新潟市で最も早く流行が拡がったが、その後、

てゆく可能性

ほぼ同時に全県に拡大した。また、世代別に
流行のタイミングを観察すると 20-30 代や 40-

研究

中心に感染伝
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方、すでに接

50 代で先行して流行が拡大した後にその他の

いる医療従事

世代に拡がるパターンが多かった。人口が一

衰している可

定程度以上の都市では常にある程度の感染者

望まれる。最

が発生しており、農村部では感染拡大が起き

種の推進であ

ても長く継続しない傾向が認められた。また、

細にモニタリ
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農村部では複数の世代で同時に流行する傾向

せた対策を講

があった。このような流行拡大のパターンは
第 6 波以降も繰り返す可能性があり、県内に

特別講演
おける感染拡大の予測や防止につながる知見
となりうる。

特別講演

5特
波の大きな違いは感染者の年
新潟県におけるSARS-Cov2
SARS-Cov2 感
染第
の4広波と第
がりの
徴
新潟県における
感染の広がりの特徴

代構成であった。これまで一定の割合を占め特別講演

～第５波までを振り返って～
～第
５ 波までを振り返って～

コロナウイルス感染症の感染者が発生して以

流行により診断されやすくなったことも一因
超えるクラスター（集団感染）を詳細に検討

来、感染者数は
60 名
新潟県内では7000
2020名を超え、死者は
年 2 月 29 日に初めて新型
に達した（2021
年 9 月末日現在）。限られた
コロナウイルス感染症の感染者が発生して以

すると、クラスターの場は保育園、学校、職
かもしれない。第 5 波後半で発生した 10 名を
場、飲食店、スポーツジムなど様々であった
超えるクラスター（集団感染）を詳細に検討

感染者数であった第
1～２波と比較すると、第
来、感染者数は 7000
名を超え、死者は 60 名

が、感染拡大の発端はワクチンを接種してい
すると、クラスターの場は保育園、学校、職

３波から徐々に感染者数が増え、第５波では
に達した（2021 年 9 月末日現在）。限られた

ない成人の場合がほとんどであった。一方で、
場、飲食店、スポーツジムなど様々であった

急峻な流行曲線を描いた。大きな流行となっ
感染者数であった第 1～２波と比較すると、第

第 が、感染拡大の発端はワクチンを接種してい
5 波では 2 回のワクチン接種を終了してい

た第４・第５波を詳細に振り返ると、第
4波
３波から徐々に感染者数が増え、第５波では

るにもかかわらず感染したというブレイクス
ない成人の場合がほとんどであった。一方で、

の感染者ははじめに下越地方で増加し、続い
急峻な流行曲線を描いた。大きな流行となっ

ルー感染事例が見られた。大部分は
60 代以上
第 5 波では 2 回のワクチン接種を終了してい

て中越地方で増加した。東京からのアクセス
た第４・第５波を詳細に振り返ると、第 4 波

であり、ワクチンによる感染防止効果が減衰
るにもかかわらず感染したというブレイクス

がよい魚沼地域はやや早く流行が拡がってい
の感染者ははじめに下越地方で増加し、続い

してきていることの表れということもできる。
ルー感染事例が見られた。大部分は 60 代以上

た。上越地方は最も遅れて流行が拡がった。
て中越地方で増加した。東京からのアクセス

今後、若年層へのワクチン接種が進むこと
であり、ワクチンによる感染防止効果が減衰

佐渡ではほとんど流行がなかった。第
5 波は
がよい魚沼地域はやや早く流行が拡がってい

により大規模な感染拡大やクラスターは減っ
してきていることの表れということもできる。

新潟市で最も早く流行が拡がったが、その後、
た。上越地方は最も遅れて流行が拡がった。

てゆく可能性があるが、ワクチン未接種者を
今後、若年層へのワクチン接種が進むこと

ほぼ同時に全県に拡大した。また、世代別に
佐渡ではほとんど流行がなかった。第 5 波は

中心に感染伝播は継続すると考えられる。一
により大規模な感染拡大やクラスターは減っ

流行のタイミングを観察すると
20-30 代や 40新潟市で最も早く流行が拡がったが、その後、

方、すでに接種から半年が経過しようとして
てゆく可能性があるが、ワクチン未接種者を

50 ほぼ同時に全県に拡大した。また、世代別に
代で先行して流行が拡大した後にその他の

いる医療従事者や高齢者の感染防御効果は減
中心に感染伝播は継続すると考えられる。一

世代に拡がるパターンが多かった。人口が一
流行のタイミングを観察すると 20-30 代や 40-

衰している可能性があり、ブースター接種が
方、すでに接種から半年が経過しようとして

定程度以上の都市では常にある程度の感染者
50 代で先行して流行が拡大した後にその他の

望まれる。最も力を入れるべきはワクチン接
いる医療従事者や高齢者の感染防御効果は減

が発生しており、農村部では感染拡大が起き
世代に拡がるパターンが多かった。人口が一

種の推進であり、今後も県内の感染状況を詳
衰している可能性があり、ブースター接種が

ても長く継続しない傾向が認められた。また、
定程度以上の都市では常にある程度の感染者

細にモニタリング・検討し、流行状況に合わ
望まれる。最も力を入れるべきはワクチン接

農村部では複数の世代で同時に流行する傾向
が発生しており、農村部では感染拡大が起き

せた対策を講じてゆく必要がある。
種の推進であり、今後も県内の感染状況を詳

があった。このような流行拡大のパターンは
ても長く継続しない傾向が認められた。また、

細にモニタリング・検討し、流行状況に合わ

第 農村部では複数の世代で同時に流行する傾向
6 波以降も繰り返す可能性があり、県内に

せた対策を講じてゆく必要がある。
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新潟県における SARS-Cov2 ていた
感染の60
広代以上の感染者が大きく減少し、代
がりの特徴
1)
1）
◎菖蒲川
由郷
◎菖蒲川由郷
わりに 40 代以下の感染者割合が増加した。こ
新潟大学大学院医歯学総合研究科 11)） ～第５波までを振り返って～
新潟大学大学院医歯学総合研究科
れは高齢者のワクチンによる感染予防効果を
◎菖蒲川 由郷 1)
示していると考えられる。また、これまで無
新潟大学大学院医歯学総合研究科 1)
新潟県内では 2020 年 2 月 29 日に初めて新型
かもしれない。第
5 波後半で発生した 10 名を
症状やごく軽症であった若年層がデルタ株の

おける感染拡大の予測や防止につながる知見
があった。このような流行拡大のパターンは
となりうる。
第 6 波以降も繰り返す可能性があり、県内に
第
4 波と第 5 波の大きな違いは感染者の年
おける感染拡大の予測や防止につながる知見
代構成であった。これまで一定の割合を占め
となりうる。
ていた
代以上の感染者が大きく減少し、代
第 60
4 波と第
5 波の大きな違いは感染者の年
わりに
40 代以下の感染者割合が増加した。こ
代構成であった。これまで一定の割合を占め
れは高齢者のワクチンによる感染予防効果を
ていた 60 代以上の感染者が大きく減少し、代
示していると考えられる。また、これまで無
わりに 40 代以下の感染者割合が増加した。こ
症状やごく軽症であった若年層がデルタ株の
れは高齢者のワクチンによる感染予防効果を
流行により診断されやすくなったことも一因
示していると考えられる。また、これまで無
症状やごく軽症であった若年層がデルタ株の
流行により診断されやすくなったことも一因
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EntryNo. 2
新たに問われるチーム医療 タスクシフト・ワークシェアリング

新たに問われるチーム医療 タスクシフト・ワークシェアリング
1)
◎横地 常広
◎横地
常広 1 ）
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 代表理事副会長 1)
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 代表理事副会長 1 ）

「医師の働き方改革に関する検討会」の調査結果

教育カリキュラムの見直しが実施され、法令改正され

により医師の長時間労働の実態が示され、時間外労

た 10 行為の教育内容が盛り込まれた新カリキュラム

働時間が年間 960 時間を超える病院勤務医が 40％

は、2022 年 4 月入学の学生から適応される。

を超え、1900 時間を超える医師が 10％程度存在す

今回の法令改正の目的は、地域医療の確保を踏ま

ると報告された。診療科別では、産婦人科、外科、救

えた上での医師の労働環境の改善であり、各医療機

急科、臨床研修の医師が多く、年代別では 20 代か

関の管理者（院長）を中心に、病院全体の取組みとし

ら 30 代で全体の 33.4％を占めている。医師の勤務

てタスクシフト／シェアの推進及び院内全体の業務

環境の改善や地域医療確保の観点から、医師の時

の見直しを行うこととなる。我々、臨床検査技師の根

間外労働時間の上限規制（年間 960 時間）が

幹は、「品質保証された検査データを迅速に臨床に

2024 年 4 月から施行される。医師の労働時間短縮

提供すること」であり、諸先輩方、現役の先生方のご

を進めるためには、医師の業務について医師以外の

尽力により、医師をはじめ、医療関係職種から臨床

医療関係職種が現行制度下で、「実施可能な業務」

検査技師が提供する「検査データ」は高い評価を得

「明確に示されていない業務」「法令改正等を行えば

ている。では、「何故！現状維持ではだめなのか」と

実施可能な業務」に仕分けされ、「医師の働き方改革

いう視点から現状業務を見てみると、限られた医療資

を進めるためのタスクシフト／シェアの推進に関する

源・人材を効率的に活用するための多職種連携の医

検討会」で検討が進められた。医師会、医師の専門

療にシフトしており、ここ最近の 2 回にわたる臨検法、

学会、看護協会をはじめとする医療関係職種 30 団

医療法の一部改正の内容は、検体採取（5 行為）、タ

体に対しヒアリングが開催され、300 を超える行為に

スクシフト（10 行為）から見て取れるように、検査室内

ついて提案された。現行制度下で、「実施可能な業

の業務ではなく、検査の専門性を生かして「患者のそ

務」「明確に示されていない業務」については、内容

ばで」、多職種が互いに業務を補完し、より良い医療

を整理した上で、通知文等で明確化され、臨床検査

を提供することを医療関係職種全体に求めていると

関連業務では、検査に関する薬剤等（尿素、気管支

感じている。これを踏まえて、タスクシフトへの取組み

拡張剤など）の内服介助、病理・細胞診に関する業

と今後の臨床検査技師の方向性について情報共有

務など 14 行為が示される予定である。また、「法令改

したい。

正等を行えば実施可能な業務」としては、末梢静脈
路の確保、内視鏡検査・治療の介助など 10 行為に
ついて、臨床検査技師等に関する法律等改正が行
われた。これらの業務を実施する場合はあらかじめ、
厚生労働大臣が指定する研修を受けることとされ、厚
本文212

生労働省(告示第 274、276 号)により、日本臨床衛生
検査技師会が実施する「タスクシフト／シェアに関す
る厚生労働大臣指定講習会」が指定された。併せて、
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Trueperella bernardiae による敗血症を適切な検体採取により診断し得た経験

Trueperella bernardiae による敗血症を適切な検体採取により診断し得た経験
1)、今村
1)、高橋
1)
1）
1）
◎関 元気
正亮正亮
優希 1)
、東1 ）、東
美幸 1)、渡辺
◎関
元気
、今村
、高橋
優希
美幸 1 ）直樹
、渡辺
ＪＡ新潟厚生連 村上総合病院1 1)
ＪＡ新潟厚生連 村上総合病院 ）

直樹 1 ）

【はじめに】
Trueperella bernardiae は、皮膚や上気道の常

【考察】

在菌であり、日和見病原菌のため、感染症の

今回は、血液培養が 2 セット採取されたこ

原因菌となることは稀とされている。培養検

とで、血液培養ボトル 4 本中 3 本が陽性とな

査で検出されても検体採取時のコンタミネー

り、有意菌と判定できた。腎盂尿検体からも

ションとして取り扱われる可能性がある。

同一菌種が検出されたため、腎盂腎炎から敗

今回我々は、適切な培養検査を行うことに
より T.

bernardiae による閉塞性腎盂腎炎から

血症に至ったと判断できた。易感染患者、複
雑性尿路感染症患者においては、様々な菌が

敗血症に至ったと診断し得た症例を経験した

起炎菌となることが多い。この様な患者の診

ので報告する。

断、治療には、抗生剤投与前の検体採取や血
液培養２セット採取、常在菌の混入を避けて

【症例】

検体採取するなど、適切な培養検査検体の採

特別養護老人ホーム入所中の 88 歳女性。既

取が重要だと考えられる。

往歴は認知症、脳梗塞後遺症、廃用症候群、

グラム染色から、Corynebacterium spp.を疑っ

褥瘡であった。発熱、呼吸不全、意識障害で

た。しかし、カタラーゼ試験陰性の結果から、

当院に救急搬送され、左閉塞性腎盂腎炎、そ

他のグラム陽性桿菌を疑い、生化学的性状に

れに伴う敗血症性ショックと診断された。経

よる同定検査を実施したところ、A.

尿道的尿管ステントを留置し、同時に腎盂尿

pyogenes と誤同定された。本症例のように、生

検体が採取され、抗生剤治療を開始する前に、

化学的同定キットから鑑別が困難な場合は、

2 セットの血液培養検体が採取された。各種支

質量分析装置を用いた菌種鑑別が有用と考え

持療法が開始され、経過は良好であり、元の

られた。

施設へ退院となった。
【結語】
【細菌学的検査】

易感染患者や、複雑性尿路感染症の診断、

血液培養検体と腎盂尿検体から

治療には、適切な培養検体を提出してもらう

Corynebacterium spp.様細菌が検出された。カタ

ことが重要である。この様な検体から検出さ

ラーゼ試験陰性の結果から、他のグラム陽性

れた菌種は起炎菌の可能性が高く、正確な同

桿菌を疑い、生化学的性状による同定検査を

定検査、感受性検査が求められることを再確

しかし、A.

pyogenes と同定された。

認できた。
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実施したところ、A.

pyogenes は β 溶血・ β-グルクロ

ニダーゼ陽性のため、検査キットでの同定結
果を疑い、検査センターへ質量分析装置での

連絡先 0254-53-2141（内線 2412）

菌種同定を依頼し、T. bernardiae という同定結
果が得られた。
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小児のリステリア髄
膜炎の 1 症例および過去 6 年間
L. monocytogenes の検出状況
小児のリステリア髄膜炎の
1の
症例および

過去 6 年間の L. monocytogenes の検出状況
1) ）
1) 1 ）
1)
1)
1）
）
◎鈴木
俊希 1)
、星野
有香 1)有香
、森1 ）
陽子
◎鈴木 里奈
里奈 1、佐藤
、佐藤 悠 、酒井
悠 、酒井
俊希
、星野
、森 、永井
陽子 1美菜
、永井 美菜 1 ）
長岡赤十字病院 11)）
長岡赤十字病院

【はじめに】Listeria monocytogenes は通性嫌気

一方で基礎疾患のない小児での症例報告も散

性グラム陽性桿菌であり，自然環境に広く存

見される．当院で 2015 年 1 月から 2020 年

在し食品媒介感染症を引き起こす．健常成人

12 月までの 6 年間での L. monocytogenes の検出

では感染は限定的であるが，高齢者，新生児，

は 5 症例であった．本症例以外の 4 例では，

免疫不全者などで敗血症や髄膜炎の原因とな

年齢は 74 歳から 81 歳で既往歴や基礎疾患を

り，分離頻度はまれであるが，臨床的に重要

有する患者であった．L. monocytogenes の菌血

な細菌の 1 つである．発症は珍しいとされる

症や髄膜炎では先行する消化器症状を認める

小児において髄膜炎を経験したため，当院の L.

場合が多いとされるが，5 症例で明らかな下痢

monocytogenes の検出状況と合わせて報告する．

症状はなく，意識障害や発熱などでの受診で

【症例】4 歳女児．既往歴，アレルギーなし．

あった．また，分離された検体種としては，

発熱，咽頭発赤を主訴に前医へ入院．CTRX で

髄液が 3 症例，血液が 4 症例であり，2 症例で

治療開始するも，嘔吐，眼球上転，顔色不良

は両者で分離された．髄液培養は，本症例で

を認め，意識レベル JCS30 となり，当院へ転

は検体の塗抹検査でもグラム陽性桿菌を少数

院．項部硬直，ケルニッヒ徴候を認めたが，

認めたが，2 症例は塗抹検査では細菌は認めず，

下痢症状は認めなかった．入院時の髄液検査

培養で発育を認めた．L. monocytogenes は細胞

で糖の低下と多核球の増多，血液検査で

内寄生細菌のためグラム染色の感度は低いと

CRP，PCT の高値および好中球の増多を認めた

されており，培養検査が診断に有効とされる．

ため細菌性髄膜炎と診断し，MEPM と

髄液の塗抹検査で陰性であっても L.

CTRX で治療．翌日，入院時採取の髄液培養お

monocytogenes の可能性を考え培養を進めるこ

よび血液培養からグラム陽性桿菌が検出され

とが必要である．血液培養では嫌気ボトルや

本文214

たため，L. monocytogenes の可能性も考えられ

１本のみ陽性である場合もあり，

ABPC，CTRX，GM，VCM に変更．入院 3 日

Corynebacterium などの汚染との鑑別も重要で

目に入院時の髄液から L. monocytogenes が同定

あると考えられる．L. monocytogenes は検出は

されたため，リステリア髄膜炎と確定診断さ

まれではあるが，重篤な症状を引き起こす可

れ ABPC と GM で治療を開始した．入院 4 日

能性がある．本症例では早期にリステリア髄

目には入院時の血液培養からも L.

膜炎の確定診断ができたため，適切な抗菌薬

monocytogenes が同定された．徐々に症状は改

の選択ができた．ハイリスクとされる患者の

善し，入院 46 日で退院した．髄膜炎治療途中

みならず，小児や消化器症状を認めない場合

から症候性てんかん疑いの症状がみられたが

でも髄膜炎を疑う症状が見られる場合，L.

明らかな原因は不明であり，LEV で 2 年間治

monocytogenes も考慮しながら検査を進め臨床

療を行った．現在，てんかん症状は改善し，

に報告することが，適切な抗菌薬の選択に重

その他重篤な後遺症はみられていない．

要と考えられる．

【考察】L. monocytogenes は高齢者や免疫不全
者などで重篤な感染症を引き起こすとされる．
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連絡先

長岡赤十字病院

0258-28-3600
（内線 2311）
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誤同定の恐れがあった
Enterobacter cloacae
complex
の一例
誤同定の恐れがあった
Enterobacter
cloacae
complex
の一例
～Klebsiellapneumoniae
pneumoniae に類似したコロニー所見と確認培地の反応～
～Klebsiella
に類似したコロニー所見と確認培地の反応～
1)、前山 佳彦 1)1 、眞水
1)1、古俣
1)、涌井 直樹1 1)
2)
）
◎中村 伸明
竜一郎1 ）
、大塚 正之
正之 22)）、東出
、東出 正人
◎中村
伸明 1 ）
、前山 佳彦 ）、眞水 麻佳
麻佳
、古俣竜一郎
、涌井 直樹 ）、大塚
正人 2 ）
1)、株式会社 江東微生物研究所 中央研究所つくば 2)
株式会社 江東微生物研究所 新潟支所1 ）
株式会社 江東微生物研究所 新潟支所 、株式会社 江東微生物研究所 中央研究所つくば 2 ）

【はじめに】

【考察】

Enterobacter cloacae complex は腎盂腎炎，肺炎，

当初，本菌はコロニーの所見と確認培地の性

敗血症などの重症感染症や医療関連感染の原

状より K. pneumoniae の可能性が高いと判断さ

因菌となる。そのため，適切な診断・治療に

れた。しかし，リジン脱炭酸（－）であった

繋がる迅速かつ正確な菌名報告が求められて

点を契機に SIM 培地の培養時間延長と細菌同

いる。E. cloacae complex は通常，平板培地上

定キット，質量分析計を利用して，最終的に

で非ムコイド型のコロニーを形成し，腸内細

は E. cloacae complex（CRE）と報告した。本例

菌科の鑑別に用いられる確認培地ではリジン

では，SIM 培地の培養時間を 1 日延長したこ

脱炭酸（－），オルニチン脱炭酸（＋），運

とで運動性が確認され、K. pneumoniae を否定

動性（＋）の反応を示す。Klebsiella

できた。細菌同定キットや質量分析計による

pneumoniae では，それらと異なる性状を示す

追加試験が実施できない施設であっても，

ため容易に判別ができる。今回，E.

cloacae

SIM 培地の培養時間を延長することで、誤同

complex でありながら，K. pneumoniae に類似し

定の回避が可能と考える。演題発表の際には，

た特徴を有していたことから誤同定の恐れが

表現型確認試験による薬剤耐性機構の解明に

あった経験をしたので報告する。

関するデータを加え，報告する予定である。

【微生物学的検査】

表：腸内細菌科細菌の生化学鑑別性状

80 歳代男性の尿検体をヒツジ血液寒天培地と

高
層
部

I
P
A

SIM培地
イ
運
ン
動
ド
性

35℃18 時間培養を行った際，ムコイド状を呈

ー

BTB 乳糖加寒天培地を用いて好気条件下で

TSI培地
斜
ガ
面
ス
部

ル

V
P
半
流
動
培
地

C
I
T
培
地

脱炭酸培地

リ
ジ
ン

オ
ル
ニ
チ
ン

した Klebsiella 属菌様のコロニーの発育が認め

本菌

黄

黄

＋

－

－

－

＋

＋

－

－

られた。確認培地（TSI，SIM，VP，CIT，

E. cloacae

黄

黄

＋

－

－

＋

＋

＋

－

＋

LYS，MIO）の培養結果を表に示した。本菌の

K. pneumoniae

黄

黄

＋

－

－

－

＋

＋

＋

－

性状から E. cloacae と K. pneumoniae を疑った

注１）＋：陽性，－：陰性
注２）E .cloacae とK. pneumoniae の一般的な性状

が，運動性，リジン脱炭酸，オルニチン脱炭

連絡先

酸で一致しなかった。SIM 培地の培養時間を

株式会社

1 日延長したところ，穿刺部位より放射状の弱

電話番号：025-284-8874

江東微生物研究所

新潟支所

い発育が確認できた。追加試験として，細菌
同定キット BBLCRYSTAL E/NF（BD），質量
本文215

分析計 MALDI Biotyper（Bruker Japan）を利用
することで E. cloacae complex と同定された。
また、本菌は MIC 測定の結果から IPM＝
2µg/mL，CMZ≧64µg/mL のカルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）であった。
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新潟県下で実施したβラクタマーゼ産生菌の実態調査
新潟県下で実施した β-ラ
ラクタマーゼ産生菌の実態調査

一般演題 微生物

◎前山 佳彦 1 ）、中村 伸明 1 ）、眞水 麻佳 1 ）、瀨髙
優 1 ）、古俣竜一郎 1 ）、涌井 直樹 1 ）、大塚 正之 2 ）、
1)
1)
1)
1)
2 、中村
）
◎前山
伸明 、眞水 麻佳 、瀨髙 優 、古俣 竜一郎 1)、涌井 直樹 1)、大塚 正之 2)、
東出 佳彦
正人
2)
東出 正人
1）
2）
株式会社 江東微生物研究所
株式会社
江東微生物研究所 新潟支所
新潟支所 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)

【目的】臨床現場での使用頻度が高い β-ラク

4/58

タム系抗菌薬に耐性を示す Extended

spectrum

pneumoniae および P. mirabilis では ESBL がそ

β-lactamase (ESBL), AmpC β-ラクタマーゼ

れぞれ 3/3 (100%)および 4/4 (100%)であった。

(AmpC)およびカルバペネマーゼ等の β-ラクタ

また, カルバペネマーゼは検出されなかった。

マーゼ産生 Enterobacteriaceae が近年増加傾向

【考察】JANIS 公開情報から推定される

にあり, 問題となっている。このような状況下

2020 年 1～12 月までの新潟県における入院患

で日本政府は, 薬剤耐性（AMR）対策アクショ

者検体由来 ESBL 産生菌分離率（CTX 耐性率）

ンプランの目標の 1 つとして「動向調査・監

は E. coli (26.7%), K. pneumoniae (4.9%), P.

視」を掲げて推進してきた。現在までに新潟

mirabilis (21.7%)であった。今回の調査では菌種

県では β-ラクタマーゼ産生菌に関して,

単一

ごとの全分離株数に対する ESBL 産生菌の割合

施設での調査報告は複数あるものの, 多施設よ

は E. coli (13.9%), K. pneumoniae (2.5%), P.

り得られる大規模データを統合的に扱った報

mirabilis (8.3%)となり, いずれも低値を示した。

告例はほとんどない。そこで, 我々は地域を包

E. coli で検出された AmpC については染色体

括した感染制御を目的とし,

性かプラスミド性か判別できていないが, 4 株

県内における β-

ラクタマーゼ産生菌の実態調査を行った。

(6.9%),不明;

1/58

(1.7%)であった。K.

とも多くの β-ラクタム系抗菌薬に耐性傾向に

【方法】2021 年 4～7 月に県内の医療機関

あったことから, 起因菌であった場合は治療に

15 施設で喀痰, 尿, 膿, 膣分泌物, 血液より分離

難渋する可能性が示唆された。感染症治療の

された第 3 世代セフェム系薬耐性

要であるカルバペネム系抗菌薬を分解するカ

Enterobacteriaceae 65 株を対象とした。β-ラク

ルバペネマーゼ産生菌は分離されなかったが,

タマーゼの型別は薬剤感受性試験, Double Disc

感染症法に基づくカルバペネム耐性腸内細菌

Synergy

科細菌の届出基準では見逃してしまう恐れが

Test

(DDST),

ボロン酸阻害試験,

AmpC/ESBL 鑑別ディスク（関東化学）,

ある「ステルス型」の存在に注意しながら, 監

simple-CIM

視を続けていくことが重要だと考える。今後,

(sCIM)および SMA ディスク(栄研

化学)の結果を基に推定した。

遺伝子解析を含む疫学調査を継続的に行い, 得

【結果】各施設より分離された臨床株を菌種

られる情報を医療機関同士で共有することで,

ごとに集計し分離頻度 (第 3 世代セフェム系薬

地域における感染制御連携の強化に努めてい

耐性菌株数／医療機関より分離された菌株数）

きたい。

を求めた結果, Escherichia coli；58/381 (15.2%),

連絡先株式会社

Klebsiella pneumoniae；3/122 (2.5%), Proteus

電話番号：025－284－8874

mirabilis；4/48 (8.3%)であった。また, 表現型確
本文216

認試験より推定された β-ラクタマーゼの割合
(β-ラクタマーゼの class 分けによる菌株数／
第 3 世代セフェム系薬耐性菌株数)を調べたと
ころ, E. coli では ESBL ; 53/58 (91.4%), AmpC ;

本文216

江東微生物研究所新潟支所
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新潟県における新型コロナ変異ウイルス感染症の動向調査
新潟県における新型コロナ変異ウイルス感染症の動向調査

一般演題 微生物

◎川村 梨紗 1 ）、前山 佳彦 1 ）、古俣竜一郎 1 ）、滝川 里奈 1 ）、大倉
渓 1 ）、涌井 直樹 1 ）、大塚 正之 2 ）、
1)
1)
1)
1)
2 、前山
）
◎川村
佳彦 、古俣 竜一郎 、滝川 里奈 、大倉 渓 1)、涌井 直樹 1)、大塚 正之 2)、
東出 梨紗
正人
2)
東出 正人
1）
2）
株式会社 江東微生物研究所
株式会社
江東微生物研究所 新潟支所
新潟支所 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)

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を構成

査によると新潟県では SARS-CoV-2 は全て
従来株であった(表)。今回の調査ではそれと

するスパイクタンパク質のアミノ酸変異に

は逆に全て変異株であったことから、従来

よって出現した種々の変異株が世界で猛威

株より感染力が強いとされる変異株が 4 月

を振るっている。特に、国内では N501Y 型、

以降に急拡大したと推察される。また、4 月

E484K 型、L452R 型の動向が注目されてお

および 5 月の変異株の検出状況を比較した

り、厚生労働省は全国的なモニタリング体

ところ流行の主体が、E484K 型から

制の強化を求めている。当施設でも新潟県

N501Y 型へ置き換わったことが判明した。

における感染状況を把握するために実態調

全国的に見ても一部の地域を除いて同じよ

査を行った。

うな推移を辿っている。一方で、L452R 型

【対象・方法】

が関東地方を中心に増加傾向であるが、県

新潟市を中心に県内の医療機関や行政機

内における感染事例はほとんどない

関から検査依頼を受けて、SARS-CoV-2 陽性

（2021 年 7 月 20 日時点）。しかしながら、

と判定された検体は 2021 年 4 月が 87 件、

L452R 型は N501Y 型や E484K 型よりも感染

5 月が 55 件であった。このうち、ランダム

力が強いうえに、ワクチン効果を低下させ

サンプリングによって選ばれた各月 30 件ず

る可能性があることから、今後急速な感染

つを対象とした。タカラバイオの SARS-

拡大の恐れもあり警戒が必要である。5 月分

CoV-2 変異検出キット(N501Y、E484K、

の中で Cy5(Mutant 検出系)および

L452R)を用いてリアルタイム RT-qPCR 法を

FAM(Wild 検出系)の Ct 値がそれぞれ不検出

実施した。ただし、L452R の検出は 5 月分

となったため判定不能とした 1 株について

のみとした。

は、検出限界以下あるいは他の変異の可能

【結果】
月ごとに SARS-CoV-2 30 株の表現型を決
定して、それぞれの割合を求めた。その結
果、4 月分は N501Y 型、 E484K 型および従
来型がそれぞれ 7 株(23.3%)、23 株(76.7%)お

性が考えられる。引き続き当該検体の分析
を行い、判定不能の原因究明にあたると同
時に、6 月以降も県内の流行株の変遷を追求
していきたいと考える。
表. 厚生労働省資料「新型コロナウイルス感染症(変異株)

よび 0 株(0.0%)であった。5 月分は N501Y 型、

への対応」（3 月 22 日から 28 日）より一部抜粋

E484K 型、L452R 型および従来型がそれぞ

①

れ 27 株（90.0%）、2 株（6.7％）、0 株

新規感染者数

(0.0%)および 0 株(0.0%)で、判定不能が 1 株
あった。また、両月ともに複数の変異を同
時に保有する株は認められなかった。

新潟県

119

全体

11954

②

③

本文217

【背景・目的】

変異株
変異株PCR
スクリーニング

変異株PCR検査 変異株PCR検査
陽性率 ③/② 実施率 ②/①
実施件数
陽性者
90
0
0
76
3821

767

20

32

【考察】
2021 年 3 月に実施された都道府県別の調

連絡先：025-284-8874
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新潟県内における微生物検査の内部精度管理に関するアンケート調査結果
新潟県内における微生物検査の内部精度管理に関するアンケート調査結果
◎渡邉 亮太 1 ）、坂西
清 2 ）、星山 良樹 3 ）、田端
篤 4 ）、草間 孝行 5 ）
1)
2)
3)
4)
2）
◎渡邉
亮太 、坂西
清 1 ）、新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
、星山 良樹 、田端 篤 、草間 孝行 5)
新潟県済生会
三条病院
、国立大学法人 新潟大学
1)
2)、国立大学法人 新潟大学医歯
新潟県済生会 三条病院
、新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
3）
4）
5）
、社会福祉法人
新潟市社会事業協会
信楽園病院
、新潟県立津川病院
医歯学総合病院
学総合病院 3)、社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院 4)、新潟県立津川病院 5)

【目的】検体検査の品質・精度確保に係る改

があることも分かった。

正医療法が 2018 年 12 月 1 日に施行され、精
度管理の法的基準が導入された。本アンケー
ト調査は、新潟県内の施設における微生物検
査に関する内部精度管理の実態を把握する目
的で行った。
【方法】令和 2 年度（第 41 回）新潟県臨床検
査精度管理調査にて、日本臨床衛生検査技師
会精度管理調査システムを用いて、微生物検
査の内部精度管理に関するアンケート調査を
実施した。
【結果】精度管理調査参加施設 49 施設中、
44 施設から回答が得られた（回答率 89.8％）。
このうち内部精度管理を実施している施設は、
検討中を含めて 19 施設（43.2％）であった。
実施内容別の実施施設数（前述の 19 施設中）
は、グラム染色が 11 施設（57.9％）、分離培
養が 13 施設（68.4％）、同定検査が 16 施設
（84.2％）、薬剤感受性検査が 18 施設
（94.7％）であった。実施内容別での最多の実
施頻度は、グラム染色では週 1 回が 4 施設
（36.4％）、分離培養では週 1 回、月 1 回、試
薬のロット変更時がそれぞれ 3 施設（23.1％）、
同定検査では、週 1 回と試薬のロット変更時
がそれぞれ 5 施設（31.3％）、薬剤感受性検査
では、週 1 回と月 1 回がそれぞれ 5 施設
（27.8％）であった。また、ISO 15189 を取得
している施設は 19 施設中 3 施設（15.8％）で
あった。
【結語】改正医療法では、内部精度管理の実
本文218

施が努力義務として定められた。しかし、本
アンケート調査では半数以上の施設で内部精
度管理が実施されていないことが分かった。
また、実施内容、実施頻度に関して施設間差
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連絡先：新潟県済生会三条病院 0256-33-1551
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頸動脈超音波検査にて経過観察中の TIPIC syndrome の 1 例

頸動脈超音波検査にて経過観察中の TIPIC syndrome の 1 例
3)
2) ）
1)
3）
◎佐藤 なぎさ1 ）1)
、伊藤 正洋
正洋 22)）、佐藤
、佐藤 敏輝
、永井
◎佐藤なぎさ
、伊藤
敏輝
、永井 恒雄
恒雄 2、小杉
、小杉千穂
千穂 1 ）
1)、同 内科 2)、同 放射線診断科 3)
医療法人崇徳会 長岡西病院 臨床検査室1 ）
医療法人崇徳会 長岡西病院 臨床検査室 、同 内科 2 ）、同 放射線診断科 3 ）

Perivascular

察を行った。発症 1 ヶ月後の超音波検査では、

Inflammation of the Carotid artery）syndrome

最大壁厚は 3.0mm とわずかに縮小していた。

は、頸動脈周囲の炎症により急性の頸部痛を

この時、圧痛点と一致した隆起部はまだ触知

呈する稀な疾患である。以前は Carotidynia と

可能であり、頸部痛も改善傾向にはあるが持

呼ばれ、原因不明の疾患とされていたが、近

続していた。発症 2 ヶ月後には頸部痛はほぼ

年画像診断の発達に伴い、徐々に病態が解明

軽快しており、超音波検査での最大壁厚は

されてきている。今回、超音波検査で限局性

2.7mm、ただし連続する肥厚部の一部領域で

の頸動脈病変を認め、経時的な変化を観察し

2.0mm となるなど、縮小傾向に変化が見られ

得た TIPIC syndrome の 1 例を経験したので

た。発症 3 ヶ月後の超音波検査では、更なる

報告する。

縮小を認めた。

【症例】29 歳男性【主訴】左頸部痛

【考察】TIPIC syndrome の画像所見は、頸動

【既往歴】特記事項なし【現病歴】受診 4 日

脈分岐部周囲に、CT･MRI で軟部組織陰影を、

前に、突然左頸部痛が出現した。痛みは労作

超音波検査で限局した血管壁の肥厚を認める。

時や触れると増強した。経過をみていたが症

血管炎･動脈硬化･血栓･動脈解離などが鑑別診

状が改善しないため、当院内科を受診した。

断として挙げられる。本症例は、CT 検査後に

【身体所見】発熱なし。触診で左前頸部に圧

超音波検査が行われており、当初から TIPIC

痛を伴う直径約 2cm の拍動性隆起を認めた。

syndrome を意識した検査が可能であった。今

発赤や熱感はなし。頸部リンパ節触知せず。

後、片側性の頸部に限局する痛みを訴える症

甲状腺腫脹なし。

例に遭遇した際は、TIPIC syndrome の可能性を

【血液検査】WBC6,000/µL、CRP0.07mg/dL、

念頭に置いて超音波検査を進めることが重要

その他特記すべき事項なし。

である。また、痛みは 2 週間程度で自然軽快

【画像検査】造影 CT で、左総頸動脈から内・

することが多いとされるが、画像所見は数ヶ

外頸動脈にかけて、周囲脂肪組織の肥厚と濃

月間に渡り残存する例も報告されている。本

度の上昇を認めた。血管内腔の狭窄や血管炎、

症例では、痛みの消失後も病変部の肥厚が残

動脈解離の所見は認められなかった。頸動脈

存しているが、徐々に消退を認めている。

超音波検査では、左総頸動脈遠位部から内・

TIPIC syndrome の病変主座に関しては不明な点

外頸動脈分岐部領域に限局した壁肥厚像を認

も多く、経時的な経過観察が病態の解明に結

めた。肥厚は内膜中膜複合体(IMC)外側方向へ

び付く可能性がある。

の突出として観察され、周囲と比しエコー輝

【まとめ】片側の頸部痛を主症状とし、超音

度は等～低で、最大壁厚は 3.3mm であった。

波検査にて限局性の頸動脈壁肥厚所見を認め

血管内腔の狭小化は認められなかった。

る TIPIC syndrome の 1 例を経験した。侵襲性

【経過】血液検査及び造影 CT･超音波検査の

が低く繰り返し実施出来る超音波検査は、診

結果から TIPIC syndrome を疑い、非ステロイ

断及び病変部の経過観察に有用である。

ド性抗炎症薬の使用と、超音波による経過観
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【はじめに】 TIPIC（Transient

連絡先：0258-27-8715
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関節リウマチ治療中に症状が出現し、
側頭動脈エコーが有用だった巨細胞性動脈炎の 1 例

一般演題 生理

関節リウマチ治
療中に症状1が
出現し、側1 ）頭動脈エコー
が有用だっ1た
巨細胞性動2 ）脈炎の 1 例 1 ）
1）
）
1）
）
◎小林 清子 、菅井 綾里 、松浦

芳 、椎谷 恵子 、小林 紘子 、二宮

格 、星山 良樹 、

3）

寺井 崇二
2)、星山 良樹 1)、寺井
1）
2）
◎小林
清子 1)、菅井
綾里 1)、松浦 芳 1)、椎谷
恵子 1)、小林 紘子 1)、二宮 格 脳神経内科学分野
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
、 崇二
3)

3）
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 脳神経内科学分野 2)、新潟大
国立大学法人
新潟大学医歯学総合病院
学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 3)

【症例】66 歳、女性

奏功したことから巨細胞性動脈炎と診断され

【主訴】倦怠感、発熱

た。入院 21 病日には CRP 0.01 mg/dL と炎症反

【既往歴】関節リウマチで当院に通院治療中

応は低下し PSL も減量、34 病日目には CRP 陰

【現病歴】20XX 年 10 月から微熱、CRP

性化、37 病日には PSL さらに減量、眼症状も

5mg/dL 台に上昇、頭痛出現。同年 12 月の

なく、同日退院された。

CT で左右鎖骨下動脈や頸動脈起始部、大動脈

【考察】巨細胞性動脈炎は大型から中型の動

弓部-腎動脈分岐上の腹部大動脈に軽度の壁肥

脈を侵襲する原発性血管炎で、特に頸動脈や

厚、少量周囲濃度上昇を認め、高安動脈炎の

椎骨動脈の分岐を高い頻度で傷害し、しばし

疑いで入院加療となった。

ば側頭動脈を障害する。特に問題となるのは

【入院時現症】血圧 125/61 mmHg、側頭動脈

虚血性眼症状の合併で、治療の遅れで失明の

蝕知せず、視野狭窄なし、椎骨動脈蝕知右で

リスクがある場合には、生検を待たずに治療

良好、左やや弱い。指関節は変形性関節様、

を開始するなど早期の診断と治療開始が必要

疼痛発赤腫脹なし、大関節症状なし。血液検

とされる。確定診断には側頭動脈生検が必要

査では WBC 6,830 /μL、CRP 7.49 mg/dL、ESR

であるが、顔面神経損傷のリスクや生検困難

121㎜ / hr。

な症例も多い。一方、側頭動脈の超音波検査

【入院後経過】CT ではリンパ増殖性疾患を否

で Hypoechoic halo sign を認めた場合、巨細胞

定できず、内服していたメトトレキサート

性動脈炎の診断において感度 72％、特異度

（MTX）を中止し、プレドニゾロン（PSL）の

99.5％など特に特異度が高い報告がある。

本文220

内服を開始した。頸動脈エコー検査では左右

本症例では、当初、高安動脈炎を疑ってい

総頸動脈にマカロニサインはなく、高安動脈

たが合致する超音波所見がなく、検査時の技

炎の特徴的所見は認められなかった。側頭部

師の判断で側頭動脈まで検査範囲を拡大して

痛があるという患者情報から、続けて側頭動

観察した結果、巨細胞性動脈炎の特徴的な所

脈エコーを実施、左右浅側頭動脈に全周性の

見を捉えることができ、補助的診断ではある

低輝度肥厚像 Hypoechoic halo（＋）、長軸像

ものの、生検困難例での診断の一助となり得

でも均一な内中膜肥厚により血管の狭小化を

た。高安動脈炎での特徴的な超音波所見に乏

認め、巨細胞性動脈炎に特徴的な所見と考え

しい場合や、血管炎の鑑別を要する場合には

られた。超音波検査の結果を受け側頭動脈生

側頭動脈エコーを積極的に実施することは有

検も検討されたが、入院前からすでに大量の

用であると考えられる。超音波検査の有用性

ステロイドを使用しており、生検困難と判断

と検査時の応用力の重要性を認識した症例で

され、生検は回避された。発症年齢（＞50 歳）

あった。

、新規に発症した限局する頭部痛、側頭部圧
痛、赤沈亢進、超音波検査で浅側頭動脈に
Hypoechoic halo sign を認めたこと、造影 CT で
も側頭動脈の壁肥厚を認めたこと、PSL 治療も
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連絡先

025-227-2780
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超音波検査による褥瘡評価の取り組み

超音波検査による褥瘡評価の取り組み
1) ）
1)
◎宮崎 智美
あづさ 11)）、高橋
、高橋 政江
◎宮崎
智美 1、本間
、本間あづさ
政江 1 ）
新潟県立妙高病院 11)）
新潟県立妙高病院

【はじめに】

腸骨に沿った形で広範囲に深部組織損傷

当施設は長野と新潟の県境の山間にある、
一般病床数 56 床のへき地医療を担う地域医療
病院である。80 歳以上の高齢者が入院患者の

（DTI）を認めた。
【考察】
2 症例とも皮膚病変の範囲より広範囲にわた

約 8 割を占めている。入院患者の多くは近隣

った DTI が確認され、褥瘡管理として皮膚病

病院からの転院や介護施設、在宅診療患者で、

変よりも広範囲の除圧を行う必要性が示唆さ

高齢であり活動性の低下や運動麻痺等により

れた。このことから、超音波検査は褥瘡評

褥瘡を形成して入院してくるケースも多い。

価・ケアに有用な情報を提供しうると考えた。

当院の褥瘡委員会では、入院患者や外来患

2020 年に褥瘡状態判定スケールである

者の褥瘡評価を行っているが、我々は褥瘡を

DESIGN-R が改訂され、「DTI（深部組織損傷）

超音波で評価することが褥瘡ケアに有用かを

疑い」が項目として追加された。

検討するため、褥瘡委員会と協議し褥瘡のあ

皮膚表面から見るだけでは評価の難しい

る入院患者に対して褥瘡エコーを導入するこ

DTI が項目として追加されたことにより、超音

ととした。当院で実施した褥瘡エコーについ

波検査が褥瘡評価・ケアに有要なツールとな

て報告する。

るのではないかと期待する。

【方法】

検査から報告における問題点として、

対象は褥瘡委員会から依頼のあった患者。

・検査手順が確立されておらず、検査に時間

褥瘡の超音波検査に関する文献などから情

がかかる

報収集し、プローブの交差感染対策や骨突出

・専用のレポート書式設定がなく、報告書が

部の検査のためカプラの準備などを行い、病

見にくい

棟で超音波検査を施行した。検査時、褥瘡を

などがあげられるが、複数症例を経験するこ

デジカメで記録し、超音波画像と一緒にレポ

とやレポート書式の新規作成などで改善でき

ートに貼り付け、所見を記載し報告書を作成

ると思われる。また、現在は検査技師 2 人で

した。

出向しているが、検査手順の確立ができれば

【結果】

1 人で十分検査可能と考える。

2021 年 6 月 7 日から 2021 年 7 月 15 日まで
の期間で 2 症例に対し褥瘡エコーを実施。
高度拘縮あり。仙骨部右

側に褥瘡。

当院で導入した褥瘡エコーについて報告し
た。超音波検査は褥瘡評価・ケアに有用な情
報を提供しうると考えるので、今後も実際に

褥瘡周囲に柔らかく触れる部位があり、皮

ケアを行う看護師や、ポジショニングを行う

下の組織損傷を疑い検査施行したところ、

理学療法士に役立つ情報を提供し、褥瘡ケア

仙骨部左側から尾骨周囲にまで及ぶ深部組

チームの一員として貢献したい。

織損傷（DTI）を認めた。

【連絡先】

症例 2）94 歳女性

左腸骨部に褥瘡。

本文221

症例 1）82 歳男性

【まとめ】

新潟県立妙高病院 0255-86-2003
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バルサルバ負荷により圧較差が上昇した閉塞性肥大型心筋症の
1例
バルサルバ負荷により圧較差が上昇した閉塞性肥大型心筋症の 1 例

◎羽賀 純子 1 ）、大谷 優子 1 ）、長井菜々子 1 ）、神林もえこ 1 ）、鷲澤 徳子 1 ）、柳 真奈美 1 ）、大山
葵 1 ）、
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1）
◎羽賀
、大谷 優子 、長井 菜々子 、神林 もえこ 、鷲澤 徳子 、柳 真奈美 、大山 葵 1)、
小山 純子
聖子
1)
小山 聖子
1）
新潟県立中央病院
新潟県立中央病院 1)

【はじめに】

重要であり、治療方針にも関連する。

肥大型心筋症 hypertrophic

バルサルバ負荷は運動負荷心エコーに比べ簡

cardiomyopathy（HCM）とは明らかな原因なく

便に行うことができ潜在性の閉塞性肥大型心

左室ないし右室心筋の肥大をきたす疾患で、

筋症の診断に役立つと考えられる。

不均一な心筋肥大を呈する。心肥大に基づく

当院では HCM の心エコー図検査時に運動負荷

左室拡張能低下を特徴とする疾患である。Ｈ

などは行っておらず、今回バルサルバ負荷に

ＣＭの病型の中で閉塞性肥大型心筋症は左室

より圧較差が変動した症例を経験したことで

流出路最大圧較差が 30mmHg 以上と定義され

HCM の症例の検査時にバルサルバ負荷を行う

る。安静時には左室流出路狭窄を認めず、バ

方針とした。

ルサルバ負荷・立位負荷・運動負荷などの誘
発により左室流出路圧較差が 30mmHg 以上と
なり左室流出路狭窄が出現する潜在性左室流
出路狭窄が全 HCM の約 3 割に存在し、非閉塞
性 HCM よりも心不全増悪をきたす割合が高い
と報告されている。
【症例】
患者：66 歳、男性。5 年前に術前検査で心電
図異常を指摘され、心エコー図検査が施行さ
れた。左室全体に壁が肥厚し、左室中部に内
腔狭窄及びモザイク血流を認めた。同部位の
圧較差は 100mmHg で心室中部閉塞性心筋症が
疑われ、β 遮断薬による内服加療が開始され
半年ごとの経過観察となった。
今回心エコー図検査にて左室中部に内腔狭窄
を認めるものの、安静時の圧較差は
27mmHg であった。バルサルバ負荷を数回行
い負荷解除直後に圧較差が 83mmHg まで上昇
した。
【考察・まとめ】
今回の症例の様に安静時に有意な圧較差を
本文222

認めず、負荷時に圧較差の上昇を認める症例
が存在するため、安静時のみの評価では不十
分であると考えられる。左室内腔狭窄による
圧較差の有無は、突然死リスク評価において
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筋萎縮性側索硬化症の発
症によるストレスが原因と疑われたたこつぼ型心筋症の 1 例
筋萎縮性側索硬化症の発症による

ストレスが原因と疑われたたこつぼ型心筋症の 1 例
1)、中村 良幸 1)1 、森田
1) ）
1)
1)
） 、宮澤 寿幸1 ）、渡辺 靖
◎田村 里美
由美子1 ）1)
、土屋 邦子
邦子1 1)
◎田村
里美 1 ）
、中村 良幸 ）、森田 千穂
千穂 1、霜田
、霜田由美子
、土屋
、宮澤 寿幸 、渡辺
靖1）
1)
独立行政法人 国立病院機構 西新潟中央病院1 ）
独立行政法人 国立病院機構 西新潟中央病院

【はじめに】たこつぼ型心筋症(以下 TC)はス

たが異常 Q 波は消失した。入院 13 日後の

トレスを誘因とし、一過性心機能障害を呈す

UCG では心尖部壁運動低下は改善され、TC と

る疾患である。今回我々は、筋萎縮性側索硬

一致した所見であった。その後、循環動態は

化症(以下 ALS)の発症によるストレスが原因と

安定し、歩行困難等の症状について精査され

疑われた TC の症例を経験したので報告する。

た。四肢・頚部・体幹筋萎縮、筋力低下や下

【症例】患者：77 歳女性。既往歴：糖尿病、

肢に線維束性収縮、腱反射亢進、左下肢病的

S 状結腸がん、膝関節症、鼠径ヘルニア【現病

反射陽性、下顎反射など上位・下位運動ニュ

歴】足の動き辛さ、股関節～膝前面の痛みと

ーロン徴候を認めた。一方向性に進行してい

右下肢麻痺を主訴に当院受診となった。急に

く臨床症状などから ALS と診断された。入院

足の動き辛さを感じたことから、進行性の経

中にも移乗に介助を要すなど四肢筋力低下が

過が疑われたため精査を勧めたられたが希望

進行した。【考察】足の動き辛さ等を主訴に

せず終診となった。その後、歩行困難等の症

受診したが、症状は進行し歩行困難となり入

状の進行が見られたため、入院となった。

院となった。症状の急速な悪化による不安や

【入院時現症】HR 89/分、BP 136/78mmHg。血

身体が思うように動かないといった心因的ス

218U/L、AST

17U/L、LD

トレスから TC を発症したのではないかと考え

318U/L、心筋トロポニン T 0.046ng/ml、NT-pro

る。また、入院時の ECG で V2、V3 を中心に

BNP 1540pg/ml。心電図検査(以下 ECG)所見：

ST 上昇と UCG の壁運動異常を認めた部位が

HR 72/分、洞調律、V2、V3 中心に ST 上昇、

一致しなかったため、経時的に評価していく

V2～V5 に陰性 T 波、V4、V5 に異常 Q 波を認

こととなった。約 2 週間後の UCG で壁運動と

めた。ST 上昇について異常値の報告を行った。

CK 上昇の改善、約 3 ヶ月後の ECG では陰性

胸部症状はないが急性冠症候群(以下 ACS)を疑

T 波等の改善を認めたことから TC と一致した

い、ニトログリセリン舌下後の ECG も実施さ

所見であった。【まとめ】ALS 発症によるス

れたが著変はなかった。心臓超音波検査(以下

トレスが原因と疑われた TC の症例を経験した。

UCG)所見： LVDd 35.6mm、LVDs 24.0mm、

本症例において、主治医や心臓超音波判読医

IVS 10.9mm、LVPW 12.1mm、LV EF 52.6%。心

と連携しながら、経過観察できたことが診断、

尖部壁運動は severe hypokinesis。心膜液貯留が

治療の一助になったものと考える。当院は神

全周性に少量認めた。【経過】入院 3 日後の

経難病等に特化した専門病院として地域の医

ECG では V4、V5 の陰転化が強まった。入院

療を支えている。その反面で循環器疾患の専

4 日後に心臓超音波判読医(非常勤)より ECG お

門医はいないため、循環器疾患の診断をする

よび UCG 所見から TC 疑いを指摘された。

うえでの補助として検査技師は重要な役割を

ACS の鑑別のための冠動脈造影検査は、患者

担っているものと考える。今後も異常値の報

状態から施行できないため、ECG と UCG を経

告はもちろんのこと、適切な追加検査の提案

時的に評価することとなった。入院 10 日後の

など医師との連携を密にすることで、診療支

ECG は V3～V5 の T 波陰転化はさらに増強し

援に努めていきたいと考える。 025-265-3171
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液検査所見：CK
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心電図検査における技師間差に関する検討

心電図検査における技師間差に関する検討
1) ）
1) 1 ）
1) 1 ）
1)、寺井
2)
1）
2）
◎菅井 綾里
良樹良樹
崇二 崇二
◎菅井
綾里 1、小林
、小林 清子
清子、小林
、小林紘子
紘子、星山
、星山
、寺井
国立大学法人 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
消化器内科学分野 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 2 ）

QRS (ms)

106.5±4.48

4

心電図検査は非侵襲的で簡便な検査であり、

QT (ms)

408.9±5.00

1

循環器診療には不可欠な検査である。我々は

QTc (ms)

404.0±4.27

1

心電図検査における電極装着の技師間差が波

RV5 (mV)

2.48±0.40

16

形や自動解析結果に与える影響を検討した。

SV1 (mV)

1.15±0.18

16

【背景と目的】

【方法】

③自動解析結果

多機能心電計 Cardio Star FCP7541（フクダ電子）

被検者 1 では全例で normal と解析されたが、

を用い、心電図検査に従事している技師 10 名
で、健常成人男性 2 名を被検者として心電図

被検者 2 では以下のように自動診断に差が生
じた。

を記録した。記録された心電図において、

自動解析結果

n

normal

5

High voltage V1, V5

3

IRBBB

1

saddleback Type ST elevation, IRBBB

1

①心電図波形、②自動計測値、③自動解析結
果を比較した。
【結果】
①心電図波形
いずれの被検者においても、四肢誘導の技師
間差はほとんど認められなかったが、胸部誘
導での移行帯や波高に違いが見られた。
②自動計測値

【考察】
技師間でばらつきが大きかった項目は RV5 と
SV1、つまり R 波高と S 波高であった。第
4 肋間の V1、第 5 肋間の V5 の装着が統一でき

＜被検者 1＞

ていない可能性があり、自動計測値がばらつ

Mean±SD

CV（%）

HR (bpm)

54.7±1.89

3

RR (ms)

1096.3±37.0

3

PR (ms)

135.9±3.25

2

る場合があった。一方で時間（幅）の項目で

QRS (ms)

103.6±2.07

2

は技師間差がほとんど認められず、自動解析

QT (ms)

403.3±2.58

0.6

結果に影響を与える可能性は低いと考えられ

QTc (ms)

384.8±4.61

1

た。

RV5 (mV)

1.51±0.21

13

【結語】

SV1 (mV)

1.61±0.08

5

技師間における電極装着位置の違いが心電図

Mean±SD

CV（%）

HR (bpm)

58.9±2.28

4

RR (ms)

1022.2±35.1

3

PR (ms)

145.5±2.22

2

＜被検者 2＞
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く要因であると考えられた。今回の被検者で
は、技師間の電極装着の差によって異なる自
動解析結果が得られ、High voltage と判定され

の時間項目に与える影響は少なく、胸部誘導
の波高が関与する自動解析結果がより影響を
受けやすい可能性がある。
連絡先

025-227-2674
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心電図四肢誘導の不関電極装着間違いを

一般演題 生理

心電図四肢誘導の不クイックチェックするアルゴリズム構築
関電極装着間違いをクイックチェックするアルゴリズム構築
◎上村 準人 1 ）、佐藤 佳歩 1 ）、橋本 海弥 1 ）、畠山 杏子 1 ）、林
尋 1 ）、横山 悠里 1 ）、齋藤
修 1 ）、
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
◎上村 準人 、佐藤
佳歩 、橋本 海弥 、畠山 杏子 、林 尋 、横山 悠里 、齋藤 修 、池主 雅臣 1)
池主 雅臣 1 ）
新潟大学医学部保健学科 1) 1 ）
新潟大学医学部保健学科

背景：心電図の電極装着間違いは、正しい診

記録される。心電図３は基線様波形がⅢ誘導

断を困難にするばかりでなく、誤った診断に

に記録され、ほぼ同一の波形は aVL と aVF に

導く危険があり注意を要する。このため記録

記録される。一方、心電図４は心電図１とほ

した心電図の簡単な波形チエックで、電極装

ぼ同一で、記録後に両者を判別する事はでき

着間違えを確認する方法の構築を進めている。

なかった。同様の所見は別の健常ボランティ

四肢誘導の４電極は、不関電極（黒）とその

アでも確認できた。

他の電極（赤・黄・緑）で異なる役割を担う。
不関電極以外の電極装着間違い（左手・右手

考案：不関電極装着間違いによる上記の特徴

の間違い）については、国家試験等でも出題

的変化は、右足と左足の間での電位勾配が小

され比較的馴染みが深いが、黒電極の装着間

さいための結果として説明される。すなわち

違いによって生じる波形異常については十分

両足間に装着された双極四肢誘導電極間には

な検証が行われていない。今回の研究では、

電位勾配がないため平坦波形となり、各々の

四肢誘導黒電極を付け間違えた際の波形変化

電極から得られる単極四肢誘導記録は類似波

と、その装着間違いを判読するための着眼点

形を示す。右足と左足の付け間違いは、記録

について検討した。

を終えた心電図からは判別はできない。不関
電極装着間違いは希な事象と思われるが、下

方法：健常ボランティアの標準 12 誘導心電図

壁心筋梗塞が下側壁心筋梗塞のように見えた

を、通常の電極装着位置で記録した（心電図

り、心室期外収縮の起源を誤診断したりする

１）。次いで黒電極と赤電極を逆転装着した

原因となる可能性があり注意が必要である。

記録（心電図２）、黒電極と黄電極を逆転装
着した記録（心電図３）、黒電極と緑電極を

結論：胸部誘導が正しく記録された心電図で、

逆転装着した記録（心電図４）を取得して比

双極四肢誘導に平坦波形、2 つの単極四肢誘に

較した。再現性を確認するため、別の健常ボ

類似した波形が記録された場合、不関電極

ランティアでも同様の検討を行った。

（黒電極）の装着間違いの有無を確認する必
要がある。

結果：心電図１に異常所見は見られなかった。
心電図２と心電図３には以下の共通所見が見
本文225

られた。すなわち、(1) 双極四肢誘導（Ⅰ, Ⅱ,
Ⅲ）のうちの一つに、波高変化の乏しい基線
様波形が記録される、（2）単極四肢誘導
（aVR, aVL, aVF）の２つの誘導にほぼ同一の
波形が記録される、(3)胸部誘導に異常は生じ
ない。心電図２の特徴は基線様波形がⅡ誘導
に記録され、ほぼ同一の波形は aVR と aVF に
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赤血球浸赤血球浸透圧抵抗試験と血清フェリチンの測定が有用であった
透圧抵抗試験と血清フェリチンの測定が有用であった脱水型遺伝性有口赤血球症

脱水型遺伝性有口赤血球症
1)、丸山
1）
1）
◎野中 拓 1)拓
、鈴木
恵美恵美
直子 1)
◎野中
、鈴木
、丸山
直子 1 ）
長岡赤十字病院 11)）
長岡赤十字病院

【はじめに】脱水型遺伝性有口赤血球症（以

症例 1 の父親である。過去の検査歴で赤血球

下、DHSt）は、近年、責任遺伝子が同定され

恒数の異常が確認され当院を受診した。血液

て遺伝子検査による確定診断が可能になった

検査の結果、RBC 3.96×1012/L、Hb 16.3 g/dL、

ことで、遺伝性球状赤血球症（以下、HS）に

Ht 41.9%、WBC 7.11×109/L、PLT 271×109/L、

次いで比較的高頻度にみられることが明らか

MCV 105.8 fL、MCH 41.2 pg、MCHC 38.9

になった赤血球膜異常症である。本疾患は、

g/dL、Reti 10.6%、AST 48 U/L、ALT 96 U/L、

常染色体優性遺伝、溶血所見、MCHC 高値を

LDH 148 U/L、T-Bil 4.6 mg/dL、D-Bil 0.7

示す点で HS に類似するが、HS とは異なり、

mg/dL、血清鉄 223 µg/dL、UIBC 50 µg/dL、フ

末梢血で標的赤血球と少数の有口赤血球を認

ェリチン 1742 ng/mL であった。症例 1 と同様、

め、赤血球浸透圧抵抗性増大と輸血歴がない

MCHC 高値、溶血所見、輸血歴がないにもか

にもかかわらず高率に鉄過剰症を合併するの

かわらず著明な高フェリチン血症を認め、末

が特徴である。今回、我々は、血液検査所見

梢血塗抹標本の所見は症例 1 と酷似していた。

から HS を疑ったが、標的赤血球、赤血球浸透

精査を希望されず、父子の遺伝子検査は行わ

圧抵抗性増大、高フェリチン血症を認めたこ

なかったが、症例 1 と症例 2 は DHSt と考えら

とから DHSt と考えられた父子の二症例を経験

れた。【考察】HS の唯一の治療法は摘脾であ

したので報告する。【症例 1】10 歳代、男性。

るが、DHSt の場合は術後に重症血栓症を高頻

前医で高ビリルビン血症を指摘され、精査目

度に合併することから禁忌とされている。ま

的で当院を紹介受診した。血液検査の結果、

た、DHSt では鉄過剰症を高率に合併し、消化

14.2 g/dL、Ht 37.4%、

器内科、糖尿病内科、循環器内科を受診して

WBC 8.72×109/L、PLT 263×109/L、 MCV 98.2

初めて診断に至る症例もあると報告されてい

fL、MCH 37.3 pg、MCHC 38.0 g/dL、Reti

る。よって、迅速かつ正確に DHSt と診断する

14.6%、AST 22 U/L、ALT 37 U/L、LDH 138

ことで、合併症を回避した治療方針の決定や

U/L、T-Bil 2.8 mg/dL、D-Bil 1.0 mg/dL、血清鉄

鉄過剰状態に対するフォローに繋がると考え

RBC

3.81×1012/L、Hb
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125 µg/dL、UIBC 101 µg/dL、フェリチン 520

られ、HS と DHSt は確実に鑑別する必要があ

ng/mL であった。MCHC 高値と溶血所見から

る。赤血球浸透圧抵抗性増大は HS との明らか

HS を疑い、末梢血塗抹標本を鏡検したが、明

な相違点で、鉄過剰症は他の赤血球膜異常症

らかな小型球状赤血球はみられず、標的赤血

ではみられない DHSt に特徴的な所見と報告さ

球を認めた。後日、赤血球浸透圧抵抗試験を

れており、本症例において、赤血球浸透圧抵

行ったが、HS とは真逆の浸透圧抵抗性増大を

抗試験と血清フェリチンの測定は鑑別診断に

示した。その後、原因不明の溶血性疾患とし

有用であった。【結語】MCHC 高値と溶血所

て経過観察されていたが、文献検索で有口赤

見を認めたら、DHSt を鑑別に挙げ、赤血球形

血球症の一病型である DHSt の存在が判明し、

態の確認を行うと共に赤血球浸透圧抵抗試験

本症例の検査所見が合致することから主治医

と血清フェリチンの測定を行うことが重要で

に情報提供した。【症例 2】60 歳代、男性、

ある。【連絡先】0258-28-3600（内線 2307）
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一般演題 輸血

寒冷凝集素症の診断・治療に温度作動域測定が有用であった一例
寒冷凝集素症の診断・治療に温度作動域測定が有用であった一例

【はじめに】

【検査】

自己免疫性溶血性貧血(AIHA)は、赤血球膜上

当院で温度作動域測定の検査は経験がなく、

の抗原と反応する自己抗体の反応至適温度に

検査方法の情報収集に苦慮したが、メーカー

よって温式、冷式に分類される。冷式の寒冷

より得た方法に基づき以下に示す方法で検査

凝集素症(CAD)では、冷式抗体の温度作動域が

を実施した。検査に用いる患者検体は、採血

重要で、30℃で活性を示せば力価が低くても

時から検体を 37℃で保温し、37℃に加温した

臨床症状をきたしうる。今回、CAD 疑いの患

遠心機で遠心後、血漿を分離したものを用い

者で温度作動域を測定し、診断や治療の一助

た。患者血漿を生理食塩液で倍々希釈し、希

となった症例を経験したので報告する。

釈系列を作製。希釈患者血漿 2 滴と 3％O 型赤

【症例】

血球浮遊液 1 滴を混和し、各々37℃、30℃、

70 代男性。既往歴は 2018 年に凍瘡で加療する

室温(26℃)、4℃で 60 分静置後、遠心判定し凝

も難治。2020 年 12 月、四肢末端の紫斑悪化の

集の有無を確認した。

ため、当院皮膚科を受診した。眼球黄疸、冬

【結果】

になると尿の色が褐色調に変化、採血で総ビ

温度作動域測定の結果は、4℃で 2048 倍、室

リルビン 5.6mg/dL、LDH 995U/L、寒冷凝集を

温(26℃)で 2 倍、30℃で 1 倍未満(×1 で w+)、

認めたため血液内科へ紹介となった。

37℃では凝集はみられなかった。30℃で自然

通常採血で検査すると、寒冷凝集により検体

凝集が開始するため、輸血、輸液は装置を用

が凝集するため、37℃で予備加温をしながら

いて 37℃加温後使用する方針となった。赤血

採血を行った。MCV 118 fL、Hb 8.7g/dL、網赤

球輸血は入院から 10 日間の間に合計 8 単位実

血球 6.7％、直接ビリルビン 0.72mg/dL（間接

施され、輸血副反応はみられなかった。その

ビリルビン優位）の結果より、溶血性貧血が

後溶血所見は改善、入院から１か月後に退院

推測された。直接抗グロブリン試験では温生

となった。

食で 5 回洗浄した赤血球浮遊液を使用し、広

【まとめ】

範囲 IgG(w+)、抗 IgG(-)、抗補体(1+)となった。

温度作動域測定の結果より、30℃で活性を示

自己抗体吸収後（4℃、over night）血漿で不規

す CAD であったため、溶血性貧血を起こして

則抗体検査は陰性。以上の結果より、CAD が

いたと考えられる。また自然凝集開始温度を

最も疑われた。

把握することで、採血や点滴の際は加温が必

【経過】

要であると判断され、事前に準備することが

四肢末端のチアノーゼが著明であり、先端は

できた。今後 CAD の患者がでた際は、今回実

壊疽していた。入院時より全身保温、治療を

施した内容を参考にして、対応していきたい。
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◎加藤 瑞希 1 ）、小林
徹 1 ）、林 美佳子 1 ）、柴田真由美 1 ）、関
義信 2 ）
1)
1)
1)
1)
2)
◎加藤
瑞希 、小林 徹 、林 美佳子 、柴田 1 ）
真由美
、関 義信
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)、新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
血液内科
2）
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 血液内科
2)

開始した。治療を進める中で主治医より、診
断、採血、点滴や輸血をする際の準備のため

連絡先

025-777-3200 (代表)

に温度作動域測定の検査を依頼された。
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一般演題 一般

尿沈渣で鑑別に苦慮した尿膜管扁平上皮癌の１例

尿沈渣で鑑別に苦慮した尿膜管扁平上皮癌の １ 例
1)
1)、川野
1）
1）
◎小黒徳也、中村
一稀 1)、高橋
正和正和
剛 1)、畠山
大作 1) 大作 1 ）
◎小黒
徳也、中村岬 、長谷川
岬 1 ）、長谷川一稀
、高橋
、川野
剛 1 ）、畠山
1)
特定医療法人 立川メディカルセンター 立川綜合病院
特定医療法人 立川メディカルセンター 立川綜合病院 1 ）

【はじめに】

【組織所見】

尿膜管癌は尿膜管の遺残から発生し膀胱癌全

尿膜管遺残部に浸潤性扁平上皮癌高分化型が

体のおよそ 0.17～0.70％を占めるとされる稀な

認められた。また膀胱粘膜下に少量の浸潤が

腫瘍である。大半は腺癌であるが，尿路上皮

認められた。

癌，扁平上皮癌，その他の組織型などを稀に

【考察】

認める。発症年齢は 2～97 歳（中央値 61 歳）

異型細胞を鑑別する際に強い炎症性背景を伴

で 66％が男性とやや男性に多い。症状では血

う場合，軽度の核異型では反応性変化との鑑

尿が 70～80％と最も多く，通常泌尿器科で扱

別は困難である。また核ｸﾛﾏﾁﾝ増量などの核所

われるが，臍症状や下腹部症状を主訴に一般

見は重要な所見であるが，明らかな核異型を

外科で扱われ発見されることもある。今回わ

認めない場合は鑑別に苦慮することが少なく

れわれは，尿沈渣で鑑別に苦慮した尿膜管扁

ない。しかし扁平上皮細胞における，おたま

平上皮癌の 1 例を経験したので報告する。

じゃくし状，線維状，真珠形成，相互封入像

【症例】

などの細胞所見は，単一であれば良性病変で

70 歳代男性。数日前より臍部からの出血及び

認められることもあるが，本症例のように複

臍の腫脹，肉芽様組織を自覚し近医受診。精

数認める場合には，高分化型扁平上皮癌が存

査・加療目的に当院外科を紹介受診された。

在する可能性を否定しえない。核所見のみな

CT にて尿膜管遺残部に膿瘍を認め，膀胱内に

らず細胞所見もよく観察し臨床情報なども考

polypoid lesion がみられ膀胱腫瘍の合併を

慮することが異型細胞鑑別の上で重要と思わ

否定しえなかった。泌尿器科に紹介後施行さ

れた。

れた膀胱鏡では，膀胱内に debris が多く poor

連絡先

study ながら膿瘍の膀胱浸潤を否定しえなかっ
た。最終的に尿膜管遺残膿瘍の腹腔内穿破，
汎発性腹膜炎による麻痺性腸閉塞の疑いで開
腹手術が施行された。術中迅速組織診断にて
高分化型扁平上皮癌と診断，その診断を受け
尿膜管全摘および膀胱部分切除術（en
bloc segmental re-section）が施行された。
【細胞所見】
出血・強い炎症性背景に，おたまじゃくし状，
線維状，真珠形成，相互封入像などの所見を
有する扁平上皮細胞を認めた。また無核の扁
本文228

平上皮細胞も認められた。しかしながら核
ｸﾛﾏﾁﾝ増量などの明らかな核異型を示す細胞は
認められなかった。

本文228

0258‐33‐3111(代表)

本文229

一般演題
17
10

尿中に白血病細胞を認めた急性リンパ性白血病の一例
尿中に白血病細胞を認めた急性リンパ性白血病の一例

一般演題 一般

【はじめに】

を実施したところ、CD3、CD4、CD5、CD8、

尿検査は一般スクリーニング検査として幅広

CD45 陽性、CD20、CD138 陰性であった。尿中

い患者層を対象とした検査である。尿沈渣に

の異型細胞は白血病由来と判断した。

おいて悪性を疑う細胞を認めた場合、多くは

【経過】

尿路上皮癌細胞であるが、稀に悪性リンパ腫

入院初日より、寛解導入療法を開始。徐々に

や白血病など非上皮性腫瘍の異型細胞が出現

白血球、及び白血病細胞が減少し、寛解導入

する事もある。今回我々は、尿中に白血病細

開始後 18 日目以降末梢血中の白血病細胞が

胞を認めた急性リンパ性白血病の一例を経験

消失し、尿中の白血病細胞も消失した。

したので報告する。

【考察】

【症例】

尿中に認める白血球は約 95％が好中球と言

9歳

男児。発熱、倦怠感、血尿を主訴に近

われているが、各種疾患や病態によりリンパ

医受診。血液検査で白血球著増、血小板減少

球、好酸球、単球が出現する場合がある。尿

を指摘され白血病の疑いで、当院に紹介受診

試験紙の白血球反応の原理は、好中球が有す

となった。

るエステラーゼ活性と特異的に反応する事に

【検査所見】

よるが、エステラーゼ活性を有しないリンパ

<血液検査> WBC 404.8×109/L、RBC

球や好酸球には反応しない。このため本症例

3.70×1012/L、Hb 9.3g/dL、PLT 19×109/L、

では、入院時の尿沈渣で多数の白血球細胞が

白血球分類 BLAST 94.5％

出現しているにもかかわらず尿定性で白血球

<生化学検査> LDH 3573U/L、BUN 10mg/dL、

陰性と乖離が認められた。小型類円形異型細

CRE 0.58mg/dL、尿酸 16.1mg/dL

胞の鑑別として、上皮性腫瘍では小細胞癌、

<尿定性> 蛋白（3+）、潜血（3+）、亜硝酸

前立腺癌、非上皮性腫瘍では横紋筋肉腫等が

塩反応（-）、白血球反応（-）

挙げられるが、本症例に認めた細胞はそれら

<尿沈渣> 赤血球 50～99 個/HPF、白血球

と異なっていた。

30～49 個/HPF、Sternheimer 染色にて、単核

【まとめ】

で N/C 比大の小型類円形の異型細胞が孤立散

尿中に白血病細胞が出現する事は極めて稀で

在性に多数出現していた。個々の細胞は核形

ある。Sternheimer 染色だけでは細胞の由来

不整、小型核小体が認められた。

を同定することは困難だが、May-Giemsa 染

尿沈渣で May-Giemsa 標本を作製したが、

色、免疫組織化学染色を実施する事で同定が

Sternheimer 染色と同様の所見を認め、異型

可能であった。

本文229

◎馬場 健太 1 ）、西村 広栄 1 ）、畔上 公子 1 ）、宮島 陽子 1 ）、北澤
綾 1 ）、佐藤 由美 1 ）、木下 律子 1 ）、
1)
1)
1)
1)
1)
1）
◎馬場
、西村 広栄 、畔上 公子 、宮島 陽子 、北澤 綾 、佐藤 由美 1)、木下 律子 1)、
芳賀 健太
博子
1)
芳賀 博子
1）
新潟県立がんセンター新潟病院
研究部
1)
新潟県立がんセンター新潟病院 研究部

細胞は白血病由来と確認できた。
末梢血で細胞表面抗原検査を実施し、CD2、
CD4、CD5、CD8 陽性、CD3 一部陽性、CD10、

連絡先：025-266-5111（内線 2249）

CD19、CD20 陰性であり T 細胞性急性リンパ性
白血病とされた。尿検体で免疫組織化学染色
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一般演題 臨床化学

ALP-IFCC、LD-IFCC
試薬 4 社検討について
ALP-IFCC、
、LD-IFCC 試薬 4 社検討について

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

【はじめに】

ール血清Ⅱ）では、SD

2020 年 4 月 1 日より、日本臨床化学会から

0.3～0.7、CV

0.2～

0.4％であった。LD 試薬の CV は、レベル 1 で

検査の国際標準化のため ALP、LD の常用基準

は、SD

法が IFCC 法に変更する要請が交付された。要

レベル 2 は、SD

請に伴い、当院で ALP、LD 試薬 4 社の基礎的

あった。日差再現性：ALP 試薬の結果は、レ

検討を行った。

ベル 1 では、CV

【使用試薬および使用測定機器】

2 では、CV

使用試薬は、L タイプワコー ALP-IF（和光

1.4～2.5、CV

0.4～0.8％であった。

2.1～5.0、CV

0.2～0.7％で

1.2～2.3％であった。レベル

1.1～1.9％であった。LD 試薬の

結果は、レベル 1 では、CV

0.5～1.8％であっ

純薬）、「セロテック」ALP-IF（セロテック）

た。レベル 2 では、CV

0.6～1.5％であった。

、歯科リキッド ALP-IF（関東化学）、シグナ

直線性：ALP、LD 試薬において、それぞれ良

スオート（シノテスト）、L タイプワコー LD-

好な結果を得られました。相関性：ALP、

IF（和光純薬）、「セロテック」LD-IF、シカ

LD 試薬 4 社それぞれ相関を行い、良好な結果

フィット LD-IF（関東化学）、シグナスオート

が得られました。

LD-IF（シノテスト）を用いた。測定機器は、

【まとめ】

臨床化学自動分析装置 ci8200（Canon メディ
カル）を用いて、測定を行った。

ALP、LD の検討試薬は、日常検査において
十分な性能を有していると考えられる。

【対象と方法】
1.同時再現性：精度管理用試料（液状コント

長岡西病院

ロール血清ⅠⅡワコー C&C：和光純薬）を用

0258-27-8512（直通）

いて、2 濃度各 20 回測定を行い、ばらつきの
評価を行った。
2.日差再現性：精度管理用試料（同時再現性
で使用した）を用いて、2 濃度 1 日 1 回 6 日間
測定。（期間：2020 年 7 月 6 日～7 月 11 日）
3.直線性：直線性専用試料を用いて、10 段階
希釈し、測定を行った。
4.相関性：当院で ALP 検査依頼された当院受
診患者の余剰血清検体 30 件を用いて、測定を
行った。（期間：2019 年 10 月 31 日～2020 年
7 月 3 日）
本文230

【結果】
同時再現性：ALP 試薬の CV は、レベル 1
（液状コントロール血清Ⅰ）では、SD
0.4、CV

本文230

0.3～

0.6～0.7％。レベル 2（液状コントロ

臨床検査室

小熊裕弥

本文231
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一般演題 臨床化学

Flash Glucose monitoring system の動物実験への応用

Flash Glucose monitoring system の動物実験への応用
1) ）
1)、長濱
1）
1）
◎阿部 拓也
大輔 1)
、渡邊
博昭 1)博昭 1 ）
◎阿部
拓也 1、藤井
、藤井 豊 豊
、長濱
大輔
、渡邊
新潟医療福祉大学 11)）
新潟医療福祉大学

【背景】近年，血糖値と相関する間質液中

食 24 時間後に食事を再開させ，低 Glucose 推

Glucose 値の連続的な変動を捉えるフラッシュ

移の記録を確認した．実験終了後，ラットは

グルコースモニタリングシステム(Flash

心臓への塩化カリウム注射により安楽死させ

Glucose monitoring system；FGMS)が開発され

た．【結果】リブレ Pro 装着(Day 0)から徐々に

た．FGMS の 1 種である FreeStyle リブレ

測定値は安定したが，装着 3 日後(Day 3)でセ

Pro(以下リブレ Pro)は，センサーに Reader を

ンサーを齧り，基板が破損し，以降のデータ

かざすだけで最大 14 日間測定が行えるため，

取得が困難となった．また，絶食により

糖尿病の治療方針決定の際に活躍している．

Glucose 値の低下，絶食終了で Glucose 値の上

また，動物実験においても血糖値は，手術中

昇を認めた．

の麻酔や飼育・実験のストレスの影響により，

【考察】装着直後(Day 0)は平均 Glucose 値が

大きく変動する．加えて，血液透析や体外循

171±8mg/dL と Day

環モデルなどの実臨床の治療を想定した実験

比較し，1.3 倍以上高値であった．麻酔薬であ

においては，組織損傷や急性代謝障害を誘発

るイソフルランにより，インスリン分泌抑制

し，血糖値が上昇することで炎症を助長させ

し，血糖値を上昇させる報告と一致した．装

ることが懸念されている．動物実験における

着後 12 時間程度で Glucose 値は安定し，以降

血糖値モニタリングは非常に重要でありなが

は経時的なモニタリングが可能であった．ま

1 以降の平均 Glucose 値と

2 では絶食により，低

た，Day

に富んだものは無い現状である．このような

Glucose 値で推移した．さらに，絶食解除直前

背景から，我々は，動物実験においてもリブ

(Day 2 16:42)の Glucose 値が 61mg/dL であり，

レ Pro 運用を応用できれば，研究の幅が広がり，

絶食解除後(Day

血糖変動のメカニズムや病態の解明につなが

45 分間で 1.5 倍以上の上昇が認められた．以

ると考えた．

上より，リブレ Pro を用いることで小動物にお

【目的】小動物を用いて FGMS による

いても Glucose モニタリングが可能であること

Glucose モニタリングが可能かを見極める．

が示唆された．一方で，絶食やセンサー装着

【方法】本研究は，新潟医療福祉大学動物管

による掻痒感などの強度のストレス状態にあ

2

17:27)では 128mg/dL と

理使用委員会の承認を得て行われた．Sprague-

ったと推測され，センサーを破損させた可能

Dawley ラット 12-14 週齢(オス・ 400-500g)を用

性があり，課題が示された．

いた．食物と水は自由に摂取できる環境で飼

【結語】小動物における Glucose モニタリング

育した． ラットに麻酔導入後，背臥位に固定

は，リブレ Pro を用いることで実現可能であっ

し，ラットの後頚部を除毛した． FreeStyle リ

た．一方で，長時間装着によりセンサー破損

ブレ Pro を使用し，除毛部にリブレ Pro センサ

が懸念されるため，動物の状態観察が必要で

ーを装着させた．Glucose 値の測定は，ケージ

ある．

内でセンサーに Reader をかざし，データを取

本文231

1 から Day

ら，これまで持続血糖測定の技術は，利便性

連絡先：takuya-abe@nuhw.ac.jp

得した．また，測定開始 24 時間後に絶食，絶
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一般演題 遺伝子、染色体

疑似生体環境における乳癌細胞由来エクソソームの量的検討

疑似生体環境における乳癌細胞由来エクソソームの量的検討
1)
2)
◎湯本 正洋
◎湯本
正洋 1 ）、佐藤
、佐藤 英世
英世 2 ）
2)
新潟医療技術専門学校1 1)
、新潟大学大学院保健学研究科
新潟医療技術専門学校 ）、新潟大学大学院保健学研究科 2 ）

【はじめに】

【結果】

エクソソームとは全ての細胞から分泌され

通常の培養条件と比較して、過酸化水素また

る直径 50～150 nm の膜小胞で、唾液、血液、

はグルコースオキシダーゼを添加した培養条

尿等の体液中を循環して細胞間の情報伝達を

件では、培養上清中エクソソーム濃度は減少

行っている。内包物の種類や量は分泌細胞に

した。減少量はグルコースオキシダーゼ添加

よって異なり、蛋白質や脂質、種々の核酸

の方が顕著であった。3 次元スフェロイド培養

（DNA、mRNA、microRNA）などが含まれる。

条件ではエクソソーム濃度に大きな差はみら

また腫瘍細胞からもエクソソームは分泌され

れなかった。

ており、内包する microRNA が腫瘍の進展に関

【考察】

わっていることが判明したことから、新たな

生体内に近い培養条件でのエクソソーム分

バイオマーカー候補として多くの研究が行わ

泌量の変化を解析した。通常の培養環境と疑

れている。

似生体内環境ではエクソソーム分泌量が異な

しかし、エクソソームの分泌機構や体内動

ることが観察された。また、その変化の要因

態は未だ不明な点が多く、多くの実験で体液

として酸化ストレスが関与していることが示

や培養細胞上清をサンプルとして研究されて

唆されたことから、今後のエクソソーム研究

いるが、生体内の本来の状態を反映していな

は対象の酸化ストレス状態を考慮する必要が

い可能性がある。

あると考えられた。

そこで本研究では、乳癌細胞株を酸化スト
レス負荷や 3 次元細胞塊（スフェロイド）培
養により疑似的に生体内に近い条件で培養す
ることで、エクソソーム分泌量に変化が生じ
るか解析することを目的とした。
【方法】
ヒト乳癌細胞株（MDA-MB-231）をダルベ
ッコ改変イーグル培地を用いて培養した。そ
の後、培地中に過酸化水素またはグルコース
オキシダーゼを添加し、48 時間培養した。ま
た、Nunclon

Sphera

96 ウェル丸底プレート

（Thermo Fisher Scientific）を用いてスフェロイ
ドを形成し、48 時間培養した。培養上清を回
収し、遠心分離と 0.2μm フィルターで夾雑物
本文232

を除去した後、PS Capture™ Exosome ELISA
Kit（FUJIFILM Wako Pure Chemical）を用いて
エクソソーム濃度を定量した。
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