【まとめ】

ん、浮腫、発赤、びらん白苔が認められた。

赤痢アメーバによるアメーバ腸炎は増加傾向

何らかの感染性腸炎として整腸剤のみで経過

にあると言われているが、頻繁に出る検査で

観察となった。組織診にて間質に高度の慢性

はないため、検査経験がある技師は少ない。

炎症細胞浸潤、好中球浸潤、アメーバ原虫を

検査経験のある技師から経験の少ない技師へ

疑う所見が認められた。アメーバ腸炎を疑い

の教育が必要だと感じた。確定診断につなが

直接塗抹法にて便検鏡を実施した結果、粘血

る検査であるため、いつでも検査ができるよ

便からアメーバ栄養体が検出され、アメーバ

うに準備をしておくことが重要である。

腸炎と診断された。
【経過・治療】
メトロニダゾールを１０日間内服し、その後、
再度内視鏡を実施したところ、盲腸、直腸と
もに特異的所見は認められなかった。便は固
形便であり栄養体、シストは認められなかっ
た。その後も陰性を確認するために２週間毎
本文238

に便検鏡を行い、３回連続で栄養体、シスト
ともに認められなかったため経過観察終了、
終診となった。
【考察】
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連絡先

025-777-3200 (代表)

