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第13回日本臨床検査学教育学会学術大会 
開催にあたり

第13回日本臨床検査学教育学会学術大会

大会長　山口 博之（北海道大学 大学院保健科学研究院 病態解析学分野）

　此度、第13回日本臨床検査学教育学会学術大会を北海道大学（学術交流会館）にて開催する
ことになりました。教育そのものについて踏み込んで深く考えるための、有意義な場となるこ
とを願っています。
　今回の学会テーマは、「多様性の創成：	進化する臨床検査技師教育」。健康と医療に関する
包括的な知識と技能を横断的に身につけた学生の進路は、極めて多岐に渡ります。病院のみな
らず製薬や食品系さらにそれ以外の一般企業も、就職先のターゲットです。就職先の多様化か
らは、検査技術科学の学びが学生の視野を着実に広げているということと、受け入れる側の期
待の大きさを計り知ることができます。このような実情を踏まえ、置かれた場に適応しその職
種の中核を成していくための人材をいかに育んでいくのか、多角的な視点から議論する機会を
設ける必要性を痛感しているからこそ、このようなテーマといたしました。
　1日目は、まず「臨床検査技師教育課程の指定規則の改定に向けた動向」に関する緊急講演、

「フィンランドの教育から学ぶ」と「国臨教の取り組みと日本臨床検査学教育協議会との連携」
に関する二つの教育講演、その後、「それぞれの主張、臨床検査学教育の可能性を探る	―短
大・専門学校・大学（私立・国立）の果たす役割と連携そして企業ニーズ―」と題してシンポ
ジウムを行います。2日目は、午前中に教員と学生による一般演題（101演題）、午後から、「大
学教育とは何か」特別講演、「認知症検査における臨床検査技師の役割」教員研修会・学生向
け講演会、「教育と研究の両立、ロールモデルから学ぶ」と題した二つの教育講演、一般演題
優秀賞受賞式を経て、分科会を開催します。最終日は、「医学教育学会共催シンポジウム PBL
テュートリアル入門	～学生役の体験とテュータの役割について～」と題したシンポジウム2、

「在宅医療と臨床検査」と題した教育講演、その後、クロージング・トーク・閉会式。多様性
を担保するための教育とは何か、多様な検査教育に関わる機関の連携をどのようにしていくの
か、少子化の中で教育機関が生き残るためにどのように協力・協調していくべきなのか、教育
とは何か。これら深遠な命題を個々に深く考えられるような、また学び合えるような、仕掛け
を施したつもりです。
　今一度、臨床検査技師の教育機関が、それぞれの立場を超越し連携・協力することで生まれ
る次世代を見据えたより実り多い教育のあり方について、考えてみても良いのではと思います。
臨床検査技師育成における高等教育のあり方そのものについて、今一度立ち止まって考えられ
るような、そんな場になることを切に願います。
　最後に、担当校一同は東北・北海道支部幹事校と綿密に連携し、皆様をお迎えする準備を進
めていきますので、多くの皆様方のご参加を心よりお待ちしています。
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日本臨床検査学教育学会学術大会

年次別開催一覧

回数 会　期 大会長（所属） 会　場

1
平成18年
8月23日～25日

三村　邦裕
（千葉科学大学）

東京医科歯科大学

2
平成19年
8月27日～29日

加藤　亮二
（香川県立保健医療大学）

香川県県民ホール

3
平成20年
8月20日～22日

大澤　進
（九州大学）

九州大学医学部
百年講堂

4
平成21年
8月19日～21日

佐藤　健次
（東京医科歯科大学）

東京医科歯科大学

5
平成22年
8月18日～20日

木田　和幸
（弘前大学）

弘前大学大学院保健研究科

6
平成23年
8月17日～19日

渡邊　正友
（新潟医療技術専門学院）

新潟大学医学部保健学科

7
平成24年
8月22日～24日

寺平　良治
（藤田保健衛生大学）

名古屋国際会議場

8
平成25年
8月26日～28日

岩谷　良則
（大阪大学）

大阪大学
コンベンションセンター

9
平成26年
8月20日～22日

山藤　賢
（昭和医療技術専門学校）

東京都大田区産業プラザ

10
平成27年
8月19日～21日

奥村　伸生
（信州大学）

信州大学医学部
地域保健推進センター 

11
平成28年
8月31日～9月2日

坂本　秀生
（神戸常盤大学）

神戸常盤大学
神戸国際展示場

12
平成29年
8月23日～25日

松下　誠
（埼玉県立大学）

埼玉県立大学

13
平成30年
8月17日～19日

山口　博之
（北海道大学）

北海道大学 学術交流会館
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第13回日本臨床検査学教育学会学術大会

日　　程 2018年（平成30年）8月17日（金）〜19日（日）

会　　場 北海道大学 学術交流会館

担 当 校  北海道大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻 
北海道大学 大学院保健科学研究院 病態解析学分野

大 会 長 山口 博之（北海道大学）

副大会長 古閑 公治（熊本保健科学大学）

実行委員長 加賀 早苗（北海道大学）

副実行委員長 菅野 正彦（福島県立総合衛生学院）

事務局長 政氏 伸夫（北海道大学）

学会テーマ  多様性の創成：進化する臨床検査技師教育 
―教育と学びの真髄を探る―

主　　催 一般社団法人 日本臨床検査学教育協議会

共　　催 北海道大学

後　　援  厚生労働省 
文部科学省 
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 
一般社団法人 北海道臨床衛生検査技師会

事 務 局  北海道大学大学院保健科学研究院内 
〒060－0812　札幌市北区北12西5
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参加者のみなさまへ

・	参加者の受付は、北海道大学学術交流会館 1階ホール総合受付でお済ませください。	
（受付時間8月17日 9：30～17：00、8月18日 8：30～18：30、8月19日 8：30～12：30）

・	参加費は以下の通りです。	
学 術 会 員：10,000円（抄録集代含む）	
非学術会員：12,000円（抄録集代含む）	
協議会加盟校以外の日本臨床検査技師会員：3,000円（要会員証提示）（抄録集1,000円別売）	
学　生：2,000円（要学生証提示）（抄録集代含む）	
研究生：2,000円（要研究生証提示）（抄録集代含む）

・	会場内では、参加証を必ず見えるところにつけてください。

・	会場までの詳細については会場アクセス図でご確認下さい。

情報交換会について

・	8月17日（金）18：00～19：00に、シンポジウム1に引き続き、北海道大学学術交流会館
1階ホールにて開催いたします。

・	情報交換会の参加費は1名1,000円です。参加受付時に総合受付でお支払いください。

司会・座長のみなさまへ

・	ご担当のセッション開始15分前までに会場内の次座長席にご着席ください。

・	ご担当時間になりましたら、司会・座長席にご着席ください。

・	特別講演・シンポジウム・緊急講演・教育講演・教員研修会での発表時間につきましては
司会者から指示してください。教員および学生演題（一般演題）は、発表7分、質疑応答3
分になります。発表終了時間の1分前に1回、終了時に2回、質疑応答時間の終了時に3回、
合図をさせていただきます。

・	時間厳守での発表、速やかな進行に、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

発表者のみなさまへ

⃝特別講演・シンポジウム・緊急講演・教育講演・教員研修会

　・	発表スライドの映写確認を行いますので、ご発表30分前までには、必ず総合受付にお
越しください。

　・	発表スライド・動画は、ご自身の PC または USB に入れて、発表会場に直接お持ち込
み戴きます。

　・	ご自身の PC でご発表される場合でも、必ずバックアップファイルを USB に保存しご
持参ください。
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　・	プロジェクターとの接続は、ミニ D-Sub15ピンあるいは HDMI となります。それ以外
の接続アダプターが必要な方は、ご自身でご用意をお願いします。

　・	会場に設置する PC の OS は Windows10（64bit）、ソフトウエアは Microsoft	Office	Home	
&	business	2016になります。

　・	発表時間については、司会者の指示に従ってください。

⃝一般演題

　・	発表時間は、発表7分、質疑応答3分となります。

　・	発表は、すべて Microsoft	PowerPoint による PC 発表のみとなります。

　・	ご自身の PC の持ち込み発表は一切できません。

　・	スライド枚数には制限はありません。動画は動作の保証はできません。

　・	発表スライドは、すべて USB に保存してご持参してください。

　・	PC の OS は Windows10（64bit）、ソフトウエアは Microsoft	Office	Home	&	business	
2016になります。

　・	PC センターで各会場別 PC にスライドファイルを保存し、動作確認を行います。（係が
サポートします。）

　・	PC センターを、17日（金）は9：30～17：00に、18日（土）は8：30～12：10に開設します。

　・	18日（土）9：00～10：00のセッションで発表される方は、必ず17日（金）中に発表スラ
イドの登録・確認を終了してください。（10：05以降のセッションで発表される方も、
17日（金）にスライド登録・確認が可能です。）

　・	18日（土）の午前10：05以降のセッションで発表される方は、必ずひとつ前のセッショ
ン終了時までにはスライド登録・確認を行ってください。

　・	スライドデータ等は、発表後、事務局の責任で消去します。

優秀発表賞について

・	本年も学生の発表に対し、教育効果を高めることを目的に、優秀発表賞を設けました。

・	学生演題のセッションごとに優秀な発表を行った学生1名に優秀発表賞を授与します。

・	選考は、構成、語句、声の大きさ・明瞭さ・スピード、スライドの完成度・美しさ、質疑
応答の的確さ、内容を含む総合評価の各項目について、審査員の評価を集計して行います。

・	表彰は、8/18（土）教員学生合同研修会終了後に17：00より第1会場講堂にて行います。

科目別分科会について

・	科目別分科会は、協議会主催のため、詳細につきましては、追って協議会より連絡がいく
ことと思いますので、ご了承いただき、各自対応願います。
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大学構内のレストランについて（学術交流会館からの所要時間）

●クラーク
　胸像

北大生協
会館店
●

●事務局

　 　 

クラーク会館

理学部本館

理学部

工学部

理学部
5号館

理学部3、4号館

理学部
8号館

南門

北13条門
銀杏並木

ポ
プ
ラ
並
木

大野池
電子科学
研究所

農学部

薬学部

保
健
学
科

西
5
丁
目
通

中
央
道
路

石

　山

　通

正門

歩行者用
通用門

学会会場
学術交流会館

●③

●⑥

●⑤

●④

●①
●②

①エンレイソウレストラン「エルム」……………… 土日定休 （徒歩約 １２分）
②中央食堂 ………………………………………………… 日 定 休 （徒歩約 １２分）
③クラーク食堂 …………………………………………… 日 定 休 （徒歩約 ５分）
④理学部総合博物館ミュージアムカフェ ぽらす… 月 定 休 （徒歩約 １０分）
⑤百年記念会館北大マルシェ ……………………… 火 定 休 （徒歩約 ３分）
⑥北大交流プラザエルムの森 ……………………… 年中無休 （徒歩約 １分）
※大学周囲にも多数の飲食店がございます。
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札幌中央
郵便局

至千歳

至栄町

至
福
住

至
真
駒
内

至
麻
生

●ヨドバシ
　カメラ

北海道庁

至小樽

北大植物園

北18条門

●クラーク胸像

クラーク会館

　 　 

●

理学部

南門

北13条門銀杏並木

ポ
プ
ラ
並
木

北8条通

北１3条北郷通

環状通

北5条手稲通

工学部

農学部

獣医学部

高等教育機能開発
総合センター

北海道大学
病院医学部

薬学部

保
健
学
科

JRタワー

北口

●
大丸

● ＪＲ函館本線

東急百貨店
●　

北12条駅

さ
っ
ぽ
ろ
駅

さ
っ
ぽ
ろ
駅

地
下
鉄
東
豊
線

創
成
川
通

55

西
5
丁
目
通

石
山
通

石
山
通

地
下
鉄
南
北
線

北18条駅

北13条東駅

JR札幌駅

北大正門

北大病院前バス停

学会会場
学術交流会館

北海道大学

ＪＲ函館本線

JR Sapporo
Sta.

Main GateMain Gate

Hokkaido University
Conference Hall

 Hokkaido University

Hakodate Main Line

■J　R ……「JR札幌駅」下車　北口から徒歩約5分

■地下鉄…… 地下鉄南北線にて「さっぽろ駅」下車➡「JR札幌駅」北口まで徒歩約5分
➡「JR札幌駅」北口から徒歩約5分

地下鉄東豊線にて「さっぽろ駅」下車➡「JR札幌駅」北口まで徒歩約8分
➡「JR札幌駅」北口から徒歩約5分

■車　 ……… 札樽自動車道札幌北IC➡西5丁目通りを南に約15分
※当施設には駐車場がございません。 最寄りの公共交通機関のご利用をお願いいたします。

北海道大学学術交流会館へのアクセス

会場アクセス図
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EV

EV

ラウンジ

ステージ

ホワイエ
① ④

② ③

1F

2F

ホール

ス
ロ
ー
プ

ス
ロ
ー
プ

物
品
庫

ポーチ

ポーチ

事務室

給湯室

喫煙室

サービス
コーナー

応接室

第2会議室

第3会議室
第5
会議室第4会議室 第6

会議室

総合受付

第2会場
小講堂

第3会場
第1会議室

第4会場

第5会場

企業展示
コーナー

クローク

学会本部

スタッフ控え室･予備クローク第6会場

第1会場
講　堂

会場案内図
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9：30
10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

8月17日金　会場：北海道大学 学術交流会館1日目
第 1 会場
講　　堂

第5会場
第3会議室

ホール第 2 会場
小講堂（サテライト）

9：30
〜

17：00
　
　
　
受
　
　
付

9：30
〜

17：00
　
　
　
P
C
セ
ン
タ
ー 

（
一
般
演
題
の
み
受
付
）

10：00～12：00

理 事 会

12：00～12：50

評 議 員 会

12：55～13：00　開 会 式
13：00～14：00 緊 急 講 演

臨床検査技師教育内容の見直しに関する動向
講演者：坂本�秀生 （神戸常盤大学保健科学部）　　
司　会：奥村�伸生 （信州大学学術研究院保健学系）

14：00～14：30 教 育 講 演 1
フィンランドの教育 ―そのしくみと成果

講演者：横澤�宏一 （北海道大学大学院保健科学研究院）
司　会：伊藤�巧一 （弘前大学大学院保健学研究科）　　

14：30～15：00 教 育 講 演 2
国臨教の取り組みと日本臨床検査学教育協議会との連携

講演者：廣畑�　聡 （岡山大学大学院保健学研究科）　
司　会：細井�英司（徳島大学大学院医歯薬学研究部）

15：15～18：00
シンポジウム 1

それぞれの主張、臨床検査学教育の可能性を探る
― 短大・専門学校・大学（私立・国立）の果たす役割と
連携そして企業ニーズ―

講演者：高橋�志達 （ミヤリサン製薬事業戦略部）
　　　　山藤�　賢 （昭和医療技術専門学校）
　　　　永田�浩三 （名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻）
　　　　伊藤�昭三 （新渡戸文化短期大学）
　　　　三村�邦裕 （千葉科学大学危機管理学部）
司　会：戸塚�　実
　　　　（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科先端分析検査学）
　　　　永瀬�澄香 （川崎医療福祉大学医療技術学部）

18：00～19：00

情報交換会

19：00 ク ロ ー ク 終 了
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8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

8月18日土　会場：北海道大学 学術交流会館2日目
第1会場
講　堂

第2会場
小講堂（サテライト）

第3会場
第1会議室

第4会場
第2会議室

第5会場
第3会議室

第6会場
第4会議室

9：00～10：00
一般演題
院生 １
院 01～ 06

9：00～10：00
一般演題
教員 １
教 01～ 06

9：00～10：00
一般演題
教員 3
教 13～ 18

9：00～10：00
一般演題
教員 6
教 30～ 35

9：00～10：00
一般演題
学部 3
学 13～ 18

9：00～9：50
一般演題
学部 6
学 29～ 33

10：05～11：05
一般演題
院生 2
院 07～ 12

10：05～11：05
一般演題
教員 2
教 07～ 12

10：05～11：05
一般演題
教員 4
教 19～ 24

10：05～11：05
一般演題
学部 1
学 01～ 06

10：05～10：55
一般演題
学部 4
学 19～ 23

10：05～10：55
一般演題
学部 7
学 34～ 38

11：10～12：00
一般演題
院生 3
院 13～ 17

11：10～12：00
一般演題
院生 4
院 18～ 22

11：10～12：00
一般演題
教員 5
教 25～ 29

11：10～12：10
一般演題
学部 2
学 07～ 12

11：10～12：00
一般演題
学部 5
学 24～ 28

11：10～12：10
一般演題
学部 8

学部 39～ 44

14：00～15：00
特別講演

“Be gentlemen！”
―北海道大学の目指す大学教育

15：00～16：00
教員研修会･学生向け講演会
認知症医療に対応できる
臨床検査技師の育成

～卒前教育への導入の必要性～
16：00～17：00

教育講演 3
教育と研究の両立、
ロールモデルから学ぶ

17：00～17：30
授  賞  式

17：45～18：45

分科会
1, 2, 3

17：45～18：45

分科会
4, 5, 6

17：45～18：45

分科会
7, 8, 9

17：45～18：45

分科会
10, 11

17：45～18：45

分科会
12, 13

17：45～18：45

分科会
14, 15

19：30 ク ロ ー ク 終 了

8：30～18：30　受　付 ／ 8：30～12：10　PCセンター（一般演題のみ受付）　［ 場所 ： ホール ］

講演者：名和�豊春 （北海道大学 総長）
司　会：齋藤�　健 
　　　　（北海道大学大学院保健科学研究院長）

講演者：浦上�克哉 
　　　　（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）
司　会：鈴木�英明 
　　　　（北里大学保健衛生専門学院）

講演者：石津�明洋 
　　　　（北海道大学大学院保健科学研究院）
　　　　惠　�淑萍 
　　　　（北海道大学大学院保健科学研究院）
司　会：千葉�仁志 （札幌保健医療大学）
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8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

8月18日土　会場：北海道大学 学術交流会館2日目
第1会場
講　堂

第2会場
小講堂（サテライト）

第3会場
第1会議室

第4会場
第2会議室

第5会場
第3会議室

第6会場
第4会議室

9：00～10：00
一般演題
院生 １
院 01～ 06

9：00～10：00
一般演題
教員 １
教 01～ 06

9：00～10：00
一般演題
教員 3
教 13～ 18

9：00～10：00
一般演題
教員 6
教 30～ 35

9：00～10：00
一般演題
学部 3
学 13～ 18

9：00～9：50
一般演題
学部 6
学 29～ 33

10：05～11：05
一般演題
院生 2
院 07～ 12

10：05～11：05
一般演題
教員 2
教 07～ 12

10：05～11：05
一般演題
教員 4
教 19～ 24

10：05～11：05
一般演題
学部 1
学 01～ 06

10：05～10：55
一般演題
学部 4
学 19～ 23

10：05～10：55
一般演題
学部 7
学 34～ 38

11：10～12：00
一般演題
院生 3
院 13～ 17

11：10～12：00
一般演題
院生 4
院 18～ 22

11：10～12：00
一般演題
教員 5
教 25～ 29

11：10～12：10
一般演題
学部 2
学 07～ 12

11：10～12：00
一般演題
学部 5
学 24～ 28

11：10～12：10
一般演題
学部 8

学部 39～ 44

14：00～15：00
特別講演

“Be gentlemen！”
―北海道大学の目指す大学教育

15：00～16：00
教員研修会･学生向け講演会
認知症医療に対応できる
臨床検査技師の育成

～卒前教育への導入の必要性～
16：00～17：00

教育講演 3
教育と研究の両立、
ロールモデルから学ぶ

17：00～17：30
授  賞  式

17：45～18：45

分科会
1, 2, 3

17：45～18：45

分科会
4, 5, 6

17：45～18：45

分科会
7, 8, 9

17：45～18：45

分科会
10, 11

17：45～18：45

分科会
12, 13

17：45～18：45

分科会
14, 15

19：30 ク ロ ー ク 終 了

8：30～18：30　受　付 ／ 8：30～12：10　PCセンター（一般演題のみ受付）　［ 場所 ： ホール ］

講演者：名和�豊春 （北海道大学 総長）
司　会：齋藤�　健 
　　　　（北海道大学大学院保健科学研究院長）

講演者：浦上�克哉 
　　　　（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）
司　会：鈴木�英明 
　　　　（北里大学保健衛生専門学院）

講演者：石津�明洋 
　　　　（北海道大学大学院保健科学研究院）
　　　　惠　�淑萍 
　　　　（北海道大学大学院保健科学研究院）
司　会：千葉�仁志 （札幌保健医療大学）

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

8月19日日　会場：北海道大学 学術交流会館3日目
第  1 会  場
講　　堂

第  2 会  場
小講堂サテライト

9：00～11：00

シンポジウム 2

医学教育学会共催シンポジウム

PBLテュートリアル入門
～藤田式PBL（入門編）の紹介～

講演者：大槻�眞嗣 （藤田保健衛生大学医学部）　　　　　　
司　会：斉藤�邦明 （藤田保健衛生大学大学院医療科学専攻）

11：00～12：00 教 育 講 演 4
臨床検査技師として在宅医療へ参加する

講演者：西成田�睦未 （医療法人社団杏生会文京根津クリニック）
司　会：坂本�秀生 （神戸常盤大学保健科学部）　　　　　　　 　

12：00～12：45 クロージング・トーク／閉会式
私たちはどこに向かうのか

講演・司会進行：山口�博之 （北海道大学大学院保健科学研究院）

14：00 ク ロ ー ク 終 了

8：30～12：30 受　　付　［ 場所 ： ホール ］
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一般演題 座長一覧

日 セッション 時　間 会　場 座 長

8
月
18
日（
土
）

教員1  9：00～10：00

第2会場（小講堂）
市野 直浩（藤田保健衛生大学）

教員2 10：05～11：05 渡邉 純（弘前大学）

教員3  9：00～10：00

第3会場（第1会議室）

小西 靖志（京都保健衛生専門学校）

教員4 10：05～11：05 奥橋 佑基（東京工科大学）

教員5 11：10～12：00 和田 晋一（香川県立保健医療大学）

教員6  9：00～10：00 第4会場（第2会議室） 井越 尚子（女子栄養大学）

院生1  9：00～10：00

第1会場（講堂）

小穴 こず枝（信州大学）

院生2 10：05～11：05 長田 誠（群馬パース大学）

院生3 11：10～12：00 藤田 和博（大東文化大学）

院生4 11：10～12：00 第2会場（小講堂） 橋本 克訓（名古屋大学）

学部1 10：05～11：05

第4会場（第2会議室）
伊藤 巧一（弘前大学）

学部2 11：10～12：10 村本 良三（埼玉医科大学）

学部3  9：00～10：00

第5会場（第3会議室）

久保田 亮（埼玉県立大学）

学部4 10：05～10：55 野島 順三（山口大学）

学部5 11：10～12：00 新井 智子（埼玉県立大学）

学部6  9：00～9：50

第6会場（第4会議室）

川中 洋平（広島国際大学）

学部7 10：05～10：55 吉岡 治彦（弘前大学）

学部8 11：10～12：10 藤本 浩章（広島国際大学）
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8月17日（金）　会場：北海道大学 学術交流会館

10：00～12：00 理 事 会（第5会場：第3会議室）

12：00～12：50 評議員会（第1会場：講堂）

第1会場：講堂

12：55～13：00 開 会 式

 理事長あいさつ  奥村 伸生
大会長あいさつ  山口 博之

13：00～14：00 緊急講演
司会：奥村 伸生（信州大学）

「臨床検査技師教育内容の見直しに関する動向」
坂本 秀生（神戸常盤大学保健科学部 医療検査学科）

14：00～14：30 教育講演1
司会：伊藤 巧一（弘前大学）

「フィンランドの教育　―そのしくみと成果」
横澤 宏一（北海道大学大学院保健科学研究院）

14：30～15：00 教育講演2
司会：細井 英司（徳島大学）

「�国立大学臨床検査技師教育協議会の取り組みと�
日本臨床検査学教育協議会との連携」

廣畑 聡（岡山大学大学院 保健学研究科）
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15：15～18：00 シンポジウム1
司会：戸塚 実（東京医科歯科大学）　 

永瀬 澄香（川崎医療福祉大学）

［ �それぞれの主張、臨床検査学教育の可能性を探る�
―�短大・専門学校・大学（私立・国立）の果たす役割と連携�
そして企業ニーズ― ］

S1-1 臨床検査技師教育を受けた人材の必要性とその可能性
高橋 志達（ミヤリサン製薬株式会社 事業戦略部／東京研究部）

S1-2 現在の臨床検査技師教育体制における専門学校の役割とあり方
山藤 賢（昭和医療技術専門学校 学校長）

S1-3 次世代リーダーを育成するための臨床検査技師教育のあるべき姿と 
それに向けた取り組み　―国立大学の立場から

永田 浩三（名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学講座）

S1-4 短大での臨床検査技師教育：本物の臨床検査技師を育てるために
伊藤 昭三（新渡戸文化短期大学 臨床検査学科）

S1-5 臨床検査技師教育はどこに向かうのか 
―臨床検査技師教育の課題―

三村 邦裕（千葉科学大学 危機管理学部）

18：00～19：00 情報交換会（ホール）
19：00 クローク終了（第5会議室）
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8月18日（土）　会場：北海道大学 学術交流会館

第1会場：講堂

9：00～10：00 一般演題（大学院）（院生1） 

10：05～11：05 一般演題（大学院）（院生2） 

11：10～12：00 一般演題（大学院）（院生3）

14：00～15：00 特別講演
司会：齋藤 健（北海道大学）

「“Be�gentlemen!”　―北海道大学の目指す大学教育」
名和 豊春（北海道大学 総長）

15：00～16：00 教員研修会・学生向け講演会
司会：鈴木 英明（北里大学保健衛生専門学院）

「�認知症医療に対応できる臨床検査技師の育成�
～卒前教育への導入の必要性～」

浦上 克哉（鳥取大学医学部 保健学科生体制御学講座・環境保健学分野）

16：00～17：00 教育講演3
司会：千葉 仁志（札幌保健医療大学）

「教育と研究の両立、ロールモデルから学ぶ」
　　1 病理・免疫検査学教室の教育と研究

石津 明洋（北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野）

　　2 高度脂質分析ラボにおける教育研究：フロンティアへの挑戦
惠 淑萍（北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野）

17：00～17：30 授 賞 式
17：45～18：45 分科会1, 2, 3
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第2会場：小講堂

9：00～10：00 一般演題（教　員）（教員1） 

10：05～11：05 一般演題（教　員）（教員2） 

11：10～12：00 一般演題（大学院）（院生4）

17：45～18：45 分科会4, 5, 6

第3会場：第1会議室

9：00～10：00 一般演題（教員）（教員3） 

10：05～11：05 一般演題（教員）（教員4） 

11：10～12：00 一般演題（教員）（教員5）

17：45～18：45 分科会7, 8, 9

第4会場：第2会議室

9：00～10：00 一般演題（教員）（教員6） 

10：05～11：05 一般演題（学部）（学部1） 

11：10～12：10 一般演題（学部）（学部2）

17：45～18：45 分科会10, 11

第5会場：第3会議室

9：00～10：00 一般演題（学部）（学部3） 

10：05～10：55 一般演題（学部）（学部4） 

11：10～12：00 一般演題（学部）（学部5）

17：45～18：45 分科会12, 13

第6会場：第4会議室

9：00～10：00 一般演題（学部）（学部6） 

10：05～10：55 一般演題（学部）（学部7） 

11：10～12：10 一般演題（学部）（学部8）

17：45～18：45 分科会14, 15

19：30 クローク終了（第5会議室）
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8月19日（日）　会場：北海道大学 学術交流会館

第1会場：講堂

9：00～11：00 シンポジウム2
司会：斉藤 邦明（藤田保健衛生大学）

医学教育学会共催シンポジウム 

［ �PBL テュートリアル入門　～藤田式 PBL（入門編）の紹介～ ］
大槻 眞嗣（藤田保健衛生大学 医学部）

11：00～12：00 教育講演4
司会：坂本 秀生（神戸常盤大学）

「臨床検査技師として在宅医療へ参加する」
西成田 睦未（医療法人社団杏生会文京根津クリニック）

12：00～12：45 クロージング・トーク／閉会式
司会進行：山口 博之（北海道大学）

「私たちはどこに向かうのか」
山口 博之（北海道大学保健科学研究院 病態解析学分野）

14：00 クローク終了（第5会議室）
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一般演題（教員セッション）　8月18日（土）　会場：北海道大学 学術交流会館

教員1 9：00～10：00　第2会場：小講堂

座長：市野 直浩（藤田保健衛生大学）

教01 臨床検査学科の学生に対する ICTツールを活用した 
アクティブラーニングの効果

奥橋 佑基 東京工科大学

教02 臨床検査技師と管理栄養士を志す学生による合同症例検討演習の取り組みと 
意識調査

鈴木 英明 北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科

教03 本校における遺伝子分析科学認定士学生受験の試み
嶋津 翔太 昭和医療技術専門学校

教04 臨床検査の実践に関わる自動分析法を研究テーマとする大学院教育
松下 誠 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科

教05 検査技師養成校3校と他の医療学生との医療面接の結果を 
学生側と SP側からのアンケートを集計、解析して報告する

神永 教子 NPO法人 響き合いネットワーク東京 SPの会

教06 アクティブラーニング法と e-learning法の有用性を検証した 
ランダム化クロスオーバー試験

小林 浩二 北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科

教員2 10：05～11：05　第2会場：小講堂

座長：渡邉 純（弘前大学）

教07 本校Ⅰ期生における臨地実習で想定される接遇・マナーについて 
事前と事後の自己評価調査結果の報告

鈴木 真紀子 静岡医療科学専門大学校 医学検査学科

教08 臨地実習前指導における実習前試験の実施結果とその活用法についての検討
山口 聡 東洋公衆衛生学院 臨床検査技術学科

教09 臨地実習後の項目別自己評価：OSLE客観評価との関連性の検討
服部 圭一朗 筑波大学 医学医療系

教10 臨床検査の現状への理解－チーム医療・在宅医療を知る
井越 尚子 女子栄養大学栄養学部 保健栄養学学科 栄養科学専攻

教11 本学の臨床検査技師教育における Progress Report on Generic Skills
（PROG）テストを用いたジェネリックスキルの測定

高田 智世 愛媛県立医療技術大学 保健科学部 臨床検査学科
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教12 医療系短大臨床検査科学生における自尊感情と自己有用感について
近末 久美子 川崎医療短期大学 臨床検査科

教員3 9：00～10：00　第3会場：第1会議室

座長：小西 靖志（京都保健衛生専門学校）

教13 細胞写真を用いた講義および試験における準備時間削減の工夫
郡 秀一 杏林大学 保健学部 臨床検査技術学科

教14 寄生虫学実習における反転学習とジグソー法によるブレンド型学習の実践評価
小林 浩二 北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科

教15 医動物学実習における寄生虫卵標本鏡検査試験の実施紹介
松本 珠美 熊本保健科学大学 医学検査学科

教16 バーチャル・スライドを用いた病理組織実習の実施
望月 眞 帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科

教17 臨床細胞病理学実習の新しい取り組み 
―より実践に近い学内実習をめざして―

柳田 隆正 藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床検査学科

教18 病理検査学実習におけるブタ臓器解剖マニュアル導入への試み
安田 聖子 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 医学検査学科

教員4 10：05～11：05　第3会場：第1会議室

座長：奥橋 佑基（東京工科大学）

教19 実験モデル動物を用いた生化学実習への応用
庄司 拓哉 大東文化大学 スポーツ・健康科学部

教20 酵素抗体法を利用した抗核抗体スクリーニングの学内実習導入における 
効果の検討

伊藤 さやか 東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科

教21 免疫検査学実習における学生の思考力を高める課題作成への取り組み
山本 晃司 埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科

教22 輸血検査学実習用抗血清の希釈と凝集反応について
石井 恭子 女子栄養大学 栄養学部

教23 学内実習のための交差混合試験（クロスミキシング試験）疑似検体の作製 
―問題点の検討―

山口 航 香川県立保健医療大学 保健医療学部
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教24 微生物のシンプルな演習は看護学部学生の感染症や 
微生物そのものへの意識を改善する

山口 博之 北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野

教員5 11：10～12：00　第3会場：第1会議室

座長：和田 晋一（香川県立保健医療大学）

教25 生理系専門科目におけるアクティブ・ラーニングの実践
平 千明 信州大学 医学部 保健学科

教26 有意義な臨地実習に向けた学内心電図実習からの底上げ 
～心電図判読試験の導入～

杉本 恵子 藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床検査学科

教27 臨床検査技師養成校における生理検査でのパニック値教育
小宮山 恭弘 森ノ宮医療大学 臨床検査学科

教28 超音波検査実習における習得度向上の試み
後藤 きよみ 関西医療大学 保健医療学部 臨床検査学科

教29 これからの超音波検査を牽引する人材の育成を目指す大学院教育
岡田 一範 北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野

教員6 9：00～10：00　第4会場：第2会議室

座長：井越 尚子（女子栄養大学）

教30 入学直後の基礎学力調査から見えてきたもの
堀田 優子 新潟医療技術専門学校

教31 本学学生におけるGritと就学状況の関係
畑本 大介 静岡医療科学専門大学校 医学検査学科

教32 北里大学保健衛生専門学院における生物学講義の模索
小菅 優子 北里大学保健衛生専門学院

教33 東京工科大学における一期生の国家試験の合否と模擬試験成績の推移
亀田 貴寛 東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科

教34 教科単元ごとのまとめノート（1枚打法）を活用した教育の成果
粕川 明一 陸上自衛隊衛生学校 教育部

教35 Japanese Original Method：寺子屋方式「ご唱和」を活用した講義
政氏 伸夫 北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野
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一般演題（大学院セッション）　8月18日（土）　会場：北海道大学 学術交流会館

院生1 9：00～10：00　第1会場：講堂

座長：小穴 こず枝（信州大学）

院01 インドネシアで分離された CTX-M-15型 ESBL産生 Escherichia coliに 
おける染色体性およびプラスミド性についての分子疫学調査

細谷 砂美子 神戸大学大学院 保健学研究科

院02 インドネシアの尿路感染症患者より分離されたカルバペネマーゼ産生グラム陰
性桿菌の分子疫学的調査

細谷 砂美子 神戸大学大学院 保健学研究科

院03 緑膿菌の腸管経由内因性血液感染機構の解析 -Ⅰ 
～トランスポゾン挿入変異株ライブラリーを用いた 
　Caco-2細胞層透過関連遺伝子の探索～

小村 知央 香川県立保健医療大学大学院 保健医療学研究科 臨床検査学専攻

院04 緑膿菌の腸管経由内因性血液感染機構の解析 -Ⅱ 
～解糖経路関連遺伝子に着目した緑膿菌の Caco-2細胞層透過機構の解析～

尾島 優志 香川県立保健医療大学大学院 保健医療学研究科 臨床検査学専攻

院05 緑膿菌の腸管経由内因性血液感染機構の解析 -Ⅲ 
～線毛関連遺伝子群に着目した緑膿菌の Caco-2細胞層透過機構の解析～

猪野 楓 香川県立保健医療大学大学院 保健医療学研究科 臨床検査学専攻

院06 腟頸管スワブの性器クラミジア検出率と腸内細菌科細菌OTU量について
渡辺 宜典 北海道大学大学院保健科学院

院生2 10：05～11：05　第1会場：講堂

座長：長田 誠（群馬パース大学）

院07 好酸球由来カチオン性タンパクの精製および酸化ストレス下での 
心筋芽細胞保護効果の検討

西村 拓人 岡山大学大学院 保健学研究科 検査技術科学分野

院08 酸化ストレス刺激による大動脈内皮細胞の増殖活性化に関する研究
広重 和哉 山口大学大学院医学系研究科 生体情報検査学

院09 播種性血管内凝固症候群（DIC）の病態形成における酸化ストレスの影響
山﨑 澪 山口大学大学院医学系研究科 生体情報検査学

院10 培養血管内皮細胞が産生する VWF上の血液型抗原に関する研究
中村 優太 藤田保健衛生大学 保健学研究科 臨床検査学領域
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院11 造血器腫瘍における RUNXファミリー遺伝子異常の解析
滝口 槙太朗 文京学院大学大学院 保健医療科学研究科 

院12 造血器腫瘍多発家系における原因遺伝子変異の解析
下村 莉子 文京学院大学大学院 保健医療科学研究科

院生3 11：10～12：00　第1会場：講堂

座長：藤田 和博（大東文化大学）

院13 成人一卵性双生児を対象とした腸内細菌叢と飲酒習慣に関する研究
松本 夏子 大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻 生体情報科学講座

院14 放射線暴露マウスの腸内細菌叢及び腸管上皮組織の変化
坂本 倭 弘前大学大学院 保健学研究科 生体検査科学領域

院15 農薬によって修飾される免疫応答についての基礎的検討
佐宗 香奈子 名古屋大学大学院 医学系研究科

院16 補中益気湯による NK様培養細胞 KHYG-1の細胞傷害活性評価
三輪 詩佳 徳島大学大学院 保健科学教育部

院17 オオバエゾヨモギならびにクマイササ抽出エキスが免疫機能に及ぼす影響
山田 未来 東邦大学大学院 理学研究科

院生4 11：10～12：00　第2会場：小講堂

座長：橋本 克訓（名古屋大学）

院18 Lobular endocervical glandular hyperplasiaの細胞像の数理的解析における
濃度共起行列の条件（距離・量子化）検討

金井 崚 信州大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 検査技術科学分野

院19 プロテアソーム阻害剤と脱ユビキチン化酵素阻害剤がヒト肝癌細胞 HeG2の 
細胞死に及ぼす効果

大野 恵莉菜 大東文化大学大学院 スポーツ・健康科学研究科

院20 HDLの性質・機能に及ぼす赤血球からのコレステロール転送の影響
笹岡 真衣 東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科

院21 肝内胆管癌における TGF-β1, α-SMAとαvβ6インテグリンの発現解析
竹内 美穂 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

院22 蛍光色素標識プライマーによる一塩基多型検出を目的とした 
マルチプレックス PCR法の確立

谷古宇 利樹 文京学院大学大学院 保健医療科学研究科 生体分子機能情報解析学
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学部1 10：05～11：05　第4会場：第2会議室

座長：伊藤 巧一（弘前大学）

学01 FTDP-17変異によるタウ遺伝子スプライス部位二次構造不安定化の検討
梅木 淳祥 麻布大学 生命・環境科学部 臨床検査技術学科

学02 前処理によってホルマリン固定パラフィン包埋組織から抽出した DNA分子の
PCR増幅の改善が図れるか

及川 雄太 埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科

学03 学習環境改善を目的とした酵素抗体法を用いた抗核抗体スクリーニングの体験
吉田 萌香 埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科

学04 酵素抗体法を用いた抗核抗体スクリーニングの臨床応用の可能性
河又 千智 埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科

学05 抗 DNA抗体はβ2-glycoprotein Ⅰと交差反応して 
血栓形成傾向の原因となり得る

槇野 友美 東京医科歯科大学 医学部 保健衛生学科

学06 抗 DNA抗体は細胞表面に付着した DNAや Fcレセプターを介して 
マクロピノサイトーシスで生細胞内に入る

石澤 未来 東京医科歯科大学 医学部 保健衛生学科

学部2 11：10～12：10　第4会場：第2会議室

座長：村本 良三（埼玉医科大学）

学07 臍帯血および骨髄由来 Side population（SP）細胞の血球分化能に関する研究
川島 健太郎 弘前大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻

学08 混合アロ臍帯血移植は致死量放射線曝露個体自身の造血機能を優位に回復する
牧 優冶 弘前大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻

学09 Epstein-Barrウイルス陽性 T、NK細胞培養上清は単球系及び 
血管内皮細胞の凝固活性を亢進させる

立石 萌 東京医科歯科大学 先端血液検査学

学10 Epstein-Barrウイルス陽性 T, NK腫瘍細胞における 
ウイルス由来マイクロ RNAの発現と機能の検討

呉 詩星 東京医科歯科大学 先端血液検査学

学11 白血病細胞の増殖におけるカテキンの効果
志村 佳菜 東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科

一般演題（学部セッション）　8月18日（土）　会場：北海道大学 学術交流会館
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学12 DMSOが白血病細胞の増殖に及ぼす影響
川名 拓海 東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科

学部3 9：00～10：00　第5会場：第3会議室

座長：久保田 亮（埼玉県立大学）

学13 血清グルコース測定試薬「グルコース CⅡ-テストワコー」の性能評価
村上 舞香 札幌医学技術福祉歯科専門学校 臨床検査技師科

学14 女性では血清尿酸値7 ㎎/㎗未満でも生活習慣病のリスクが増加する 
―性差からの検討―

木村 翼 帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科

学15 水の安全性を確保するために出来ること
岡地 莉央 神戸常盤大学 保健科学部 医療検査学科

学16 学生の目から見たネパールの医療現場
綾部 佳奈 神戸常盤大学 保健科学部 医療検査学科

学17 臨床検査技師に対する意識調査　―学生の視点から―
五反田 睦美 東京医科歯科大学 医学部 保健衛生学科 検査技術学専攻

学18 中高生が遺伝子検査技術を理解するための体験型教材の検討
斎藤 未希 麻布大学 生命・環境科学部 臨床検査技術学科

学部4 10：05～10：55　第5会場：第3会議室

座長：野島 順三（山口大学）

学19 G-CSF遺伝子多型が好中球機能に及ぼす影響
遠藤 百恵  桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科 臨床検査学専攻  

分子病理病態学研究室

学20 bFGFによる血管平滑筋細胞の遊走促進における Epac1の役割
近藤 伸世 東京医科歯科大学 医学部 保健衛生学科

学21 Cullin-3ユビキチン複合体による膜型メタロプロテアーゼ制御機構解析
近藤 綾乃 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻

学22 軸索誘導因子セマフォリン3Fは PTEN欠損乳癌細胞の浸潤を阻害する
佐渡 那月 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻

学23 Netrin-1を標的とした新規髄芽腫治療薬の開発 
―髄芽腫モデルマウスの作成と評価―

白石 伊織 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻
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学部5 11：10～12：00　第5会場：第3会議室

座長：新井 智子（埼玉県立大学）

学24 大腸癌細胞における軸索誘導因子 netrin-1遺伝子発現解析
山下 秀和 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻

学25 天然ポリフェノール　フェルラ酸による神経細胞保護作用の分子機構解析
中島 海里 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻

学26 自然免疫活性化甲状腺細胞死誘導機構の解明
牟禮 優菜 帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科

学27 異なる TLRリガンド投与における D-galN感作マウスの臓器障害傾向の違い
御子柴 柊介 帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科

学28 Myeloperoxidaseによる酸化修飾が高比重リポタンパクの 
血管内皮細胞増殖能に与える影響の解析

横山 桃子 東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科

学部6 9：00～9：50　第6会場：第4会議室

座長：川中 洋平（広島国際大学）

学29 画像解析による核異型解析法の確立と 
子宮内膜増殖症・子宮内膜異型増殖症の鑑別

対馬 愛 弘前大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻

学30 子宮頸部 LBC標本を用いた画像解析による核・細胞質の重積を考慮した 
核色濃度定量化の試み

佐々木 崇矩 弘前大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻

学31 神経細胞質内の銀親和性物質（鍍銀陽性小体）に対する 
グルタール固定の有用性

水田 朱音 藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床検査学科

学32 PAM（Periodic Acid-Methenamine silver）染色における反応時間の短縮と 
染色性の安定化についての検討

大西 悠介 大阪医療技術学園専門学校 臨床検査技師科

学33 病理組織標本における伸展条件の影響とその解析
夏目 景生 名古屋大学 医学部 保健学科 検査技術科学専攻
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学部7 10：05～10：55　第6会場：第4会議室

座長：吉岡 治彦（弘前大学）

学34 結晶シリカによる珪肺結節形成への TGF-β・上皮間葉転換の関与
三平 果林 麻布大学 生命・環境科学部 臨床検査技術学科

学35 黄砂・PM2.5による急性肺毒性：自然免疫（インフラマソーム）の関与
片倉 加奈子 麻布大学 生命・環境科学部 臨床検査技術学科

学36 甲状腺髄様癌モデルマウスにおける分子標的薬スニチニブの有効性の検討
田中 日和 名古屋大学 医学部 保健学科 検査技術科学専攻

学37 関節リウマチに対する新規抗体治療法の検討
久保田 千晴  桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科 臨床検査学専攻  

分子病理病態学研究室

学38 抗 CD11b抗体投与による KO1マウスに自然発症する関節炎の抑制効果
菱沼 春華  桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科 臨床検査学専攻  

分子病理病態学研究室

学部8 11：10～12：10　第6会場：第4会議室

座長：藤本 浩章（広島国際大学）

学39 院内感染原因菌に対する酸化チタン光触媒反応を用いた 
PETフィルム抗菌効果の検討

細井 優輝 桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科

学40 培地の違いによる Staphylococcus aureusの 
カロテノイド系化合物抽出色素の比較

佐藤 麻美 桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科

学41 ハチミツの中のボツリヌス菌の検出について
本橋 尚樹 大東文化大学 スポーツ・健康科学部 健康科学科

学42 酩酊症患者由来 Candida albicans2株がもつアルコール産生能の評価
関根 沙樹 帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科

学43 ニプルを通して飲んだ際の、口腔から乳児用飲料内への逆流： 
細菌学的解析

竹中 佑太 新潟大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻

学44 日本海裂頭条虫感染の1症例報告
工藤 裕基 北海道医学技術専門学校



特 別 講 演

「 “Be gentlemen!” 
―北海道大学の目指す大学教育」

司会：齋藤 健（北海道大学大学院 保健科学研究院長）

演者：名和 豊春（北海道大学 総長）

第1会場：講堂

8月18日（土）　14：00～15：00
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特別講演

“Be gentlemen!”
―北海道大学の目指す大学教育

　教育は、社会や国家の「百年の大計」とも言われる。
　北海道大学の源となる札幌農学校の初代教頭であっ
た W.S. クラーク博士は、「国の振興には、農業や産
業も貴重だが、広い素養を有する人材の育成が最も重
要である」と喝破している。
　大学における高等教育は、人類が永年にわたり蓄積
した「知」を次世代に確実に伝えるとともに、新た
な知見を開拓し、それを吸収して人類がさらに発展し、
飛躍することを目的とするものである。このことは、
大学の教養教育においても専門教育においても同様で
ある。つまり、大学教育とは、人類の幸福と安全を増
進することに貢献することにある。
　したがって、教育政策においては、将来の社会や世
代の行方を慮り、新たな方向を創造して、人類の幸福
に寄与できる有為な人材の育成を第一義とし、同時に、
自由闊達で批判的、かつ様々な価値や文化を理解でき
る豊かな人間性を育むことが肝要となる。
　今、我が国は、少子高齢化の進行による18歳人口
の減少や労働人口の減少、世界経済のグローバル化、
アジアを中心とする新興国の台頭による市場競争の激
化に直面している。
　さらに、IoT、AI やビッグデータなどの急速な
ICT 技術の進歩による「第4次産業革命」や「Society	
5.0」と呼ばれる社会・産業構造の急激な変化にも曝
されている。
　この様なめまぐるしく変化する社会情勢の中で、今、
大学では、特定分野における専門知識だけを習得させ
るのではなく、産業の構造変化にも柔軟に対応し、新
たな社会的価値の創造に貢献する優れた人材の育成や、
スマート社会に代表されるよう、社会変革に適応する
ための学び直しの場を提供し、国民一人ひとりの能力
や生産性を高めることが焦眉の急となっている。
　すなわち、我が国の文化や社会、そして産業などの
基盤を支えている大学に対し、全人格的な発展の礎を
築くことができる人材の育成や、社会・経済・文化振

興エンジンとして機能することが期待されている。
　また、グローバル化と科学技術が急速に変革しつづ
ける現代では、「世界規模での優秀な人材の争奪」が
繰り広げられており、大学が中心となって、産業界、
行政機関などとも協働で有能な人材を育成する時代と
なっている。
　北海道大学は、1876年の札幌農学校創設に始まる
日本有数の高等教育機関として、初代教頭であった
W.S. クラーク博士や、その思想を継いだ第2期生で
ある新渡戸稲造先生などのコスモポリタンな精神が、
今も脈々と息づいている。
　大学への進学率が70％を超え、大学の「ユニバー
サル化」が進行する現在では、各大学は、各自の建
学の理念を維持し、更にその内実を時代に合わせて発
展させる責務を負っている。それを具現化する手段が

「ユニバーサル段階」に移行し「機能別分化」した大
学の教育制度であると言えよう。
　北海道大学は、札幌農学校で行われた細かな校則を
排して「Be	gentlemen!」の一言を校則とした、職
業選択とは切り離された「いわゆる紳士、淑女とし
ての人格を作る」ための「リベラル・アーツ」教育
を実践している。
　本日の学術大会において、我が国の臨床検査学を担
う人材の育成について、私からの話しがお役に立てれ
ば幸いであると思います。

名和 豊春
北海道大学 総長



緊 急 講 演

「 臨床検査技師教育内容の 
見直しに関する動向」

司会：奥村 伸生（信州大学）

演者：坂本 秀生（神戸常盤大学保健科学部 医療検査学科）

第1会場：講堂

8月17日（金）　13：00～14：00
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緊急講演

臨床検査技師教育内容の 
見直しに関する動向

　医療職の教育内容見直しとして、2017年3月に「医
学教育モデル・コア・カリキュラム」、2017年10月
に「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」が策
定され、2017年12月に「理学療法士・作業療法士学
校養成施設カリキュラム等改善検討会」が報告書を
まとめた。2018年3月から「診療放射線技師学校養
成施設カリキュラム等改善検討会」が始まり、同年
秋にまとめる予定である。2018年6月時点、臨床検
査技師の教育内容見直しで公的な動きは無いが、
2017年10月に日本臨床衛生検査技師会より「臨床検
査技師教育検討委員会」設立案内があり、日本臨床
検査学教育協議会として意見集約を2017年12月より
開始した。
　臨床検査技師国家試験（以後：国試）受験資格があ
る学校として、「指定校」と「承認校」があり、臨床
検査技師の教育内容見直しでは両者の違いを理解する
ことから始まる。
　「指定校」は文部科学大臣または厚生労働大臣から
指定を受け、臨床検査技師学校養成所指定規則（以
後：指定規則）に従う。指定規則は2000年4月の改正
で教育内容が大綱化し、93単位で各校が特色ある教
育を行えるようになってから18年経つ。
　「承認校」は臨床検査技師等に関する法律施行令に
基づき、厚生労働大臣から国試受験資格の承認を受け
る。そのため「臨床検査技師等に関する法律」にて、
指定校と同等以上の知識及び技能を有すことが条件で
ある。具体的には、医学または歯学の正規課程で卒業
した者、もしくは獣医学、薬学、保健衛生学の正規課
程で卒業し生理学的検査および採血に関する5科目を
履修した者、あるいは大学で17科目を履修した者で
ある。
　2000年の指定規則改正以降、2015年4月「臨床検
査技師等に関する法律」の一部改正により指定校も
承認校も2単位増加で指定校は95単位が必須となっ
た。それ以外にも2004年に全ての国立大学が4年制

へ、2007年に検査説明実施の通達、2011年3月に衛
生検査技師免許の新規交付停止、2017年に法改正で

「検体検査の精度管理」も業務に加わった。臨床検査
業務を取り巻く環境や求められる事が変化していく中、
教育内容が時代に対応しているか確認すると同時に、
必要あれば単位数の増加も含めて見直す時期である。
　ここで留意せねばならないのが、承認制度である。
現行の承認制度は国試出題科目を全て履修せずとも受
験可能であり、臨地実習は90時間と2単位相当で終
えることが可能である。承認校のほとんどを占める保
健衛生学課程を代表とする多数の大学では指定規則と
同等な教育を行っているが、承認校の中には最小限の
承認科目のみ履修し、「指定校と同等以上の知識及び
技能」を教育していると言えない大学もある。臨床
検査技師教育内容の見直しを行う際には、指定規則だ
けでなく臨地実習期間を含めた承認制度の見直しも含
め、いずれの学校を卒業しても時代に則した「知識
及び技能」の担保を行うことが責務である。

坂本 秀生
神戸常盤大学保健科学部 医療検査学科



教 育 講 演 1
「 フィンランドの教育 

―そのしくみと成果」

司会：伊藤 巧一（弘前大学）

演者：横澤 宏一（北海道大学大学院保健科学研究院）

第1会場：講堂

8月17日（金）　14：00～14：30
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教育講演1
フィンランドの教育
―そのしくみと成果

　フィンランドは1917年12月にロシアから独立し、
昨年、独立100周年を迎えた。現在の人口は約550万
人で北海道とほぼ等しい。第二次世界大戦の終結を敗
戦国として迎え、苦難の末、現在では技術立国、福祉
大国として世界に知られるようになった。その活力の
源泉の一つを質の高い教育システムに求めることがで
きる。

【初等教育】	日本で小学校、中学校に相当する基礎教
育の成果としてよく引き合いに出されるのは OECD

（経済開発協力機構）で実施される PISA（Programme	
for	International	Student	Assessment：	学習到達度
調査。調査対象は15歳）で好成績を収めたことであ
る。特に先進41か国を対象に実施された2003年の調
査では、調査4項目のうち読解力と科学的リテラシ―
で1位（日本は12位と2位）、数学的リテラシーと問
題解決能力で2位（日本は6位と4位）となって脚光を
浴び、フィンランドの教育現場に世界中から見学者が
殺到した。高い教育水準の理由として、暗記よりも思
考能力を重視する教育方針、教員当たりの少ない生徒
数と個人に合わせた教育内容、教員の社会的地位の高
さなどが挙げられる。

【高等教育】	日本で大学に相当する教育機関は大学と
ポリテクニック（専門大学）である。医療専門職の場
合、医師が大学で、他はポリテクニックで養成される。
しかし大学とポリテクニックに上下関係はなく、学生
の人気も同程度に高い。学問を修めたいか、専門家に
なりたいかの選択である。統合が進み、かつて20校
あった大学が16校に、26校あったポリテクニックが
18校になったが、今のところ大学とポリテクニック
が統合されたことはない。医療専門職養成校に専門学
校、短期大学、大学が併存する日本とは、基本的な考
え方が異なるようである。
　フィンランドはサンタクロースやムーミンの故郷で
あり、美しい森と湖と古城、白夜とオーロラ、洗練さ
れた北欧デザインなどでも知られ、おとぎの国のよう

なイメージがある。しかし、独立に至るまでは長く大
国スェーデンやロシアの支配下にあり、第二次世界大
戦後も東西両陣営に挟まれながら独立を維持し、経済
発展を遂げてきた。その外交政策の基本は透徹したリ
アリズムにあるとされる。フィンランドの教育に関し
ても、理想としてではなくリアリズムの結果としてと
らえるほうがいいのかもしれない。
　私は日本学術振興会の特定国派遣研究者事業で
2009年に約半年間、フィンランドのヘルシンキ工科
大学に滞在した。この貴重な経験をベースに、その後、
大学院生をフィンランドの大学に2週間程度派遣する
事業を6回にわたって実施し、並行して共同研究を継
続してきた。私は教育の専門家ではないので、講演で
は現地での見聞に基づくフィンランドの教育に重点を
おいてお話ししたい。

【参考文献】	
1）	 	石野裕子「物語フィンランドの歴史」	

中公新書（2017）
2）	 	図表でみる教育（Education	at	a	Glance）OECD	

インディケータ　http://www.mext.go.jp/b_
menu/toukei/002/index01.htm	

（2000年～2017年を収載）

横澤 宏一
北海道大学大学院保健科学研究院



教 育 講 演 2
「 国立大学臨床検査技師教育協議会の取り組み

と日本臨床検査学教育協議会との連携」

司会：細井 英司（徳島大学）

演者：廣畑 聡（岡山大学大学院 保健学研究科）

第1会場：講堂

8月17日（金）　14：30～15：00
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教育講演2
国立大学臨床検査技師教育協議会の取り組みと 

日本臨床検査学教育協議会との連携

　国立大学臨床検査技師教育協議会は衛生技術学科を
開設した全国の国立大学20校からなる。臨床検査技
師教育を行う国立大学相互間の緊密な連絡と協力によ
り、臨床検査技師育成に関する教育及び研究等につい
ての諸問題を協議し、その振興に寄与することを目的
として以下の事業を行っている。

（1）臨床検査技師育成の振興に必要な調査研究
（2） 教育及び研究上の会員校相互の協力援助に関する

事項
（3）その他、本会の目的達成に必要な事項
　日本臨床検査学教育協議会においても各部会が様々
な調査や取組みを行っているが、国立大学臨床検査技
師教育協議会としても近年、将来計画構想について議
論が行われ、その中から新たな取組みを始めるなど動
きがみられる。

　一方で、日本臨床検査学教育協議会から臨床検査技
師教育内容の見直しについての意見照会があり、国立
大学臨床検査技師教育協議会総会においても活発な議
論が行われた。教育内容の見直しについては、国立大
学の中でも様々な立場や意見があり、指定校と承認校
という制度上の違いもある。総会においては議論の末、
最終的に、日本臨床検査学教育協議会に加盟している
我々国立大学は、国立大学臨床検査技師教育協議会と
しての立場からステートメントを日本臨床検査学教育
協議会に提出すべきであるという結論に達し、提言を
行うこととなった。

　講演では、現在の国立大学が直面している状況につ
いて述べさせていただくとともに、日本臨床検査学教
育協議会に加盟している国立大学としてどのように貢
献していくことができるのか議論させていただきたい。

廣畑 聡
岡山大学大学院 保健学研究科



教 育 講 演 3
「 教育と研究の両立、 

ロールモデルから学ぶ」

司会：千葉 仁志（札幌保健医療大学）

演者： 石津 明洋（北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野） 
惠 淑萍（北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野）

第1会場：講堂

8月18日（土）　16：00～17：00
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教育講演3-1

病理・免疫検査学教室の教育と研究

　北海道大学における病理・免疫検査学教室は、教授
1名、助教2名、学術研究員1名と、大学院生（博士後
期課程・修士課程）、卒業研究生により構成されてい
る。院生と卒研生の人数は年度によって変動するが、
例年院生2名、卒研生4名ほどである。当教室が主体
となって担当する授業は、組織解剖学、組織学演習、
病理学概論、基礎免疫検査学（以上、学部2年次）、
器官病理学、病理学演習、細胞診断学講義演習、応用
免疫検査学、免疫検査学演習（以上、学部3年次）、
卒業研究（4年次）、免疫病態学特論・特論演習、保健
科学研究（修士課程）、生体情報機能解析学特講・特
講演習、保健科学特別研究（博士後期課程）と多岐に
わたる。学部の演習には、3名の教員に加え、大学院
生がティーチングフェローまたはティーチングアシス
タントとして参加し、学術研究員もボランティアで協
力してくれている。卒業研究期間中に開講される組織
学演習は、卒研生にも手伝ってもらっており、一家総
出といった様相である。
　教室の主要な研究テーマは自己免疫疾患の病因病態
解析であり、特に病原性自己抗体の病態への関与に着
目した研究が展開されている。研究手法は、組織切片
作製、免疫染色を含む各種染色、フローサイトメト
リー、ウェスタンブロッティング、ELISA などであ
り、その多くは病理・免疫検査学の講義・演習で扱っ
ているものである。ここに、教育と研究のリンクが生
じている。教員スタッフと大学院生は個別のテーマに
取り組み、卒業研究期間中は卒研生の指導も担当する。
卒研生はメンターの指導下に研究のいろはを学ぶとと
もに、成果公表時には共同研究者としてオーサーに加
わる。
　このように、本研究室では教育と研究の分け隔ては
少なく、むしろ混然一体となって進行しているのが特
徴と言える。

石津 明洋
北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野



	 臨床検査学教育 Vol. 10, Supp. （2018）	 37

教育講演3-2
高度脂質分析ラボにおける教育研究： 

フロンティアへの挑戦

　北海道大学は、「フロンティア精神」を教育研究の
基本理念の第一に掲げている。北海道大学保健科学研
究院・学院は設置にあたり、予防医療・健康科学を目
指すべきフロンティアの一つと定めた。フロンティア
開拓のために、研究教育で重点的に取り組んだことを
紹介する。北大の他の基本理念である「国際性の涵
養」、「全人教育」、「実学重視」もこの取組みの中で
実現されつつある。
1. フロンティアへの挑戦
	 	　既存の臨床化学は疾病の診断を主な目的とする。

そのため、予防医療や健康科学に役立つ検査は少
ない。目的に合う新しい検査を開発するには、物
質の合成や分析の能力を高めて、挑戦的に研究に
向かい、　その中で人材を育成する道がある。筆者
の健康イノベーションセンター / 高度脂質分析ラ
ボ（以下、ラボ）では、医学・薬学・水産学・獣医
学・農学・理学などの博士研究者を集め、臨床化
学・物理化学・生化学・分析化学・合成化学・食
品化学・毒性学にまたがる研究を行っている。学
生も研究グループの一員となるが、初めて化学合
成をする学生も意外に楽しんでいる。ラボは多分
野融合的研究を目指しており、毎週1回、全員参加
で、半日をかけて実験ゼミ（プログレス・レポー
ト）を行っている。共通する研究テーマは脂肪滴、
酸化・抗酸化、生理活性脂質である。講演では学
生たちの研究を紹介する予定である。

2. 国際性の涵養
	 	　ラボの教員の国籍は日本、中国、エジプトで、

一時は台湾、ネパールもいた。現時点で外国人教
員6名、日本人教員3名である。3名の留学生もい
るので、ラボの公用語は英語である。学生は教員
から個人指導（英語が多い）を受け、実験ゼミでも
英語で進捗を報告する。国際的雰囲気の中で学生
は英語コミュニケーション力を自然に身につける。
また、北海道大学では「北海道大学交流デー」を

海外で開催しているが、筆者は平成25年度から中
国の14の大学・病院を学部生（3,	4年生）と大学院
生を伴って訪問してきた。訪問先でも学生は英語
で研究成果を発表し、相手側の教員・学生と英語
で交流する。学生には刺激になるらしく、参加し
た検査技術科学専攻の学部生は殆どが大学院に進
学した。

3. 産学連携から実学を学ぶ
	 	　ラボでは、この10年余りの間、食品企業あるい

は検査企業と常に共同研究を進めてきた。実用化
に向けた研究開発（機能性食品、測定デバイス、検
査試薬）、特許出願、共著論文などに教員と共に学
生が参加することで、実学を実践している。ラボ
で学んだ学生の中には製薬・検査・治験・IT など
の企業に進む者がいるが、ラボのこのような雰囲
気が影響を与えていると考えている。

4. 全人教育
	 	　学生たちは異分野の学問と外国人研究者に接し、

海外の大学や企業人との交流を介して、広い世界
観、多様性の理解、積極性と逞しさを身につける
ことができる。

惠 淑萍
北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野
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教 育 講 演 4
「 臨床検査技師として 

 在宅医療へ参加する」

司会：坂本 秀生（神戸常盤大学）

演者： 西成田 睦未（医療法人社団杏生会文京根津クリニック）

第1会場：講堂

8月19日（日）　11：00～12：00
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教育講演4

臨床検査技師として在宅医療へ参加する

　少子高齢化が進む中、団塊世代が後期高齢者になる
2025年を目途に、厚生労働省は “ 地域包括ケアシス
テム ” の構築を進めている。可能な限り住み慣れた地
域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること
ができるよう、地域の特性に応じて包括的な支援や医
療・介護サービスの提供体制を整えていこうとするも
のである。その取り組みの一つとして、在宅医療は欠
かせないものとなっている。
　在宅医療（訪問診療）は、疾病・傷病のため独力で
の通院が困難な方を主に対象としている。脳血管疾患
や、神経難病、認知症、先天性の障がいにより外来通
院が困難であったり、がんなどで人生の最終段階を自
宅で過ごしたい方などがフォローされている。そのよ
うな状態の方々が自宅で過ごすには、ご家族や多くの
専門職種のサポートが必要になってくる。病院ではコ
メディカルを含む院内での多職種連携が求められるが、
在宅では医療職はもちろんのこと、患者の生活を支え
る介護職の方々をはじめ、地域におけるあらゆる立場
の方々との連携が非常に重要である。
　当院は、在宅医療専門のクリニックとして2005年
に開設した。多くの大学病院がある東京都文京区に位
置し、約120名の患者をフォローしている。患者の9
割は75歳以上の後期高齢者である。職員は、常勤医
師1名（院長）、非常勤医師7名、看護師2名（非常勤
含む）、臨床検査技師1名、管理栄養士2名、医療事
務1名である。
　当院では、患者宅へは、医師と看護師又は臨床検査
技師が運転手の車で向かう。同行する臨床検査技師の
業務としては、バイタルサインの測定、医師の診察補
助、必要に応じて採血、心電図検査、超音波検査、検
体採取、POCT（Point	of	Care	Testing：臨床現場即
時検査）がある。そのほか、処方箋やカルテの記載漏
れの確認に加え、診療上の変更点などを、薬剤師や訪
問看護師、ケアマネジャーに電話連絡することもあれ
ば、診察に同席出来なかった家族に対し情報提供や協

力依頼を行うこともある。
　現時点では、在宅医療に関わる臨床検査技師は少な
い。そのような現状があるなか、臨床検査技師が在宅
医療において一定の役割を果たすためには、臨床検査
技師が専門とする業務を担うと同時に、自らの視点や
人間力を用いて患者中心の医療に貢献し、チーム医療
のメンバーとして存在感を発揮する必要がある。その
ためには、在宅医療に関する専門知識や理解はもちろ
ん、患者に寄り添えるコミュニケーション力、主体性
をもって問題発見し他の医療者と協働して問題解決に
あたる力が求められる。そのための教育が、臨床検査
技師養成課程において取り入れられれば、在宅医療へ
の参加も一つの選択肢としてなり得ると考える。

西成田 睦未
医療法人社団杏生会文京根津クリニック



司会： 戸塚 実（東京医科歯科大学） 
永瀬 澄香（川崎医療福祉大学）

第1会場：講堂

8月17日（金）　15：15～18：00

S1-1 臨床検査技師教育を受けた人材の必要性とその可能性
高橋 志達（ミヤリサン製薬株式会社 事業戦略部／東京研究部）

S1-2 現在の臨床検査技師教育体制における専門学校の役割とあり方
山藤 賢（昭和医療技術専門学校 学校長）

S1-3 次世代リーダーを育成するための臨床検査技師教育の 
あるべき姿とそれに向けた取り組み　―国立大学の立場から

永田 浩三（名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学講座）

S1-4 短大での臨床検査技師教育：本物の臨床検査技師を育てるために
伊藤 昭三（新渡戸文化短期大学 臨床検査学科）

S1-5 臨床検査技師教育はどこに向かうのか 
―臨床検査技師教育の課題―

三村 邦裕（千葉科学大学 危機管理学部）

シンポジウム1
「 それぞれの主張、臨床検査学教育の 

可能性を探る 
― 短大・専門学校・大学（私立・国立）の 

果たす役割と連携そして企業ニーズ―」
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S1-1
臨床検査技師教育を受けた人材の 

必要性とその可能性

　臨床検査技師とはその名の通り患者を様々な角度か
ら検査し、そのデータを診断に役立てるのが仕事とさ
れており、近年の高度化・複雑化する臨床検査の中で
の専門性が問われている。特に、少子高齢化や医療費
の高騰を迎えた現代においては疾病の予防や早期発見
という観点から、健康診断や人間ドッグなどにも広がっ
てきている。
　一方、病院や病床を持たないクリニックや健診セン
ター、及び臨床検査センター以外での臨床検査技師の
活躍の場として製薬企業、検査診断薬を含む医療機器
メーカーや治験業界がある。
　いずれの業界においても臨床検査技師としての教育
を受け検査値またはその変動を読み取る能力が必要で
あり、医薬品や医療機器の臨床開発業務、特に臨床開
発モニター（CRA）として期待される。CRA には治験
の科学的エビデンスの確保や GCP（医薬品の臨床試験
の実施に関する省令）及び治験実施計画書に基づいた
治験自体の品質管理の確保、更には医師とのコミュニ
ケーション能力なども要求され、臨床検査技師の特殊
性を活かせる業種である。また、本分野には製薬企業
から委託を受けて、治験を実施する医療機関と契約し
実質的な治験業務を支援する治験施設支援機関

（SMO）や、製薬企業から直接委託を受けて医薬品の
臨床開発の一部または全般を受託実施する医薬品開発
業務受託機関（CRO）がある。これらの業務では、臨
床検査技師としての検査値の読み取り能力が問われ、
被験者の臨床検査値を把握し、有害事象をいち早く見
出して医師へ助言、症例報告書の作成を行うなどの重
要な役割を担っている。
　演者の所属企業は、プロバイオティクスと呼ばれる
生きた細菌を用いた医薬品、すなわち生菌整腸剤を製
造販売する製薬企業であり、偏性嫌気性芽胞形成細菌
である Clostridium butyricum	MIYAIRI588株（酪酸
菌）を用いた製剤は、過敏性腸症候群や感染性下痢症
の治療、抗菌薬誘導下痢症などに用いられている。当

社では、複数の臨床検査技師が研究開発業務に従事し
ている。主な業務は、安全性試験や臨床研究時の検査
数値の把握による有効性及び安全性の確認に加え、生
きた微生物を扱う特殊性から、細菌検査技術も大いに
役立っている。特に、病原体の取り扱いや分離同定技
術の教育を受けてきた検査技師は、即戦力として活躍
してくれている。
　本講演では、主に、企業での臨床検査技師の活躍が
期待される領域を自社の経験を含めて概説してみたい。

高橋 志達
ミヤリサン製薬株式会社 事業戦略部／東京研究部
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S1-2
現在の臨床検査技師教育体制における 

専門学校の役割とあり方

　最初に大会長からいただいた演題名は「専門学校
の生き残り戦略と他教育機関との連携から生まれるも
の（仮）」であった。これを読んで、専門学校は生き
残れないと思われており、他教育機関との連携が必要
と思われているのだなぁとまず思った（笑）。決して
嫌味で言っているのではなく確かにその通りであると
素直に私も思う。ただ今の所、本校はまだ生き残って
おり、他の教育機関との連携もしていない。なので、
一般的な専門学校の立場での話はもちろんであるが、
今回は私の私的意見も含めて本校で行っている実践教
育を検証しつつ、今後のあり方を考えてみることとし、
タイトルも変更させていただいた。そもそも、私は、
医療人に必要な要素の中で、何が一番必要かと問われ
たら、本質的には「感性」であると思っている。知識、
技術はもちろん必要であり、それはどんな職種でも同
様である。しかし、医療の現場で活躍する、人の命に
関わり、支える医療人は、特別な存在である。その志
とは別に、人に関わる感性があるかないか、そこが医
療人としての資質を分ける最大の部分と思っている。

「人の心に寄り添う」という事を大事に考え、本校に
おける教育の真ん中に据え、私自身も先日まで医療系
雑誌で、同タイトルの連載もしていた。これは、現在
のチーム医療という概念の中では、なおさら必要と
なってくる考えだと思っている。あとは、どんな状況
を前にしても、そこに立ち続ける力、これも大変重要
である。これは、体力的な事も精神的な事も含めてで
ある。この2つの要素を持ってして、臨床検査技師は
医療人の一員として胸を張れる存在となる。臨床検査
技師という医療人は資格業である以上、誰もがなれる
仕事ではない。必要な単位と実践、国家資格を経て、
初めて医療の現場に立てる。そのような観点から考え
るに、まずは、医療人であるという担保が必要であり、
その上での多様性という考え方を持つべきであろう。
そのような医療人教育の真ん中の部分は、現在の教育
体制の中では、大学、短大、専門学校の内、指定規則

ということも含めて専門学校が一番くくりとしては
担っている。大学、承認校というシステムが取りざた
されるが、専門学校は、全て指定校であり、そこに入
学してくる学生は全て臨床検査技師の資格を取ること
を目的にしている。わかりやすく言えば、大学、短大
の卒業生の中には、国家資格を得なくてもかまわない
学生もいるが、専門学校の教育体制の中では、それは
ない。だからこそ、医療人教育に特化した内容をより
濃く、自由に設定できる。しかし、それは、規則に縛
られたもの、医学教育に特化したものという意味では
ない。コアな教育部分を担保しつつ、より広く深い医
療人教育を出来る環境にあるということである。専門
学校のいいところは、指定校である中で、自由という
名の元に悪いことをしようと思ってもその制度上『出
来ない』ところにある。なんでもできることが、自
由と多様性ではない、太い軸があるからこそ、多様性
は生まれる。私は、専門学校を代表して何かを言える
立場には全くないが、当日は、本校における実践教育
も含めて、お話できればと思っている。

山藤 賢
昭和医療技術専門学校 学校長
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次世代リーダーを育成するための臨床検査技師 

教育のあるべき姿とそれに向けた取り組み
―国立大学の立場から

　平成16年度に法人化された国立大学は、平成28年
度より国立大学改革プランの第3期中期目標期間に入
り、ミッションの再定義に基づき自主的・自律的な改
善・発展を促す仕組みを構築しつつ、持続的な競争力
を持ち、高い付加価値を生み出す国立大学へ成長する
ための取組が進められている。加えて、本学は平成30
年3月に指定国立大学に指定され、国際的な競争環境
の中で、世界の有力大学と伍していくことが求められ、
社会や経済の発展に与えた影響と取組の具体的成果を
積極的に発信し、国立大学改革の推進役としての役割
を果たすことが期待されている。
　保健学科は平成24年度に大学院講座化され、教育と
研究の主体が大学院に移り、研究力の向上に重点が置
かれるようになった。ミッションは、実践科学の学術
的追求を通じて現代保健医療の問題解決に向けた研究
開発マインドを持つ指導的高度医療人の養成である。
　当専攻／講座では、これまで、医療機関で働く臨床
検査技師を中心として、医療関連企業の研究職や臨床
開発職、公的研究機関の研究員、大学教員、行政職等、
多様な領域に人材を輩出してきた。これらの実績とと
もに、今日、当専攻／講座が抱える課題および求めら
れている期待などを踏まえて、保健医療界のリーダー
として活躍できる高度人材を幅広く育てる。その際、
例えば、大学等で開発された基礎技術を医療現場へ橋
渡しすることのできる人材の育成は今後の教育方針を
考える上で重要な視点の1つとなると思われる。また
健康長寿社会の実現に向けた産学連携を含む研究活動
は、イノベーションの創出とともに医療機器、健康食
品、遺伝カウンセリング、バイオインフォーマティク
ス等に関わる人材育成に貢献するため、推進すべきで
ある。
　知識基盤社会をリードする卓越した博士人材の育成
は本学の重要な使命である。これには博士課程学生の
キャリアパスと経済的支援の充実が不可欠である。

キャリアパスに関しては、受け入れ側の意識改革も必
要であるため必ずしも一朝一夕には進まないが、少な
くとも医療機関の幹部候補者や大学教員希望者など、
PhD 取得の必要性の高い人については、今後、さらに
積極的に博士課程にリクルートする必要があると考え
る。また PhD 取得者を研究職で採用する医療関連企
業が現れ始めたのは朗報であり、PhD（医療技術学）が
どのような分野や領域で強みを発揮し得るかを見極め
るとともに、優秀な PhD を輩出し続けて PhD の社会
的地位を欧米並みに高める必要がある。経済的支援に
関しては、奨学金とともに、グローバルリーダーの育
成の観点からも既存の博士課程教育リーディングプロ
グラムの成果を踏まえて、卓越大学院プログラム、ジョ
イント・ディグリープログラムの発展が期待される。
　上記高度人材育成のため、部局の改組やカリキュラ
ム再編などの取組が鋭意進められている。

永田 浩三
名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学講座
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短大での臨床検査技師教育： 

本物の臨床検査技師を育てるために

【はじめに】	現在大学全入時代の18歳人口は13年後
に19万人が減少し、その人数は1,000人未満の大学
408校の総定員数と同じくらいになり、その校数の定
員割れもしくは閉校する大学、短期大学、専門学校が
現れる計算になる。この少子化の中で将来、数ある医
療職の中の臨床検査技師に就きたい受験生はどのくら
いになるのだろうか。その状況で全国の臨床検査技師
養成校数は2018（平成30）年現在89校に増加してい
る。関東圏内に限っていえば30校（大学19、短期大
学2、専門学校9）であり、臨床検査学関係の大学院
教育をおこなっている大学・大学院も増えている。国
家試験の合格率は4年制大学と3年制で変わらなく
なってきており、しかも今まで以上に大学卒業生のス
キルが向上しているようにみえる。
　また出口の就職については、戦後の団塊世代が後期
高齢者に突入する7年後の2025（平成37）年の高齢化
の進展に伴い、医療・介護費等が増大する中で臨床検
査技師が保健・医療・介護の分野で生き残れるために
は何が必要なのか考えなければならない。
　短期大学の個性・特色は、地域の身近な高等教育機
関として、短期間で大学としての教養教育やそれを基
礎とした専門教育を提供する点にある。その使命の中
でどのような臨床検査技師を短期大学の3年制で教育
できるのか、おかれている状況を踏まえ、本短期大学
の教育の現状、問題点と到達目標を「人格の形成」
と「社会人基礎力」の育成、「臨床検査技師としての
基礎力」の充実、「将来構想を描く力とスキルアップ
力」の持続力に分けて報告する。

【人格形成と社会人基礎力の育成】	人格形成と社会人
基礎力の育成は学ぶ姿勢・人との接し方から修得する。
a.	社会的マナーの育成
b. 教員との交流
c. 同級生や学年を超えての交流

【臨床検査技師としての基礎力の充実】	学ぶ基礎力は
知識だけでなく、臨床検査で使用する簡単な機器操作
を習慣化する。
本学科の使命（臨床検査の専門家の育成）
a. 臨床検査技師国試合格に必要充分な知識の修得
b.  臨床検査技師として持っていなければならない知

識・技術の修得
　学内実習・5ヶ月間の臨地実習で基礎的な反応原理
の理解を目的とするものから現場で即実践できる技術
まで幅広く網羅し、経験させる。

【将来構想を描く力とスキルアップ力の持続力】	臨床
検査技師免許を取得すれば就職に今のところ困らない
が、昨今の臨床検査技師を目指す学校の増加や2025
年問題の不確定な医療状況を考え、少しでも在学中に
役に立つ資格を目指すことが、将来構想に必要で臨床
検査技師としての生き残りに繋がると考えている。

伊藤 昭三
新渡戸文化短期大学 臨床検査学科
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臨床検査技師教育はどこに向かうのか

―臨床検査技師教育の課題―

【はじめに】	臨床検査技師教育は昭和33年から開始さ
れた衛生検査技師教育から数えると今年で60年になる。
その間に教育内容も大きく変化し、そして充実したも
のとなった。今までの教育は、精密度、真度のある検
査結果を迅速に臨床側に報告するための技術教育が中
心に行われてきた。しかし、それは自動化が進み、臨
床検査技師の神業的技能は必要ではなくなった。それ
に替わって、観察力や洞察力そして分析力などの科学
する力が必要となり、検査した結果が適切なのか、そ
れが示す意義は何かを考えることができる豊かな学識
が求められるようになった。それに加えこれらのこと
を臨床側にあるいは患者にコンサルテーションできる
力も必要となってきている。　

【臨床検査技師教育の課題】
1. 指定規則・ガイドラインの改訂
	 	　指定規則は、3年制教育施設と一部大学（平成30

年では4校）に適用される教育に関する規則である。
前回の改正は、平成12年であったため、既に18年
が経過している。その間、医療の発展や臨床検査方
法の改善あるいは遺伝子関連検査などの新たな臨床
検査が加わってきた。そのため総単位数の見直しや
臨地実習の期間や内容を含むあり方も検討する時期
となった。また機器備品の改訂に加え、専任教員の
要件など他の医療技術教育と同様な基準を設ける必
要もあると思う。このことは、指定規則に則って教
育を行っている指定校に限ったことではなく、特に
教育内容や臨地実習に関しては科目承認校において
も適用されるべき事項であると考える。

2. 国家試験受験資格の見直し
	 	　現在、大学を卒業することで臨床検査技師の国家

試験を受験できるのは、医学部・歯学部の卒業生、
また獣医学、薬学、保健衛生学などで法律施行令第
18条第3号に基づく6科目を履修した者、さらに理
学部、工学部、栄養学部等で法律施行令第18条第3
号の二に基づく12科目と前述の6科目を加えた合計

18科目を履修した者となっている。このように臨床
検査技師国家試験を受験できる教育は、指定校を含
め多岐に亘っている。今後の医療を担う優秀な臨床
検査技師を育成するためにはこの国家試験受験見直
しを計る必要があると思う。しかし、法律、政令、
省令改正が必要となるため一筋縄ではいかないこと
が予想される。

【おわりに】	今後の教育は知識と技術の習得のみなら
ず、医療人としての人格そして風格を高め、理解力、
情報収集能力を習得し、分析力、判断力、決断力を確
かなものとし、国際社会のニーズに応える研究心旺盛
で問題解決型思考力を有する高度専門職業人を養成す
ることにあると考える。その解決のためには、臨床検
査学を構築することにあると思う。それは医師にも看
護師にもそして薬剤師にもできないもの、すなわち臨
床検査技師にしかできないものを見いだすことにある
と思う。臨床検査技師としてのアイデンティティーが
確立できれば、医療の中でなくてはならない必要不可
欠な人材と成り得よう。
　

三村 邦裕
千葉科学大学 危機管理学部



シンポジウム2
医学教育学会共催シンポジウム

「 PBL テュートリアル入門 
～藤田式 PBL（入門編）の紹介～」

司会：斉藤 邦明（藤田保健衛生大学）

演者： 大槻 眞嗣（藤田保健衛生大学 医学部）

第1会場：講堂

8月19日（日）　9：00～11：00
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S2
PBL テュートリアル入門

～藤田式 PBL（入門編）の紹介～

　医療人は、生涯にわたり自ら学び続ける必要がある。
それ故、能動的学修（アクティブ・ラーニング）の必
要性が提唱されています。能動的学修を促す教育技法
として、「PBL テュートリアル」、「チーム基盤型学
習（TBL：	Team-based	 learning）」といった小グ
ループ学修があります。
　今回は、PBL テュートリアルをご紹介します。

「PBL	（Problem-based	learning）」とは、「問題に基
づいた学習」、「テュートリアル」とは、「テュータが
少人数の学生を指導する形態」です。両者を合わせ
たのが、PBL テュートリアルです。PBL テュートリ
アルは、学生主導の教育であり、教員の役割は、
テュータとして学生の学修や討論を支援することです。
学生に「魚を与えるのでなく、魚の釣り方を学生に
教える」のがテュータの役割です。
　本学医学部では、「藤田式 PBL」という独創的な
PBL テュートリアルを行っています。入学直後の1年
生を対象に「藤田式 PBL（入門編）」を行います。基

礎医学を学んだ後、3、4年生を対象に「藤田式 PBL」
を行います。診療の流れを重視した臨床問題解決型の
PBL テュートリアルです。独創的なスタイルであり

「藤田式 PBL」と名付けました（医学教育42.	135-
140,	2011年）。
　「藤田式 PBL」には、3つの STEP があります（表1）。
1日目の最初に、グループメンバー間で自己紹介等を行
い（アイスブレイク）、雰囲気が和んだ後、問題点の発
掘（STEP1）を行います。1日目から2日目の間、学生
は学修課題の自己学修（STEP2）を行います。2日目に、
知識の共有（STEP3）を行います。事後に、自らの学
修（STEP1～3）に関する振り返りを促します。
　今回のシンポジウムでは、藤田式 PBL（入門編）の
STEP1をご紹介します。皆さんの学校でも PBL
テュートリアルを始めてみませんか！

○大槻 眞嗣、飯塚 成志、若月 徹、林 孝典、守口 匡子
藤田保健衛生大学 医学部

最　初 アイスブレイク ・	グループメンバー間で自己紹介等を行い、雰囲
気が和むようにする。

STEP 1 学修課題の発掘 ・	小グループ学修により、学生が問題点（わからな
いこと、知らないこと）を発掘する。

・	問題点を発掘しなから学修課題を見つける。

・	グループで相談して、学修課題を分配する。

STEP 2 学修課題の自己学修 ・	学生が、個人で学修課題について調べる。

STEP 3 知識の共有 ・	学生は、自分が調べた学修課題をグループメン
バーに説明する。

事　後 振り返り ・	学生は、自らの学修について振り返る。

表1　藤田式 PBL における3つの STEP



教員研修会・学生向け講演会

「 認知症医療に対応できる臨床検査技師の育成 
～卒前教育への導入の必要性～」

司会：鈴木 英明（北里大学保健衛生専門学院）

演者：浦上 克哉（鳥取大学医学部 保健学科生体制御学講座・環境保健学分野）

第1会場：講堂

8月18日（土）　15：00～16：00
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教員研修会・学生向け講演会

認知症医療に対応できる臨床検査技師の育成
～卒前教育への導入の必要性～

【はじめに】	日本に認知症患者は462万人と厚生労働
省から報告され、65歳以上の7人に1人が認知症とい
う時代である。さらに、認知機能が低下している軽度
認知障害（MCI）は400万人と報告され、MCI まで含
めると65歳以上の4人に1人は認知機能が低下してい
る高齢者ということになる。そこで、国は国家戦略と
して認知症施策（新オレンジプラン）を策定し取り組
んでいる。その中で、認知症医療には全での医療・介
護職が関与し取り組むことが求められているが、臨床
検査技師は出遅れていた。2012年4月から、髄液中
タウ蛋白がクロイツフェルトヤコブ病（CJD）を、髄
液中リン酸化タウ蛋白が認知症を対象として保検収載
された。そのため、臨床検査技師が認知症診断に直接
関与する検査を行うことが可能になった。その他、認
知症の病態把握に役立つ検査や治療評価に有用な検査
も多くある。これからは認知症医療の現場で臨床検査
技師が診断、治療効果判定に役立つ検査を積極的に行
う必要がある1）。そこで、日本臨床衛生検査技師会と
日本認知症予防学会とが共同して認定認知症領域検査
技師制度を開始した。
　認知症診断や治療に役立つ具体的な検査法として、
髄液中タウ蛋白と髄液中リン酸化タウ蛋白の測定、
MRI 検査、頸動脈エコーと頭蓋内エコー、脳波、
NIRS、物忘れ相談プログラムと TDAS などがある。
認定認知症領域検査技師は検査が適切に行えるだけで
なく、認知症という病気を正しく理解して検査を行う
場面等で、適切な接し方や配慮ができることが求めら
れる2）。
　国民病と言われるに至っている認知症を学部学生が
十分学ぶことなく社会に出ることは時代のニーズに応
えているとは到底いえない。日本臨床衛生検査技師会
が認定認知症領域検査技師制度を作って卒後教育を開
始しているが、今後は日本臨床検査技師教育協議会が
卒前教育への道筋をつけていくことが期待される。

【参考文献】	
1）	 	浦上克哉．認定認知症領域検査技師に期待するもの．

検査と技術2015；	43（12）：	1230-1231
2）	 	浦上克哉：これでわかる認知症診療～改訂第2版～．

南江堂（東京），2012.

浦上 克哉
鳥取大学医学部 保健学科生体制御学講座・環境保健学分野
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「私たちはどこに向かうのか」

講演・司会進行：山口 博之（北海道大学保健科学研究院 病態解析学分野）

第1会場：講堂

8月19日（日）　12：00～12：45
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クロージング・トーク

私たちはどこに向かうのか

　今回のテーマは、「多様性の創成：	進化する臨床検
査学教育」。学会 HP にも記載させていただきました
が、健康と医療に関する包括的な知識と技能を横断的
に身につけた学生の進路は、極めて多岐に渡ります。
病院のみならず製薬や食品系さらにそれ以外の一般企
業も、就職先のターゲットです。就職先の多様化から
は、検査技術科学の学びが学生の視野を着実に広げて
いるということと、受け入れる側の期待の大きさを計
り知ることができます。このような実情を踏まえ、置
かれた場に適応しその職種の中核を成していくための
人材をいかに育んでいくのか、多角的な視点から議論
する機会を設ける必要性を痛感しているからこそ、こ
のようなテーマといたしました。
　一方、多くの検査教育に従事する教員は、教育に関
わる教育は受けておらず、学生の多様なニーズに対し
て、どのような教育を提供すべきなのか、不安を抱え
られているのではないでしょうか。私もいまだに自信
が持てず右往左往している一人です。J・S・ミル著

「大学教育について」（岩波文庫）の中で触れられてい
ますが、大学教育とは、枠組みを受講者に提示するが、
その中身をどのように咀嚼し身にしていくのかは、受
け手側に委ねる、と。微生物学を担当する教員として、
私の試行錯誤の一端をお話しさせていただき、先生が
たが学生教育を実施する上でのなんらかのヒントにな
れば幸いです。
　また本学会は、教育の学会であり、教育の哲学やそ
の実践理論に関して学び合い切磋琢磨する場と捉える
ことができるかと思います。本セッションを本当にそ
のような学会になったのか検証する場とさせてくださ
い。さらに多様な教育の場がある検査教育の将来を見
据え、専門学校、短大、4年生大学の連携と協力体制
について、最後にもう一度考える場をご提供させてい
ただきます。

　本セッション最後に、来年度大会を取り仕切る古閑
総会長に大会の継続性と発展を祈りバトンを渡します。

山口 博之
北海道大学保健科学研究院 病態解析学分野



一 般 演 題
（教員セッション）
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教01 臨床検査学科の学生に対する ICT ツールを活用した 
アクティブラーニングの効果

【はじめに】 本学では2015年から ICT ツールのひとつであ
る Moodle（Modular	Object-Oriented	Dynamic	Learning	
Environment）を導入している。Moodle はインターネッ
トを利用した教育支援・学習管理システムであり、オンラ
イン環境があればいつでもアクセス可能であり、学生はア
ンケートや小テストを実施したり、講義資料を閲覧するこ
となどができる。本発表では、血液形態学の講義において
Moodle を活用した際の学習効果およびそのアンケート結
果を報告する。

【対象】 2016年度と2017年度に本学臨床検査学科第2学
年に在籍する学生158人（2016年度79人、2017年度79人）

【方法】 血液形態学の3回分の講義内容に対する小テスト
を そ れ ぞ れ10問 ず つ 計30問 を 講 義 の1週 間 前 か ら
Moodle オンライン上にアップし、講義後に小テストを満
点とれるまで実施させ、その後は自由に復習できる環境に
した。講義終了後に Moodle を使った感想についてアン
ケートを実施し、2ヶ月後に理解度確認テストを行い、学
習効果を評価した。

【結果・考察】 講義終了後に Moodle で満点を取った後も

自主的に Moodle にアクセスして小テストを実施した学生
は2016年度36人、2017年度で38人であった。小テスト
実施回数は2016年度平均3.8回、最大29回、2017年度平
均2.5回、最大18回であった。また、理解度確認テストの
成績と小テストの実施回数は2016年度2017年度ともに比
例関係がみられ、Moodle を活用したことによって学習成
果が得られていることが期待できた。アンケートでは、
90% 以上の学生がとてもよかった、よかったと回答して
おり、「何回も受けられるので、問題をやっているうちに
覚えることができた。」「電車の中でもスマートフォンで
やることが出来て便利だった。」「自分の理解度が確認で
きたので、学習の方針が立てやすかった。」などの回答が
得られた。血液形態学は形態と名称を関連付けて学習する
必要があり、その画像を自由に閲覧し、記憶を定着させる
ツールとして Moodle を活用するのは日常からスマート
フォンを利用している学生にとって非常に有効であったと
考える。今後は他の科目でも Moodle を活用して学生の学
習意欲の向上を目指す。

○奥橋 佑基（おくはし ゆうき）、横田 恭子、細萓 茂実
東京工科大学

教02 臨床検査技師と管理栄養士を志す学生による 
合同症例検討演習の取り組みと意識調査

【はじめに】 今日の患者を中心とした質の高い医療の実践
には、医療技術の高度化と専門化により複数の医療専門職
で協働すなわちチーム医療が不可欠である。そのチーム医
療を遂行できる人材の育成は急務であり、卒前教育として
の重要性が高まっている。学校法人北里研究所では医学部
をはじめ様々な医療職種を養成しており、その利点を生か
しオール北里チーム医療演習を実施し本学も参画している。

【目的】 本学内でも複数の医療専門職を養成していること
から、大規模なチーム医療を学ぶ前段階として小規模な演
習を実施することでチーム医療の初動教育となるべく、臨
床検査技師と管理栄養士の合同症例検討演習を取り入れた。
今回、その演習の取り組みと参加者の意識調査について報
告する。

【方法】 演習は本学の平成28年度臨床検査技師養成科2年
生および管理栄養科3年生を対象とし1症例90分で行った。
1週間前に課題を配付し事前学習後、1グループ10名程度
に分かれ症例を討論しまとめ、発表した。演習終了後、自
由記載と5段階評価によるアンケート調査を実施した。

【結果】 アンケート結果から症例数と検討時間は90分で1
症例が望ましいことが分かった。演習のために費やした事
前学習時間は1時間程度が多く、全くしなかった学生も数
名いた。83% の学生が今回の演習によって検討症例を理
解できたと答え、71% の学生がグループワークに参加で
きたと答えた。しかし、全く参加できなかったと9.2% が
回答した。他学科に説明することに難しさを覚え、調べる
だけで終わるのではなく他分野に広げて勉強するなど事前
にもう少し勉強するべきだったと反省の声が多かった。

【考察】 今回、2つの学科間での症例検討を実施し、参加
者は他学科を理解すると共に尊重する意識が芽生えたよう
に思えた。一方で、検査内容は詳しいが他の既往歴、現病
歴、生活歴等を示して欲しいなどの要望があった。今後は、
それぞれの学科能力が活かされる症例を提示し、1グルー
プの人数を少人数にするなど学生同士が積極的に討論でき
る環境をつくることが必要であり、本学の他学科も巻き込
んだ演習を計画していきたい。

○鈴木 英明（すずき ひであき）1）、藤野 良昭2）、富永 一郎1）、野坂 匠2）、今泉 奈津美2）、小林 浩二1）、 
五十嵐 康之1）、笹岡 悠一1）、小杉 日登美2）

1）北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科、2）北里大学保健衛生専門学院 管理栄養科
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教03 本校における遺伝子分析科学認定士学生受験の試み

【はじめに】 本校では遺伝子分析科学認定士試験が施行さ
れた平成19年度第1回試験から毎年任意で学生が受験し、
これまでに191人の合格者を輩出してきた。昨今の遺伝子
分析関連における制度の動きもあり、今後の医療現場で必
要とされるより高い質を持ち合わせた臨床検査技師を多く
輩出するべく、今年度第3学年生より、学年全員で受験す
ることとした。これまでの経緯とその試みについて考察を
踏まえ報告する。

【対象】 初年度よりの本校受験者及び今年度本校臨床検査
技師科第3学年生70名を対象とし、これまでの結果並び
に今年度の取り組みについて検討する。

【結果・考察】 これまでの受験者数は毎年10人～50人の
幅であり、総数で191人、60.8% の学生が合格をしている。
社会人受験も含めた全受験者の平均が71.1% であること
を考えると、学生としてのこの数字は、健闘していると
言っていいのではないかと考えている。今年度の授業は、
補講として、3月より筆記試験・実技試験（動画・技術試
験）対策の特別講義を計15回程度実施している。また、
模擬試験を数回行い、知識の確認も行っている。

本校では、今年度で12回目の受験となり、本試験受験へ
の価値を大きく捉えている。その受験のためには、金銭的
な部分からも、学生のみならず保護者への説明、理解を必
要とし、協力をいただいているからこそ本試験への全員受
験へと結びついている。また、本校では4月より6ヶ月間
の臨地実習を行っており、その期間での受験は学生にとっ
て負担となる。その上での両立は大変であるが、学校と臨
地実習先の先生方との関係性から、その学生達を学校職員
だけでなく、臨地実習先の先生方にもご理解をいただき、
サポートいただける環境も備わっていることが必須である。
本年度の試験結果は7月上旬に発表となるためこの抄録の
段階ではまだ不明だが、この試験に全員で受験し、また勉
強した環境は、今後の国家試験、また就職活動、就職後の
現場でも、将来に亘って大いに役立つものと考えている。
学会発表の際には、今年度の結果も併せて報告させていた
だく。

○嶋津 翔太（しまづ しょうた）、望月 泰男、谷口 智也、生江 麻代、檜山 由香里、香取 尚美、山藤 賢
昭和医療技術専門学校

教04 臨床検査の実践に関わる自動分析法を研究テーマとする大学院教育

【はじめに】 臨床検査技師を養成する大学は全国で約60校
に増加し、大学院を併設している大学も多い。現在の大学
院における特別研究テーマは臨床検査に直接関わらない
テーマが提供される場合も多く、学部と大学院教育に乖離
が認められる場合も多い。今回、臨床検査の実践に関わる
自動分析法を中心とした特別研究テーマとする本学大学院
臨床化学教室の取り組み内容を紹介する。

【本学大学院の概要】	本学大学院は2009年に看護学専修
を中心とした修士課程（現在は博士前期課程）でスタート
し、2015年からは臨床検査のコースも設置されている。
終了単位は30単位（特別研究は10単位）、授業は平日の夜
間と土曜日、また履修期間を3年または4年に延長できる
長期履修（授業料は2年分）により、社会人が学びやすい
環境を整えている。

【自動分析法を中心とする本研究質の大学院研究】	
　臨床化学自動分析装置を保有している臨床検査技師養成
施設は少ない。本学では1990年より、学内の臨床化学実
習で自動分析法の実習を開始し、使用自動分析機はすべて
卓上型であり、現在の CA-270	plus は3台目となる。

　学部の臨床化学実習で自動分析法の実習を実施している
が、学生40名に対して自動分析機は1台のため、一部の
学生のみが自動分析機を操作する実習となってしまう。こ
れに対して、大学院に進学する学生は1～2名 / 年（臨床
化学研究室）であるため、自動分析法を中心とした研究
テーマとすることで、その学生は2年間（博士前期課程）
自動分析機を専有して研究に取り組むことが可能となる。
そして、研究を遂行するためには、二波長法、2- ポイン
ト法、共存物質の影響、校正、反応タイムコースモニター、
パラメーター入力、など自動分析機の機能や自動分析法の
理論・実践を理解する必要がある。教員側もマンツーマン
で助言することが可能となり、教育研究効果が高い。なお、
現在までに4人が在籍し、研究テーマは、総蛋白測定、ア
ルブミン測定、リポ蛋白分画法、アミラーゼ活性測定、の
ように実践的なものであり、学生からも好評である。今後、
このような学部による臨床検査技師教育に連動する実践的
な研究テーマを提供する大学院教育をさらに進展させてい
きたい。

○松下 誠（まつした まこと）
埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科
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教05

教06

検査技師養成校3校と他の医療学生との医療面接の結果を 
学生側と SP 側からのアンケートを集計、解析して報告する

【はじめに】 模擬患者参加型の授業を3つの検査技師養成
校と医系学生とで行い、学生側からのアンケートと模擬患
者からのアンケートを学部別にまとめ比較検討した。

【目的】 模擬患者からのアンケートは導入部分と学生との
コミュニケーションが取れているか目的にした。学生から
は模擬患者との授業に求めるものを目的とした。

【方法】 3つの検査学校と医学部1校、歯科1校、看護学科
1校から学生と模擬患者にアンケートを依頼し、集計分析
した。

【結果】 3つの検査校で導入部分は講義の後での面接を
行った結果か患者氏名の確認が2名行われなかったのみで
あった。患者からの同意を取ることに関しても57名が取
れず、患者にいたわりの言葉・態度は54名ができなかっ
た。患者との信頼関係を築くことを求めるには他の医系学
生より低い結果であった。

【考察】 学生側からは患者の話が聞けて信頼関係を築ける
技師を目指すためにも、授業に医療面接をとりいれること
の効果が示唆された。

○神永 教子（かみなが のりこ）、田澤 靖子、佐伯 かよ子、村上 宗隆、神永 貞信、喜多村 道男、浅岡 淳子
NPO法人 響き合いネットワーク東京 SPの会

アクティブラーニング法と e-learning 法の有用性を検証した 
ランダム化クロスオーバー試験

【はじめに】 教育機関ではアクティブラーニングが積極的
に導入され、臨床検査の分野においてもその取り組みが報
告されている。今回、平成28年度寄生虫学講義において
ICTを活用した教授法の有用性を検証した結果を報告する。

【目的】 寄生虫学の理解度向上を目指した2つの教授法の
効果を比較検証する。

【方法】 同意が得られた67名の受講者を最小化法により2
クラスにランダムに割り付け、異なる教授法をクロスオー
バーデザイン（各4時間）で実施した。アクティブラーニ
ング法（A 法）では、クリッカーを利用して講義中に興味
を持たせるクイズや知識確認のため「バーチャルサブジェ
クト＊」の作成を実践した。e-learning 法（B 法）では、
Moodle 上に予習動画（平均5分20秒）とクイズ（○×）、
復習動画と問題（穴埋め）を準備し、予習と復習を促した。
設定した9項目の SBO をそれぞれ評価する問題を各5問
づつ作問し、合計45問の確認試験（5肢択一問題）を実施
した。その成績を主要評価項目として、線形混合モデルで
解析した（解析ソフト SAS9.4）。また、クリッカー得点、
Moodle 利用状況、講義アンケートを用いて有用性と問題

点を抽出した。＊バーチャルサブジェクト：学生の意見で
作り上げた模擬患者（被検者）と定義する。

【結果】 
◦ 確認試験成績：A 法は、B 法に比べ3.7点（95%CI：1.0

～6.4）試験成績が有意に高い。（持越し効果：p= 0.52、
時期効果：p ＜0.001）

◦ アンケート：テキストマイニングの結果、A 法は、講義、
意欲、参加や向上、B 法は、動画、予習や問題といった
キーワードが検出された。

◦ クリッカー：クリッカー得点と成績の相関係数は0.4
◦  Moodle：成績と予習問題取り組み状況の相関係数は0.4

【考察】 A 法は、確認試験成績を上げ、SBO 各項目の得点
が全て60点以上で GIO 達成と判定した場合、GIO 達成割
合が有意に高い。よって、クリッカーを用いたアクティブ
ラーニング法の有用性を検証できた。B 法では、Moodle
を主に予習に利用しており、講義と自宅学習をつなげる工
夫をした復習教材作成が今後の課題である。医療のエビデ
ンスとは相違点が多々あるが、Pollard（2008）が述べるよ
うに EBE を取り入れた教育の展開も重要であると考える。

○小林 浩二（こばやし こうじ）1）2）、小菅 優子1）、鈴木 英明1）、赤澤 宏平2）

1）北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科、2）新潟大学大学院 医歯学総合研究科
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教07 本校Ⅰ期生における臨地実習で想定される接遇・マナーについて 
事前と事後の自己評価調査結果の報告

【はじめに】 本校医学検査学科は平成27年に開設され、昨
年Ⅰ期生が臨地実習にのぞんだ。本学科は高いコミュニ
ケーション能力を培う事を教育目標に掲げており、カリ
キュラムにも1年次と3年次でそれぞれ「コミュニケー
ション学Ⅰ、Ⅱ」を2単位設定しており、「初級コミュニ
ケーション検定」の受験も行っている。今回、臨地実習
で想定されるコミュニケーション能力について臨地実習前
後で自己評価を行った結果を報告する。

【方法】 対象者は、医学検査学科Ⅰ期生23名（男性12名、
女性11名）である。臨地実習前後に、同内容でアンケー
ト調査を実施した。アンケート内容は、臨地実習で想定さ
れる接遇・マナーに関する30項目について、自己評価（4
択による評価選択肢）をするものである。

【結果】 多くの調査項目において臨地実習前よりも事後で
加重平均値が高かった。特に身だしなみや挨拶などのコ
ミュニケーションの基本についての事前・事後の自己評価

（加重平均値）は高く、一方、対人コミュニケーションに
ついての自己評価は、それより低い結果となった。男女の
クロス集計結果から、身だしなみについての自己評価につ

いては男女の意識の違いが現れる結果となった。また、第
1の立場「私は OK、あなたも OK」と第2の立場「私は
Not、あなたは OK」の事後の自己評価の違いについて、
基本的な対人コミュニケーションの構えがアンケート結果
に表れるという仮説を想定した。仮説通り、第1の立場が
第2の立場よりも良好な対人コミュニケーションができて
いる分析結果となった。

【考察】 臨地実習前後の自己評価結果より、臨地実習を経験
して接遇マナーに対する意識が向上していることが分かっ
た。コミュニケーションの基本は、重視してきた内容であっ
たことから、一定の成果があったものと考えられる。対人
コミュニケーションに関する自己評価が、基本コミュニケー
ションの自己評価より低かった結果は、教室で学ぶことと、
臨地実習における実際の対人コミュニケーションとは、異
なるものであることの表れと捉える事が出来る。しかしなが
ら増減率を見ると、着実に増加しているものが散乱できる。
学生にとって臨地実習の重要性を再確認できた。

○鈴木 真紀子（すずき まきこ）1）、戸田 昭直1）2）、畑本 大介1）

1）静岡医療科学専門大学校 医学検査学科、2）浜松学院大学 現代コミュニケーション学部

教08 臨地実習前指導における実習前試験の実施結果とその活用法についての検討

【はじめに】 本校では3年次の4月より5ヶ月間の臨地実
習を行っている。長期に渡る実習であるため、事前指導の
持つ意義は大きい。従来の指導は実習に対する意識・意欲
の向上を主に実施していたが、これに加え基礎知識の充実
を図るために臨地実習前試験（以後試験）を実施している。
この試みは本年で3年が経過し、得られた結果および学生
への質問紙調査を踏まえ本校で実施した試験について報告
する。

【目的・内容】 この試験は臨地実習履修の可否を判定する
ものとしてではなく、実習に向けての基礎知識の再確認を
するとともに苦手科目・弱点を自己分析させ、学生の主体
的な学習に利用することとした。試験は3年次への進級が
決定した2年生を対象に2月中旬に実施し、220題を午前
午後110題に分け国家試験形式で出題した。科目設定は病
院内の検査室を想定したものに変更し、加えて接遇やトラ
ブル対処に関す問題も出題した。試験終了後には問題を教
材として個人学習とグループ学習で全問題の振り返りを
行った。

【結果・考察】 2年次に履修した科目の成績と試験の成績

との関連性は各年度によって多少の差異はあるものの強い
相関（r= 0.7）が認められ、試験実施時の知識レベルを反
映した結果であると解釈することができた。科目別の結果
については主に学生へのフィードバック材料として活用し、
得られた結果を基に自己分析に利用した。この点について
学生らは一定の成果を実感しており、この試験を活用する
ことで知識の整理だけでなく、実習に対する期待・向上
心・探究心といった内面的な学習意欲向上にも期待できる
と思われた。これらの要素は目に見えにくい部分の評価で
あるが、試験を終えた後の意識変化を捉えることは、指導
を行う上で貴重な情報となるため今後の検討課題としたい。
今回の結果から試験は実習前の学力の指標として利用可能
であることが示唆され、臨地実習先に情報提供することで
学生指導および現状把握に活用でき、有益な情報になり得
ると考えている。一方で問題難易度の均一化と精選、成績
不良者の選別のための水準設定などの検討を加え、学生に
とって臨地実習が実りある期間となるべく、事前指導の構
築に結びつけたいと考えている。

○山口 聡（やまぐち さとし）、青栁 ますみ、井上 聡子、安田 清司、西島 洋憲、長野 誠、佐々木 誠一
東洋公衆衛生学院 臨床検査技術学科
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教09 臨地実習後の項目別自己評価：OSLE 客観評価との関連性の検討

【はじめに】 筑波大学医療科学類では、臨床検査学を学ぶ学
生を対象とした客観的臨床能力試験（Objective ＆ Struc-
tured	Clinical	Examination：OSCE）の開発を進めてきた。
本学では OSCE を「OSLE」と称し、“Clinical” を “Labo-
ratory” に改めることで、基礎研究に必要な実技能力も評価
するという意味を込めている。OSLE を通して臨地実習に
参加できる水準に達していることを保証し、参加型の臨地
実習が実施されることを目標として、逐次ブラッシュアップ
を行ってきた。本研究では、平成29年度に実施した4回目
の臨地実習前 OSLE の結果と臨地実習後の自己評価（3項目

「知識」「技能」「態度」）との関連性を検討した。
【方法】 臨地実習を控えた3年生38人を対象に OSLE を
実施した。学生を6グループに分けて、4科目の実技能力
試験（生化学成分検査学、血液検査学、病原微生物学、採
血手技と患者対応）、並びに実技に関連した筆記試験を各
65分（病原微生物学のみ150分）実施した。試験結果は受
験者に個別にフィードバックし、3か月後の臨地実習に向
けて復習を促した。OSLE の教育効果を評価するために、

臨地実習前後に自己評価アンケートを実施し、30人の学
生から回答を得た。また、臨地実習指導者にもアンケート
を依頼し、62人から回答を得た。

【結果】 学生の自己評価は「知識」「技能」「態度」の全
ての項目で臨地実習後に有意に高まったものの、他の2項
目と比較すると「技能」の自己評価は有意に低かった。
また、学生の個別の OSLE 結果や臨床検査技師への職業
志向と、これらの自己評価に有意な関連性は認められな
かった。一方で、臨地実習指導者へのアンケートでは、

「技能」が不足しているという意見は他の2項目と比較す
ると少数であった。

【考察】 臨地実習を通して学生がさらに実務的な「技能」
を高めることができるように、今後 OSLE のクオリティ
を高めていくとともに、学類教員と臨地実習指導者の連携
を強化していきたい。

○服部 圭一朗（はっとり けいいちろう）、會田 雄一、真家 紘一郎、山内 一由、森川 一也、中川 嘉、吉田 文代、 
小池 朗、二宮 治彦
筑波大学 医学医療系

教10 臨床検査の現状への理解－チーム医療・在宅医療を知る

【はじめに】 本学の栄養学部保健栄養学科栄養科学専攻は
栄養士教育を基盤に4コースから選択する。2015年、同
研究者により、臨床検査学コース希望1年生にコース選択
の意志や職種に対する知識が曖昧かつ十分ではない者もい
るとのアンケート結果を本学会に報告している。大学での
学びは資格取得だけにとらわれず、多様性を身につけるこ
とが可能であるが、学生は短絡的で偏った見解で将来を決
める傾向にある。卒前教育に、社会要請に合った臨床現場
の情報を提供し、学生の視野を広めるためのサポートと人
材育成を強化することは重要である。

【目的】 意識調査を全学年に実施し、学生の現状を解析し、
さらにチーム医療（特に在宅医療）についての調査と現場
研修の効果を図る。

【対象】 本コース全学年とした。チーム医療に関しては3
年のみで、現場研修は4年前期に臨地実習を控える卒研3
年に試みた。

【方法】 アンケートは無記名で自記式とした。卒研テーマ
は『臨床検査の現状と将来展望を知る』とし、医療機関
数施設におけるチーム医療体制の見学・参加と在宅医療へ

の参加はクリニックに協力を得、同行した。
【結果】 臨床検査技師の職域の正解率は学年が上がるに従
い高くなるが、3,	4年でも誤認や知識不足がいた。チーム
医療に参画希望する82%、希望しない18% だった。在宅
医療に将来参画したい33%、しない31%、わからない
36% であった。現場研修は数施設の医療施設での組織体
系と関わる他職種との連携、担当する技師の姿勢や業務を、
一方で在宅は個人宅に Dr や専門スタッフに同行し、其々
の特徴を体験した。在宅では、訪問先ごとの患者を取り巻
く環境や家族を含む生活背景などに合わせ、その場で即座
に対応していた。特に循環器専門クリニックのため、Dr
の指示の下、技師が訪問、心エコー検査にあたったが、技
師個人の資質によるところが大きかった。

【考察】 学生の意識調査の結果から、臨床検査の現場の情
報や研修の機会を与えることは、臨床検査技師の実態と自
分の適性を考える助けになると考える。そのために技師育
成する教育側も人材育成のためにも国の方針を踏まえ、地
域連携への関わりが無視できないことを把握する必要性を
強調したい。

○井越 尚子（いこし なおこ）、石井 恭子、中屋 祐子、川村 堅、福島 亜紀子
女子栄養大学栄養学部 保健栄養学学科 栄養科学専攻
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教11 本学の臨床検査技師教育における Progress Report on Generic Skills（PROG）
テストを用いたジェネリックスキルの測定

【はじめに】 PROG テスト（河合塾・㈱リアセック）は専
攻・専門に関わらず大卒者として社会に求められる汎用的
な能力・態度・志向（以下、ジェネリックスキル）の客観
的評価法で、知識を活用して問題解決する力（リテラシー）
と経験を積むことで身に付いた行動特性（コンピテン
シー）を測定する方法である。本学では平成26年度より導
入し、カリキュラム評価や教育内容・方法への還元等に活
用を試みている。

【目的】 臨床検査学科学生の PROG テストの結果とカリ
キュラムとの関連について報告する。

【方法】 同意を得た平成26年度入学臨床検査学科学生25
名を対象とし1年、3年、4年次に PROG テストを行った。
分析方法は、リテラシー領域の総合および4つの能力のレ
ベルの平均、並びにコンピテンシー領域の総合および3つ
の能力を構成する9要素のレベルの平均をみた。

【結果および考察】 リテラシー総合の平均は1年次（5.3/7
ランク）から4年次（6.1）と増加し、4つの能力のうち『情
報収集力』『情報分析力』が顕著であった。これらは1年

次の初学者ゼミや基礎ゼミで能動的な情報収集力や批判的
思考力を養う内容を実施していることや2年次からの学内
実習および4年次の医学検査研究により培われた可能性が
推測された。また、コンピテンシー総合の平均も1年次

（2.3/7ランク）から4年次（3.2）と増加し、要素別で顕著
だったのは『対自己基礎力』の「感情制御力」「自信創出
力」や『対課題基礎力』の「課題発見力」であった。本
学のカリキュラムにおいて1年次の初学者ゼミ、基礎ゼミ、
日本語表現法や2年次から始まる学内実習や臨地実習、4
年次の医学検査診断学、患者・家族の心理、医学検査研究
において時間外学習課題、グループワーク、プレゼンテー
ションを実施していることが影響している可能性が示唆さ
れたが、サークルやアルバイト等の課外活動や一人暮らし
か否かなどの生活状況も影響することから更に検討が必要
であると考える。引き続き対象者の数を増やし、社会で幅
広く活躍できる臨床検査技師養成にはジェネリックスキル
のどの能力を強化すべきか卒業生の調査もふまえ検討した
いと考えている。

○高田 智世（たかた ともよ）1）、草薙 康城2）、北尾 孝司1）、鳥居 順子2）、中西 純子3）

1）愛媛県立医療技術大学 保健科学部 臨床検査学科、2）愛媛県立医療技術大学 保健科学部 看護学科、 
3）愛媛県立医療技術大学 保健科学部

教12 医療系短大臨床検査科学生における自尊感情と自己有用感について

【はじめに】 自尊感情（self-esteem）は、自分自身を価値
ある存在として肯定的に見たいという自己評価が中心の概
念である。一方、自己有用感は、自分に対する他者との関
係が根底にある感情で、栃木県総合教育センター（2013）
では、「他者や集団との関係の中で、自分の存在を価値あ
るものとして受け止める感覚」と定義されている。

【目的】 本研究では、自己有用感に注目し、自尊感情、ス
トレス反応、あるいは生活習慣や大学生活の充実度などと
の関係を明らかにする。

【方法】 対象は本学臨床検査科2年生（62名）である。
2017年に質問紙調査を行った。質問紙は
① Rosenberg の自尊感情尺度　星野（1970）の日本語訳

10項目
②	ストレス反応尺度　外山（1997）による尺度で、「不機

嫌・怒り感情」「身体的反応」「不安・抑うつ感情」「無
力的認知・思考」の下位尺度、各5項目

③	生活に関する質問紙　大学生活、友人関係、保護者と
の関係、生活習慣について18項目（著者作成）

④	自己有用感および関係性尺度　栃木県総合センター
（2013）による30項目の尺度で、家族、クラス、先生に

ついて「存在感」「承認」「貢献」の下位尺度、および
関係性をみる

を用いた。
【結果および考察】 自己有用感についてその下位尺度「存
在」「貢献」「承認」の得点はいずれも家族、クラス、先
生の順であった。特に「先生の役に立っている」「先生に
ほめられることがある」などは得点が低かった。自己有
用感を高めるには、大学教員の賞賛のあり方なども考える
べきであろう。また、自己有用感は自尊感情と有意な相関

（p ＜0.01）、ストレス反応と有意な負の相関がみられた
（p ＜0.05）。さらに、自己有用感と大学生活については
「大学生活の充実度」（p ＜0.01）「友人関係」（p ＜0.01）
「保護者との関係」（p ＜0.05）「生活習慣」（p ＜0.01）
すべてにおいて有意な相関がみられた。自尊感情は「友
人関係」「保護者との関係」と有意な相関がなく、他者と
の関係の中での自己をみつめる自己有用感を高めることの
重要性が伺える。職業を強く意識したコメディカル養成の
大学では、自己有用感を高める教育は重要であり、いかに
学生を「認める」かを考える必要があろう。

○近末 久美子（ちかすえ くみこ）1）2）

1）川崎医療短期大学 臨床検査科、2）川崎医療福祉大学 臨床検査学科
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教13 細胞写真を用いた講義および試験における準備時間削減の工夫

【はじめに】 教育現場における情報通信技術（information	
and	communication	technology、以下 ICT）の導入・活
用は臨床検査学教育の分野においても検討していかなけれ
ばならない項目である。杏林大学保健学部細胞検査士養成
課程においても、導入・活用方法を検討している。2018年
度から受講生全員に iPad（Apple 社第5世代 iPad	9.7イン
チ Wi-Fi モデル32GB	iOS11）を貸し出し、これを使用し
て教員の授業準備等にかかわる負担の軽減と効率化、紙媒
体の省略による節約、ICT ならではの教育の工夫等を検討
している。本研究の目的は、iPad を導入したことによる細
胞写真を用いた講義および試験について、その準備に関わ
る負担の程度を教員側の視点から明らかにすることである。

【方法】 iPad を導入した2018年4月から5月の2ヶ月間に
行った細胞写真を用いた講義および試験について、iPad
を導入していない2016年の同じ内容の講義および試験と
の比較を行った。比較した項目は1）授業に要した準備の
時間数および2）プリントアウトした紙の枚数の2項目で
ある。対象とした授業は、講義（スライドカンファレンス）
13回と試験（細胞写真）2回の1290分（21時間30分）であ

る。プリントアウトした紙の枚数の算出は、A4版片面フ
ルカラー印刷1枚を1枚とカウントした。A4版両面フル
カラー印刷1枚や A3版片面フルカラー印刷1枚は2枚と
カウントした。

【結果】 
1） 講義および試験の準備に要した時間数は、細胞写真の選

択、ファイル作成およびプリントアウトに関わる時間で、
2018年は510分（8時間30分）、2016年は1260分（21時
間0分）で、その差は1650分（12時間30分）であった。

2） プリントアウトした紙の枚数は、2018年が240枚、2016
年が708枚で、その差は468枚であった。

【考察】 講義および試験の準備に要した時間数は、プリン
トアウトに要した時間の違いが最も大きかった。また、紙
のプリントアウトを省略することによって、準備に要する
時間を削減できるとともに、紙の消費を節約することも期
待できた。本研究は教員側の視点からの検討であるが、今
後は学生側からの視点、利便性等の検討や ICT ならでは
の教育の工夫を検討すべきと考えられた。
	 連絡先：kohris@ks.	kyorin-u.	ac.	jp

○郡 秀一（こおり しゅういち）1）、飯島 淳子1）、籏 ひろみ1）、大河戸 光章1）、瀧上 周1）、山本 寛2）、島田 厚良1）

1）杏林大学 保健学部 臨床検査技術学科、2）杏林大学 保健学部 臨床心理学科

教14 寄生虫学実習における反転学習とジグソー法によるブレンド型学習の実践評価

【はじめに】 日本寄生虫学会教育委員会は、寄生虫学教育
の現況調査結果から医師の寄生虫疾患に対する診断力の弱
体化を危惧している。このような背景の中、臨床検査技師
を育成する当校においては、虫卵の鑑別力を低下させない
ように限られた時間の中で効率よく実習を行う必要がある。
虫卵の鑑別力向上を目指し平成28年度に Moodle を使用
した反転学習法と協同学習法であるジグソー法を用いた教
授法のランダム化比較試験を行った。その結果、過年度と
比較して鏡検力の向上を認めたため、平成29年度にこれ
ら教授法をブレンドして実習を行った。

【目的】 虫卵の鑑別力向上を目指したブレンド型学習法の
効果測定を行いその有用性と問題点を抽出する。

【方法】 
1）	Moodle を用いて反転学習（虫卵検出動画、写真、クイ

ズ）を行った。
2）	実習当日までに指定した予習事項をワークシートに記

載し、その内容について担当教員のチェックを受けた。
3） 学生自身が割り振られた寄生虫卵の専門家となり、学

生同士が教え合う実習に取り組んだ。
【解析対象者及びデータ】	所定の試験日に受験し、成績利

用に関して同意が得られた75名が解析対象である。解析に
用いたデータは、12問の鏡検試験成績と検出時間、20問の
虫卵画像試験、実習アンケート、Moodle 活用ログである。

【結果】 
◦ 鏡検試験成績：平均正解率80%（線虫、吸虫、条虫、原

虫の全分野において平均正解率75% 以上）
◦ 虫卵画像試験：実習前24%、実習直後84%、実習4か

月後52%
◦ アンケート：①共分散構造分析の結果、ワークシート

作成が実習意欲を生み、満足度が高くなる傾向にあった。
②テキストマイニングの結果、良い点としては自分が
専門家となることで理解が深まること、悪い点としては
鏡検時間が少なかったことが抽出された。

【考察】 ブレンド学習による相乗効果を期待していたが、
昨年以上の結果を得ることはできなかった。その要因とし
て全員予習には取り組んだが、19% の学生が Moodle に
よる反転学習を全く実施しなかった点が挙げられる。全て
の Moodle 教材を用いて学習した学生は、全く利用しな
かった学生よりも鏡検試験の正解率が10% 高い。今後は
利用を必須とする対策や内容の改善が必要と考える。

○小林 浩二（こばやし こうじ）1）2）、小菅 優子1）、鈴木 英明1）、赤澤 宏平2）

1）北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科、2）新潟大学大学院 医歯学総合研究科
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教15 医動物学実習における寄生虫卵標本鏡検査試験の実施紹介

【はじめに】 寄生虫症は重要な感染症の一つであり、臨床
検査技師として適切な知識を要する分野である。しかし近
年、日本では衛生環境の向上等により、患者数が激減し、
就職後の臨床現場における経験をもととしたスキル向上の
機会が少なくなった。そのため、寄生虫検査では在学中に
いかに形態判別の知識と鏡検スキルの定着を図るかが重要
となる。
　そこで我々は各種寄生虫卵、原虫および寄生組織の標本
スライドを用いた顕微鏡観察試験（以下、鏡検試験）を実
施した。今回、鏡検試験概要を報告すると同時に、学生の
正答結果と試験についてのアンケート集計をもとに、寄生
虫形態の知識定着を図る方法を考察した。

【実習形態と鏡検試験】熊本保健科学大学での寄生虫に関
する教科は、講義、実習ともに2年次後期に開講される。
実習は教科名を一般検査学Ⅱ実習（尿沈渣・髄液・寄生虫
項目で構成）として集中実習で行い、学生を2班に分割し、
寄生虫項目と尿沈渣項目を5日（2コマ / 日）間ずつ実施す
る形式をとった。実習中、学生は一人で1日3～7種類の
寄生虫等標本を観察・スケッチした。教員は学生が観察す

べき寄生虫を正しく認識できるよう、実習室をラウンドし
ながら指導した。鏡検試験は、顕微鏡ごとに視野を固定し
た標本スライドをセットして実施した。なお、鏡検試験の
前日の実習日には、学生自身が出題者となる模擬鏡検試験
を行った。

【アンケート】 アンケート対象学生は、平成28年度121人
（男子31人、女子88人）、29年度112人（男子33人、女子
79人）である。質問内容は、設問の難易度や解答に苦慮し
た設問等である。鏡検試験終了直後に実施した。

【まとめ】 スケッチ、模擬鏡検試験、鏡検試験といくつも
のチェックポイントを設けることと、鏡検試験実施直後に
アンケートを実施することにより、学生のつまずきを早期
にとらえることができ、知識の定着に一定の成果が伺えた。
特に模擬鏡検試験は、学生が自ら問題を設定し、その設問
を他者に正答してもらうべく、虫卵や原虫、組織の特徴的
な部分を確実に顕微鏡下に提示しなくてはならず、得た知
識の総まとめになりうると推察された。

	 連絡先：matumoto@kumamoto-hsu.	ac.	jp

○松本 珠美（まつもと たまみ）、嶋田 かをる、野中 喜久、原口 実沙、久原 春代、松原 朱實、楢原 真二
熊本保健科学大学 医学検査学科

教16 バーチャル・スライドを用いた病理組織実習の実施

【はじめに】 帝京大学医療技術学部臨床検査学科では2年
次後期に病理組織実習を行っている。以前は顕微鏡で行っ
ていた実習を昨年はバーチャル・スライド（VS）で行った。
顕微鏡実習と比較した VS 実習の利点と欠点を報告する。

【実施内容】 帝京大学板橋キャンパスにある PC ルームを
使用した。VS は、顕微鏡実習用のスライドガラスと、帝
京大学附属病院病院病理部より借用したスライドガラスを
中央機器室に設置された Nano	Zoomer	XR（浜松ホトニ
クス）でスキャンして用意した。以前の顕微鏡実習では65
疾患（スライドガラス74枚）を約25セット（2人に1セッ
ト）用いていたが、VS 実習では90疾患（スライドガラス
282枚分、全容量116GB）を用意した。PC ルームには大
容量ファイルサーバー機能がないため、実習前に数十時間
かけて各端末（50台）にデータをコピーして準備した。実
習は7日間21時限行い、学生には標本のスケッチを課題
とした。各疾患を解説したプリントを配布し、スケッチは
各疾患で特徴的な部分を描かせ、特殊染色などは観察のみ
とした。

【まとめ】 VR 実習の利点は、1枚のスライドガラスから
VS が作成されるので、多数のスライドガラス作成が不要
であること、症例の選択・変更が簡単に出来ること、免疫
染色などの特殊染色が使用可能であること（悪性リンパ腫
症例では最大9枚の免疫染色を使用した）、が挙げられる。
また、教材の提供と共有により全国の教育レベルの向上に
役立つと考えられる。学生のアンケートでは、操作しやす
く観察しやすいとの意見が多かった。
　欠点として、組織像が美しさ（解像度や鮮明度）では VS
は顕微鏡実習に劣ることが学生から指摘された。また、
VS 実習では顕微鏡操作を覚えられないため、組織学実習
では顕微鏡実習を残す考えである。

○望月 眞（もちづき まこと）、鈴木 幸一
帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科
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教17 臨床細胞病理学実習の新しい取り組み
―より実践に近い学内実習をめざして―

【はじめに】 今年度より新カリキュラムに伴い実習期間が
9日間（27時間）になり、昨年度より時間数が減少し、よ
り内容が問われるようになってきた。今回、病院病理部が
20年以上古いパラフィン包埋ブロックを整理することに
なり、倫理審査委員会の許可を得てパラフィン包埋ブロッ
クを使用することができた。臨床細胞病理学実習に用いて、
より実践に近い内容で実習が可能になったので報告する。

【方法】 病理細胞病理学実習は、大きく①薄切、②染色、
③細胞診に分けた。
①	薄切はミクロトームがユング式滑走ミクロトーム4台、

ベアリング式ミクロトーム2台を使用した。さらに、提
出用ブロックを学生に1つずつ渡し、薄切切片の良否を
判定のために Hematoxylin-Eosin（HE）染色を行い、
提出させた。

②	染色は、azan 染色（肝硬変）、渡邉の鍍銀法（肝硬変）、
Victoria	blue 染色（HBs 抗原陽性肝臓）、Masson	tri-
chrome 染色（腎臓）、elastica	van	Gieson 染色（肺臓）、
PAM 染色（腎臓）、PAS 反応（肝臓・胃・大腸）、Alcian	

blue 染色（胃・大腸）、Direct	 fast	scarlet（DFS）染色
（心アミロイドーシス）、PTAH 染色（心臓）、Grimelius
染色（膵臓）、Ziehl-Neelsen 染色（肺結核陽性標本）、
Kluver-Barrera 染色（小脳）、免疫組織化学染色（乳腺・
HER2・ER、扁桃・CD3・CD20）、以上の染色をロー
テーション形式で実施した。

③	細胞診はバーチャルスライドを学生がいつでも閲覧で
きるように、本学の e-learning を利用した。臨床細胞
病理学フォルダーに細胞診データを入れて無線 LAN で
画像の観察ができるようにした。

【結果及び考察】 HE 染色の提出標本は、薄切の練習を時
間をかけて取り組んだ学生は、提出標本も3	㎛で薄く薄切
が出来ていた。臨床材料を用いることにより形態保持の良
好な観察が可能となりより現場に近い内容を実現すること
が出来た。
等の区分をしてください。

○柳田 隆正（やなぎだ たかまさ）1）、金子 千之1）、塩竈 和也1）、舟橋 正範1）、平澤 浩2）、安倍 雅人1）

1）藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床検査学科、2）藤田保健衛生大学 医学部 病理診断科

教18 病理検査学実習におけるブタ臓器解剖マニュアル導入への試み

【はじめに】 本大学検査学科では創設当初より解剖に関す
る講義および実習に積極的に取り組んできており、実際に
メスを用いた肉眼解剖は病理検査学実習で、ブタ臓器を用
いて行っている。ブタ解剖実習における学生の理解の向上
を図るため、医学検査学科4年生が卒業研究として作成し
たブタ臓器解剖マニュアルを教材として取り入れ、その有
用性について検討した。

【方法】 病理検査学実習でブタ臓器解剖に参加する医学検
査学科2年生を対象とし、卒業研究にて作成したブタ臓器
解剖マニュアル教材導入に関する調査アンケートを行った。
ブタ臓器解剖マニュアルは、ブタの内臓（主に上気道、肺、
心臓、肝臓）の解剖手順、ブタ臓器の特徴をまとめたもの
である。2年生の病理検査学実習は、7～8名のグループで
構成されており、解剖実習では各グループに1体のブタ臓
器の解剖を行った。作成した教材をインストールしたノー
トパソコンをグループごとに配置し自由に閲覧させた。ま
た、マニュアル作成した4年生は実習補助として参加した。

【結果・考察】 実習終了後のアンケートでは、マニュアル

が「大変役に立った」「役に立った」が95% であり、解
剖手順について、「動画」の方が「静止画」よりも42%
わかりやすかったとの回答であった。ブタとヒトとの解剖
の違い、および構造の理解が深まったかとの問いに、「大
変わかりやすかった」「わかりやすかった」が97.4% で
あった。一方改善点として、「動画の速度が早いため、ス
ローモーションで流せるようにして欲しい」などの意見
があった。
　指導教員の視点から、前年度までのマニュアル不使用の
解剖実習と比べ、自主性、積極性が増し、またマニュアル
作成をした卒業研究生は下級生への説明を工夫することか
らさらに理解度が向上し、教材の有用性が大いに感じられ
た。今後、マニュアルの改善を中心に行い、腎臓など新た
に臓器を追加し、さらに病理検査の手順などを分かりやす
く動画作成する予定である。

○安田 聖子（やすだ せいこ）、佐藤 信也、小坂 克子
国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 医学検査学科
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教19 実験モデル動物を用いた生化学実習への応用

【はじめに】 当学科のカリキュラムにおいては、臨床検査
技師国家試験（臨検国試）出題基準に準拠した臨床化学分
野の細胞と生体成分の構造と働きについては1年次の生化
学講義で学び、2年次の生化学実習では、ヒトの代替モデ
ル動物である Wistar	rat（WR）の肝ホモジネートを用い
て小項目中の細胞分画を試料として生体成分（糖質・脂
質・蛋白質・酵素・核酸など）の定量を行い、また昨年

（平成29年度）からは、Zucker	rat（ZR）（肥満モデル
ラット）を使用し、モデル動物実験及び肥満症の病態実験
を臨床検査教育の一つの礎としている。

【目的】 実験モデル及び肥満モデルラットから得られた試
料の定量実験を通じて、生体成分の構造と機能、相互の関
連性と生活習慣病や遺伝疾患の病態の理解に役立てること
目的とする。

【方法】 通常の実験動物の WR では、WR の肝ホモジネー
トを作製し、遠心分離法によって細胞分画を行い細胞内小
器官を分離した。得られた各分画は酵素活性測定用、核酸

（DNA と RNA）測定用試料とした。肥満モデル動物 ZR

では、肥満の過程を約40日間観察し、血清を血糖値、耐
糖能、中性脂肪、過酸化脂質等の測定用試料とした。

【結果】 WR を用いた細胞分画では、各分画を資料として
マーカー酵素の総活性及び比活性を測定し、リソソーム分
画を使用して酸性ホスファターゼの Km や Vmax 等のパ
ラメータを測定した。また核分画と細胞質分画は核酸測定
用サンプルとしてリボースとデオキシリボースの測定原理
に基づいて DNA と RNA を定量した。一方、ZR を用い
た肥満の病態モデルでは、体重増加と共に中性脂肪、空腹
時血糖値共に有意差が認められたが、耐糖能では有意差は
認められなかった。

【考察】 WR を用いた実習では臨検国試出題基準に定めら
れた臨床検査技師が修得すべき理論と技術が多数含まれて
おり、生体成分の性質と機能を理解する機会を与え、ZR
を用いた実習では、肥満の病態（血清中性脂肪及び高血糖
の顕著な増加）を観察することができ、生活習慣病ついて
考察する良い機会を与えている。

○庄司 拓哉（しょうじ たくや）、大城 聰
大東文化大学 スポーツ・健康科学部

教20 酵素抗体法を利用した抗核抗体スクリーニングの学内実習導入における 
効果の検討

【はじめに】 免疫検査学実習において抗核抗体スクリーニ
ングは、国家試験問題頻出であることから実施が望ましい
項目である。しかし、教育施設に人数分の台数が確保され
る光学顕微鏡とは異なり、蛍光顕微鏡を使用しなければな
らない点が難渋する。更に、蛍光退色の早さの問題から、
標本を複数の学生で順番に見ることにも支障がある。
2016年度の本学会において小野川は、標識物を蛍光色素
から酵素に変更する方法でこれらの問題点を解消できる可
能性を示した。そこで今回、実際の学生実習へ酵素抗体法
によるスクリーニング実習を試験的に導入し、その教育効
果について分析した。

【方法】 履修生（79名）を A 群（蛍光抗体法、酵素抗体法
の順に実施）と B 群（酵素抗体法、蛍光抗体法の順に実施）
の2群に分け、3年次前期に実習を行った。蛍光抗体法は
HEPANA テスト基質スライド（MBL）と Dylight488標
識抗ヒト IgG 抗体（Thermo）を用いた。酵素抗体法は小
野川の報告（臨床検査学教育：8,	188,	2016）に準じて実施
した。蛍光抗体法による染色型分類の理解度を客観的に評
価するため、先に行った方法の観察終了後にテスト1を、

すべての実習終了後にテスト2（テスト1と同問題）および
実習に関するアンケートを実施した。

【結果】 テスト1の正答率は、A 群で66%、B 群では75%
であった。さらに、テスト1の全問正解者は、A 群で0名
であったのに対し、B 群では4名であった。また、テスト
2の正答率は両群共に82-83% であり差はなかったものの、
A 群ではテスト2の正答率がテスト1から10% の上昇を
示したのに対し、B 群では変化がなかった。学生らの進級
時における成績評価 Grade	Point	Average（GPA）の平均
は、A 群で2.4と B 群で2.2であり、両者に大差はなく、
GPA と正答率には相関はなかった。

【まとめ】 酵素抗体法の抗核抗体スクリーニング実習への
導入は、蛍光抗体法による染色型分類テストにおいて、理
解度の上昇に繋がることが示唆された。学生がこれまで観
察し慣れている光学顕微鏡を用いた酵素抗体法と従来の蛍
光抗体法を併用することにより、染色型分類に関する学生
の理解はより深まると考えられた。詳細は各染色型分類の
解答とアンケート結果を交えて報告する。

○伊藤 さやか（いとう さやか）1）、廣田 雅子1）、小野川 傑2）

1）東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科、2）埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科
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教21 免疫検査学実習における学生の思考力を高める課題作成への取り組み

【はじめに】 免疫検査学実習において取り上げる実習項目
は、検査の自動化に伴う用手法による検査薬の市場撤退等
で選択が困難な状況である。教育機関としては何をどこま
で実習すべきかについて議論の余地があるが、教育環境の
違いから内容に施設間差があるのは否めない。2017年度
に担当教員が交代したことを機に実習内容を見直した過程
について振り返り、学生の思考力を高める課題作成への取
り組みについて紹介したい。

【実習の考え方】 次の3点を重視した。
1.  免疫反応の基礎を重視する。これにより異常反応等の

考え方や対応が理論的に説明できるようになる。
2.  実習時間内に課題をグループ単位で取り組ませる。こ

れにより何を実習していたのかを明確にする。
3.  実習内容に関連する国家試験過去問を与え、解説を作

成させる。これにより学内での学びがどのように活か
せるかを知る。

【実習内容】 以前の内容を整理しつつ、不足していた内容
を追加した結果、実習項目は沈降反応、凝集反応、溶解反
応、凝集抑制反応、酵素免疫測定法、蛍光抗体法、好中球

機能とした。免疫反応の考え方を学ぶ基礎として、沈降反
応、凝集反応、溶解反応を取り上げた。ここでは反応原理
の理解にあたり、課題において「何故そうなるのか」を
引き出すことに留意した。同時にこの原理が利用されてい
る検査項目を実習（例：凝集反応では梅毒検査が応用例）
している。さらに応用として、凝集抑制、標識抗体法、細
胞機能検査を取り上げた。それらの課題について学生の回
答で理解が不十分な箇所に関しては、教員からフォローを
行った。

【教育効果】 暗記中心の勉強に慣れた学生に「考える」こ
との重要性を伝えても、何をどう考えたらよいのか理解さ
れないようである。これでは実習レポートを課したところ
で、紋切り型の考察に教員が頭を痛めるだけである。課題
において「考えて欲しい」ことを明記して取り組ませる
ことで、問題の焦点に気づいてくれるようである。検査
キットを多用した実習を多く組むよりは、基礎を理解させ
る実習を重視し、推論できる頭をもつ臨床検査技師を養成
すべきであろう。そのためにも、実習後に取り組む課題は
意義があるものと考える。

○山本 晃司（やまもと こうじ）、小野川 傑
埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科

教22 輸血検査学実習用抗血清の希釈と凝集反応について

【はじめに】 学生実習において実習費用は限られており、
実習項目実施のための試薬購入には毎回苦労している。特
に輸血検査学実習は学生実習の中でも試薬が高価であり、
かつ試薬の安価な項目に変えることが難しい実習である。

【目的】 発表者らは輸血検査実習の一部試薬について、希
釈しての使用が可能か、可能であればどの程度保存か可能
か、について検討を試みた。

【方法】 輸血検査用試薬抗 D 血清、抗 C 血清、抗 c 血清、
抗 e 血清（いずれもバイオクローン）をそれぞれ生理食塩
水、3% アルブミン、6% アルブミンで希釈し、①各抗血
清の1：1～1：64までの凝集価、②2倍希釈抗血清の保存
期間（4℃、day0～ day5）の凝集価、③2倍希釈抗血清の
凍結保存期間（－30℃、day0～ da14）の凝集価について
比較検討した。凝集価については、凝集の反応強度（4+	
～0）をスコア化（12～0点）し、比較した。血球は Diego	
A（Dia）Cells（オーソ、D、C、c、e 抗原 +）を用いた。ア
ルブミンは、ウシアルブミン液22%（オーソ、pH7.2）を
滅菌生理食塩水で希釈して用いた。凝集の陽性対照には各
抗血清の原液を、陰性対照には各緩衝液を用いた。抗 E
血清については、用いた血球により抗原性 + を得られな

い Lot もあり、すべてのデータを得られなかった。
【結果】 
①	1：1～1：64までの凝集価測定については、すべての

凝集価から算出したスコアを3種の緩衝液間で比較した
結果、いずれの抗血清の凝集スコアも緩衝液による有
意差はみられなかった。

②	2倍希釈抗血清の4℃保存については、いずれの抗血清
も緩衝液間で保存期間に有意差はみられなかった。

③	2倍希釈抗血清の -30℃保存については、緩衝液間で保
存期間に有意差はみられなかった。抗 D 血清では、
day14の凝集価がday0に比較して有意な低値（p＜0.05）
を示した。

【考察】 輸血検査用試薬である抗血清について、保存期間
と緩衝液3種を比較したところ緩衝液の違いによる反応強
度に有意差は見られなかった。それぞれの抗血清を緩衝液
3種で2倍希釈したところ、4℃保存で5日間、凍結で7日
間は凝集の反応強度に変化が見られないことが示唆された。
本検討で輸血実習用試薬の希釈と保存が可能であることが
示唆された。

○石井 恭子（いしい きょうこ）、渡邉 晶子
女子栄養大学 栄養学部



	 臨床検査学教育 Vol. 10, Supp. （2018）	 65

教23 学内実習のための交差混合試験（クロスミキシング試験）疑似検体の作製
―問題点の検討―

【はじめに】 学内実習において交差混合試験をおこなうこ
とは、APTT 延長の原因を学生に考えさせる良い機会と
なるとともに、血液凝固の理解が深まるため教育的効果は
高いと考えられる。臨床検体の常時確保が困難な教育施設
もあるため、安価で簡単に作製できる凝固因子インヒビ
ター用疑似検体の作製について昨年度報告した。しかし、
実習で利用する上でのいくつかの課題があった。

【目的】 凝固因子インヒビター用疑似検体において、同一
試薬を用いた機器による施設間差、および試薬の違いによ
る検討を行うこと、また室温放置・凍結保存による疑似検
体の安定性の評価を行うことを目的とする。

【方法】 健常人（本学学生）より得たクエン酸ナトリウム
血漿をプールし、PPP（乏血小板血漿）を作製した。ナファ
モスタットメシル酸塩（フソー：東菱薬品 KK）を使用し、
フソーの最終濃度が2.0	㎍/mL となるよう PPP で調整し
た疑似検体を用いて、以下の（1）～（4）の検討を行った。

（1） トロンボチェック APTT-SLA（シスメックス社：試
薬① ）を用いた交差混合試験の5施設間の比較。

（2） APTT 試薬に試薬①、データファイ・APTT（シス
メックス社：試薬② ）の2試薬を用いた交差混合試験
の2施設での比較。

（3） 作製した疑似検体を室温にて静置し、0、1、3、6、24
時間後にそれぞれ APTT を測定。

（4） 作製した疑似検体を -30℃で1、3ヶ月間保存した後、
APTT を測定。

【結果】 
（1） 測定値に差はあるものの、いずれも上に凸のグラフと

なった。
（2） 2施設ともに試薬②の測定値が試薬①より延長したが、

いずれも上に凸のグラフとなった。
（3） 室温放置した検体は時間経過とともに APTT が短縮

した。
（4） 凍結保存した検体の測定値は、疑似検体作製直後の結

果と大差なかった。
【考察】 （1）、（2）の結果から、測定値に差はあるものの、
いずれの機器、試薬を用いた場合にもグラフは上に凸とな
り、各教育施設において凝固因子インヒビター用疑似検体
として利用できることが確認できた。（3）、（4）の結果か
ら、室温放置は1時間まで、凍結保存は少なくとも1ヶ月
は疑似検体が安定であることを確認した。現在、3ヶ月間
凍結保存した場合を検討中であり、他施設の結果等と合わ
せて当日報告する。

○山口 航（やまぐち わたる）1）、伊澤 美喜1）、松田 萌1）、一原 直人2）、高嶋 眞理3）、眞鍋 紀子1）

1）香川県立保健医療大学 保健医療学部、2）純真学園大学、3）新渡戸文化短期大学

教24 微生物のシンプルな演習は看護学部学生の感染症や微生物そのものへの 
意識を改善する

【背景と目的】	看護系大学における微生物学コースは、座
学が中心であり、微生物を実際に扱う実習は少ない。その
一方で、院内の最前線で院内感染に対峙する際、自身が感
染源の媒介者になりうることや患者との接触が何らかの病
原体の感染リスクを高めることへの認識やそれに基づく実
践が、看護基礎教育課程でどこまで担保できるのかは定か
ではない。また極めてタイトなカリキュラムの中で、新た
に看護学生へ微生物学実習を提供することは現実的ではな
い。そこで1単位15回分の講義の中で、2回分を微生物学
の演習を実施し、看護学生の感染症や微生物への意識をど
こまで高めることができるのか検討した。

【方法】	看護学生（n= 76）に提供しているコースは1単位
15回の保健微生物学授業。試験前の2回分を微生物学の演
習（計3時間）に当てた。初回は LB 寒天培地に消毒前後
の手指を押し付け培養し、2回目に集落を観察。培養は
BSL2区画の部屋で実施し、集落は教室で観察するが、観
察時にはプレートが開かないように細工を施した。演習前
後で、細菌のイメージや生息場所、伝播様式、感染症リス

クに関するアンケートを実施した。また2回の微生物コー
スを受講している臨床検査学生（n= 38）にも同様のアン
ケートを行い比較した。統計処理は、繰り返しのない二元
配置分散分析法 two-factor	ANOVA を用いて実施した。

【結果】	これらの検討により、演習を実施することで、感
染症の媒介物や生息場所、さらに院内感染リスクなどへの
看護学生の意識が有意に高まることが明らかになった。

○山口 博之（やまぐち ひろゆき）1）、矢野 理香2）、下田 智子2）、大久保 寅彦1）

1）北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野、2）北海道大学大学院保健科学研究院 基盤看護学分野
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教25 生理系専門科目におけるアクティブ・ラーニングの実践

【はじめに】 近年、自ら学ぶ主体的な学習態度の育成を目
指し、課題解決型の能動的学修（アクティブ・ラーニング、
AL）への取り組みが各大学で行われている。AL はコミュ
ニケーション力や協働する力を育成するために効果的な授業
形態ではあるが、医療系学部は資格取得が目標にあるため、
知識習得を目的とした詰込み型授業を優先せざるを得ない。
本学の生理系専門科目では、講義終了後に4回の実習を行っ
ている。昨年度の2年後期「循環機能検査学」において、
実習の一部として AL を組み込み実践したので報告する。

【取り組み内容】 心電図判読、心電図実習、心エコー実習、
腹部エコー実習に AL を組み込み、5週5班でのローテー
ション実習とした。AL はグループワーク（GW）とし、

「心筋梗塞」「肥大型心筋症」「弁膜症」「心不全」から1
つのテーマを選択させ、病型、心電図所見および心エコ－
所見を必須項目として、疾患の特徴をポスターにまとめ一
室に掲示させた。教員がポスター内容に対してコメントを
追記後、学生自身が全グループの評価を投票形式で行った。
また、GW の感想を無記名自由形式で学生にアンケートを
とった。

【結果】 「人に伝えやすくすることの難しさを改めて感じ
た。」「座学で学んだ知識を定着させることができ、友達
との話し合いを通じて新たな知識が増えてよかった。」「課
題に関する情報を文献から探してグループの人と話し合い
ながら進める作業は1人で行うよりも学習内容が身につき
やすかった。」「実際に自分たちで調べてみることで理解
が深まり、講義の復習がしっかりできて良かった。」など
の感想が得られた。

【考察】 今回の AL の試みは、循環生理に関する2年前期
「生理機能検査学」講義・実習および2年後期「循環機能
検査学」講義の後に行ったものであり、基礎知識を有し
た上での GW は、理解が深まり知識の定着に効果があっ
たと考えられる。GW 中は教員がつかない自己学習形式で
行ったため、実質的な教員の負担増はなかったが、直接的
な振り返りの時間を設けることが出来なかった点が今後の
課題である。今年度は成果発表会を設けて GW を試みる
予定である。

○平 千明（たいら ちあき）、樋口 由美子、伊澤 淳、奥村 伸生、太田 浩良
信州大学 医学部 保健学科

教26 有意義な臨地実習に向けた学内心電図実習からの底上げ
～心電図判読試験の導入～

【はじめに】 近年、治療の高度化・低侵襲化により診断時
や治療前に求められる検査情報の質が高くなっている。学
生はそれらの状況を把握し、臨地実習前に最低限の知識と
技術を習得しておくことが必要である。基礎的な知識を定
着させ、より高度な臨地実習に繋げるため学内実習に「心
電図判読試験」を導入しアンケート調査を行ったので報
告する。

【方法】 
①	実習中に検査手技とともにあらかじめ提示した課題の

判読トレーニングを行う。
②実習中、実技試験と同時に判読試験を行う。
③	判読試験は課題10例の内、教員がランダムに選んだ1

症例について試問する。
④	臨地実習後に、学生と臨地実習施設に対してアンケー

ト調査を行う。
【アンケート結果】 臨地実習後のアンケートでは、「学内
実習で判読トレーニングを行ったことにより臨地実習が充
実したものになったと感じた場面はありましたか？」の問
いに「あった」と回答した学生が84.3% と多数であった。
またその場面について問うと、「技師から受ける心電図判

読の説明がより深く理解できた」、「ホルター心電図やカ
テーテル検査の見学の際に、技師からの説明がより一層理
解できた」などと答えた学生が多かった。また、「疾患と
波形の関連だけでなく、病態との結びつきも学ぶことがで
きたのでとてもよかった」とコメントした学生もいた。
臨地実習施設の心電図担当技師からは、「ある程度理解し
てから実習に来たため詳細な検査説明や病態、治療方法ま
で深く教えることができた」、「学生の理解が早いため、
教えることが楽しかった」等のコメントがある一方、知
識・技術より「意欲的な態度」を身につけさせてほしい
との意見もあった。

【今後の課題と展望】心電図判読試験を行い基礎的な知識
を定着させたことにより、学生は余裕と自信をもって臨地
実習に臨むことができたと思われた。また、以前とは異な
り臨地実習でより多くの「気づき」があったと思われた。
今後は知識・技術のみならず人間性を向上させること、そ
して本学以外の臨地実習施設の心電図室ともコミュニケー
ションを図り連携を強化することにより、一層高度で有意
義な臨地実習に繋げられるのではないかと考えている。

○杉本 恵子（すぎもと けいこ）1）、市野 直浩1）、刑部 恵介1）、濵子 二治2）、北川 文彦3）、畑 忠善1）、秋山 秀彦1）

1）藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床検査学科、2）藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科、 
3）藤田保健衛生大学病院 臨床検査部
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教27 臨床検査技師養成校における生理検査でのパニック値教育

【はじめに】 パニック値 panic	value,	critical	value とは、
「生命が危ぶまれるほど危険な状態にあることを示唆する
異常値で、直ちに治療を開始すれば救命しうるが、その診
断は臨床的な診察だけでは困難で検査によってのみ可能で
ある」と定義される。
　臨床化学や免疫検査などの検体検査領域では、学会など
から、異常値の取り扱いについて、パニック値 / 緊急報
告値として提示されているが、生理検査については教科書
内に明示されたものは今までなく、検査技師養成校での生
理検査におけるパニック値（像）の教育は、十分ではなく
現場での対応法などは教育できていないのが現状である。

【現場で緊急時に対応できる技師を目指した教育】	我々は、
臨床経験が豊富な技師により、生理検査におけるパニック
値（像）に対する実臨床に即した運用指針を作成するワー
キングチームを立ち上げた。運用指針案は、オブザーバー
医師の意見も取り入れたものであり、各施設および検者に
おいてバラつきがあった、緊急時における技師対応を領域
別にまとめた。

【医療安全も考慮した教育法　リスクの層別化】	生理検査

では、目の前で患者を見ることができるため、患者の症
状・状態と、各検査の波形・画像を組み合わせて緊急度を
判断することが重要である。患者が症状を有し、波形・画
像より秒～分単位の対応が必要な所見を “ 超緊急所見 ”、
症状を伴い、分～時間単位の対応が必要な所見を “ 緊急所
見 ”、症状の有無にかかわらず、急変が予想され、医師へ
の報告が必要な所見を “ 準緊急所見 ” と定義しリスクの層
別化を図った。

【今後期待される教育機関での生理検査パニック値（像）
教育】	学生が学ぶ臨地実習先では、施設の規模にもよるが、
緊急対応を余儀なくされる症例に遭遇する場合の対応につ
いても教育がなされる。しかし患者が症状を有し、即座に
対応が必要な超緊急所見については、検査種別毎に、どの
ような所見の場合にパニック値（像）としての対応が必要
であるかについて、実習に赴く前の学内実習において十分
に教育し、臨地実習で、より学生への教育効果が得られる
ように事前に学習しておくことが望ましいと考える。

○小宮山 恭弘（こみやま やすひろ）、脇 英彦、上田 真喜子
森ノ宮医療大学 臨床検査学科

教28 超音波検査実習における習得度向上の試み　

【はじめに】 本学では3年前期に生理機能検査学実習（超
音波検査）が行われている。学生の指導は同級生や上級生
が主になり実施して3年目が経過した。学生主導の実習で
はすでに学習効率、習得度の向上の効果が認められており、
実習指導を担当した学生にも指導力や自己の技術の向上が
みられている。今回は、更に技術の習得の向上を目指すた
めにいくつかの試みを実施した。

【目的】 今回は超音波検査実習の習得度の向上を目的とし
て、1. 実習チェックリストの配布、2. 実技試験の実施、
3.	学生と教員双方による実習評価の3つの試みを実施した。

【方法】 
1. 実習チェックリストの配布
	 	実習事前に、全4週の実習項目、習得項目、予習項目が

一覧となった実習チェックリストを配布し、習得ごと
に項目の随時チェックを行わせた。

2. 実技試験の実施
	 	実技試験は循環器領域として傍胸骨左室長軸像を、腹

部領域として心窩部縦断走査による膵臓短軸像をそれ
ぞれ撮像させた。制限時間はそれぞれ10分とした。

3. 学生自身による実習評価の実施
	 	学生と指導者が共有する実習評価表を作成し、医療接

遇を含めた習得事項の評価、実習態度の評価、実技試
験の評価、レポートの評価の4つに大別して学生自身が
評価を行い、指導者との比較を行った。

【結果】 実習チェックリストの配布により、実習の流れの
詳細を理解し、未習得項目や必要な復習や予習項目が明ら
かにし、より効率的な実習を行うことが可能となった。実
技試験は制限時間内に的確に画像を描出することを課題と
しているため、積極的な自主練習がみられ、撮像する画像
への理解度も高まった。学生自身による実習評価の実施に
おいては、学生と教員間の評価の差を確認した。

【まとめ】 超音波検査実習において、実習の習得度の向上
を目指すための試みを実施し、技術の習得のみならず、医
療接遇なども含めた総合的な超音波検査技術の向上を認め
たので報告する。

○後藤 きよみ（ごとう きよみ）
関西医療大学 保健医療学部 臨床検査学科
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教29 これからの超音波検査を牽引する人材の育成を目指す大学院教育

【背景と目的】 かつては医師が担ってきた超音波（エコー）
検査は、現在、そのほとんどが臨床検査技師を中心とする
技師（ソノグラファー）によって実施されるようになって
きた。ソノグラファーは、検査装置の管理・調整、検査手
技、画像評価や計測値の意義を十分に理解していることは
もちろん、検査対象となる疾患や病態についての十分な知
識に基づき、個々例の所見や病態に応じて検査を自ら組み
立てる必要がある。このため、超音波検査の検者依存性は、
他の検査に比べてたいへん大きい。本研究院の心血管エ
コー研究室では、超音波検査の実技に精通したうえで、そ
の研究者としても活躍できる指導的な人材の育成を目的と
し、北大病院検査・輸血部、超音波センターならびに医学
研究院循環病態内科学教室の協力を得つつ、教育・研究活
動を行っている。

【教育の内容】 当研究室に所属する大学院生は、北大病院
の診療補助従事者として登録される。その上で、カリキュ
ラムの許す限り、できるだけ北大病院のエコー検査室に張
り付き、病院の新人職員と同様に実務研修を受ける。また、

ほぼ連日開催される症例カンファレンスに参加し、自らの
検査症例を提示し、その所見についてディスカッションす
る。こうして検査実務を十分理解した上で、それぞれの研
究テーマについて臨床研究を行う。

【修了後の進路】 これまでの9年間に16名の修士学生と4
名の博士学生（うち2名は社会人学生）を輩出した。修士
課程を修了した16名の進路は、9名が病院（うち5名が大
学病院）に、5名が企業（うち4名が超音波検査関連企業）
に就職し、2名が博士後期課程に進学した。これまでに7
名が日本超音波医学会認定超音波検査士の資格を取得し、
今年度は新たに4名が本資格試験を受験する予定である。

【まとめ】 病院の検査部門や臨床教室との緊密な連携によ
り、超音波検査に関する一定水準の技量とともにその研究
者としての素養を持つ人材の育成が可能であると考えられ
る。最近では英文論文など研究面でのアウトプットも増え
ており、さらに質の高い検査と研究に向けて学生をモチ
ベートすべく指導法の試行錯誤を続けている。

○岡田 一範（おかだ かずのり）1）、加賀 早苗1）、中鉢 雅大2）3）、村山 迪史3）、横山 しのぶ2）3）、西野 久雄2）3）、 
西田 睦2）3）、澁谷 斉3）、岩野 弘幸4）、三神 大世1）

1）北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野、2）北海道大学病院 検査・輸血部、3）北海道大学病院 超音波センター、
4）北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学

教30 入学直後の基礎学力調査から見えてきたもの

【はじめに】 当科では、高校時代の教育背景や基礎学力（数
学、生物、化学等の履修状況）にばらつきがある学生が多
く、1年次前期授業の段階で、学力の差や学習方法がわか
らずに苦戦する学生が目に付く。そこで2015年度から入
学当初（4月）に基礎学力試験を実施し、その結果を基に
指導や補習を行なってきた。今回は2018年度入学生を含
めた4年間の基礎学力試験データとその後の学習成績との
関連性を解析したので報告する。

【目的】 当科学生の休学や退学を考える最初の時期は夏休
み前後である。前期は基礎分野の講義が多く、特に高校の
理系科目に関連しているため、つまずきの原因は高校時代
の履修環境の違いにあると考えた。また我々は基礎学力の
不足分を早期に補い、定着させることはその後の専門分野
修得に大きな力になると考え、両者を改善するべく基礎学
力調査を行ってきた。そこで基礎学力の補強が本当に有用
なのか、またタイミングや時間数は妥当なのかを検討する
ための基礎データとして数値化することを試みた。

【方法】 ベネッセ社から提供される高校生物、化学、数学、

国語に対する小テストを行い、高校時代の履修科目と併せ
てデータ化した。このデータを元に留年・退学に対する傾
向、専門科目の成績との関連性（例；化学と臨床化学）お
よび卒業試験成績等との相関性を解析した。

【結果】 基礎学力試験の点数をヒストグラムにすると年次
により、平均点や分布に特徴があることが分かった。また
この試験で科目点のばらつきがあった学生はその後、学力
低下や留年となる傾向があった。そしてこの得点は、その
後の専門科目や卒業試験結果に相関することがわかった。

【考察】 基礎学力試験において平均点の低い学生へのホ
ローは行ってきた。そして平均点は悪くはないが科目に
よってバラツキのある学生に対しては後回しになっていた。
しかしバラツキのある学生は「意欲の低下」を原因とし
て休・退学へ繋がる傾向がある。この結果から、クラス全
体の得点分布と個々の得意不得意を早期に認識することは、
休退学を防ぐ効果があると考える。基礎学力試験がもたら
すデータは早期指導の有用なツールであると考察する。

○堀田 優子（ほった ゆうこ）、齋藤 賢治、白川 千恵子、笠原 聡、伊藤 正行、湯本 正洋
新潟医療技術専門学校
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教31 本学学生における Grit と就学状況の関係

【はじめに】 臨床検査技師養成校は一般的に国家資格取得
を目指す学生が入学してきている。しかし、様々な要因で
就学が困難となり休学、退学となってしまう学生が少なか
らず存在する。

【目的】 才能などに関係無く物事を成功させる能力である
Grit（やり抜く力）が近年注目されている。今回我々は、
休・退学となってしまう可能性が高いと予想される学生を
事前に把握して、より良い指導を行っていくことを目的と
して、学生の Grit スコアを調べて就学状況との関係性に
ついて検討した。

【対象】 本学科の卒業生、在校生、休学者、退学者計88名
のうち本研究への参加の同意の取れた86名（男性：33名、
女性：53名、平均年齢±標準偏差：20.9歳±3.9歳）を対
象にアンケート調査を行った。事前に、本研究の趣旨・目
的、本研究への参加は任意であり成績評価などに影響する
ことは一切ないことを説明し、同意を得た。

【方法】 対象を A 群（就学状況に問題が無い）と B 群（過
去の上級学校の経験も含めた休・退学者、本校での欠席数

が特に多い）に分けて、それぞれの Grit スコアを t 検定に
て比較した。有意水準は5% とした。また Grit スコアの
カットオフ値を ROC 曲線より算出した。

【結果】 対象の Grit スコアを算出して、その値が正規分布
に従っていることを確認した。
　Grit スコアは A 群に比べて B 群が有意に低かった（p
＜0.05）。Grit スコアのカットオフ値を算出したところ2.9

（感度：79%、特異度：60%）となった。
【考察】 Grit スコアは A 群、B 群での比較により就学困
難となる学生を見つけられる可能性が示唆された。今後は
Grit スコアの活用範囲を入学後の学生だけではなく、入
学前の学生にも広げていけないかを調査したい。また、入
学試験の成績などの従来用いられていた能力選別方法との
比較についても検討していきたい。尚、今年度入学生36
名にも引き続きアンケートを実施して結果を集積していく
予定である。その結果もまとめて発表当日に報告する。

○畑本 大介（はたもと だいすけ）、鈴木 真紀子、荒木 隆、遠藤 享一
静岡医療科学専門大学校 医学検査学科

教32 北里大学保健衛生専門学院における生物学講義の模索

【はじめに】 近年、北里大学保健衛生専門学院臨床検査技
師養成科（以下北里学院検査科）では基礎科目における高
等学校就学時の差や成績低迷がみられる。特に生物学にお
ける成績の差が顕著である。しかし、生物の知識はこれ以
後学ぶ臨床検査の科目の基盤となるため、1年次の早い段
階で科目の苦手意識の克服と興味を持たせることが必要で
あると考える。

【現状】 2012年から高等学校理科の学習指導要領の改訂が
行われ、本学院でも2015年入学生から新学習要項で学習
した学生を迎えている。推薦入学試験などで早期に進路が
決定する学生と一般入学試験で晩期に進路が決定する学生
との間では理数系科目の修得状況の差および学習習慣の差
が見られることから、入学前教育を導入している。また、
入学後は基礎学力試験（以下アセスメントテスト）を実施
し、学生個々の基礎学力を把握し、選択基礎科目の履修へ
の促しや必修科目である生物学への興味を促す講義を行っ
ている。

【課題】 現1年生と2年生に高等学校時代の生物履修状況

についてアンケートを取ったところ、履修した学年に違い
はあるが「生物基礎」は93% と96% が履修し、「生物」
は60% と80% が履修していた。しかし、「生物基礎」の
内容を主としたアセスメントテストの結果では、学習要領
改訂前は平均66.1点であったのに対し、改定後過去4年間
では63.7点、65.4点、63.0点、62.4点と連続して低迷し
ている。また、アセスメントテストの内容から顕著にポイ
ントが下がった項目を抜き出したところ、一部は学習指導
要領改訂に伴い、中学校理科の内容に移行していた。

【おわりに】 高等学校理科の生物領域の内容が大きく変
わったことを受け、今まで入学前に理解していてほしいと
考えていた履修範囲も、変更する必要が出てきている。現
在実施している必修科目の生物学では高等学校での学習範
囲を補い、尚且つ臨床検査の内容に関連付ける内容として
いる。どの様な講義内容とすれば学生の修得状況の差をな
くし、生物学に興味を持たせられるか模索している。

○小菅 優子（こすげ ゆうこ）、鈴木 英明、山口 聖子、小林 浩二、金子 博司、小丸 圭一、竹内 法子、 
五十嵐 康之、笹岡 悠一、大西 秀典
北里大学保健衛生専門学院
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教33 東京工科大学における一期生の国家試験の合否と模擬試験成績の推移

【背景・目的】 東京工科大学医療保健学部臨床検査学科は
平成26年度に新しく開設された。平成26年度入学者84
名のうち4年生に進級した82名全員が第64回臨床検査技
師国家試験を受験した。国家試験の合格率は80.5% であっ
た。また、受験生は4年次に年間を通じて模擬試験や国家
試験対策講義を受けていた。
　国家試験の合否と模擬試験成績の推移を分析することで、
国家試験対策における今後の学習指導および指導体制の改
善につなげることを目的とする。

【方法】 第64回臨床検査技師国家試験を受験した学生（82
名）を対象として、国家試験の合否と全8回分の模擬試験

（前年度12月～2月上旬）の成績を集計・解析した。同様
に、臨床検査専門科目の履修済みとなる3年生前期までの
累積 GPA と国家試験受験前の4年生前期の累積 GPA に
関して合否との関連について解析した。併せて、本学の卒
業試験の得点率と国家試験の合否について解析した。

【結果】 国家試験合格者と不合格者の全8回分の各々の模
擬試験の平均点において、合格者層と不合格者層で約10

点の差があり、どの模擬試験においても有意な差がみられ
ることが多かった。また、7月末以降の模擬試験から合格
者層と不合格者層の点数の平均の差が大きくなる傾向がみ
られた。7月末以降から模擬試験の平均点は1ヶ月あたり
約10点ずつ上昇していたが、不合格者層の平均点の上昇
は合格者層より低かった。合格者と不合格者の平均 GPA
に関しては、3年生前期 GPA および4年生前期 GPA とも
に有意な差は認められなかった。また、卒業試験の再試験
にて得点率60% を下回っている学生は国家試験も全員不
合格であった。

【考察】 国家試験合格者と不合格者には模擬試験の点数に
有意な差があり、特に7月末以降の点数から国家試験の合
否をあらかじめ予測できる可能性が示された。また、
GPA が国家試験の合否に与える影響は小さいと考えられ
る。そして、本学の卒業試験は国家試験の合否を予測する
優れた判定材料たり得ることが示唆された。

○亀田 貴寛（かめだ たかひろ）、横田 恭子、栗原 由利子、吉田 祥子、市川 由理、伊藤 さやか、奥橋 佑基、 
花尾 麻美、國枝 泰希、細萓 茂実
東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科

教34 教科単元ごとのまとめノート（1枚打法）を活用した教育の成果

【はじめに】 本校は第64回臨床検査技師国家試験を終えて、8年連
続の100% 合格となった。本校の学生は全員が自衛官であり、卒業
に際しては、国家試験に全員合格することが必須とされている。本
校の課程は3年制で、国家試験で配点の高い科目の9割が2年生ま
でに終了する。この教育カリキュラムから考えると、効果的な勉強
法を行なえば、2年終了時には合格圏（120点以上）に到達すること
が可能であるのではないか、と私は考えた。今回、病理検査学の教
官として数々試した教育方法の中で、特に効果のあった「1枚打法」
について紹介する。

【方法】 「1枚打法」とは、国家試験に頻出の項目について、重要な
内容だけを抜き出し、図や表など多用して1枚にまとめさせたノー
トのことである（図）。各単元が終了するごとに試験を実施し、同
時に「1枚打法」を提出させる。2年終了時には、3年生が受けた
国家試験をそのまま受験させて、修学状況の判定を行った。

【結果】 連続4年間の2年終了時国家試験結果を用いて分析したと
ころ、病理検査学の平均正解率は64.2% と合格圏に達していた。

【考察】 「1枚打法」を用いると、1枚だけにまとめることによって他
の項目と内容を混同することが避けられ、かつ、視覚に訴える右脳
を駆使した感覚記憶（写真を思い出す感覚）が可能となり、良好な記
憶の定着につながったと考える。

○粕川 明一（かすかわ あきひと）、磯脇 惠、池谷 敦美、谷井 雄一、赤間 浩之、遠藤 公昭、松下 芳太郎、 
藥師寺 恵美
陸上自衛隊衛生学校 教育部
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教35 Japanese Original Method：寺子屋方式「ご唱和」を活用した講義

【緒言】	臨床検査技師国家試験関連科目の教育では出題基
準に従って習得必要な事項についての一方向授業となる事
が少なくない。単調な講義内容の中から学問的にあるいは
臨床検査上重要な事項を的確に選択し確実に理解・習得す
ることは、学生にとって決して簡単ではない。また、単調な
一方向講義では学生の注意と適度な緊張を維持することも
困難となる。担当する検査技術科学専攻および看護学専攻
の講義の一部において重要フレーズの音読、「ご唱和」を導
入している。本発表では実際の講義の動画を供覧するとと
もに教科終了時の学生の授業評価アンケートの結果を示す。

【方法】	「ご唱和」を導入している主な科目は（1）検査技
術科学専攻2年後期「臨床血液学 I」、（2）同3年前期「臨
床血液学 II」、（3）看護学専攻2年後期「臨床生理学 I,	II」
の3科目である。学生にはハンドアウトのほかに、ご唱和
シートを配布しご唱和と同時にご唱和ワードを記載するよ
うに指導した。講義アンケートは無記名とした。「ご唱和」
に関連した設問は2項目で、設問1は “ 寺子屋方式、「ご
唱和」は重要事項の確認や記憶に有用であった ”。設問2

は、“ 寺子屋方式、「ご唱和」は来年度も継続した方がよ
い ” とした。回答は「5：“ 強くそう思う ”、4：“ そう思う ”、
3：“ どちらとも言えない ”、2：“ そうは思わない ”、1：
“ 強くそうは思わない ”」から1つ選択させた。

【結果】	2015年度の科目（1）では受講学生数36名、有効
回答者数27名（75%）、2017年度の科目（2）で同37名、
22名（59%）、2017年度の科目（3）で同73名、44名（60%）
であった。設問1の回答番号の平均は順に4.03、3.73、4.2、
設問2の平均は3.74、3.68、3.89で、回答4、5の割合（%）
は、設問1では科目（1）26,	56,	科目（2）5,	64,	科目（3）32,	
57,	設問2では科目（1）14,	44,	科目（2）5,	59,	科目（3）28,	
38であった。

【考察】	江戸時代以前からある寺子屋で生徒は教科書の文
字を追いながら、師匠の口述を復唱し、最終的には暗唱し
て、数々の古典を学んでいた。68～89% の学生は「ご唱
和」が重要事項の確認や記憶に有用であったと回答して
おり、現在においても「ご唱和」は有用な教育手段と考
えられる。

○政氏 伸夫（まさうじ のぶお）
北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野
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院01 インドネシアで分離された CTX-M-15型 ESBL 産生 Escherichia coli に 
おける染色体性およびプラスミド性についての分子疫学調査

【背景と目的】 近年、基質特異性拡張型β- ラクタマーゼ
（ESBL）を産生する腸内細菌科細菌が世界中に蔓延している。
特に、CTX-M-15型 ESBL 産生 Escherichia coli が世界で
注目されており、中でも病原性の強い表現型 B2、血清型
O25、sequence	type（ST）131という疫学的特徴を持つ株が
非常に多く検出されている。この ESBL 遺伝子はプラスミド
上に存在していることが知られており、菌種を超えて広く伝
播する原因であると考えられている。一方、ESBL 遺伝子が
染色体上にも存在することが報告されており、プラスミド以
外の拡散経路が存在することが予想される。アジアの中でイ
ンドネシアでは ESBL に関する調査研究が少ないものの、
CTX-M-15型 ESBL 産生 E.coli の検出が多いと報告されて
いる。本研究では、インドネシア尿路感染症患者より分離さ
れた E.coli が保有する CTX-M-15型 ESBL 遺伝子が染色
体とプラスミドのいずれに存在するかについて検出を行った。

【方法】 2015年インドネシア・スラバヤのストモ病院にて、
尿路感染症患者より分離された ESBL 産生 E.coli100株を
対象とし、18種類の抗菌薬による薬剤感受性試験を行った。

ESBL 型別、表現型、血清型については PCR を用いて決定
した。CTX-M-15遺伝子の位置はサザンブロット法、ST
は Multilocus	sequence	typing（MLST）を用いて決定した。

【結果】 ESBL 産生 E.coli100株中 CTX-M 型は94株で
あり、うち CTX-M-15型は57株であった。薬剤感受性
試験の結果、カルバペネムを除くβ- ラクタム系薬剤すべ
てにほとんど耐性を示し、シプロフロキサシン（91%）、
ST 合剤（81%）、テトラサイクリン（86%）にも高い耐性
を示した。CTX-M-15遺伝子は、57株のうち、染色体上
に27株（47.4%）、プラスミド上に30株（52.6%）が存在し
ていた。CTX-M-15遺伝子が染色体上に存在していた27
株のうち、最も多い ST は B2-O25-ST131の5株を含む
ST131（22.2%）、ST405（22.2%）であった。一方、CTX-M	
-15遺伝子がプラスミド上に存在していた30株では ST410

（43.3%）であった。
【結論】 インドネシアにおいて、プラスミド性ばかりでな
く、染色体性 CTX-M-15型遺伝子を持つ ST131および
ST405	E.coli が多く伝播していることを確認した。

○細谷 砂美子（ほそや さみこ）1）、大澤 佳代1）、久保 綾乃1）、木下 承晧1）、佐藤 小春1）、Dadik Raharjo2）、
Kuntaman Kuntaman2）、藤澤 正人3）、平井 到4）、白川 利朗3）5）

1）神戸大学大学院 保健学研究科、2）アイルランガ大学 医学部 微生物科、3）神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野、 
4）琉球大学 医学部 保健学科 病態検査学講座、5）神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 先端医療学分野

院02 インドネシアの尿路感染症患者より分離された 
カルバペネマーゼ産生グラム陰性桿菌の分子疫学的調査

【背景と目的】 近年、様々な種類の薬剤耐性菌が確認され
ている。特に尿路感染症（UTI）において、カルバペネム
耐性菌による治療失敗や予後不良となるケースがしばしば
報告されている。以前より薬剤耐性菌に関して日本とイン
ドネシア間で共同研究が行われているが、カルバペネム耐
性菌の研究については不十分であった。したがって本研究
では、インドネシアの UTI 患者より分離された、カルバ
ペネム耐性グラム陰性桿菌のうちカルバペネマーゼ産生菌

（CPGNB）について分子疫学的調査を行った。
【方法】 2015年にインドネシア・スラバヤのストモ病院に
おいて、UTI 患者の尿検体より分離されたカルバペネムお
よび第三世代セファロスポリン耐性グラム陰性桿菌を対象
とした。対象菌が保有するカルバペネマーゼ遺伝子の型別、
Multi-locus	sequence	typing（MLST）による sequence	
type（ST）を決定した。

【結果】 分離されたグラム陰性桿菌1,082株のうち、116株が
イミペネムまたはメロペネム耐性菌であり、22株が CPGNB

で あ っ た。CPGNB の 内 訳 は Acinetobacter baumannii
（n= 4）、Pseudomonas aeruginosa（n= 4）、Klebsiella 
pneumoniae（n= 5）、Providencia rettgeri（n= 4）、その他
5株であった。カルバペネマーゼの内訳は、NDM-1（n=18、
81.8%）は腸内細菌科と Acinetobacter spp. 、IMP-7（n= 4、
18.2%）はすべて P. aeruginosa であった。菌株の ST につい
ては、K. pneumoniae が ST307、P. aeruginosa が ST622、
A. baumannii が ST1000を持つことが明らかになった。薬
剤感受性試験により、CPGNB の P. aeruginosa 4株すべて
にコリスチン感受性、また Acinetobacter spp.6株すべてに
ミノサイクリン、コリスチン、チゲサイクリン感受性を認めた。

【結論】 インドネシアにおける UTI 患者より CPGNB22
株が分離され、NDM-1の大部分は腸内細菌科細菌や
Acinetobacter spp. 、IPM-7は全て P. aeruginosa から検
出されており、インドネシアにおけるカルバペネム耐性グ
ラム陰性桿菌の状況が明らかとなった。

○細谷 砂美子（ほそや さみこ）1）、大澤 佳代1）、重村 克巳1）2）、北川 孝一3）、西本 健人1）、Kuntaman Kuntaman4）、
Dadik Raharjo4）、木下 承晧1）、藤澤 正人2）、白川 利朗2）3）

1）神戸大学大学院 保健学研究科、2）神戸大学大学院 医学研究科 腎泌尿器科学分野、 
3）神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 先端医療学分野、4）アイルランガ大学 医学部 微生物科
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院03 緑膿菌の腸管経由内因性血液感染機構の解析 -Ⅰ
～ トランスポゾン挿入変異株ライブラリーを用いた 

Caco-2細胞層透過関連遺伝子の探索～

【目的】 緑膿菌による内因性血液感染は、経口摂取された
緑膿菌が宿主の腸管内に定着した後、宿主の免疫力低下に
伴い、腸管上皮細胞層を透過した本菌が、血管・リンパ管
へ移行することで全身性敗血症やほかの組織への転移が起
こることである。これまでの研究結果により、その敗血症
の起因メカニズムの1つとして腸管上皮細胞層を経由した
血液感染の重要性が示唆されている。そこで、ヒト結腸癌
株化細胞である Caco-2細胞を用いて、Caco-2細胞層に
おける本菌の未知の透過機構を明らかにすることを目的に
本研究を実施した。

【方法】 緑膿菌のトランスポゾン（Tn）挿入変異株ライブ
ラリーの作製には、緑膿菌で既に確立された Tn 挿入変異
株ライブラリーの作製方法に従い、ISlacZhah-tc トラン
スポゾンを含む pIT2プラスミドを接合により、緑膿菌野
生株 PAO1に導入した。得られた Tn 挿入変異株3,070株
を対象に、Caco-2細胞層透過活性スクリーニングを行っ
た。Caco-2細胞層透過活性が著しく低下した Tn 挿入変

異株について、Tn 挿入部位のシーケンスを arbitrary	
PCR 法を用いて同定した。

【結果と考察】 シーケンスを解析した結果、PAO1の腸管
上皮細胞層透過活性に関与すると思われる遺伝子が21種類
同定され、その中にはべん毛、線毛、解糖系、ヒートショッ
クタンパク質、アミノ酸生合成などに関連する遺伝子が含
まれていた。これまでに、同定した遺伝子の中から、先行
して serA 遺伝子および dnaK 遺伝子について、Caco-2細
胞層透過との関連性を明らかにしてきた（Yasuda	et	al,	
PLoS	One,	2017；Okuda	et	al,	Microbiology,	2017）。本
研究では、本菌の Caco-2細胞層透過との関連性が報告さ
れていない遺伝子に着目し、現在解析を進めているところ
である。

○小村 知央（おむら ちひろ）1）、尾島 優志1）、猪野 楓1）、安田 仁2）、末澤 千草2）、奥田 潤1）2）

1）香川県立保健医療大学大学院 保健医療学研究科 臨床検査学専攻、2）香川県立保健医療大学 保健医療学部 臨床検査学科

院04 緑膿菌の腸管経由内因性血液感染機構の解析 -Ⅱ
～解糖経路関連遺伝子に着目した緑膿菌の Caco-2細胞層透過機構の解析～

【目的】 同研究室の先行研究において、緑膿菌野生株
PAO1の Caco-2細胞層透過活性に関与する21種類の遺
伝子を同定した。本研究では、この中で Caco-2細胞層透
過との関連が報告されていない解糖経路関連遺伝子に着目
し、緑膿菌の既知の病原性への解糖経路関連遺伝子の関与
について解析を行った。

【方法】 緑膿菌野生株 PAO1を陽性対照に、解糖経路関連
遺伝子の Tn 挿入変異株を用いて、Caco-2細胞層透過活
性試験を行った。さらにその結果を確証するために解糖経
路関連遺伝子の null	mutant をスーサイドベクターを用い
た相同組換え法により作製し、Caco-2細胞層透過活性試
験を行った。

【結果と考察】 解糖経路関連遺伝子の Tn 挿入変異株では、
野生株と比べて Caco-2細胞層透過活性の有意な減弱が見
られた。また、解糖経路関連遺伝子の null	mutant につい
ても、同様の結果が得られた。以上のことから、本菌の
Caco-2細胞層透過に解糖経路関連遺伝子は重要な役割を
果たしていることが示唆されたが、詳細は不明である。現

在、運動性を含めた種々の病原性への本遺伝子の関与につ
いて検討中である。また、null	mutant の解糖経路関連遺
伝子相補株も作製し、同様の試験を行う予定である。

○尾島 優志（おじま ひろし）1）、猪野 楓1）、小村 知央1）、安田 仁2）、末澤 千草2）、奥田 潤1）2）

1）香川県立保健医療大学大学院 保健医療学研究科 臨床検査学専攻、2）香川県立保健医療大学 保健医療学部 臨床検査学科
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院05 緑膿菌の腸管経由内因性血液感染機構の解析 -Ⅲ
～線毛関連遺伝子群に着目した緑膿菌の Caco-2細胞層透過機構の解析～

【目的】 同研究室の先行研究において、緑膿菌野生株
PAO1の Caco-2細胞層透過活性に関与する21種類の遺
伝子を同定した。本菌の感染における最初のステップとし
て、IV 型線毛を介した感染宿主組織への付着が重要であ
ると考えられている。そこで IV 型線毛の構築及びその機
能に関与すると報告されている遺伝子群に着目し、緑膿菌
の既知の病原性に対する線毛関連遺伝子群の関与について
解析を行った。

【方法】 緑膿菌野生株 PAO1を陽性対照に、各線毛関連遺
伝子の Tn 挿入変異株を用いて、本菌の病原性と関連する
ことが知られている Caco-2細胞層透過活性の減弱を確認
した。運動性試験としては、線毛機能を反映する twitching	
motility と、べん毛機能を反映する swarming	motility、
および swimming	motility を実施した。

【結果と考察】 各線毛関連遺伝子変異株を用いた Caco-2
細胞層透過活性試験では、野生株に対し、全ての変異株に
おいて透過活性の減弱が確認された。運動性試験において
twitching	motility が全ての変異株において減弱している

ことが確認されたことにより、線毛関連遺伝子群が線毛機
能に関与していることが実証された。さらに3つの線毛関
連遺伝子の Tn 挿入変異株において、べん毛機能を反映す
る swimming	motility でも減弱が生じたため、これらの3
つの遺伝子は線毛機能だけでなくべん毛機能にも関与する
可能性が示唆された。
　線毛機能評価として細胞付着試験や IV 型線毛主要構成
タンパク質の発現確認、また線毛関連遺伝子群が運動性以
外の病原性に影響を及ぼすかどうかを現在検討中である。

○猪野 楓（いの かえで）1）、尾島 優志1）、小村 知央1）、安田 仁2）、末澤 千草2）、奥田 潤1）2）

1）香川県立保健医療大学大学院 保健医療学研究科 臨床検査学専攻、2）香川県立保健医療大学 保健医療学部 臨床検査学科

院06 腟頸管スワブの性器クラミジア検出率と腸内細菌科細菌 OTU 量について

　偏性細胞内寄生性細菌 Chlamydia trachomatis（クラミ
ジア）は性感染症の原因であり、健康女性の子宮頚管部へ
のクラミジアの感染率は、性的活動が活発な20歳代に限っ
てみると約10% と高い。多くの場合は無症候性であり、
無治療のまま放置すると卵管へと上向性に感染は拡大し、
さらに繊維化に伴って卵管は閉塞し不妊となる場合もある。
しかしながら、上向性に感染を拡大させる要因は十分に理
解されていない。そこで札幌市東豊病院に2016年6-10月
に来院した患者と妊婦検診健常者腟頚管部から擦過された
スワブ273検体を用いてクラミジア感染に伴い腟内の細菌
叢と腟炎症度がどのように変化するのか検討を行った（倫
理審査承認番号：15-99-2）。各スワブ検体の一部から塗
抹標本を作製しグラム染色像によって腟粘膜表面の炎症度
を数値化する Nugent	Score を算出し、同時に検体中のク
ラミジア、ラクトバチルスを PCR にて検出を行った。ラ
クトバチルスについてはリアルタイム PCR で菌数を測定
し、Nugent	Score による腟炎症度との関係を調査した。
全273検体よりクラミジア陽性検体（20検体：D 型10%、

E 型25%、F 型25%、H 型5%）を含んだ47検体をピック
アップし、菌叢解析（北海道システム・サイエンスに委託）
を行った。その結果、腟症の増悪化に伴ってラクトバチル
ス菌数の減少が認められた（χ2test、p= 0.008）。腟症の
程度とクラミジアの感染頻度との間には、なんら関連性は
見いだせなかった（χ2test、p= 0.1365）。菌叢解析の結果、
腟症が見られない群において、クラミジア非感染者に比べ
感染者では、腸内細菌科細菌の OUT 量が有意に高かった。
その一方で、いずれの検体もマッコンキー培地上での集落
形成はほとんど確認できなかった。このように、腟症が認
められない健常者において、肛門経由で流入する腟内腸内
細菌科細菌の増加は、性器クラミジアの感染率にインパク
トを与える。

○渡辺 宜典（わたなべ たかのり）1）、大久保 寅彦2）、山口 博之2）

1）北海道大学大学院保健科学院、2）北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野
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院07 好酸球由来カチオン性タンパクの精製および酸化ストレス下での 
心筋芽細胞保護効果の検討

【背景および目的】 好酸球由来カチオン性タンパク（ECP）
は好酸球顆粒由来の蛋白の一つで、細胞傷害性などの免疫
防御能を示す。最近の研究において ECP が心筋細胞分化
誘導や細胞内骨格形成の促進など新たな機能を持つことが
明らかとなった。本研究では大腸菌発現系によりヒト
ECP を精製し、酸化ストレス下のラット心筋芽細胞
H9c2	cell へ投与し、効果を検討した。

【方法】 発現プラスミドを、大腸菌株 BL21（DE3）/pLysS
へ導入し、pET システム T7プロモーター発現系により
ECP を発現させた後、精製した。H9c2	cell を96穴プレー
トに播種し、CO₂培養器（37℃、5%	CO₂）、DMEM	high	
glucose 培地（10%FBS、1%PS）で培養した。24時間後に
培地を serum	free に交換し、一晩血清飢餓状態とした。
その後、H₂O₂と精製 ECP を加え、さらに6時間培養した。
MTS 試薬を加え、2時間後に吸光度490nm を測定した。

【結果】 精製 ECP は SDS-PAGE を行い Coomassie	Bril-
liant	Blue 染色で確認したところ、単一のバンドとして検
出された。無刺激細胞の生存率を100% として、H₂O₂添

加後の細胞生存率を求めた。ECP を加えなかった群では
H₂O₂の濃度依存的に細胞の生存率が減少した。一方、
ECP を加えた群においては、H₂O₂	200μM から400μM で
の生存率が有意に改善した。

【考察と今後の展望】	ECP 添加群においては非添加群に比
べて酸化ストレス刺激下の細胞の生存率は著明に改善した。
このことから、ECP は酸化ストレスによる細胞死から
H9c2	cell を保護する効果があると考えられた。臨床で広く
使用されている Doxorubicin（DOX）や Herceptin（HER）
といった抗がん剤は、副作用として重篤な心毒性が知られ
ており、その機序として酸化ストレスの関与が指摘されて
いる。抗がん剤副作用である心毒性の低減が ECP の投与
により可能となれば、これにより、DOX の長期投与や総
投与量の増加など、がん患者に対する抗がん剤治療の適応
を広げることが期待できる。

【結語】 酸化ストレスを受けた心筋芽細胞に対して好酸球
由来カチオン性タンパク（ECP）は保護的作用を示す。

○西村 拓人（にしむら たくと）1）、立木 美穂2）、稲垣 純子3）、Hatipoglu Omer faruk1）、大月 孝志1）、池村 健太郎2）、
Liu Guole1）、廣畑 聡1）2）

1）岡山大学大学院 保健学研究科 検査技術科学分野、2）岡山大学 医学部 保健学科 検査技術科学専攻、 
3）岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 細胞化学分野

院08 酸化ストレス刺激による大動脈内皮細胞の増殖活性化に関する研究

【背景・目的】 当研究室では、ヒト大動脈内皮細胞
（HAEC）を酸化ストレス負荷下で培養することにより、
血管内皮細胞からの組織因子（TF）・単球走化活性化因子

（MCP-1）・好中球走化活性化因子（IL-8）の産生が増加、
一方、一酸化窒素合成酵素である eNOS の mRNA 発現が
低下することを見出し、血中酸化ストレスの亢進が動脈硬
化症を進展させる機序を明らかにしてきた。その HAEC-
酸化ストレス負荷培養モデルで、ある条件が揃った際に、
酸化ストレス刺激を受けた細胞が急激な増殖を引き起こす
現象を確認した。本研究では、HAEC が急激な活性化と
細胞増殖を示すメカニズムの解明を目的に、その現象を再
現性良く捉えることの出来るプロトコルの確立を目指した。

【方法・結果】 種々の条件（過酸化水素濃度・刺激時間・
培養時間など）下で HAEC- 酸化ストレス負荷培養モデル
を作成し、細胞増殖の有無や細胞周期について解析した結
果、一定の条件下で細胞増殖が認められた。この現象を安
定的に再現できる培養条件を検証するため、同様の実験を
4回繰り返した結果、50% の確率で酸化ストレス負荷によ

る細胞増殖促進作用が確認された。
【考察】 本研究の成功により、過剰な活性酸素により部分
的に障害を受けた血管内皮細胞が修復されていく過程を検
証できる実験系の確立が期待できる。今後は、酸化ストレ
ス刺激による細胞増殖のみならず、細胞の「若返り現象」
なども検討していく予定である。

○広重 和哉（ひろしげ かずや）、前田 知里、山﨑 澪、金重 里沙、本木 由香里、野島 順三
山口大学大学院医学系研究科 生体情報検査学
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院09 播種性血管内凝固症候群（DIC）の病態形成における酸化ストレスの影響

【目的】 播種性血管内凝固症候群（DIC）は、重症かつ多彩
な基礎疾患の存在下に著しい凝固活性化状態をきたし、全
身の細小血管内で血栓が多発する重篤な病態である。基礎
疾患により DIC の発症機序は異なるが、多くのケースで直
接的あるいは間接的に組織因子（TF）が病因となる事が示
唆されている。さらに近年の研究により、活性酸素の過剰
発生による酸化ストレスが血管内血栓の発生に関連してい
ることが示唆されているが、DIC の病態形成における酸化
ストレスの影響は明らかになっていない。本研究では、
DIC の基礎疾患として代表的な急性白血病症例を対象に、
相対的酸化ストレス度（OSI）の亢進および血中 TF,	TNFα
濃度と DIC 合併との関連性を統計学的に解析した。

【方法・結果】 一般住人656人、急性骨髄性白血病：AML
（40例）、慢性骨髄性白血病：CML（20例）を対象に OSI
の測定を実施した結果、AML で有意に高く、その中でも
OSI が亢進している症例において DIC 合併率が有意に高
い（60%,	6/10例）ことを見出した。さらに、AML 症例を、
血中 TF 濃度が増加していた症例群と増加していなかった

症例群で、DIC 合併率を比較した結果、血中 TF 濃度が
増加していた症例では、72.7%（8/11例）の症例で DIC の
合併を認めたが、血中 TF 濃度が増加していない症例では、
10.3%（3/29例）であった。一方、血中 TNFα濃度が増加
していた症例群と増加していなかった症例群で、DIC 合
併率に有意な差は認められなかった。

【考察】 急性骨髄性白血病において、OSI の亢進と血中
TF 濃度の増加が、DIC の発症および重症化に強く関連し
ている可能性が示唆された。本来ならば、DIC 発症の直
接的な病因である血中 TF 濃度を定量すれば DIC 発症の
危険をいち早く予知できるが、血中 TF 濃度の定量は
ELISA キッドを用いたバッチ測定であり、個々の症例に
対応して迅速かつ簡便には測定できない。一方、OSI は自
動分析装置で個々の症例毎に迅速かつ簡便に測定ができる
ため DIC 発症の危険を予測する臨床検査として有用であ
ると考えられる。

○山﨑 澪（やまさき みお）1）、藤澤 悠2）、前田 知里1）、広重 和哉1）、金重 里沙1）、本木 由香里1）、野島 順三1）

1）山口大学大学院医学系研究科 生体情報検査学、2）広島記念病院 中央検査科

院10 培養血管内皮細胞が産生する VWF 上の血液型抗原に関する研究

【はじめに】 血栓形成に関与するフォンビルブランド因子
（VWF）は、ABO（H）血液型抗原を持つユニークな血漿タ
ンパク質であり、血液型は VWF の血中濃度に影響する。
この血液型抗原は、血管内皮細胞由来の VWF に付加され
ていることが知られているが臍帯静脈血管内皮細胞由来の
VWFは血液型抗原を持たないことが報告されている。我々
は、VWF における血液型抗原の付加経路を明らかにする
目的で、種々の市販血管内皮細胞を培養して血液型の遺伝
子型を調べるとともに、VWF 上の血液型抗原を調べた。

【方法】 市販のヒトの大動脈血管内皮細胞（HAEC）2種、
皮膚微小血管内皮細胞（HMVEC）、臍帯静脈血管内皮細胞

（HUVEC）を用いて細胞培養を行った。各細胞を血管内皮
細胞用培養液中で播種し、5%CO2、37℃条件下で48～72
時間培養した。その後、細胞と培養液を回収し、タンパク
質分解酵素阻害剤を加えた後、それぞれ－25℃に保存した。
A、B 酵素遺伝子のプライマーを用いた PCR 法により培
養細胞の ABO 血液型を調べた。また、抗 VWF 抗体を固
相化した ELISA プレートを調製し、培養液中の VWF の
濃度をペルオキシダーゼ標識抗 VWF 抗体を用いて調べ

た。さらに、その VWF 上に A 型、B 型、H 型抗原が存
在するか否かを抗 A、抗 B 抗体とビオチン標識 UEA-I
を用いて間接法で調べた。

【結果】 HMVEC は複数ドナー由来、それ以外は単一ド
ナー由来のものを用いた。PCR 法による血液型判定では、
2種類の HAEC のうち、片方の遺伝子型が BO 型、もう一
方が AO 型であり、HMVEC は A 型と O 型の混合物、
HUVEC は AO 型であると考えられた。これらすべての細
胞培養液中には、VWF が検出されたが、これらの VWF
は抗 A、抗 B 抗体とは反応せず、UEA-I のみと反応した。

【考察】 HAEC と HMVEC は、A 型や B 型遺伝子を含ん
でいたが、HUVEC と同様に産生された VWF 上には、A、
B 血液型抗原は検出されなかった。今回用いた培養血管内
皮細胞由来の VWF にはすべて H 型抗原が検出されたこ
とから、細胞内で H 酵素は発現していると考えられた。
培養系では A、B 酵素遺伝子が発現していない可能性も
ある。今後これらの遺伝子発現もあわせて調べていく必要
があると考えられた。

○中村 優太（なかむら ゆうた）1）、濵子 二治2）、松下 文雄3）、雪竹 潤4）、秋山 秀彦4）、松井 太衛4）

1）藤田保健衛生大学 保健学研究科 臨床検査学領域、2）藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科、 
3）藤田保健衛生大学 医療科学部 リハビリテーション学科、4）藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床検査学科
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院11 造血器腫瘍における RUNX ファミリー遺伝子異常の解析

【目的】 骨髄系造血器腫瘍は、造血幹細胞から骨髄系前駆
細胞の段階で様々な遺伝子異常が加わることにより発症す
る。造血幹細胞の分化に重要な転写因子 RUNX1の遺伝
子異常は、造血器腫瘍の発症に深くかかわっている。
RUNX1遺伝子の異常として、急性骨髄性白血病（AML）
では染色体転座、骨髄異形成症候群（MDS）や骨髄異形成
/ 骨髄増殖性腫瘍（MDS/MPN）では遺伝子変異が高頻度
に認められ、疾患発症に関与することが明らかになってい
る。さらに RUNX1発現異常も病態に関与することが示
されている。そこで本研究では、RUNX1アイソフォー
ムやファミリー遺伝子の発現量を各種骨髄系造血器腫瘍で
比較し、病態への関与を検討した。

【方法】 本学および研究協力機関の倫理審査委員会の承認
を得て、インフォームドコンセントが得られた骨髄系造血
器腫瘍患者から骨髄液、末梢血を採取した。単核球分離後、
CD34陽性細胞を精製し RNA を抽出した。リアルタイム
PCR により CD34陽性細胞における RUNX1（短縮型
RUNX1a、正常型 RUNX1b）、RUNX2、RUNX3の遺
伝子発現量を測定し、臨床病態と統合して解析した。

【結果】 造血器腫瘍患者166例（正常骨髄：12例、MDS：
70例、MDS/MPN：36例、AML：33例、骨髄線維症：
15例）で各遺伝子発現量を解析した。正常骨髄と比較して、
RUNX1a は MDS、MDS/MPN、AML で高発現であり

（P ＜0.001）、RUNX1b は MDS で高発現であった（P ＜
0.05）。また、MDS や MDS/MPN では芽球数増加に伴い
RUNX1a（P ＜0.001）および RUNX1b（P ＜0.05）の増
加が認められた。RUNX2発現には有意差が認められな
かったが、一部の MDS/MPN 症例で著しい高発現が認め
られ、骨髄線維症では低発現であった。RUNX3発現は
MDS でやや高く AML で低い傾向にあり、MDS と AML
では有意差が認められた（P= 0.001）。

【考察】 MDS、MDS/MPN、AML では RUNX1a 高発
現が認められた。また、RUNX1a、RUNX1b ともに芽
球の増加に伴い発現が増加することから、病期進行に関わ
る分子マーカーであると考えられる。AML では RUNX1
高発現群で予後不良であることが示されており、遺伝子変
異や染色体異常との関連についても解析を行い骨髄系造血
器腫瘍発症への関与を解明する。

○滝口 槙太朗（たきぐち しんたろう）1）、原田 結花1）2）

1）文京学院大学大学院 保健医療科学研究科 、2）文京学院大学 保健医療技術学部

院12 造血器腫瘍多発家系における原因遺伝子変異の解析

【目的】 造血器腫瘍は様々な遺伝子異常により発症し、各
病型で特徴的な遺伝子変異が同定されて予後の判定や新た
な治療法の開発に貢献している。このような遺伝子異常が
遺伝性に継承される場合、造血器腫瘍多発家系となる。最
新の国際疾患分類 WHO2016では、生殖細胞変異によっ
て家族性の急性骨髄性白血病（AML）や骨髄異形成症候群

（MDS）などの造血器腫瘍を発症する病型が新たに分類され
た。その原因遺伝子として RUNX1、CEBPA、GATA2、
DDX41などがあるが、実際には未同定の家系も多い。そ
こで本研究では、家族性造血器腫瘍患者の遺伝子変異を解
析し、病型と変異の関連を検討した。

【方法】 研究協力病院を受診した造血器腫瘍および血小板
減少症患者のうち、家族歴に造血器腫瘍や血小板減少症が
ある症例を対象とした。本学および各病院の倫理審査委員
会の承認を得た上で、インフォームドコンセントが得られ
た患者から骨髄液または末梢血を採取した。単核球分離後
DNA を抽出し、PCR ダイレクトシークエンス法により
RUNX1、CEBPA、GATA2、DDX41、TP53の 各 遺
伝子変異を解析した。

【結果】 造血器腫瘍家族歴を有する20家系21例（血小板減
少症：7例、MDS：6例、AML：6例、リンパ腫：2例）を
解析した。いずれの症例も親あるいは同胞に AML や
MDS の発症が認められた。遺伝子変異解析により、
RUNX1変異を3例同定し、2家系は先行する血小板減少
症と複数の AML 家族歴から「白血病に移行する家族性血
小板異常症 FPD/AML」と診断された。他に、DDX41
変異1例を同定し、引き続き CEBPA、GATA2、TP53
の変異解析を行っている。

【考察】 造血器腫瘍が偶然同一家系内に発症する確率は、
その頻度から推察して非常に低い。したがって、同一家系
で複数の造血器腫瘍が発生した場合には、何らかの遺伝的
素因が存在すると考えられる。造血器腫瘍多発家系の原因
として RUNX1変異が最多であったが、明らかな原因遺
伝子が同定された家系は少数であった。また FPD/AML
と疑われるが RUNX1変異陰性の症例があり、変異以外
の RUNX1異常の可能性も示唆された。家族性造血器腫
瘍の原因遺伝子異常解明のために、次世代シークエンサー
を用いた網羅的な遺伝子変異解析が必要と考えられた。

○下村 莉子（しもむら りこ）1）、原田 結花1）2）

1）文京学院大学大学院 保健医療科学研究科、2）文京学院大学 保健医療技術学部
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院13 成人一卵性双生児を対象とした腸内細菌叢と飲酒習慣に関する研究

【背景・目的】 ヒト腸内細菌叢は免疫機能や代謝機能の制
御を介し、様々な生理機能に影響している。ヒトの健康と
密接な関連を持つ腸内細菌とそれらに関与する因子の関係
を明らかにすることは、健康増進を目指す上で必要不可欠
である。先行研究では長期的な食事摂取内容が腸内細菌叢
の菌叢バランスに影響を与えることが示唆されている。中
でも、アルコール摂取は菌叢バランスを崩すとされており、
アルコール依存症患者では Bacteroidetes 門の減少、酸素
に耐性のある菌の増加等が報告されている。一方で、遺伝
因子による影響を受けやすい菌が特定されており、腸内細
菌叢には遺伝因子と環境因子の両方が関わっていることが
知られている。腸内細菌叢と環境因子の関連を検討するに
あたり、私たちは遺伝子を100% 共有している一卵性双生
児を対象としたツインリサーチが有用であると考えた。ツ
インリサーチでは、遺伝因子の影響を制御した上で、ヒト
の生活習慣や食事といった環境因子と腸内細菌叢構成の関
与を明らかにすることが可能である。当研究では、遺伝因
子を制御し、腸内細菌叢と飲酒習慣の関連を明らかにする

ことを目的とした。
【対象・方法】 当研究では大阪大学ツインレジストリ登録
者の内、研究参加に同意の得られた成人一卵性双生児28
ペアを対象とした。腸内細菌叢構成の解析は、糞便内の
DNA を抽出した後、16S	rRNA 遺伝子を標的としたアン
プリコンシーケンシング法を用いて行った。BDHQ（簡易
型自記式食事歴法質問票）に基づき、飲酒習慣有りで一致
のペア（AC 群）、飲酒習慣が不一致のペア（DC 群）、飲
酒習慣無しで一致のペア（NAC 群）に分類し、各群におけ
る菌叢構成の特徴について検討した。さらに、DC 群での
ペア内の菌叢構成の違いを検討した。

【結果】 ほとんどの DC 群ペアにおいて、Bacteroidetes 門
は飲酒している方が飲酒していない方に比べて少ない傾向
にあった。酸素に耐性のある菌の一つである Streptococ-
cus 属については、飲酒習慣の有無において顕著な傾向は
みられなかった。

【結論】 遺伝因子を一致させた解析で、飲酒習慣の腸内細
菌叢構成への影響が示唆された。

○松本 夏子（まつもと なつこ）1）、冨澤 理恵2）3）、本多 智佳2）、赤田 加奈子2）、細見 晃司4）、朴 鐘旭5）、 
渡邉 幹夫1）2）、岩谷 良則1）2）、大阪ツインリサーチグループ2）、國澤 純4）

1）大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻 生体情報科学講座、2）大阪大学大学院医学系研究科附属ツインリサーチセンター、
3）大阪大学大学院医学系研究科 バイオデザイン学共同研究講座、4）国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 ワクチン
マテリアルプロジェクト、5）国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所バイオインフォマティクスプロジェクト

院14 放射線暴露マウスの腸内細菌叢及び腸管上皮組織の変化

【背景】 ヒトの腸内共生細菌群は腸内細菌叢と呼ばれ、宿
主の健康状態に影響を及ぼす。腸管は、ムチン層・細胞間
結合組織からなる腸管バリアを持ち腸内細菌の体内への侵
入を防いでいる。しかし、腸管バリアが放射線障害により
崩壊し免疫低下を伴った場合、腸内細菌が体内へ侵入し、
敗血症などにより死に至る。実際に高線量被ばく者の敗血
症による死亡例や放射線治療後の腸内細菌叢の変動が報告
されている。本研究は、放射線暴露後の個体における腸内
細菌叢および腸管上皮の変化を追跡し、新規治療法や検査
法の構築に寄与することを目的とした。

【実験方法】 C57BL/6Njcl（♀）8週齢マウスを0,	2,	4,	8	Gy
照射群（n= 3）とし、1.0	Gy/min、管電圧150	kV、管電流
20	mA、フィルター Al	0.5	㎜	+	Cu	0.3	㎜条件下で全身照
射を行った。照射後糞便回収は0,	2,	6,	12,	24,	48,	72時間後
に実施し、腸内細菌叢解析は細菌6属のプライマーを用いて
real-time-PCR にて⊿⊿ CT 解析を実施し照射前との相対
定量を行った。病理学的解析では、大腸・小腸の Hematox-
ylin-Eosin（HE）・アルシアン青・TdT-mediated	dUTP	
nick	end	labeling（TUNEL）染色を実施し、腸上皮、杯細

胞およびアポトーシス細胞の解析を行った。加えて便中ム
チン量を各実験群にて経時的に定量し、腸管バリア機能の
変化を追跡した。

【実験結果】 8	Gy 照射群の小腸絨毛の長さ及び杯細胞数は
非照射群及び2,	4	Gy 照射群と比べ有意に減少し、大腸・
小腸におけるアポトーシス細胞は照射線量とともに増加し
た。腸内細菌叢解析では2	Gy 照射群において Lactobacil-
lusspp.	の発現量が照射6,	12時間後に有意に減少していた。
4	Gy 照射群では Bifidobacterium の発現量が、照射48時
間後に9倍、72時間後には29倍となった。また、Entero-
coccusspp.	の発現量は照射24時間後に12倍となった。2,4	
Gy 照射群における小腸上皮の形態学的変化はみられな
かったが、アポトーシス細胞数は8	Gy 照射群だけではな
く2,	4	Gy 照射群でも発現していた。また、そのため個体
は致死に至らない被ばく線量であっても腸管は障害を受け、
腸内細菌群も変化をきたしていることが明らかとなった。
今後研究結果の再現性を検討し、新規治療・検査方法の構
築へ向け検討を続けていく。

○坂本 倭（さかもと やまと）1）、辻口 貴清2）、伊藤 巧一1）、山内 可南子1）

1）弘前大学大学院 保健学研究科 生体検査科学領域、2）弘前大学大学院 保健学研究科 放射線技術科学領域
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院15 農薬によって修飾される免疫応答についての基礎的検討

　農薬の使用は安定した農作物の生産や品質保持に重要で
ある。近年、神経伝達物質のアセチルコリン（ACh）作動
系を標的とする有機リン系農薬やネオニコチノイド系農薬
の使用が主流である。ネオニコチノイド系農薬はニコチン
性アセチルコリン受容体（nAChR）に結合することで、有
機リン系殺虫剤はアセチルコリンエステラーゼの活性を阻
害することで興奮・脱感作を引き起こし、殺虫活性を示す。
しかしながら、農薬の毒性は害虫に特異的ではなく、ヒト
や生態系に影響することが懸念されており、実際に農薬の
曝露によって炎症の誘発、喘息の増悪、生殖障害などが報
告されている。このように農薬が生体に及ぼす影響は多岐
にわたることから、神経系への毒性だけでは正確に有害性
を検討することは困難である。我々は農薬などの環境物質
の有害性が評価可能な検査システムの構築を目指し、
ACh 作動系農薬によって賦活化される免疫応答について
解析を行っている。本研究では自然免疫、獲得免疫の双方
に関与するマクロファージに着目し、マウスマクロファー
ジ細胞株を用いて、数種のネオニコチノイド系農薬および

有機リン系農薬が炎症性サイトカインの産生などマクロ
ファージの機能に及ぼす効果について報告する。

○佐宗 香奈子（さそう かなこ）、松島 充代子、渥美 和子、田中 杏佳、上山 純、川部 勤
名古屋大学大学院 医学系研究科

院16 補中益気湯による NK 様培養細胞 KHYG-1の細胞傷害活性評価

【はじめに】 ヒト免疫機構において、NK 細胞はウイルス
感染細胞や腫瘍の排除に重要な役割を果たしている。
　これまでに我々は、ヒト NK 細胞と NK 様培養細胞で
ある KHYG-1において、IL-2刺激により細胞傷害活性が
上昇することを報告してきた。現在、NK 細胞の細胞傷害
活性を増強させる賦活化物質の探索を目的として研究を進
めており、特に免疫力を高めることが報告されている漢方
薬に注目している。漢方の一つである補中益気湯は、NK
細胞活性化を増強させることが報告されている。そこで本
研究では、補中益気湯が KHYG-1の細胞傷害活性を増強
させるか検討を行った。

【対象および方法】 NK 細胞の代替細胞として、血液培養
細胞である KHYG-1を、また標的細胞として K562を用
いた。

〈前処理〉 KHYG-1を0.1%FBS、IL-2	5単位（U/㎖）条
件下で26時間培養後、細胞（4×105個 /㎖）を6ウェルマ
ルチプレートに播種し、さらに IL-2、補中益気湯を添加
し、22時間刺激培養を行った。

〈細胞傷害活性測定〉 K562を CFSE で染色後、3×105個
/㎖に調整した。次に、滅菌96ウェル組織培養プレートに
前処理した KHYG-1（3×106個 /㎖）および K562（3×
105個 /㎖）を播種し、37℃・5%CO2条件下で2時間イン
キュベーションを行った。共培養後7-AAD を加えて反応
させ、フローサイトメーターを用いて測定した。

〈細胞の継代培養〉 10% 子牛血清を含む RPMI-1640培地
を用いて、37℃・5%CO2の条件下で培養を行った。

【結果および考察】 KHYG-1と K562の共培養により、IL-2
濃度依存的に7-AAD 陽性細胞率は増加し、KHYG-1の
細胞傷害活性が上昇することを確認した。また補中益気湯
の添加により、IL-2単独よりさらに細胞傷害活性が上昇
する傾向が認められた。以上より、補中益気湯は
KHYG-1の細胞傷害活性賦活化物質として機能すること
が示唆された。今後さらに、細胞傷害活性の指標となる
パーフォリンやグランザイムなどの刺激による変化につい
て検討を行う予定である。

○三輪 詩佳（みわ うたか）1）、曽根 淳美1）、安藝 健作2）、細井 英司2）

1）徳島大学大学院 保健科学教育部、2）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 細胞・免疫解析学分野
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院17 オオバエゾヨモギならびにクマイササ抽出エキスが免疫機能に及ぼす影響

【背景・目的】 古来より、さまざまな植物エキス成分には、
自然治癒力を高める働きがあることが知られている。しか
し、その薬理効果や免疫機能に及ぼす影響については不明
な点が多い。今回、抗炎症作用や保湿効果などに優れた効
果を発揮するヨモギやササの抽出エキスを用い、免疫機能
におよぼす影響を検討した。

【方法】 ICR マウス（6～8週齢、雌）を1群3匹ずつに分け、
それぞれの腹部にオオバエゾヨモギ（ヨモギ）とクマイササ

（ササ）の抽出エキス（ユーアイナ新素材研究所）を腹腔内投
与（ip）した。3日後、10% ヒツジ赤血球浮遊液0.2	㎖を ip
し、4日後に脾臓を摘出しカニンガム法にて溶血斑形成細胞

（PFC）数を測定した。一方、抽出エキス投与後に今度は卵
白アルブミン（OVA）を0と7日目にそれぞれ免疫を行ない
14日後に血清中の IgG と IgM 抗体価を ELISA 法にて測定
した。そして、抽出エキス投与2日後に脾臓から採取した
細胞を用い、マクロファージと樹状細胞の B 細胞刺激因子

（BAFF）発現をフローサイトメトリー法にて解析した。以
上は東邦大学医学部動物実験委員会の承認を得て実施した。

【結果・考察】 リン酸緩衝生理食塩水（PBS）投与の対照群
での脾臓1個あたりの PFC 数は260,000±66,600（m ±
SD）であった。ササ抽出エキス投与群では392,000±
12.200であったのに対し、ヨモギ抽出エキス投与群では
662,000±95,000で対照群に比較し著しい増加がみられた。
さらに、OVA に対する血清中の IgG と IgM 抗体価測定
では、ヨモギとササの双方に IgM 抗体産生に対する増強
作用が認められた。これに対し、IgG ではササ抽出エキス
投与群のみに増強作用がみられ、IgM から IgG クラスス
イッチへの関与が推測された。一方、フローサイトメト
リー解析では、マクロファージと2種類の樹状細胞サブ
セットのいずれもヨモギ抽出エキス投与群において BAFF
発現が増強していた。以上の結果から、ヨモギ抽出エキス
はマクロファージや樹状細胞に直接作用し、BAFF 産生を
介し B 細胞の抗体産生能に影響を及ぼす可能性が示された。

【結語】 ヨモギとササ抽出エキスは、B 細胞の抗体産生能
や抗体クラススイッチそしてマクロファージや樹状細胞か
らの BAFF 産生を介し免疫能を増強することが示唆された。

○山田 未来（やまだ みく）1）、石川 文雄2）、伊藤 展枝3）、薄井 貢4）、大野 章5）、横田 浩充1）

1）東邦大学大学院 理学研究科、2）東邦大学 医学部 免疫学講座、3）東邦大学 理学部 臨床検査課程、 
4）株式会社ユーアイナ新素材研究所、5）東邦大学 看護学部 感染制御学講座

院18 Lobular endocervical glandular hyperplasia の細胞像の数理的解析における 
濃度共起行列の条件（距離・量子化）検討

【背景および目的】 Lobular	endocervical	glandular	hyper-
plasia（LEGH）は子宮頸部胃型腺癌の前駆病変と考えられ
ているが、その構成細胞は核異型に乏しく人の目では正常
頸管腺（EC）細胞との鑑別に困難なことがある。そこで、
我々はコンピュータを使用した画像解析技術を用いた
LEGH の診断を目指し、細胞診顕微鏡画像から LEGH 細
胞と EC 細胞の細胞核の信号値、形状特徴、および濃度共
起行列（GLCM）特徴量を算出し、統計学的有意差検定お
よび機械学習 - 判別分析を行った。本研究では、GLCM
特徴量を抽出する際の距離および量子化条件の判別率への
影響を中心に検討を行った。

【材料・方法】 
材料：信州大学医学部附属病院病理検査室で診断された
LEGH11症例および正常 EC12症例の擦過パパニコロ染
色細胞診標本を解析した。
方法：LEGH 細胞および正常 EC 細胞の細胞診顕微鏡画
像の細胞核に対して GLCM 特徴量（各4角度方向におけ
るコントラスト、相関、均一性、およびエネルギー）を算

出し、統計学的有意差検定および機械学習 - 判別分析を
行った。GLCM は対象ピクセルと比較ピクセルとの距離
および画像の量子化の条件を変えて検討を行った。

【結果】 Green 画像における距離1で量子化64および128
の条件では、全16項目中14項目で有意な差が見られ、判
別率はそれぞれ78.8%、78.9% であった。距離2で量子化
64および128の条件で有意な差が見られたのは、それぞれ
11項目、10項目で、判別率はそれぞれ78.3%、78.5% で
あった。Red、Green、および Blue 画像を用いた判別率は
距離1の量子化64および128では83.9%、84.5% であり、
距離2の量子化64および128では83.3%、82.8% であった。

【考察】 GLCM における距離および量子化の条件の違いに
よる判別率は1% 前後で大きな差は見られなかった。しか
し、有意差検定では距離1の際に、有意差の見られた項目
数は多かった。量子化においては、128を用いた時に最高
84.5% と高い判別率を示した。今回の検討では LEGH と
正常 EC の判別には距離1、量子化128が最適な条件であ
ると考えられた。

○金井 崚（かない りょう）1）、木村 文一2）、小林 幸弘3）、石井 恵子4）、太田 浩良2）

1）信州大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 検査技術科学分野、2）信州大学 医学部 保健学科 検査技術科学専攻、 
3）信州大学医学部附属病院 臨床検査部 病理検査室、4）岡谷市民病院 病理診断科
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院19 プロテアソーム阻害剤と脱ユビキチン化酵素阻害剤がヒト肝癌細胞 HeG2の 
細胞死に及ぼす効果

【はじめに】 日本人の死亡原因のうち男女ともに悪性新生
物（悪性腫瘍）が第1位であり、副作用の少ない抗癌剤の
開発が望まれる。現在、新規抗癌剤としてプロテアソーム
阻害剤が多発性骨髄腫として使用されている。
　プロテアソーム（PS）は細胞増殖、シグナル伝達、分化、
細胞死などの生命現象と深く関わっており、その役割を考
えると、抗癌作用のメカニズムは理に適っている。PS は
細胞の主な生命現象を制御する巨大なタンパク質分解酵素
複合体であり、ユビキチンタンパク質を目印にして標的タ
ンパク質の寿命を調節している。近年、PS のタンパク質
分解作用を阻害すると細胞死が起き、逆にタンパク質分解
作用を促進しても細胞死が起きることが報告され、細胞死
のメカニズムの相違について興味が持たれた。本研究では
PS によるタンパク質の分解系を促進するとどのような効
果を細胞に及ぼすか脱ユビキチン化酵素阻害剤について細
胞生物学的に検討することにした。

【目的】 プロテアソーム阻害剤と脱ユビキチン化酵素阻害
剤が引き起こすヒト肝癌細胞 HeG2の細胞死の作用メカニ
ズムの相違について明らかにすることを目的とする。

【方法】 CO2インキュベーターで37℃、5%CO2通気下、
湿度100% の培養条件下で、米国生物資源バンク America	
Type	Culture	Collection（ATCC）から譲渡されたヒト培
養細胞株ヒト肝癌由来細胞株 HepG2（ATCC	No.	HB-
8065）を使用した。基礎培地として、Minimum	Essential	
Mediumu（MEM）を用いて、ウシ胎児血清（Fetal	Bovine	
Serum；FBS）を加えて終濃度10% とし、抗生物質はペ
ニシリン G とストレプトマイシンを使用した。プロテア
ソーム阻害剤は MG132、脱ユビキチン化酵素阻害剤は
PR-619を用いた。

【結果】 プロテアソーム阻害剤と脱ユビキチン化酵素阻害
剤がヒト肝癌細胞 HepG2に及ぼす影響を調べるために細
胞毒性の指標となる IC50をそれぞれ調べた。その結果、
プロテアソーム阻害剤 MG132の IC50は3µM、脱ユビキ
チン化酵素阻害剤 PR-619の IC50は4µM であった。

【考察】 タンパク質分解の恒常性に影響を与えると細胞死
が引き起こされることが示唆されたが、細胞死のメカニズ
ムの相違については現在、検討中である。

○大野 恵莉菜（おおの えりな）、門脇 真也、大城 聰
大東文化大学大学院 スポーツ・健康科学研究科

院20 HDL の性質・機能に及ぼす赤血球からのコレステロール転送の影響

【背景】 心血管疾患のリスク評価として、血漿中の LDL
および HDL コレステロール測定が広く行われている。一
方、赤血球には血漿と同程度のコレステロールが含まれて
おり、赤血球もコレステロール代謝に関与することが示唆
される。実際に、赤血球膜コレステロールと心筋梗塞発症
の危険度には正の相関があるという報告もされているが、
赤血球とコレステロール代謝の関係は十分に明らかになっ
ていない。したがって、赤血球－血漿間におけるコレステ
ロールの受け渡しを蛍光物質により追跡し、赤血球がリポ
タンパクに及ぼす影響を確認した。

【方法】 蛍光物質である BODIPY- コレステロールで標識
した赤血球を血漿と混和し、37℃でインキュベーションし
た後、赤血球由来コレステロールを蛍光検出により追跡し
た。また、赤血球とインキュベーションした後の血漿から
超遠心により HDL を分取し、HDL の構造や性質について、
電気泳動や脂質測定により確認した。HDL 上に存在する
レシチン - コレステロールアシルトランスフェラーゼ

（LCAT）の阻害剤である5,	5-dithiobis（2-nitrobenzoic	

acid）で処理した血漿を赤血球とインキュベーションした
後の HDL についても同様に解析した。

【結果・結論】 標識赤血球より蛍光コレステロールが経時
的に血漿中の LDL や HDL に転送されていることが観察
できた。脂質測定の結果より、赤血球から遊離コレステ
ロール（FC）が多量に放出されること、血漿中では
LCAT により FC はコレステロールエステルに変換され
ることが確認された。また、LCAT の阻害により血漿中
FC が増加した。しかし、HDL の基本構造への影響は少
ないことが明らかになった。LCAT 欠損症の患者では血
漿中の FC やフォスファチジルコリンが増加し、その結果
HDL コレステロールの著明な低下を認めるが、赤血球の
形態異常が見られるという報告もある。このことからも、
血漿中と赤血球膜のコレステロールは密接に関与している
ことが推測される。今後、赤血球とリポタンパクの関係性
についてさらに詳細な解析を行う。

○笹岡 真衣（ささおか まい）、大川 龍之介、賴 劭睿、堀内 優奈、戸塚 実
東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科
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院21

院22 蛍光色素標識プライマーによる一塩基多型検出を目的とした 
マルチプレックス PCR 法の確立

【はじめに】 一塩基多型（SNP）は神経変性疾患やがん、
メタボリックシンドロームなどとの関連が報告されている。
現在、SNP の検出法として DNA アレイや次世代シーク
エンサーの利用を含め、多様な SNP 解析法が開発されて
いる。それぞれの方法には一長一短があり、一度に多くの
SNP 解析が可能であるものの、膨大なデータ解析や機器
の高額化などが問題となっている。一方、マルチプレック
ス PCR（mPCR）法による SNP 検出は、SNP の存在を視
覚的に確認することができ、データ解析がシンプルで使用
する機器もさほど高額ではないが、一つの PCR 反応系で
複数の増幅反応が良好に進むよう煩雑な調整が必要となる。

【目的】 今回我々は新規 SNP 検出法の開発のため5’ 端蛍
光色素標識プライマーを用いた mPCR 法の構築を目指し
た。本研究ではアルコール代謝に関与するアルデヒド脱水
素酵素（ALDH2）の SNP を対象に SNP 検出法の基礎的
検討を行った。

【方法】 野生（W）型に Alexa	488（緑色蛍光）、変異（M）
型に Alexa	647（赤色蛍光）をそれぞれ5’ 端に標識したリ
バースプライマー、DNA テンプレートとして ALDH2-W

型および M 型人工遺伝子、3’ →5’ エクソヌクレアーゼ活
性（-）の DNA ポリメラーゼを用いて mPCR 法の条件検
討を行った。得られた PCR 産物を7.5% ポリアクリルアミ
ドゲル電気泳動で分離後、フルオロホレスター3000（アナ
テック）にて蛍光像を撮影した。撮影した PCR 産物のバ
ンドは CS	Analyzer	3.0（アトー）で解析し、画像を緑色ま
たは赤色に合成および画像の重ね合わせを行った。

【結果と考察】 W 型あるいは M 型特異的に増幅できる塩
基配列をもつプライマーそれぞれに蛍光色素を結合したも
のを等量混合したプライマーミックスと、ALDH2-W 型
および M 型人工遺伝子を1：1に混ぜた DNA テンプレー
ト（W/M 型）を用いて mPCR 法を実施した。その結果、
W 型人工遺伝子のみ（W/W 型）および変異型人工遺伝子
のみ（M/M 型）では、それぞれ緑色蛍光あるいは赤色蛍
光を放つ PCR 産物のみが増幅されたのに対し、W/M 型
は緑色および赤色蛍光を放つ PCR 産物（画像の重ね合わ
せにより黄色）を検出することができた。これらの結果は、
SNP 検出に mPCR 法が有効である可能性を示唆している。

○谷古宇 利樹（やこう としき）1）、綾部 智人3）、髙橋 輝1）、元藤 陽子2）、小松 博義1）2）

1）文京学院大学大学院 保健医療科学研究科 生体分子機能情報解析学、2）文京学院大学 保健医療技術学部 臨床検査学科、 
3）順天堂大学 医学部附属順天堂医院 産婦人科

肝内胆管癌における TGF-β1, α-SMA とαvβ6インテグリンの発現解析

【はじめに】 我々はこれまでに、肝内胆管癌におけるαvβ
6（β6）インテグリンの発現が部位や肉眼型、胆管侵襲な
どの臨床病理学的所見および細胞外基質の発現と関連する
ことを明らかにした。β6インテグリンはさらに、TGF-
β1を活性化することが知られている。TGF-β1は線維化
と密接に関連し、α-SMA 陽性筋線維芽細胞の増殖を誘
導し線維化を促進するといわれる。

【目的】 肝内胆管癌は豊富な線維性間質を有する腫瘍であ
るため、本研究では、肝内胆管癌における TGF-β1およ
びα-SMA 陽性筋線維芽細胞のβ6インテグリンとの関連
と、臨床病理学的意義を調べることを目的とした。

【材料と方法】 肝内胆管癌組織48例の外科手術材料を用い
た。HE,	CK7,	HepPar1,	アルシアン青粘液染色により鑑
別診断後、TGF-β1,	α-SMA,	β6インテグリンの免疫染
色を施行した。それぞれの発現の相関と臨床病理学的所見
との関連を解析した。

【結果】 TGF-β1の発現は陽性範囲＞25% を陽性とする
と、22例（46%）が陽性で、門脈侵襲（p= 0.022）、肝内転

移（p= 0.049）、予 後（p= 0.0062）と 関 連 が み ら れ た。
TGF-β1の発現はβ6インテグリンの発現と相関がみられ
た（r= 0.36,	p= 0.013）。α-SMA 陽性筋線維芽細胞は強
さと範囲で2群に分類すると、強陽性群が28例（58%）で、
発育様式（p= 0.045）と関連がみられた。β6インテグリ
ンの発現と相関はみられなかった。β6インテグリンの発
現は強陽性群12例（25%）、陰性～弱陽性群36例（75%）
に分類された。

【考察・結論】 肝内胆管癌において TGF-β1の発現はβ6
インテグリンの発現と相関し予後と関連することが示され、
臨床病理学的意義が明らかになった。β6インテグリンが
TGF-β1を活性化し癌関連筋線維芽細胞の増殖を誘導す
ることにより線維化を促進することが推測されるが、今回
の検討組織材料ではα-SMA 陽性筋線維芽細胞との関連は
明らかではなかった。さらに in	vitro で胆管癌細胞株を用
い、β6インテグリンと TGF-β1および癌関連筋線維芽
細胞との関連を調べ報告する。

○竹内 美穂（たけうち みほ）1）、副島 友莉恵1）2）、宮本 菜央1）、福里 利夫2）、沢辺 元司1）

1）東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科、2）帝京大学 医療共通教育研究センター
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学01 FTDP-17変異によるタウ遺伝子スプライス部位二次構造不安定化の検討

【背景と目的】 tau タンパク質は中枢神経系の微小管結合
タンパク質の一種であり、脳の神経ネットワークを構成す
る神経軸索機能に重要である。tau タンパク質は高度にリ
ン酸化されると神経細胞において不溶性の凝集塊を作り沈
着する。tau タンパク質沈着を主徴とする疾患をタウオパ
チーと呼び、認知症の原因として知られている。この沈着
tau 蛋白は認知症疾患ごとに種類の違いがあることが知ら
れており、発現した tau 蛋白に発現遺伝子領域の exon10
領域の有無でそれぞれ3R	tau 蛋白、4R	tau 蛋白と分類さ
れている。例えば、ピック病は3R	tau、大脳皮質基底核
変性症は4R	tau、アルツハイマー病は3R	tau と4R	tau
の複合体がそれぞれの病理像として報告されており、
exon10領域に関する発現調節を検討することは発症機序
解明につながる可能性がある。

【方法】 exon10の5’splice	site（5’SS）は stem	loop 構造を
取る事が分かっており、この構造が tau 蛋白に exon10領
域が含まれるか否かを決定する因子の一つであると示唆さ
れている。このことから、5’SS の stem	loop 構造の取りや

すさについて考察するためにヒトで報告されているこの領
域の各変異についての合成 RNA 鎖を用意し、stem	loop
構造を形作る水素結合の安定性を確認するために温度条件
を変更してポリアクリルアミドゲル電気泳動を行った。

【結果と考察】 合成 RNA 鎖の各変異は水素結合を形作る
stem 部分に変異を有し、stem 部分となる6塩基が全て相
補的な wild	type に対して各種変異は相補的な塩基数が少
なくなっている。相補的塩基対が多い変異ほど水素結合の
数が多く安定した stem	loop 構造を取りやすいと仮定し
電気泳動を行った結果、stem 部分の相補塩基対数が多い
変異ほど低分子側にバンドが検出される傾向が確認され、
形成される塩基対の数からの予想と矛盾のない結果であっ
た。しかし wild	type よりも高分子側に現れると想定され
た変異 +11において、予想に反し wild	type よりも低分
子側にバンドが現れる結果が得られた。現在、変異 +11
の挙動について検討中である。

○梅木 淳祥（うめき あつよし）1）、磯 優貴2）、松丸 凌也1）、斎藤 未希1）、甲斐 千尋1）、山崎 睦美3）、村山 洋1）

1）麻布大学 生命・環境科学部 臨床検査技術学科、2）麻布大学大学院 動物応用科学研究科、3）麻布大学大学院 獣医学研究科

学02 前処理によってホルマリン固定パラフィン包埋組織から抽出した DNA 分子の
PCR 増幅の改善が図れるか

【目的】 ホルマリン固定パラフィン包埋（formalin-fixed	
paraffin-embedded：FFPE）組織は、後ろ向き研究にお
ける遺伝子解析のための貴重な試料である。一方で FFPE
組織から抽出した核酸の断片化や架橋結合など固定プロセ
スによる化学的ダメージにより、PCR 法等の有効性の低
下も指摘されている。昨年、我々は大腸がん FFPE 組織
から抽出した DNA を用いて Multiplex 法による DNA フ
ラグメントサイズを解析したところ、経年数に DNA の断
片化が生じたことを報告した（第54回関甲信・首都圏支
部医学検査学会）。しかし、臨床現場では治療の適応を知
るために化学的ダメージを受けた DNA を遺伝子解析に用
いざる得ない場合もある。そこで、今回、Multiplex 法に
て PCR 増幅の低下を確認した大腸がん FFPE 組織を用い
て、ホウ酸及び水酸化ナトリウム水溶液の前処理で PCR
増幅の改善が図れるか検討した。

【対象】 Multiplex 法により DNA サイズが100bp 以下で
あった大腸がん FFPE 組織。

【方法】 前処理液の温度、時間、pH が及ぼす PCR 増幅の

影響を①～④の通り検討した。DNA の品質評価にはバイ
オアナライザーによるエレクトロフェログラムによる解析
を 行 っ た。 ① 温 度：0.1M-NaOH（pH12）80・85・90・
95・100℃ で20分、② 時間：0.1M-NaOH（pH12）100℃
で10・15・20・25・30分、③pH：pH4～12の0.1M-NaOH
及び0.025M- ホウ酸でそれぞれ100℃、25分

【結果】 前処理なしの組織と比較し、0.1M-NaOH（pH12）
前処理では95～100℃、25～30分で100bp の明瞭なバン
ドが検出された。pH11～12のいずれの前処理液において
も同様の結果となり、エレクトロフェログラムでは DNA
の分解を認めなかった。

【考察】 DNA の断片化が進んだ大腸がん FFPE 組織では、
0.1M-NaOH あるいは0.025	M- ホウ酸のいずれも pH11
～12、100℃25分で前処理することが PCR 増幅の改善に
繋がる可能性が示唆された。

○及川 雄太（おいかわ ゆうた）1）、細田 裕貴1）2）、町田 浩美3）、小峰 伸一1）、飯野 望1）4）、今井 康雄4）

1）埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科、2）医療法人豊仁会 三井病院 検査科、3）獨協医科大学病院 病理部、 
4）獨協医科大学 病理診断学
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学03 学習環境改善を目的とした酵素抗体法を用いた抗核抗体スクリーニングの体験

【目的】 間接蛍光抗体法による抗核抗体（ANA）検査は自
己免疫疾患の重要なスクリーニング検査である。臨床検査
技師国家試験においては度々写真問題として出題されてい
ることから、学内実習においても染色像を判読する機会を
もつことが求められる。しかし、この検査には蛍光顕微鏡
が必要であり、1台の蛍光顕微鏡を多くの学生で使用しな
がら、かつ十分な観察時間を確保することは現実的に難し
い。そこで、光学顕微鏡で観察可能な方法に変更すること
により各自が十分な観察時間を得ることで、パターン像の
判読の理解が深められるか検討した。

【方法】 HEp-2細胞基質スライド（MBL）を用いて、
ANA パターン管理血清（Homogenous、Speckled、Dis-
crete-Speckled、Nucleolar、MBL）を被検検体として実
施した。標識抗体は HRP 標識抗ヒト IgG 抗体（mouse	
IgG1）を使用し、NovaRED（Vector）を基質として発色
させた。対比として、蛍光抗体法も併せて実施した。

【結果および考察】 パターン管理血清の抗体価は各パター
ンともに320倍であったことから、蛍光抗体法との比較が

可能になるように酵素標識抗体の希釈を試み、条件決めを
行った。
　標識抗体の反応時間は蛍光抗体法では30分間であるが、
今回使用した酵素標識抗体では60分間が適切と思われた。
標準法である蛍光抗体法によるパターン像の観察は、背景
が暗い中で蛍光を読み取るため陽性か陰性かの判別はつき
やすかった。しかし、パターン像観察の段階において手間
取ることにより、蛍光退色が生じてしまった。このことか
ら1枚の標本を複数人の学生で利用するのは難しいことが
わかった。一方、酵素抗体法によるパターン像の観察にお
いて、染色像の見え方については蛍光抗体法と比較して支
障がないことがわかった。むしろ核内の染色像、特に
Speckled や Discrete-Speckled は酵素抗体法のほうが特
徴をつかみやすかった。さらに、使い慣れた光学顕微鏡で
観察でき、蛍光退色も生じないことから慌てずに観察する
ことができるなど、本方法は教育上のメリットが大きいと
思われる。

○吉田 萌香（よしだ もえか）、今井 萌花、今瀬 貴子、河又 千智、小野川 傑
埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科

学04 酵素抗体法を用いた抗核抗体スクリーニングの臨床応用の可能性

【目的】 間接蛍光抗体法による抗核抗体（ANA）検査は自
己免疫疾患の重要なスクリーニング検査である。しかし、
用手法においては煩雑な手順に加え、蛍光顕微鏡を必要と
することから検査環境の問題もあり、外注検査として扱わ
れることが多くなっている。そこで今回、蛍光染色の染ま
り方を残しつつ、院内において標準的な備品である光学顕
微鏡を用いて、暗室が不要な酵素抗体法によるスクリーニ
ング検査（IIEA）が応用可能か検討した。

【方法】 HEp-2細胞基質スライド（MBL）を用いて、
ANA パターン管理血清（Homogenous；Ho、Speckled；
Sp、Nucleolar；Nu、抗体価320倍、MBL）を利用した。
管理血清は単独であれば酵素抗体法でもパターン像は問題
なく観察できることが検討済みであるため、今回は混合型

（Ho+Sp、Ho+Nu）での観察を試みた。また、海外で市販
されているヒト血清（抗核抗体陽性2件、シェーグレン2
件）を購入し、これの検査を IIEA で試みた。なお、対比
として間接蛍光抗体法（IIFA）を併せて実施した。

【結果】 Ho+Sp は、管理血清（20倍希釈済み）を Ho：

Sp=2：1（HoSp）および1：2（SpHo）の混合液とし、これ
を2倍連続希釈した。いずれも IIFA では Ho 像が強く観
察されたが、希釈により Sp 混合であることが読み取れた。
一方、IIEA では IIFA とは異なり最初から Sp 像が観察さ
れたが、希釈により Ho 混合であることを読み取れた。
　Ho+Nu は、Ho：Nu= 2：1（HoNu）および1：2（NuHo）
の混合液とし、これを2倍連続希釈した。いずれも IIFA
では混合型であることが判別でき、希釈することにより
はっきりした。一方、IIEA では HoNu において Ho 像が
強く、Nu が混合している様子がわかりにくかった。しか
し、NuHo では IIEA でも混合している像が読み取りやす
かった。
　IIFA と IIEA では、Ho 混合型において Ho 抗体価が高
いと像の見え方が異なることがわかった。現在、ヒト血清
について検討を進めている。

○河又 千智（かわまた ちさと）、今瀬 貴子、今井 萌花、吉田 萌香、小野川 傑
埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科
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学05 抗 DNA 抗体はβ2-glycoprotein I と交差反応して 
血栓形成傾向の原因となり得る

【目的】 抗リン脂質抗体症候群（APS）は、動静脈血栓症
や流早産を起こし、血清中に抗リン脂質抗体が検出される
疾患である。cardiolipin（CL）-β2-glycoprotein	I（GPI）
複合体と反応する抗体が血栓症とよく相関する。APS は
全身性エリテマトーデス（SLE）に合併して起こることが
多いが、その理由を明らかにするために、SLE モデルマ
ウスから得たモノクローナル抗体の特異性と生物活性につ
いて検討した。

【方法】 IgG モノクローナル抗 DNA 抗体2C10,	H241,	
WB-6を産生するハイブリドーマの培養上清を塩析した後、
IgG をプロテイン A カラムを用いて常法により精製した

（以下 C を付して表記）。一部の抗体はプロテイン A セ
ファロースに吸着させた後、高塩濃度の塩基性緩衝液で洗
浄し、さらに DNase	I で処理してから溶出した（P1）。ま
た、一部の抗体は高塩濃度の塩基性緩衝液で洗浄した後、
S1	nuclease で処理した（P2）。精製した抗体について紫
外吸光度を測定し、Bradford 法で蛋白濃度を測定し、
ELISA で特異性を検討した。さらに、培養細胞に添加し

て生物活性を検討した。
【結果】 C-2C10,	C-H241,	C-WB-6と比べて、P1-2C10,	
P1-H241,	P1-WB-6,	P2-H241,	P2-WB-6は 吸 光 度
A280/A260の比が大きく、C-2C10,	C-H241,	C-WB-6
には DNA が結合していたと考えられた。各抗体の蛋白濃
度を揃えて抗原との反応性を検討した結果、H241と
WB-6はいずれの方法で精製した抗体も、同程度に CL-
GPI と反応した。2C10は CL-GPI とは反応しなかった。
WB-6は、健常人単球に添加すると組織因子の発現を誘導
した。

【考察】 抗 DNA 抗体は血液中や培地中で DNA を結合し
た状態で存在することが知られており、当初私たちは GPI
との反応は DNA を介した間接的なものである可能性も考
えていた。しかし上記の結果より、一部の抗 DNA 抗体は、
リン脂質と結合している GPI に直接結合できることが示
された。

○槇野 友美（まきの ゆみ）1）、齋藤 ますみ2）、井上 久美2）、加藤 優子2）、窪田 哲朗2）

1）東京医科歯科大学 医学部 保健衛生学科、2）東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 免疫病態検査学分野

学06 抗 DNA 抗体は細胞表面に付着した DNA や Fc レセプターを介して 
マクロピノサイトーシスで生細胞内に入る

【目的】 全身性エリテマトーデス（SLE）で検出される抗 DNA
抗体は疾患特異性が高く、疾患活動性とも相関する有用な臨
床検査項目であるが、その病態形成上の役割には不明な点が
多い。最近私達は、抗 DNA 抗体が生細胞内に取り込まれ、
SLE の病態形成に関わるサイトカインの発現を誘導することを
見出した。今回、抗体が取り込まれるメカニズムを明らかにす
るために、エンドサイトーシスの阻害薬を用いた検討を行った。

【方法】 ヒト急性単球性白血病細胞株 THP-1に、マウスモ
ノクローナル抗 DNA 抗体2C10を加えて1時間培養した。
洗浄後、固定、透過処理を行い、PE 標識抗マウス IgG にて
染色後、フローサイトメトリーと蛍光顕微鏡で解析した。ま
た2C10と同時に2本鎖 DNA（2	kbp）を加え、2C10の取り
込み量の変化を解析した。エンドサイトーシス阻害薬4種を
用いて侵入経路を検討した（図1・2）。

【結果】 2C10を取り込んだ THP-1細胞の割合は2C10の濃
度依存性に増加したが、isotype	control 抗体は取り込まれな
かった。さらに、DNA を同時に加えると、2C10を取り込ん
だ THP-1細胞の比率と mean	fluorescence	intensity（MFI）
が有意に上昇した。Methyl-β-cyclodextrin（MβCD）または
chloroquine で THP-1を前処理しても2C10の取り込みには
変化がなかったが、マクロピノサイトーシスの阻害薬
cytochalasin	D または Fc レセプターの阻害薬 Human	BD	

Fc	blocker（BD	Sciences）で前処理した場合には、2C10を
取り込んだ細胞の割合と MFI が有意に低下した。

【考察】 2C10は細胞表面に付着した DNA や Fc レセプター
を介して、マクロピノサイトーシスの経路で細胞内に取り込
まれることが示唆された。

○石澤 未来（いしざわ みく）1）、井上 久美2）、加藤 優子2）、窪田 哲朗2）

1）東京医科歯科大学 医学部 保健衛生学科、2）東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 免疫病態検査学分野
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カベオラ型
エンドサイトーシス
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マクロピノサイトーシス
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図2　Fc レセプター阻害薬（Fc blocker）の作用点

図1　エンドサイトーシスの種類とその対応阻害薬 
（cytochalasin D, chloroquine, MβCD）
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学07 臍帯血および骨髄由来 Side population（SP）細胞の血球分化能に関する研究

【背景・目的】 臍帯血移植は骨髄移植に比べ造血回復に遅
延傾向が見られるが、この原因として両移植ソースに含ま
れる造血系幹細胞の質的差が考えられる。本研究ではこの
質的差の存在を明らかにするため、造血幹細胞と定義され
ている SP 細胞を両移植ソースから純化し、移植および培
養実験を通してそれぞれの SP 細胞の生着能ならびに血球
分化能を検証した。

【方法】 骨髄細胞は GFP-transgenic（Tg）C57BL/6の大
腿骨および骨盤から、臍帯血は野生型 C57BL/6（雌）と
GFP-Tg	C57BL/6（雄）の交配18日後の胎児から採取し、
T 細胞、B 細胞、単球、顆粒球に対する Lineage 抗体、
Sca-1抗体、c-kit 抗体および Hoechst	red/blue 色素で
多重染色した。次に、染色パターンから GFP+SP 細胞を
セルソーターで分離し、致死量放射線照射した野生型
C57BL/6（雌9週齢）の尾静脈から移植した。移植後16週
まで、4週毎に移植マウス末梢血中の GFP+ 血球細胞再構
築の割合をフローサイトメトリーで解析した。また、
GFP+SP 細胞を造血系サイトカイン含有メチルセルロース

培地で培養し、コロニー形成能を検証した。
【結果・考察】 多重染色の結果、両 SP 細胞とも lineage
陰性、c-kit 陽性、Hoechst	red/blue 色素排出能陽性で
あったが、特徴的な違いとして骨髄 SP 細胞はすべてが
Sca-1陽性であるのに対し、臍帯血 SP 細胞では大部分が
Sca-1陰性であった。移植4週後、骨髄 SP 細胞は末梢血
球細胞の半数以上を再構築したが、同細胞数移植にもかか
わらず臍帯血 SP 細胞では移植後16週まで全くそれら再
構築が認められなかった。同様に、培養実験においても骨
髄 SP 細胞に比べ臍帯血 SP 細胞では同数の播種にもかか
わらずコロニー形成数が著しく低いだけでなく、前者のコ
ロニー形成細胞が成熟白血球マーカーを発現しているのに
対し、後者ではそれら成熟白血球マーカーの発現は無く未
分化状態が維持されていた。したがって、両 SP 細胞は表
現型だけでなく、同じ造血幹細胞でありながらかなり質的
にも異なっていることが明らかとなった。

○川島 健太郎（かわしま けんたろう）1）、牧 優冶1）、伊藤 京子2）、伊藤 巧一2）

1）弘前大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻、2）弘前大学 大学院保健学研究科 生体検査科学領域

学08 混合アロ臍帯血移植は致死量放射線曝露個体自身の造血機能を優位に回復する

【背景・目的】 現在、国内に存在する原子力発電所は再稼
働または廃炉の二者択一が迫られているが、何れにせよそ
の作業過程で生じうる不慮の放射線被ばく事故に対する医
療体制の備えは重要である。大量放射線被ばくで失われた
造血機能回復には造血幹細胞移植が必要となる。本研究で
は、致死量放射線曝露個体に対する混合臍帯血移植の有効
性とその作用機序をマウスモデルで検証した。

【方法】 X 線7.25Gy の致死線量照射した C57BL/6［H-
2b ］（♀9週 齢）に、 ①GFP-transgenic	C57BL/6［H-
2b ］、②BALB/c［H-2d ］および③C3H［H-2k ］の胎
児から採取した臍帯血を①+ ②、①+ ③、②+ ③の組合
せで等量混合して移植した。また、並行して等量混合した
臍帯血の培養実験を行った。対照として、各臍帯血の単独
での移植ならびに培養を実施した。移植後16週までの生
存率と共に、4週毎に末梢血での免疫細胞再構築（T 細胞，
B 細胞，単球，顆粒球）とそのドナー由来をフローサイト
メトリーで解析した。培養実験では、培養5日後の各組合
せにおける細胞全体のサイトカイン産生を RT-PCR 法で

検出した。
【結果・考察】 移植16週後の同系単独移植①の生存率が
100% であるのに対し、同系・異系混合移植（①+ ②，①
+ ③ ）での生存率はそれぞれ47%,	50% となり、異系臍帯
血を混合することで著しく低下した。しかしながら、異
系・異系混合移植（②+ ③ ）では生存率90% と驚くべき高
い救命効果が認められた。さらに、この②+ ③（混合アロ
臍帯血移植）では生存個体のすべてが自己造血機能回復し
ていたことから、放射線被ばく者に対する有効な移植法と
なり得ることが示唆された。また、培養実験の結果、②
と③の単独培養細胞に比較して②+ ③の混合培養細胞で
はより多くの造血系サイトカイン産生が認められたことか
ら、この混合することで生じるサイトカイン産生の差（増
加）が自己造血機能回復を介して高い救命効果に寄与して
いることが考えられる。

○牧 優冶（まき ゆうや）1）、川島 健太郎1）、伊藤 京子2）、伊藤 巧一2）

1）弘前大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻、2）弘前大学 大学院保健学研究科 生体検査科学領域
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学09 Epstein-Barr ウイルス陽性 T、NK 細胞培養上清は単球系及び 
血管内皮細胞の凝固活性を亢進させる

【背景】 Epstein-Barr ウイルス陽性 T、NK 細胞腫瘍は治
療抵抗性で予後の不良なリンパ腫である。進行とともに播
種性血管内凝固症候群（disseminated	intravascular	coag-
ulation；DIC）を発症し、致死的経過をとるが、DIC の発
症メカニズムは明らかになっていない。DIC は、サイト
カインなどの刺激による単球や血管内皮細胞における、凝
固反応を引き起こす組織因子の発現が原因となる。これま
での私たちの解析により、EBV 陽性 T、NK 細胞腫瘍患
者の末梢血では TNF-α等の炎症性サイトカインの濃度が
上昇している事が示されている。本研究では腫瘍細胞がサ
イトカイン産生を介して凝固活性化に関与していると仮説
を立て検証した。

【方法】 単球性白血病細胞株 THP-1および血管内皮細胞株
EAhy926を用いた。これらの細胞に EBV 陽性 T 細胞株
SNT8、SNT15、SNT16と同 NK 細胞株 SNK1、SNK6、
SNK10の培養上清を添加して培養し、procoagulant	activ-
ity（PCA）assay で細胞表面凝固活性を測定した。EBV 陽
性細胞株上清中のサイトカイン濃度はELISA法で解析した。

【結果】 THP-1および EAhy926を、EBV 陽性 NK 細胞株
の培養上清とともに培養すると、細胞表面凝固活性が亢進
した。しかし同 T 細胞株培養上清では明らかな変化は見ら
れなかった。そこでサイトカインに注目し両者の組成を比
較した。EBV 陽性 NK 細胞株の培養上清中では、TNF-α、
IL-6、IFN-γの濃度が EBV 陽性 T 細胞株と比較して高値
であった。そこで、これらサイトカインを直接培養液に添
加し細胞表面凝固活性を測定した。すると THP-1、
EAhy926のどちらにおいても、凝固活性が上昇した。特に、
IL-6、IFN-γによる刺激は濃度依存的であった。

【結論】 EBV 陽性 T、NK 細胞腫瘍では、腫瘍細胞が産生
するサイトカインの作用による単球及び血管内皮細胞の細
胞表面凝固活性の活性化が DIC 発症機構の一つと考えら
れた。

○立石 萌（たていし めぐみ）1）、吉森 真由美1）、呉 詩星1）、小山 高敏2）、新井 文子1）

1）東京医科歯科大学 先端血液検査学、2）東京医科歯科大学 血液内科学

学10 Epstein-Barr ウイルス陽性 T, NK 腫瘍細胞における 
ウイルス由来マイクロ RNA の発現と機能の検討

【背景】 Epstein-Barr ウイルス（EBV）は全世界に広く分
布し、ほとんどのヒトが幼少期に無症状に感染するが、B、
T、もしくは NK 細胞腫瘍、上皮細胞腫瘍の原因になりう
る。EBV 陽性 T,	NK 腫瘍は、化学療法抵抗性で、有効な
治療法の開発は喫緊の課題である。近年 EBV 由来のマイ
クロ RNA である miR-BARTs が EBV 陽性 B 細胞、上
皮細胞腫瘍発症に深く関与している報告が相次いでいる。
そこで私たちは miR-BARTs に注目し、EBV 陽性 T,	
NK 腫瘍でのその発現と機能を解析した。

【方法】 EBV 陽性 T 細胞株は SNT8、SNT15、SNT16を、
EBV 陽性 NK 細胞株は SNK1、SNK6、SNK10を用いた。
患者試料として、EBV 陽性 T,	NK 腫瘍の一つである慢性
活動性 EB ウイルス感染症（CAEBV）患者から採取した
EBV 陽性 T,	NK 細胞を用いた。CAEBV は2015年厚労
省研究班で作成された診断基準にのっとり診断した。
miR-BARTs の検出および定量は、次世代シーケンサー

（HiSeq	2000）および TaqMan 法による RT-PCR で行っ
た。NF-κB の活性は western	blotting 法で解析した。以

上は東京医科歯科大学倫理委員会で承認を受け、患者の文
書による同意を得て行った。

【結果】 細胞株より RNA を抽出し、次世代シーケンサー
および定量 PCR を用いた解析にて、EBV 陽性 T 細胞株
では miR-BARTs の発現が認められた。それらの標的と
なり得る蛋白質を in silico で解析したところ A20が抽出
された。A20は NF-κB の抑制作用をもつ蛋白質で、B
細胞腫瘍において、その機能消失型変異が高頻度で見られ
ることが知られている。マイクロアレイ解析により
CAEBV 患者の EBV 陽性 T もしくは NK 細胞で A20の
発現が低下していることを観察した。また、NF-κB は多
くの腫瘍において活性化を認め、細胞生存を亢進させるこ
とで発症に関与している分子であるが、EBV 陽性 T,	NK
腫瘍細胞では NF-κB が恒常的に活性化していた。

【結合】 EBV 由来の miR-BARTs による A20の抑制は
NF-κB 活性化を介して EBV 陽性 T,	NK 腫瘍発症に関与
する可能性があり、この経路は治療標的になり得ると考え
られた。

○呉 詩星（ご しせい）
東京医科歯科大学 先端血液検査学
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学11 白血病細胞の増殖におけるカテキンの効果

【背景と目的】 カテキンは、ポリフェノールの一種で、昔
からタンニンと呼ばれてきた緑茶の渋味の主成分である。
また、茶葉中にはエピカテキン（EC）、エピガロカテキン

（EGC）、エピカテキンガレート（ECG）、エピガロカテキ
ンガレート（EGCG）という4種類のカテキンが含まれて
おり、それぞれ効果が異なることが知られている。さらに、
カテキンは殺菌作用があり、抗酸化力が高く、乳がんや肺
がん細胞に対する増殖抑制効果があることが報告されてい
るが、白血病に対する効果の報告例は少ない。本研究では、
白血病細胞株の増殖に対するカテキンの効果を明らかにす
ることを目的とし、解析を行った。

【方法】 T リンパ芽球性白血病（T-ALL）由来である DND,	
KOPT-K1,	Jurkat の3細胞株を用いた。これらの細胞に
対して4種類のカテキン、すなわち EC、EGC、ECG、
EGCG を種々の濃度で添加した液体培地で培養し、細胞増
殖に対するカテキンの作用を WST-8法によって判定した。
また、回収した細胞のサイトスピン標本を作成後、ライト
染色を行い、検鏡によって細胞形態の変化を評価した。

【結果】 用いたすべての T-ALL 細胞株において EGC、
ECG、EGCG 添加によって濃度依存性に細胞増殖抑制傾
向がみられた。特に EGC 添加後は強い細胞増殖抑制傾向
が認められた。一方、EC 添加ではほとんど細胞増殖抑制
がみられず、有意な変化はみられなかった。細胞増殖抑制
がみられた細胞株のサイトスピン標本では、アポトーシス
による多くの死細胞が観察された。

【考察】 本研究から、カテキンは白血病細胞の増殖に対し
て強い細胞増殖抑制効果があることを見出した。カテキン
添加によって KOPT-K1が最も効果的に細胞増殖が抑制さ
れ、同じ T-ALL 細胞株でも細胞増殖抑制が起こるカテキ
ンの濃度は細胞毎に異なった。これはそれぞれ細胞増殖周
期が異なることに起因すると考えられる。カテキンが白血
病細胞の遺伝子に及ぼす作用については、定量 RT-PCR
法で現在解析中である。また、最も細胞増殖抑制がみられ
た EGC は4～20℃、1時間で茶葉から抽出できることが知
られている。よって、がん予防および健康増進には水出し
緑茶の摂取が最も効果的である可能性が示唆された。

○志村 佳菜（しむら かな）、土屋 沙也花、丸山 紗季、川名 拓海、奥橋 佑基
東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科

学12 DMSO が白血病細胞の増殖に及ぼす影響

【背景と目的】 ジメチルスルホキシド（DMSO）は細胞浸透
性が高く、多くの薬剤に対する溶媒や細胞保存溶媒などに
広く用いられている有機化合物である。しかし、DMSO は
細胞毒性があるため研究試薬溶媒として用いる際には
DMSO の影響を示さない最小濃度で使用する必要がある。
また、DMSO は細胞凍結時にの氷晶によるダメージを軽減
することが知られており、10%DMSO 含有液で細胞を凍結
保存することが多い。本研究では DMSO が急性骨髄性白
血病（AML）細胞の増殖に及ぼす効果について解析し、細
胞毎に DMSO の限界濃度を明らかにするとともに、
10%DMSO が細胞毒性を示すまでの経時的変化を解析した。

【方法】 AML 由来細胞株の AML3、NB4、THP-1、を
用いた。これらの細胞株に対してそれぞれ濃度の異なる
DMSO を添加し、3日間培養後、WST8を用いて細胞増
殖への効果解析を行い、細胞形態に対する作用を回収した
細胞のサイトスピン標本の観察により評価した。また、
AML 細胞株に10%DMSO を添加し、経時的変化を
WST8法で評価した。

【結果】 用いたすべての細胞株で DMSO 濃度依存性に細

胞増殖が抑制され、AML3では DMSO0.3% 以上、NB4
では DMSO0.2% 以上、THP-1では DMSO1.0% 以上で
有意な細胞増殖抑制がみられた。増殖抑制がみられたサイ
トスピン標本ではアポトーシスによる死細胞が観察できた。
さらに、DMSO 添加後30分で AML3と NB4において細
胞増殖が80% まで抑制され、死細胞が観察できた。

【考察】 本研究から、用いたすべての AML 細胞株に対して
DMSO 濃度依存性に細胞増殖抑制効果を示した。細胞研究
に対する試薬溶媒として DMSO を用いた際は、DMSO の
影響を懸念して0.1%DMSO 含有濃度までで検討されるこ
とが多いが、増殖抑制を示す DMSO 濃度は細胞毎に異
なっており、DMSO を試薬溶媒として用いる際の最適濃
度が明らかになれば、白血病に対する新規治療候補薬が検
討できる濃度の可能性を広げることができる。
　また、本研究結果から、細胞を凍結保存する際には、凍
結時と解凍時に速やかに処理を行う必要があると考えられ
る。さらに、DMSO は正常細胞には強い細胞毒性を示さ
ないことが知られており、DMSO 自体が白血病の治療薬
になり得る可能性を見出した。

○川名 拓海（かわな たくみ）、志村 佳菜、土屋 沙也花、丸山 紗季、奥橋 佑基
東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科
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学13 血清グルコース測定試薬「グルコース CⅡ- テストワコー」の性能評価

【はじめに】 血糖の測定は、糖尿病などの各種疾患の診断
および治療経過の観察に欠くことのできない検査である。
今回我々は、グルコースオキシダーゼ（GOD）法を原理と
した用手法測定試薬「グルコース CⅡ- テストワコー」に
ついて、日本臨床化学会指定クオリティマネジメント専門
委員会の「定量測定法に関するバリデーション指針」に
従い性能評価を行ったので報告する。

【対象および方法】 測定対象には健常者ボランティアから
の血漿を用いた。検討試薬には「グルコース CⅡ- テスト
ワコー」（和光）を用い、7012形日立臨床検査用分光光度
計（日立）にて測定した。また、対照法には GOD 法を原理
とする全自動糖分析装置 GA06（A ＆ T）で測定を行った。

【結果】 
1） 併行精度：3濃度の試料を用いて20回連続測定した結

果、変動係数（CV）は1.8～2.7	% であった。
2） 室内精度：併行精度と同様の試料を用いて15日間1日

2回測定したところ、CV は1.8～2.9% と安定していた。
3） 定量限界：低濃度試料を希釈し5重測定を行った。作

成した precision	profile から CV10% 濃度を定量限界
とすると、3.4	㎎/dL であった。

4） 直線性：高濃度試料（グルコース水溶液）を10段階希釈
し3重測定したところ、800	㎎/dL まで直線性は良好で
あった。

5） 特異性：干渉チェック A プラス（シスメックス）を用い
て影響を確認した結果、溶血ヘモグロビン500	㎎/dL、
ビリルビン F	19.0	㎎/dL の添加まで測定値は変動しな
かった。一方、16.8	㎎/dL 以上のビリルビン C や
24.0	㎎/dL 以上のアスコルビン酸の添加で負の影響を、
1,104	FTU 以上の乳びの添加により正の影響を認めた。

6） 正確性：含窒素・グルコース常用参照標準物質
（JCCRM521）3濃度5重測定したところ、許容誤差限
界値はいずれの濃度も許容範囲内であった。また、比
例系統誤差および一定系統誤差はみられなかった。

7） 相関性：50検体を対象に両方法の相関性を調べた結果、
回帰式 y= 1.00	x+1.33、相関係数（r）は1.00と良好で
あった。

【まとめ】 本試薬の基本性能は、概ね良好であった。ビリ
ルビン C、アスコルビン酸ならびに乳びの添加により、濃
度依存性に測定値の変動がみられた。これらの影響を回避
するためには、希釈測定などの対応が必要と思われる。

○村上 舞香（むらかみ まいか）、會田 ことみ、阿部 風夏、鈴木 達也、武山 琴絵、長原 里奈、前田 瑛真、黒瀨 瞳、
松林 こずえ、南部 詠子
札幌医学技術福祉歯科専門学校 臨床検査技師科

学14 女性では血清尿酸値7 ㎎/㎗未満でも生活習慣病のリスクが増加する
―性差からの検討―

【はじめに】 血清尿酸値は、糖尿病や動脈硬化、メタボ
リック症候群などの慢性疾患で発症を予測する因子として
知られている。また、体格や飲酒などの生活習慣、また性
ホルモンにより影響を受けることから、男性は女性より高
値を示すという性差をもつ。しかしながら高尿酸血症ガイ
ドラインの定義では、性に関わらずその基準が7.0	㎎/㎗
であり、女性ではそれよりも低い尿酸値でも潜在する疾患
の検査や生活指導が推奨されている。それにもかかわらず、
女性の尿酸値と糖尿病、メタボリック症候群、高脂血症と
いった生活習慣病を高める疾患との関連について十分な検
討はなされていない。
　今回、我々は大規模な健康診断データを用いて、女性に
おける尿酸値が年代によってどのように変化していくのか、
さらに女性に応じたリスクファクターとしての有用性とそ
の目安となる値について評価を行った。

【方法】 1998年4月－2006年3月にゆうぽうと検診セン
ターを受診した34,303人のうち、尿酸値を欠損した1名
を除いた34,202人を対象とし検討を行った。まず、この
集団における男性と女性について尿酸値の分布を調べた。

つぎに女性群に着目し、年代による尿酸値の傾向、および
各生化学検査値との相関について解析を行った。また尿酸
値と糖尿病、メタボリック症候群、高脂血症の関連を評価
するためにロジスティック解析を行い、さらに疾患や検査
異常の予測性評価には ROC 曲線を用いた。

【結果・考察】 この集団における尿酸値の分布では、その
平均が男性6.1	㎎/㎗、女性4.5	㎎/㎗と明らかな性差が確
認された。また、女性において尿酸値は年齢とともに上昇
したが、高尿酸血症基準の7.0	㎎/㎗を越える人の割合は
5% 以下であった。尿酸値の上昇は上記3疾患全てにおい
て有意なオッズ比を示した。ROC 解析の結果は、糖尿病
は AUC	0.565（95%CI= 0.538-0.593）、高脂血症は AUC	
0.622（0.614-0.630）、メタボリック症候群は AUC	0.653

（0.645-0.661）であった。
【結語】 女性においては高尿酸血症基準の7	㎎/㎗より低
い値であっても糖尿病、高脂血症およびメタボリック症候
群の有病率が上昇し、これら生活習慣病のリスクと関連し
ている。

○木村 翼（きむら つばさ）1）、関 玲子1）、井上 和男2）

1）帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科、2）帝京大学ちば総合医療センター
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学15 水の安全性を確保するために出来ること

【はじめに】 日本の水は世界的に見ても安全性が高いと言え
るだろう。しかし、依然として安全な水を供給できていな
い国はたくさんある。私は2016年と2017年の2回にわたり、
大学コンソーシアムひょうご神戸のフィールドワーク研修
に参加し、ネパール連邦民主共和国（以後ネパール）を訪問
した。そこでおこなった水質検査の結果と現状を報告する。

【方法】 ネパール人と日本人の4人3グループに分かれて
調査を行った。午前中にカトマンズ市内にある売店や一般
家庭、学校で飲み水や生活用水を提供してもらい、午後に
検査キットを使って大腸菌の有無や細菌数、pH 等を調べ、
日本の水の安全基準と比較した。

【結果】 ザルで三回濾過している家や、洗濯用の水と同じ
水を飲み水にしているもの、ホースからの水を飲み水にし
ているところが多く、店で販売しているミネラルウォー

ターを飲み水としているところはなかった。それらの水を
検査キットで調べてみたところ表のようになった。これら
の値を日本の基準値と照らし合わせると、pH は全て基準
値以内だった。残留塩素は基準値以内だが0が多いため消
毒していないと思われる。全硬度は飲み水として使用され
ているものは基準値以内である。

【考察】 結果からわかるように、塩素が含まれていないた
めか大腸菌や細菌が多く検出された。このことから安全性
がある水は塩素消毒がされていることがわかる。つまり塩
素消毒をおこなうと安全な水を供給できる。また、各家庭
で濾過装置が設置されていたが、濾過が不十分であったた
め、徹底した濾過を行うのが良い。これらを実現するため
に、私たちは水質改善の指導や、濾過装置の設置などを行
う必要がある。

○岡地 莉央（おかち りお）、綾部 佳奈、坂本 秀生、柳田 潤一郎
神戸常盤大学 保健科学部 医療検査学科

学16 学生の目から見たネパールの医療現場

【はじめに】 私たちは「大学コンソーシアムひょうご神戸」
の国際交流の一環でフィールドワーク型海外研修プログラ
ムに参加し、ネパール連邦民主共和国（以後ネパール）の
医療現場を訪問した。医療システムがネパールと日本で異
なることが多くあり、研修体験を通じて感じたこと学んだ
ことを報告する。

【方法】 2016年9月11日～19日、2017年9月9日～18日
は大学コンソーシアムひょうご神戸の研修、2018年3月17
日～28日に個人研修として訪問し、Nepal	Medical	Col-
lage	Teaching	Hospital、Grande	International	Hospital
にて研修を行った。

【結果】 疾患で多いものは肺炎、胃腸炎、尿路感染症であ
る。ネパールの空気は排ガスのため非常に悪い。街中では
マスクを着用していない人もみられた。大気汚染は呼吸器
系の疾患を引き起こす可能性がある。また、人口密度が高
いところで多くの人が生活している。それが原因で肺炎が
多くみられるのではないか。ネパールのトイレは非衛生的
であり、それが尿路感染の一因でもありえる。ネパールの

水道水は塩素消毒がされてないが、透明な水は大丈夫と考
え、飲み水が原因で胃腸炎になる人が多いと聞いた。また
飲み水が原因で食中毒になる人が多い。しかし食中毒で病
院へ行く人は少なく、多くの人が市販の薬で対応している。

【考察】 ネパールでは感染症が多いことから衛生面につき、
関心をもつべきではないかと思う。ネパールは識字率が高
くないためか、院内のポスターは誰にでもわかるよう絵で
描かれており、伝え方が工夫されていた。このポスターを
利用し、安全な水の摂取方やマスク着用を広めれば感染症
患者を減らせるのではないか。ネパールでは入院時に家族
が寝泊まりして家族のケアを行っており、家族を大切にす
る心が日本よりも感じられたため、それは忘れるべきでは
ないと思う。

○綾部 佳奈（あやべ かな）1）、岡地 莉央1）、Shiba Kumar Rai 2）、Junu Rai3）、Brihasmani Rai2）、 
Chitra Bahadur Rana Magar4）、柳田 潤一郎1）、坂本 秀生1）

1）神戸常盤大学 保健科学部 医療検査学科、2）Shi-Gan Health Foundation、3）Nepal Medical Collage - Teaching hospital、
4）Grande International hospital 

採取場所 使用用途 pH 残留塩素 遊離残塩 全硬度 アンモニア 鉄 大腸菌群 全部の菌数（CFU/mL） 大腸菌数（CFU/mL）
①レストラン 飲み水 7 0 － 20 0.5 0 ＋ 1020 赤：3
②道沿いの水道 生活用水 6.8 0 － 20 0.5 0 － 2 －
③民家 生活用水＋飲み水 7.2 0 － 50 0 0 － 520 －
④民家 生活用水 7 0 － 50 0 0 ＋ too	many too	many
⑤民家 飲み水 7.6 0 － 100 0 0 ＋ 1280 －
⑥売店 飲み水 7 0 － 10 0 0 ＋ 840 赤：5 青：4
⑦道沿いの水道 飲み水 6 0 － 20 0.5 0.5 ± 9 －
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学17 臨床検査技師に対する意識調査　―学生の視点から―

【目的】 臨床検査技師およびその養成校に在籍する学生が
抱いている、職業に対する展望や現在の教育に関する意識
を調査し、その実態を掴む。また、近年叫ばれている国際
化について学生及び臨床検査技師の考えを明らかにするも
のである。

【期間及び対象】 2018年4月25日～2018年5月18日にか
けて、臨床検査技師養成校学生及び臨床検査技師を対象と
した。臨床検査技師養成校在学生54名、卒業生および現
職の臨床検査技師48名の計102名から回答いただいた。

【形式】 Google フォームを利用し、インターネット・SNS
経由でデータ収集を行った。選択形式の設問では、22の
設問に対して「そう思う」「ややそう思う」「どちらとも
いえない」「あまりそう思わない」「思わない」の5段階
で評価する。「そう思う」「ややそう思う」を肯定的意見、

「あまりそう思わない」「思わない」を否定的意見とした。
【結果と考察】 「臨床検査技師は未来ある職業だ」という
設問に対して学生では33% が、卒業生では23% が否定的
な意見であった。同様に、技術進歩による脅威に関しても

学生がより強い危機感を持っている。現場業務への理解不
足により、学生が将来への不安を強く感じていることが考
えられる。また、学生・卒業生ともに臨床検査技師の社会
的な低認知度や待遇の悪さを感じていることが明らかに
なった。「臨床検査学教育は臨床検査技師が行うべきだ」
という設問に対しては、学生48% に比べ卒業生が62% と
より肯定的な意見を示していた。そのほかの設問の結果か
らも、教育内容と現場の業務が乖離している可能性が推測
される。「臨床検査技師は国際的に活躍できる職業だ」と
いう設問に対しては学生・卒業生ともに48～50% が肯定
的意見であったが、「将来は海外で活躍したい」という設
問に肯定的な意見を持つのは約20～25% となった。国際
化に関して当事者意識が低いことが考えられる。今回のア
ンケート調査を通して、学生及び臨床検査技師の職業に対
する率直な考えや意識の差を把握することができた。今後、
大きく変化する社会の中で臨床検査技師という職業を発展
させてゆくためにさらなる調査が必要である。

○五反田 睦美（ごたんだ むつみ）
東京医科歯科大学 医学部 保健衛生学科 検査技術学専攻

学18 中高生が遺伝子検査技術を理解するための体験型教材の検討

【はじめに】 次世代シーケンサなど遺伝子解析技術の急速
な発展によりヒト疾患に関する遺伝子検査技術の進歩がめ
ざましく、臨床検査関連分野の従事者として技術的な理解
を深めると同時に、遺伝子検査にとって重要な倫理的な課
題に対する理解も深める必要がある。その基盤としての人
材育成、すなわち将来の臨床検査技師養成を視野に入れ、
これから専門学校・大学を目指す中高生を対象とした体験
型教材の検討を進めている。

【経緯と取り組み】 これまでに麻布大学と聖セシリア女子
中学高等学校および自修館中等教育学校で進めてきた討論
型実験教室の実習に、我々が検討してきた RAPD 法によ
る疑似遺伝子検査実習を取り入れた。ヒト多型を対象とし
た教材キットが普及しており、体験型実習でもヒト遺伝子
を対象とした解析実習を行ってきた。しかし、ヒト遺伝子
を扱うため多くはないが倫理上配慮が必要な場合があった。
そこで、倫理的な配慮が不要で、かつ遺伝子検査（多型）
の意義などを実感しやすい試料として食品（野菜）のゲノ
ムを検討した。実際に指導するプロトコールについては、

原理の理解を深める目的で出来る限り市販のキットを使用
せず、CTAB 法など古典的な方法を取り入れた。技術的
に未熟な中高生でも分かりやすく結果が出しやすい条件を
決めた。現在、その結果に基づいて遺伝子検査に関する技
術的な理解と社会的な意義を討論・発表形式で考えさせる
プログラムを検討している。これまでの予備的な実験教室
において、食品を用いた実習をきっかけとして中高生がヒ
トの遺伝子検査に対する意識が高まることを示唆するアン
ケート結果を得ている。

【考察】 食品は中高生にとり非常に身近であり、かつ倫理
的な問題を考慮せず取り入れることができる試料としてメ
リットがある。食品の品種識別をヒト遺伝型に見立てた討
論と組み合わせることで、遺伝子検査の技術的側面に加え、
社会的な側面に目を向けるようになると期待できる。本研
究の取り組みは、倫理観をもった臨床検査技師育成の下地
つくりに貢献できるのではないかと考えている。

○斎藤 未希（さいとう みき）1）、甲斐 千尋1）、池田 奈央1）、磯 優貴2）、梅木 淳祥1）、松丸 凌也1）、吉澤 隆史3）、
佐藤 信4）、村山 洋1）

1）麻布大学 生命・環境科学部 臨床検査技術学科、2）麻布大学大学院 動物応用科学研究科、3）聖セシリア女子中学高等学校、
4）自修館中等教育学校
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学19 G-CSF 遺伝子多型が好中球機能に及ぼす影響

【背景と目的】 我々の研究室では SLE 自然発症モデルで
ある（NZB × NZW）F1マウスを用いてループス腎炎発症
に関与する感受性遺伝子の同定をおこなっている。現在ま
でに NZB マウス由来の C1q 遺伝子多型と MHC が関与
していることを見出しているが、NZB マウスと比較して

（NZB × NZW）F1マウスで病態が高度なことから、
NZW マウス由来の遺伝要因の重要性が示唆されている。
そこで（NZB × NZW）F1	x	NZB 退交配マウスを作成し
QTL 解析を行ったところ、NZW マウスの第11番染色体
上の G-CSF 遺伝子に連鎖した D11MIT263近傍に腎炎発
症との優位な相関が認められた。G-CSF（顆粒球コロニー
刺激因子）は骨髄細胞の好中球への分化と末梢への動員、
活性化をおこなう特異的なタンパク質である。本研究はこ
の NZW マウス由来の腎炎感受性遺伝子である G-CSF 遺
伝子が好中球機能に与える影響の解析を目的とした。

【試料と方法】 マウスは12週齢の C57BL/6（B6）、NZB、
NZW、（NZB × NZW）F1マウス各10匹を使用し、好中
球数、好中球活性化、貪食能、血中自己抗体価について解

析した。
【結果と考察】 白血球分画を測定したところ、NZW マウ
スで B6、NZB マウスと比較し有意に好中球数の増加が認
められた。この結果より、NZW マウス由来の G-CSF 遺
伝子多型により、骨髄より好中球が常に末梢へ動員されて
いる可能性が示唆された。ホルボール -12- ミリスタート
-13- アセタート（PMA）刺激後の貧食能は、B6、NZB
マウスと比較して NZW マウスで有意に亢進していたが
NZW マウスと（NZB × NZW）F1マウスの間には差が認
められなかった。（NZB × NZW）F1マウスは SLE 様の
糸球体腎炎を発症する。病態の形成には自己の DNA や
RNA に対する自己抗体が関与している。今回我々が発見
した NZW マウスが持つ好中球機能異常は自己抗原を免疫
細胞に曝露しやすくし、その結果として自己抗体をより産
生しやすくしている可能性がある。

○遠藤 百恵（えんどう ももえ）1）、岩田 智久1）、加藤 紗希1）、門倉 香織1）、田中 萌1）、杉﨑 由季1）、杉山 真由佳1）、
大辻 希樹1）2）

1）桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科 臨床検査学専攻 分子病理病態学研究室、2）桐蔭横浜大学 大学院 工学研究科

学20 bFGF による血管平滑筋細胞の遊走促進における Epac1の役割

【背景】 経皮的冠動脈形成術では、術後に血管平滑筋細胞
（VSMC）が内膜側に過剰に遊走して起こる血管内膜肥厚
が問題となっている。先行研究にて、細胞内シグナル伝達
分子である Exchange	protein	activated	by	cyclic	AMP	
1（Epac1）が血管内膜肥厚を制御することを報告した。そ
こで今回、この過程で重要な塩基性線維芽細胞増殖因子

（bFGF）による VSMC の遊走促進に、Epac1が関与する
かを検討した。

【方 法】 野 生 型 マ ウ ス（WT）と Epac1欠 損 マ ウ ス
（Epac1KO）より初代培養した VSMC を用いた。また、
これらのマウスを用いて血管傷害モデルを作製した。

【結果】 bFGF 刺激後8時間の VSMC の遊走距離は、WT
と比較して Epac1KO で有意に抑制されていた（0.66倍、
p ＜0.0001）。また、bFGF 刺激により細胞遊走に重要な
葉 状 仮 足 を 形 成 し た 細 胞 の 割 合 は、WT と 比 較 し
Epac1KO で有意に減少していた（0.15倍、p ＜0.0001）。
さらに、bFGF 刺激30分後の WT の細胞抽出液ではリン
酸化 Akt（p-Akt）およびリン酸化グリコーゲン合成酵素
キ ナ ー ゼ（p-GSK3β）の 発 現 が 亢 進 し て い た が、

Epac1KO では有意に抑制されていた（p-Akt：0.5倍、p
＜0.001、p-GSK3β：0.13倍、p ＜0.0001）。血管傷害後
の内膜肥厚形成は WT では顕著で、p-GSK3βの発現をと
もなっていたが、Epac1KO では低形成で、p-GSK3βの
発現は抑制されていた。

【結論】 Epac1は bFGF による VSMC の遊走を正に制御
し、内膜肥厚形成に関与することが示唆された。

○近藤 伸世（こんどう のぶよ）1）、窪田 哲朗2）、加藤 優子2）

1）東京医科歯科大学 医学部 保健衛生学科、2）東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 免疫病態検査学分野

Akt リン酸化

GSK3βリン酸化

細胞遊走

内膜肥厚

FGFレセプター
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葉状仮足形成

平滑筋細胞膜

Epac1

促進
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学21 Cullin-3ユビキチン複合体による膜型メタロプロテアーゼ制御機構解析

【目的】 細胞膜に発現する細胞膜貫通型蛋白質には、細胞
膜 上 で 膜 型 蛋 白 質 分 解 酵 素 ADAM に よ っ て 切 断

（shedding）されることで、細胞増殖・分化等を制御する
ものが多く知られている。細胞膜蛋白質の shedding は生
理反応ならびに病態反応と密接に関わっていることから、
新たな創薬ターゲットとして注目されている。しかしなが
ら、ADAM は基質特異性が低いことから、特異的な基質
に対する阻害剤開発には未だ至っていない。そこで我々は
膜型増殖因子 EGF ファミリー分子の shedding 評価系を
用いて、ADAM の基質選択性の分子機構解析を行った。

【方法】 Shedding 評価系には、我々がすでに報告している
アルカリフォスファターゼ（AP）を融合した EGF ファミリー
分子4種類 HB-EGF,	amphiregulin（AREG），transform-
ing	growth	factor-alpha（TGFα），epiregulin（EREG）を、
それぞれ発現する HT1080細胞株を用いた。Shedding に
よって培地中に遊離した AP 融合蛋白を回収して AP 酵素
活性を測定することで shedding を定量的に評価した。

【結果】 これらの細胞にアクチン重合阻害剤 latrunculin	A
または cytochalasin	D を処理したところ、AREG,	TGFα，

EREG の shedding が有意に上昇した。一方でアクチン重
合阻害剤によって誘導された shedding は ADAM 阻害剤
KB-R7785によって抑制されたことから、EGF ファミ
リーに対する ADAM の shedding 活性はアクチン細胞骨
格によって制御されていることが示唆された。さらに我々
は、近年、新たなアクチン骨格制御分子として同定された
Cullin-3（Cul3）E3ユビキチンリガーゼ複合体に着目して
検討を行った。Cul3を siRNA によってノックダウンした
ところ、EGF ファミリー分子の中で AREG	shedding の
みが選択的に抑制されることを見出した。また Cul3によ
る AREG	shedding 制御には RhoA を介したアクチン骨
格制御が関わっていることが明らかとなった。

【考察】 本研究から、Cul3複合体による新たな ADAM 制
御分子機構が明らかとなった。Cul3複合体は AREG	
shedding を選択的に制御することから、この複合体解析
から ADAM の基質認識に関わる分子機構が解明できるも
のと考えられる。これらの知見から、より特異性の高い
ADAM 阻害剤の開発に繋がるものと考えている。

○近藤 綾乃（こんどう あやの）1）、松木 依理奈1）、楠本 智章1）、藤原 章1）、坂上 倫久2）、前川 大志2）、 
藤崎 亜耶子2）、福田 信治2）、東山 繁樹2）、中山 寛尚1）2）

1）広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻、2）愛媛大学プロテオサイエンスセンター 細胞増殖・腫瘍制御部門

学22 軸索誘導因子セマフォリン3F は PTEN 欠損乳癌細胞の浸潤を阻害する

【目的】 乳癌の罹患率は女性の癌の中で最も高く、現在で
も増加の一途をたどっているため深刻な社会問題となって
いる。これまで予後不良であった HER2陽性乳癌は
HER2分子標的薬ハーセプチンによって1年生存率が大き
く改善したが、ハーセプチンへの耐性が課題となっており、
乳癌を克服するためには更なる研究が必要である。ハーセ
プチン耐性化機序には、細胞増殖・生存に関わる PI3K/
Akt/mTOR 経路の活性化が関連しており、この経路の活
性化は HER レセプター非依存的に PTEN の欠損や
PIK3CA 遺伝子変異によっても起こるため、ハーセプチ
ン処置に加えて PI3K/Akt/mTOR 経路の遮断が効果的
な治療に重要であると考えられている。本研究室では、神
経軸索誘導因子であるセマフォリン3F（SEMA3F）の腫
瘍細胞に対する機能解析を行ってきた。我々は細胞内シグ
ナル解析から、SEMA3F が PI3K/Akt/mTOR 経路を抑
制することを見出し、この効果が脳腫瘍細胞、メラノーマ、
血管内皮細胞、T 細胞を含む様々な細胞に作用すること
を報告してきた。そこで本研究では、PTEN を欠損した
乳癌細胞株を用いて SEMA3F の機能解析を行った。

【方法】 実験にはヒト乳癌細胞株 MDA-MB-231を用い、
PTEN 欠損株は遺伝子編集技術 CRISPR-Cas9によって
作成した。細胞内シグナルはウエスタンブロットで解析を
行い、細胞浸潤能はトランスウェルを用いて評価を行った。

【結果】 PTEN 欠損株では Akt および mTOR 下流シグナ
ル S6K のリン酸化が亢進しており、PI3K/Akt/mTOR
経路の活性化が認められた。この細胞に SEMA3F を処理
すると、PTEN 欠損によって増加した Akt および S6K の
リン酸化を抑制することが明らかとなった。さらに細胞浸
潤能を評価したところ、SEMA3F は親株乳癌細胞と同様
に PTEN 欠損乳癌細胞の浸潤を抑制することを見出した。

【考察】 以上の検討から、SEMA3F はハーセプチン抵抗
性の特性を持つ PTEN 欠損細胞に対して浸潤抑制効果を
有していることが明らかとなった。これには活性化した
PI3K/Akt/mTOR 経路を SEMA3F が抑制することが関
係していると考えられる。これらの知見から、SEMA3F
の抑制効果を利用することにより、薬剤耐性乳癌に対する
新たな治療法開発に繋がるものと考えている。

○佐渡 那月（さわたり なつき）1）、中澤 歩美1）、中原 正子1）、楠本 智章1）、藤原 章1）、東山 繁樹2）、中山 寛尚1）2）

1）広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻、2）愛媛大学プロテオサイエンスセンター 細胞増殖・腫瘍制御部門
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学23 Netrin-1を標的とした新規髄芽腫治療薬の開発
―髄芽腫モデルマウスの作成と評価―

【目的】 小児脳腫瘍である髄芽腫は、小脳に発症する悪性
腫瘍である。これまでに我々は、髄芽腫細胞が分泌する軸
索誘導因子 netrin-1が髄芽腫細胞の浸潤性や血管新生を
誘導する重要な因子であることを見出した。また、健常者
尿と髄芽腫患者尿を比べると netrin-1濃度が髄芽腫患者
で上昇していること、髄芽腫組織で netrin-1の発現上昇
が確認されたことから、netrin-1は髄芽腫の有無、浸潤
の程度、治療経過を予測する有用なバイオマーカーである
ことを報告してきた。以上の知見から、髄芽腫の新たな治
療法として netrin-1の作用を阻害することが重要ではな
いかと考えた。そこで本研究では髄芽腫モデルマウスの作
成と評価を行い、netrin-1阻害剤による髄芽腫抑制効果
を検証するための礎を築くことを目的とする。

【方法】 実験にはヒト髄芽腫細胞 D458（コントロール）お
よび netrin-1遺伝子を導入した D458細胞を使用した。
各細胞（5x104個）をヌードマウス（6週齢♂）の小脳にハ
ミルトンシリンジによって移植を行った。移植3週間後に
小脳を摘出しパラフィンブロックを作成した。免疫組織化

学染色では、切片を薄切し、抗原賦活化、内因性ペルオキ
シダーゼ不活化処理した後に、細胞増殖マーカーである
Ki67抗体を反応させて DAB によって発色を行った。

【結果・考察】 移植した髄芽腫細胞は in	vivo	 imaging に
よって腫瘍サイズと転移の様子を評価した。Netrin-1過剰
発現 D458細胞を移植したマウス群では、コントロール群
に比して腫瘍サイズが2-3倍増加していること、小脳から
脊椎への転移が確認された。小脳における免疫染色では、
netrin-1過剰発現群で Ki67陽性細胞がコントロール群と
比して3倍程度の増加しており、netrin-1による髄芽腫細
胞増殖が亢進していた。以上の結果から、モデル動物にお
いてヒト髄芽腫検体で観察された netrin-1による髄芽腫増
殖・転移促進効果を再現できることが実証された。よって、
この髄芽腫モデルは、今後開発を進める netrin-1阻害剤の
効果を評価するためのツールとなることが期待される。

○白石 伊織（しらいし いおり）1）、高田 稜雅1）、中原 正子1）、楠本 智章1）、藤原 章1）、東山 繁樹2）、中山 寛尚1）2）

1）広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻、 
2）愛媛大学プロテオサイエンスセンター 細胞増殖・腫瘍制御部門

学24 大腸癌細胞における軸索誘導因子 netrin-1遺伝子発現解析

【目的】 我が国において大腸癌は、がんの部位別に見た罹
患率が1位であり、がんによる死亡数も男女ともに上位に
あるため、食生活の欧米化による生活習慣の変化や高齢化
がさらに加速する日本社会において大きな問題となってい
る。現在、臨床応用されている大腸癌血液検査マーカーの
CEA や CA19-9は、良性と悪性との鑑別や早期がんの検
出の難しさなど多くの課題が残されている。これまでに
我々は、小児悪性腫瘍である髄芽腫において軸索誘導因子
netrin-1が髄芽腫組織や尿中において上昇していること
を見出し、バイオマーカーとしての可能性を報告してきた。
そこで本研究では、大腸癌細胞における netrin-1遺伝子
発現を解析し、浸潤・転移を伴う悪性度の高い大腸癌を検
出する新たなバイオマーカーとしての可能性を探る。

【方法】 大腸癌細胞株6種および正常腸管内皮細胞の合計
7種類を用いた。各種細胞から RNA を抽出し、逆転写に
よって cDNA を得た。cDNA をもとに netrin-1及び既存
の大腸癌マーカー CEA,	CA19-9,	CK20の特異的なプラ
イマーを用いて定量 PCR を行い、正常組織と癌細胞にお

ける発現を比較検討した。
【結果・考察】 定量 PCR の結果、CEA 遺伝子発現は大腸
癌細胞 T84のみ正常細胞に対して15倍増加していた。
CA19-9は HCT116を除く5種において1.5-3.5倍ほど上
昇していた。また CK20は、3種（WiDr,	HT29,	T84）で
10-30倍発現が上昇していた。これらの結果は、臨床検査
において既存のマーカーがすべての大腸癌を検出しないこ
とと一致するものである。一方で netrin-1は全ての大腸
癌細胞株で正常細胞と比して発現が数 % ～20% 以下と強
く抑制されており、髄芽腫で netrin-1が上昇していた結
果と全く逆であった。これは netrin-1発現が癌種によっ
て大きく異なることを示すとともに、大腸癌細胞株におい
て共通の netrin-1抑制機構が存在することを示唆してい
る。今後は、大腸癌細胞における netrin-1の発現制御解
析を行うとともに、大腸癌患者血清における netrin-1濃
度測定を行い、netrin-1が新たな大腸癌マーカーとして
機能するか検証を行う。

○山下 秀和（やました ひでかず）1）、楠本 智章1）2）、沖本 隆司3）、中原 正子1）、藤原 章1）、中山 寛尚1）

1）広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻、2）日本鋼管福山病院 消化器内科、3）日本鋼管福山病院 外科
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学25 天然ポリフェノール　フェルラ酸による神経細胞保護作用の分子機構解析

【目的】 フェルラ酸（FA）は、米ぬか、小麦、コーヒー、
ピーナッツなど食品に広く存在する天然ポリフェノールの
一種で、強い抗酸化作用を持っており、アルツハイマー型
認知症、高血圧、糖尿病、大腸がんなどの様々な疾患に効
果があることが報告されている。これらの病態形成には炎
症、酸化ストレスによる細胞へのダメージの蓄積が関連し
ており、FA による抗酸化作用によるストレス緩和が病態
改善に寄与しているものと考えられている。しかしながら、
どのような機序でストレスからの細胞保護機能を発揮する
のか、その分子メカニズムは明らかとなっていない。そこ
で本研究では、過酸化水素 H2O2による神経細胞アポトー
シス誘導モデルを用いて FA の細胞保護機能効果を分子
レベルで解析した。

【方法】 本実験では、神経細胞様特性を持つ PC12（ラッ
ト副腎褐色細胞腫株）を用いた。培地に FA（40μM）を処
理して、翌日に H2O2（0.5,1	mM）を処理して30分後に細
胞を回収した。細胞内シグナルは、細胞内シグナルアレイ

（43種類のキナーゼを検出）を用いて網羅的に解析を行っ

た。アレイによって同定されたリン酸化タンパク質はウエ
スタンブロットによって確認実験を行った。

【結果】 まず未処理コントロールと H2O2処理細胞をシグ
ナルアレイで比較した結果、MAPK 経路の ERK のリン
酸化が約3倍上昇していることを見出した。また H2O2と
FA を併用処理した細胞では、H2O2によって上昇した
ERK のリン酸化が約25% 低下していた。一方で FA のみ
処理した細胞では、コントロールと比べて有意な差は認め
られなかった。シグナルアレイの確認実験としてウエスタ
ンブロットを行い、同等の結果を得た。

【考察】 以上の結果から、FA は H2O2によって上昇した
MAPK 経路抑制効果があると考えられる。MAPK 経路
はアポトーシスに関連していることから、FA による細胞
保護作用の一端としては、酸化ストレスによるアポトーシ
ス抑制が寄与しているものと考えられる。今後は FA の
アポトーシス経路に対する影響を精査して、より詳細な分
子メカニズム解明を目指す。

○中島 海里（なかしま かいり）1）、中原 正子1）、楠本 智章1）、藤原 章1）、下田 遥香2）、北市 清幸2）、中山 寛尚1）2）

1）広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床検査学専攻、2）岐阜薬科大学 医療薬剤学大講座 薬物動態学研究室

学26 自然免疫活性化甲状腺細胞死誘導機構の解明

【はじめに】 甲状腺は自己免疫反応の標的となりやすい臓
器であり、自己免疫性甲状腺疾患は、種々の自己免疫疾患
の中でも最も患者数が多い。しかしながら、自己免疫疾患
の発症要因に関して不明な点が多い。我々は、甲状腺細胞
自身が持つ自然免疫反応の活性化によって、サイトカイン
の発現とともに甲状腺細胞死が誘導されることを明らかに
した。細胞死は、近年炎症制御に関与することが明らかに
なりつつある。そこで、自然免疫の活性化によって誘導さ
れる甲状腺細胞死について解析を行った。

【目的】 甲状腺の細胞死を誘導する自然免疫活性化機構の
詳細を明らかにする。

【方法】 ラット甲状腺 FRTL-5細胞を Toll	 like	receptor
の Ligand や核酸成分（二本鎖 DNA や RNA）によって刺
激を行なった。自然免疫の活性化による細胞死を caspase
の活性化や培養中の LDH を測定することによって評価し
た。また caspase の上流分子の発現解析などにより、
caspase の活性化誘導に関わる分子候補を推定した。次に、
細胞死の誘導に想定されるシグナル分子の欠損株を

CRISPR-Cas9システムを用いて作成し、シグナル伝達経
路の決定を試みた。

【結果】 甲状腺細胞に様々な自然免疫活性化刺激を行なっ
た結果、核酸刺激が最も強い細胞死の誘導を行った。その
細胞死は caspase-3を介することを明らかにした。その
シグナル上流分子として想定される RIG-I や MDA5、
IRF3などの FRTL-5欠損株を作成して検討を行なった結
果、核酸の誘導する細胞死シグナルの一部を特定した。一
方で FRTL-5に自然免疫反応を誘導すると、caspase-1
を介する細胞死機構インフラマソーム関連分子の発現が増
加することを明らかにした。

【考察】 亜急性甲状腺炎や自己免疫甲状腺炎などで見られ
る細胞死の一部は、自然免疫の活性化によって誘導される
可能性を示した。今後は、本研究で明らかにした細胞死に
関わる分子群がマウスの甲状腺病理モデルやヒトの甲状腺
炎においてどのように働いているかについて解析する必要
がある。

○牟禮 優菜（むれ ゆうな）、川島 晃、鈴木 幸一
帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科
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学27 異なる TLR リガンド投与における D-galN 感作マウスの臓器障害傾向の違い

【はじめに】 Toll 様受容体（TLR）は初期免疫で重要な役
割を担うパターン認識レセプターである。認識する病原体
関連分子によって受容体は異なり、多くの哺乳動物で10
種以上の受容体が存在し、そのリガンドにより様々な炎症
を引き起こすことから感染を機に発症する疾患の動物モデ
ルにて炎症惹起剤として用いられている。とくに TLR4
リガンドのグラム陰性桿菌の構成成分であるリポ多糖

（LPS）は、敗血症の原因としても知られておりこれを用
いた敗血症モデルがすでに確立されている。
　我々は、D ガラクトサミン（D-galN）感作マウスに異な
る TLR リガンドを投与した際に LPS 同様に炎症が誘発
されること、TLR リガンドによって血清サイトカイン値
などに違いがあること見出し、そこから TLR リガンドに
より臓器損傷機序が異なる可能性を示した。そこで、今回
は TLR9と TLR7/8リガンドに着目し、肝臓とその他臓
器を代表するバイオマーカーを測定し臓器損傷の差異につ
いて検討を行った。

【方法】 D-galN 感作 C57BL/6J マウス（7～8週齢：メ
ス）に、TLR7/8（5	㎍）または TLR9リガンド（20	㎍）を

投与し0,	5,	10,	24時間経過後に血清を採取した（n= 4～
6）。各臓器のマーカーとして ALT（肝）、CK（筋）、BUN

（肝・腎）、Cre（腎）、AMY（膵）の測定をおこない、投
与後10時間以降の生存率についても計測を行った。

【結果】 TLR7/8リガンド投与マウスでは、BUN 以外の
マーカーは ALT と同じパターンを示した。一方、TLR9
リガンド投与マウスでは、ALT が徐々に上昇したのに対
し、他のマーカーは時間経過による大きな変化は見られな
かった。投与後10時間以降の生存率は、TLR7/8リガン
ド投与で14/18（77.8%）、TLR9リガンド投与で9/16

（56.3%）であった。
【考察】 TLR7/8リガンドで引き起こされる炎症は、肝臓
だけではなく他の臓器においても同様に障害を引き起こし、
多臓器不全の傾向を示すことがわかった。一方で TLR9
リガンドによる炎症では肝障害のみが顕著に見られ、2つ
のリガンドによる臓器損傷の傾向に違いがあることが明ら
かになった。損傷度合いは TLR9リガンドが低値にもか
かわらず生存率が低いことから、臓器損傷だけではなく凝
固線溶系や好中球の関与など、さらに検討が必要である。

○御子柴 柊介（みこしば しゅうすけ）、西澤 和久、関 玲子
帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科

学28 Myeloperoxidase による酸化修飾が高比重リポタンパクの 
血管内皮細胞増殖能に与える影響の解析

【目的】 高比重リポタンパク（HDL）は心血管疾患の発症
に抑制的に働き、動脈硬化の指標として日常的に測定され
ている。しかし、動脈硬化の抑制には HDL の量のみを増
やすだけでは不十分との見解もあり、近年は HDL の機能
評価が重要視されている。
　HDL の抗動脈硬化作用としてコレステロール引き抜き能
が主として挙げられるが、血管内皮細胞の修復作用も重要な
機能の一つである。本研究では血管内皮修復能の基礎検討と
して、HDL が血管内皮細胞の増殖能に与える影響を解析した。
　また、粥状動脈硬化巣ではマクロファージから放出され
る Myeloperoxidase（MPO）によって HDL は酸化修飾を
受け、HDL のクロル化、ニトロ化に加えて apoA-I と
apoA-II からなる apoA-I/apoA-II	heterodimer が形成さ
れることが報告されている。MPO によって酸化修飾を受け
たHDLが血管内皮細胞増殖において影響するかも検討した。

【方法】 
1.  MPO 処理による HDL の酸化修飾：超遠心法によって血

清より分離した HDL（1.063＜ d ＜1.210）に0.2	㎜ol/L
過酸化水素、0.2	㎜ol/L	DTPA、0.4	㎜ol/L	L-tyrosine、
40	nmol/L	MPO を含む PBS を等容量加え、37℃、24

時間後、SDS-PAGE と Western	Blot 法により修飾の影
響を評価した。

2.  HUVEC 増殖能に対するHDL の影響：コラーゲンコートを
施したフラスコ内で EGM-2培地にヒト臍帯静脈内皮細胞

（HUVEC）を播種し、72時間後に血清非添加の EGM-2
培地に継代した。HUVECに対して、MPO 処理 HDL、未
処理 HDL を与え、37℃、24時間培養し、Cell	Counting	
Kit-8添 加1時間後、450	nm での吸 光 度 測定により
HUVECの増殖率を評価した。陰性対照にはPBSを用いた。

【結果】 MPO による HDL の酸化修飾によって37	kDa の
バンドの増強がみられ、apoA-I/apoA-II	heterodimer
の増加が確認された。また、HUVEC の増殖率は陰性対
照を100	% として換算した。その結果、MPO 処理 HDL
を添加した増殖率は130±4%、未処理 HDL の増殖率は
126±6% を示した。

【考察】 HDL には、血管内皮細胞の増殖能を高める作用
をもつことが認められた。さらに、MPO 処理による増殖
率の有意な差が認められなかったことより、HDL の血管
内皮増殖能は、MPO による heterodimer の形成の影響を
受けない可能性が考えられた。

○横山 桃子（よこやま ももこ）、菅原 克哉、亀田 貴寛、栗原 由利子
東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科
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学29 画像解析による核異型解析法の確立と 
子宮内膜増殖症・子宮内膜異型増殖症の鑑別

【目的】 子宮内膜増殖性病変のうち、子宮内膜増殖症（EH）
は過形成性変化で、子宮内膜異型増殖症（AEH）は癌と併
存または癌へ進展するリスクのある腫瘍性病変である。そ
のため、両者の鑑別は重要であるが鑑別困難な症例も多い。
そこで、核形状および核内部構造の複雑さを画像解析によ
り数値的に評価して組織標本における核異型解析法を確立
し、EH と AEH の鑑別に有用な項目を抽出、判別が可能
であるかを検討した。

【材料・方法】 症例は、弘前大学医学部附属病院病理部の
子宮内膜増殖症（EH）：3例、子宮内膜異型増殖症（AEH）：
3例の合計6例の組織標本（2006～2015年）を用いた。核
異型解析法には［撮影倍率］［グレーフィルタ］の2項目
の条件設定を行った。画像解析法は、核異型として［面積］

［真円度］［複雑度］［針状比］［核縁不整性］、核内部構
造として［複雑さ（フラクタル値）］の6項目について
Mann-Whitney	U 検定を行った。また、以上の項目を用
いて判別分析を行った。画像解析ソフトは Photoshop と
PopImaging、統計ソフトは SPSS と Excel 統計を用いた。

【結果】 フラクタル解析を用いた核異型解析法の最適条件
は、撮影倍率は［20倍］、グレーフィルタは［輝度フィ
ルタ］であった。画像解析法では、AEH の［真円度］

［複雑さ（フラクタル値）］は EH より有意に高値であり、
［複雑度］［核縁不整性］［針状比］が有意に低値であっ
た。［面積］では AEH で高値の傾向にあった。［針状比］
を除く5項目を変数とした判別式を作成し判別分析を行っ
たところ、感度100	%、特異度96.7	%、正診率98.3	% と
いう結果が得られた。

【結論】 本研究で確立された画像解析による核異型解析法
は、EH と AEH を客観的に鑑別できる有用な手法となり
得ることが明らかとなった。

○対馬 愛（つしま あい）1）、吉岡 治彦1）2）、堀江 香代1）2）、渡邉 純1）2）

1）弘前大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻、2）弘前大学大学院 保健学研究科 生体検査科学領域

学30 子宮頸部 LBC 標本を用いた画像解析による核・細胞質の重積を考慮した 
核色濃度定量化の試み

【背景・目的】 細胞診では組織診と異なり、細胞同士の重
積や個々の細胞で核と細胞質の重積が存在し、時に診断上
の困難となる。そこで重積の影響を軽減させるため、画像
解析による細胞の色分布と濃度に基づいた定量化法が、真
の核色彩として有効であるかを検討した。

【材料・方法】 
材料：弘前大学医学部附属病院で診断された子宮頸部
LBC 標本（CIS	5症例：核5個、扁平上皮化生細胞2症例：
核4個）。
方法：
① ピクセル値分布調査：Visual	studio にて RGB を軸と

する3D プロットを作成し、プロット上の分布と画像上
での分布の関連性を調査した。

②	色濃度による定量：プロットのクラスタに3D 直線を当
てはめ、所属するピクセル値を直線との位置関係によ
る定量化を行なった。

③ 色減算による精細化処理：得られたクラスタ・直線から、
計算処理による核画像における細胞質由来情報除去を
試みた。

④ 本法と HLS 輝度法と比較：CIS と扁平上皮化生細胞の
核を両方法で処理後、核グレースケール画像の kirsch
フィルタエッジ抽出しボックスカウンティング法によ
り得られたフラクタル値から差を検討した（t-test、有
意水準0.05）。

【結果】 ①画像を構成するピクセル値は RGB	3D 空間上
では構成成分ごとの直線状分布がみられた。②クラスタ
ごとの直線とピクセル値の位置関係により定量し、細胞の
厚さや色の濃さを反映した値が得られた。③色減算処理
を経て再構成した結果、核全体が均一の色調でより細かい
構造を読み取ることができる画像が得られた。④CIS 細
胞の色減算処理後のフラクタル値は輝度による解析と較べ
有意に高かった。一方で扁平上皮化生細胞では細胞ごとに
輝度との差は異なり、有意差は認められなかった。

【結語】 平面の画像から細胞質の厚さや濃さといった情報
を除いて立体的に再構成された、核のみの色彩情報を得る
ことができた。今後は除去した細胞質成分の可視化や本法
の自動化を試み、良悪性の鑑別困難例へ応用する。

○佐々木 崇矩（ささき たかのり）1）、吉岡 治彦1）2）、熊谷 直哉3）、小島 啓子3）、黒瀬 顕3）、堀江 香代1）2）、 
渡邉 純1）2）

1）弘前大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻、2）弘前大学大学院 保健学研究科 生体検査科学領域、 
3）弘前大学医学部附属病院 病理部
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学31 神経細胞質内の銀親和性物質（鍍銀陽性小体）に対するグルタール固定の有用性

【はじめに】 1982年に電顕試料用に固定されたマウス青斑
核領域のパラフィン切片に対して Ho1mes 鍍銀染色法で染
色した所、神経細胞質内に明瞭に観察される鍍銀陽性小体
に気付き、この鍍銀陽性小体が1960年代より電顕で観察さ
れている神経細胞質内核小体様封入体と同一物である事を
証明した。更にグルタール固定が鍍銀陽性小体の検索のた
めに必須である事を報告している。今回は、神経細胞質内
の銀親和性物質を検索・精査する上で重要なグルタールの
濃度変化が染色結果にどのように影響するかを検索した。

【材料および方法】 研究には成熟雄マウスの16匹（5週齢）
を使用し、固定方法の違いにより、研究例1（n= 3）は
10% ホルマリン固定のみ、研究例2（n= 3）は10% ホルマ
リン固定3日後、混合液（2.5% グルタールと10% ホルマ
リン）で再固定、研究例3（n= 1）はホルマリン固定液で
2ヶ月、その後混合液で再固定、研究例4（n= 9）は混合固
定液であるが、グルタールのみ最終濃度を0.1%,	0.5%.	
1% と変化させた混合液で固定したものである。すべての
マウスはペントバルビタール深麻酔下で灌流固定している。

その後、摘出した脳を型のごとくパラフィン包埋し、青斑
核領域の5	㎛連続切片を作製し、Ho1mes 変法を施した。

【結果および考察】 各研究例のパラフィン切片を Ho1mes
変法で染色すると、基本的には核小体と神経突起が強陽性
に、細胞核は中等度に染色され、細胞質はほとんど染色さ
れなかった。ホルマリン単独固定と研究例3では細胞質内
に鍍銀陽性小体は観察されなかったが、研究例2のホルマ
リン固定3日後に混合液で再固定した標本では鍍銀陽性小
体の存在が認められた。研究例4では0.1% グルタールの
混合液でも鍍銀陽性小体が観察された。本研究により、低
濃度グルタール含有固定でも鍍銀陽性小体の検索ができれ
ば、今後免疫染色の併用も可能となる。また病理検査室に
おいてグルタール含有固定液の使用により、ホルマリン固
定では検出されていない中枢神経内の銀親和性物質の検索
ができ、新たな神経変性疾患の病理学的診断につながると
思われる。

○水田 朱音（みずた あかね）1）、岡本 優依1）、渡部 奈津美1）、平山 将也2）、金子 千之1）、酒井 一由3）、 
安倍 雅人1）、加藤 好光1）

1）藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床検査学科、2）藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科、 
3）藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床工学科

学32 PAM（Periodic Acid-Methenamine silver）染色における反応時間の短縮と 
染色性の安定化についての検討

【背景・目的】 PAM 染色は腎糸球体基底膜やメサンギウ
ム基質を明瞭に染め分ける為、腎疾患の診断には欠かせな
い、有用な染色の一つである。近年、検査の迅速化が進む
中、PAM 染色のような反応に時間を要する染色は、様々
な方法で反応時間の短縮が試みられている。私たちは
PAM 染色に着目し、反応時間短縮と染色性安定化を目的
として検討を行った。

【方法】 染色・試薬調整は、大阪医科大学医学部附属病院
病理部の方法に準じて行った（Fig.1）。検体は水腎症で糸
球体病変の無い腎臓を用いた。①アルブミン添加の有無
による反応時間短縮および染色性への影響。②ゼラチン
添加時とアルブミン添加時との比較検討。③チオセミカ
ルバジド（TSC）による増感操作の有無の反応時間短縮お
よび、染色性安定化の検討。の3点について検討した。染
色性の評価については、腎糸球体基底膜がシャープに鍍銀
されている標本を染色良好とし、尿細管内腔に着色を認め
たものや、糸球体基底膜・メサンギウム基質がびまん性に
黒く染色されたものを過染していると判断した。

【結果】 アルブミン、ゼラチン共に銀鏡反応が抑制され、
染色性も良好であった。また、ゼラチン添加時の方が若干
の時間短縮が見られた。TSC 増感操作を追加した方が染色

性は良好で、安定させやすくなり、反応時間も短縮された。
【考察】 アルブミンとゼラチンにおいて染色性に大差はな
いので、時間が短縮され、より安価なゼラチンの方が使用
しやすいのではな
いかと考える。ま
た、TSC に よ る
染色性については
基底膜がより濃く
明瞭に染色される
為、疾患によって
は太く染色され、
病変部が観察でき
ない可能性がある。
今後、複数の症例
で検討を行う必要
があると考える。

○大西 悠介（おおにし ゆうすけ）、藤原 司
大阪医療技術学園専門学校 臨床検査技師科

Fig.1　PAM 染色の手順

1.	 脱パラ
2.	 流水水洗、DW 洗浄
3.	 0.5％過ヨウ素酸水溶液	 15分
4.	 DW 洗浄
5.	 0.5％TSC 水溶液	 5分
6.	 DW 洗浄
7.	 メセナミン銀水溶液	 30分～
8.	 DW 洗浄
9.	 4％中性ホルマリン	 10秒
10.	DW 洗浄
11.	0.2％塩化金水溶液	 5分
12.	流水水洗、DW 洗浄
13.	ジョーンズの補強液	 2分
14.	流水水洗、DW 洗浄
15.	5％チオ硫酸ナトリウム水溶液	2分
16.	流水水洗、DW 洗浄
17.	Mayer のヘマトキシリン液	 10分
18.	色出し	 1分
19.	エオジン液	 1分
20.	流水水洗	 20秒
21.	脱水、透徹、封入
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学33 病理組織標本における伸展条件の影響とその解析

【背景・目的】 病理標本作製工程のうち、伸展は “ 標本を
ブロックと同じサイズにする ” という目的で行われている。
TNM 分類による腫瘍の診断には組織サイズが重要だが、
組織サイズに影響を及ぼしうる伸展についての条件には明
確な規定が存在しない。よって本研究では伸展による影響
を解析し、適切な伸展条件の検討を行った。

【方法】 解剖検体8症例の腎、肝、肺を用いた。伸展は方
法（伸 展 板・ 温 浴 槽：50℃、30秒・1分）、 温 度（45～
55℃：伸展板、30秒・1分）、時間（30秒～10分：伸展板、
50℃）を変化させ組織サイズを測定し、薄切後のブロック
の組織サイズを1とし比を算出して最適な条件を検討した。
予備実験で3臓器の伸展の傾向が同じであったため、代表
として腎を用いた。

【結果】 薄切後の標本は無伸展でもブロックの大きさに比
べ拡大することが明らかになった。30秒、60秒で温度と
伸展方法の検討を行った結果、伸展板55℃では短時間で
も細胞の離開が見られ、伸展板45℃では60秒で組織サイ

ズが縮小しており十分な伸展が行えないと判断した。伸展
板50℃では細胞は離開せずに60秒以降の伸展も予測でき
たが、温浴槽50℃では30～60秒で組織サイズに有意な
差がみられなかったため、30秒以降は伸展しないと判断
した。伸展板50℃で0～600秒までの経時的な伸展の解
析では、組織サイズは0～60秒で大きく伸展し、その後
の伸展は緩やかになった。

【考察】 無伸展でも元のブロックよりも拡大することから、
“ 標本をブロックと同じサイズにする ” という目的を改め、
“ 診断に大きな影響を及ぼさない安定した標本の作製 ” を目
的とした。経時的な伸展の解析では0～60秒で大幅に組織
サイズが変化することから、60秒以上が安定した伸展の条
件と考えられる。しかし、長時間の伸展は免疫染色や遺伝
子解析への影響が危惧されるため、最適な伸展時間は伸展
が緩やかになり、かつ最も短時間で十分な伸展が望める伸
展板50℃、60～180秒間にあると考えた。免疫染色や遺伝
子解析への影響も考慮し、詳細な条件を設定する必要がある。

○夏目 景生（なつめ けい）1）、神納 杏奈1）、田中 日和1）、台田 紗輝1）、髙須 大輔2）、宮川 純奈3）、舩戸 連嗣3）、
佐藤 浩司3）、橋本 克訓4）、川井 久美4）

1）名古屋大学 医学部 保健学科 検査技術科学専攻、2）名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学分野、 
3）名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 臨床検査部門病理検査分野、 
4）名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学講座

学34 結晶シリカによる珪肺結節形成への TGF-β・上皮間葉転換の関与

【背景および目的】 珪肺症の原因物質である結晶シリカの
気道曝露は、顕著な線維化を伴う珪肺結節を誘発する。一
般に、分化した粘膜や皮膚の上皮は骨や線維などの間葉系
には分化しない。しかし、癌や慢性炎症の病態下ではサイ
トカイン TGF-βを誘因とする分化した上皮の間葉系細胞
への変化（上皮間葉転換）が起こることが示唆されている。
しかし、珪肺症における線維化の機序、特に TGF-β・上
皮間葉転換の関与は明らかにされていない。今回、結晶シ
リカの気管内投与後のラットの肺における線維化の機序に
ついて、病理学的解析を行った。

【材料および方法】 6週齢雌の F344ラット（日本ク
レア）に結晶シリカ（Min-U-Sil	5,	 粒径1.8	㎛）
50	㎎/200µl を気管内に4回投与後、1,	3,	6,	12カ月
後の肺を用いて HE 染色、マッソン・トリクローム
染色、免疫組織学的解析（TGF-β,	Cytokeratin	
K8/K18,	Vimentin	,	SP-D,	α-SMA,	Factor Ⅷ）お
よびウエスタンブロット解析（TGF-β）を行った。

【結果および考察】 シリカ投与6,12カ月後剖検群で
は、顕著な線維化を伴う珪肺結節が認められ、結節
内にはⅡ型肺胞上皮細胞の過形成および筋線維芽細

胞様の紡錘形細胞の増生が認められた。投与6カ月後まで
の強い TGF-β陽性所見が認められた（免疫染色：シリカ貪
食マクロファージおよび紡錘形細胞、ウエスタンブロット）。
また、連続切片の免疫染色により、結節内の同一の紡錘形
細胞の細胞質内に、上皮系マーカー（Cytokeratin	K8/
K18）および間葉系マーカー（Vimentin）の局在が示された。
これらの所見から、シリカ粒子による珪肺症の進行に、
TGF-βを介した上皮間葉転換の関与が示唆された（図）。

○三平 果林（みひら かりん）、駒井 舞生、宮本 郁美、荻原 喜久美、納谷 裕子、島田 章則
麻布大学 生命・環境科学部 臨床検査技術学科
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図　珪肺結節形成における TGF-βを介した上皮間葉転換の関与
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学35 黄砂・PM2.5による急性肺毒性：自然免疫（インフラマソーム）の関与

【背景】 病原体や結晶粒子に対する生体防御に、マクロ
ファージ内のカスパーゼ活性化、ひいては IL-1β分泌を
誘導する巨大蛋白質複合体であるインフラマソームの関与
が明らかになりつつある。粒子貪食リソソームからのカテ
プシン流出が傷害発生の起点であることが示唆されている。
今回、黄砂・PM2.5の組織傷害・炎症誘発機序の解明を
目的とし、粒子貪食マクロファージによる「自然免疫」

（インフラマソーム活性）に注目し、粒子曝露後のラット
肺の病理学的並びに生化学的解析を行った。

【材料と方法】 6週齢のメス、F344ラット（日本
CLEA）に黄砂標準粒子（CJ-1）・結晶シリカ粒子

（Min-U-Sil	5：粒径1.8um）（20	㎎/200ul）を気管
内投与した。6,24時間後に、気管支肺胞洗浄液およ
び肺組織を採取した。肺組織の傷害・炎症像、マク
ロファージによる粒子処理像、インフラマソーム活
性化（インフラマソームマーカー NLRP3,	インフラ
マソーム活性化因子カテプシン B）、炎症性サイトカ
イン（TNF-α，IL-1β，IL-6）および活性酸素種（SOD,	
8- ニトログアノシン）の関与を形態学的（HE 染色，
免疫染色，電子顕微鏡）並びに生化学的（ELISA キッ
ト，ウェスタン・ブロット）に解析した。

【結果と考察】 投与24時間後の肺組織に、黄砂粒子

では化膿性の、結晶シリカ粒子では出血性線維素性の重度
の炎症像が認められた。いずれも気管支肺胞洗浄液におけ
る IL-1β・蛋白濃度の上昇および好中球の増数を示した。
また、粒子貪食肺胞マクロファージの細胞質におけるカテ
プシンの一過性の上昇後、インフラマソーム活性化、炎症
性サイトカイン産生が認められ（免疫染色，ウェスタン・
ブロット）、黄砂・PM2.5による肺組織傷害への自然免疫
応答の関与が示唆された（図）。

○片倉 加奈子（かたくら かなこ）、荻原 喜久美、納谷 裕子、島田 章則
麻布大学 生命・環境科学部 臨床検査技術学科

学36 甲状腺髄様癌モデルマウスにおける分子標的薬スニチニブの有効性の検討

【はじめに】 MTC（甲状腺髄様癌）は C 細胞に由来し C 細
胞過形成を前がん病変とする。MTC を発生する遺伝性疾
患 MEN2A 型（多発性内分泌腫瘍症2A 型）は、RET 遺
伝子の点突然変異によって発症することが知られている。
当研究室では同変異発現 MTC 細胞で、分子標的薬
Sunitinib（以下 Suni）による RET、RET 下流シグナル経
路 Erk、Akt のリン酸化、MTC 細胞の遊走と増殖の抑制
を示した。今回 MTC モデルマウスに Suni を投与し、腫
瘍増殖への影響を検討した。

【方法】 MEN2A 型変異をもつヒト RET 遺伝子をモロ
ニーマウス白血病ウィルス（MoMuLV）/LTR を用いて導
入したトランスジェニックマウス（TG マウス）は MTC
を全例発症する。この MTC モデルマウスに Suni を40	㎎
/㎏/day、週に5日、3週間経口投与し、摘出した甲状腺
の体積を計測した。RET、RET 下流シグナル伝達経路の
抑制による腫瘍増殖抑制を予測し pErk、pAkt、C 細胞過
形成を考慮し Calcitonin（以下 Cal）の全4つに対する一次
抗体で免疫染色を行った。

【結果と考察】 TG マウスの Suni 投与群（S 群）では腫瘍
体積が Control 群（C 群）に比べ有意に減少した。Akt は
減少傾向を示し、Suni によるリン酸化抑制が招く細胞の
生存と増殖に関わる PI3K/Akt 経路の阻害が腫瘍体積減
少に関与したと考えた。
　両群で RET 発現量の有意差が見られなかったが、マル
チキナーゼ阻害剤である Suni が RET 自体の発現を抑制
しないことが要因と考えられる。Suni による pErk 発現
量の変化がなかったことから、RET 以外のシグナルの関
与が考えられた。また S 群の Cal 陽性細胞の減少から、
Suni による Cal 産生腫瘍細胞増殖の抑制、また血清 Cal
濃度の減少が予測された。

【結論】 Sunitinib 投与による、C 細胞過形成と腫瘍細胞増
殖の抑制が期待され、腫瘍体積の減少を示すことがモデル
マウスで示された。

○田中 日和（たなか ひより）1）、神納 杏奈1）、台田 紗輝1）、夏目 景生1）、山田 徳香2）、小島 誌野2）、金子 吉文2）、
橋本 克訓3）、川井 久美3）

1）名古屋大学 医学部 保健学科 検査技術科学専攻、2）愛知医科大学 病理学講座、 
3）名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学講座
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核

図　黄砂・PM2.5 粒子貪食マクロファージにおけるインフラマソーム活性化
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学37 関節リウマチに対する新規抗体治療法の検討

【背景と目的】 我々の研究室で樹立した B6.	Slam129マウ
スの背景を持つ FcgRIIB 発現欠損マウス（KO1マウスと
命名）にはヒト関節リウマチ（RA）同様の関節炎が自然発
症することを見出している。
　RA の骨破壊に関わる破骨細胞は末梢の単球に由来する
細胞であり、その活性化は RA の発症に関与している。
今回、KO1マウスに抗 CD11b 抗体（5C6）の投与をおこ
ない、末梢単球の血管外への遊走を抑制することで、関節
炎の発症を抑制できるか否かについて解析をおこなった。

【試料と方法】 KO1マウスに抗 CD11b 抗体（5C6）を投与
し、脾臓および末梢血の免疫担当細胞の動態の解析をおこ
なった。

【結論】 KO1マウスでは5C6抗体投与群で関節滑膜上皮
細胞の増殖と浸潤が抑制されており、破骨細胞の存在も認
めなかった。脾臓細胞での B 細胞分化 / 活性化関連サイ
トカイン発現量の低下に伴い、胚中心 B 細胞と形質細胞
数が減少しており、さらには B 細胞の活性化抑制も認め
られた。また、それに伴い血中の自己抗体価の低下も認め

られた。現在、B 細胞の活性化抑制機序について解析中で
ある。

○久保田 千晴（くぼた ちはる）1）、平石 胡桃1）、齊藤 明日香1）、菱沼 春華1）、遠藤 百恵1）、石井 大知1）、 
櫻井 百花1）、山田 理雄1）、大辻 希樹1）2）

1）桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科 臨床検査学専攻 分子病理病態学研究室、2）桐蔭横浜大学 大学院 工学研究科

学38 抗 CD11b 抗体投与による KO1マウスに自然発症する関節炎の抑制効果

【背景と目的】 破骨細胞は末梢の単球に由来する細胞であ
り、その活性化は関節リウマチ（RA）の発症に関与してい
る。我々は、抗 CD11b 抗体の投与により末梢単球の血管
外遊走を抑制することで、関節炎の発症を抑制できるか否
かについて解析した。

【試料と方法】 B6.	Slam129マウスの背景を持つ FcgRIIB
発現欠損マウス（KO1マウスと命名）には、加齢に伴い
RA に近似した高度の関節炎が自然発症する。このマウス
に抗 CD11b 単クローン抗体（5C6）を投与し、病態への効
果を解析した。

【結果】 抗体非投与コントロール KO1マウスに比較して、
5C6投与 KO1マウスでは、関節炎は高度に抑制された。
また、関節炎症部位での RANK、RANKLE、MCP-1、
RANTES、TNFα、IL-6の発現量低下が認められた。

【考察】 5C6抗体投与は破骨細胞形成、関節滑膜への細胞
浸潤を抑制し、自己抗体を減少させた。RA の治療は、骨
破壊に関連すると考えられるサイトカインもしくはそのシ
グナル経路をブロックすることにより、最終的に破骨細胞

の活性化を抑えることを目的としているが、患者によりそ
の薬剤の効果の有無が大きく分かれることが報告されてい
る。破骨細胞の活性化を直接抑制する抗 CD11b 抗体は新
しい RA 治療法としての可能性を持つと考える。

○菱沼 春華（ひしぬま はるか）1）、平石 胡桃1）、遠藤 百恵1）、久保田 千晴1）、齊藤 明日香1）、石井 大知1）、 
櫻井 百花1）、山田 理雄1）、大辻 希樹1）2）

1）桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科 臨床検査学専攻 分子病理病態学研究室、2）桐蔭横浜大学 大学院 工学研究科
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学39 院内感染原因菌に対する酸化チタン光触媒反応を用いた 
PET フィルム抗菌効果の検討

【はじめに】 医療現場においては、弱毒菌が易感染宿主に
対して病原性を示し、ときに重篤症状を伴う感染症を引き
起こす。また、医療関連感染の中でもカテーテル、人工呼
吸器、電子カルテなどに用いられているプラスチック素材
を介した接触感染は、菌が拡がりやすい経路の一つである。
我々はプラスチックに塗布できるブルカイト型酸化チタン

（TiO2）に着目し、その光触媒反応による抗菌効果を検討
している。本研究では、ブルカイト型 TiO2を塗布した
PET フィルムを用いた院内感染原因菌に対する抗菌効果
について検討した。

【方法】 平均粒子径15nm のブルカイト型 TiO2を塗布し、
UV- オゾン滅菌した PET フィルムを用いた。被検菌
Acinetobacter baumanniiATCC	19606はトリプチケース
ソイ寒天培地（TSA）にて分離し、McFarland	No.	0.5付
近に濁度調整した。さらに、それを1,000倍に希釈して滅
菌シャーレに10mL 分注し、TiO2塗布 PET フィルムを1
分間浸漬した。菌液から取り出した PET フィルムに、迷
光遮光した白色 LED 光源下にて36秒、6分、12分および

1時間光照射した。また、菌液から取り出した PET フィ
ルムをアルミホイルで覆い同時間静置したものをコント
ロールとした。菌液を塗布した面を TSA に10分間接触
させ、37℃一晩培養した後、コロニー数を算定した。さ
らに、コントロールに対する光照射した PET フィルムに
おけるコロニー数から生存率を求めた。

【結果】 TiO2を塗布し、36秒、6分、12分および1時間光
照射したときの平均生存率（n=3）は、それぞれ77.1、63.3、
25.3および0% あった。このことから、光照射時間の増加
に伴い生存率は指数関数的に減少することがわかった。

【考察】 光照射時間の増加に伴い生存率が低下したことか
ら、A. baumannii に対する抗菌効果は、TiO2の光触媒
反応に起因することが示唆される。発表では、Staphylo-
coccus aureus などのグラム陽性菌に対する抗菌効果につ
いても報告する。

○細井 優輝（ほそい ゆうき）1）、池上 和志2）、徳岡 由一1）、蓮沼 裕也1）

1）桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科、2）桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科

学40 培地の違いによる Staphylococcus aureus の 
カロテノイド系化合物抽出色素の比較

【はじめに】 近年、薬剤耐性菌の増加に伴い、新規抗菌薬
の開発は減少傾向にある。そこで我々は抗菌薬によらない
抗菌療法として、光を用いた光線力学的不活化（PDI）に
よる効果を明らかにしてきた。Staphylococcus aureus に
対する PDI は光増感性物質を用いずに白色 LED による抗
菌効果が得られるため、その効果は内因性の光増感性物質
によると考えられる。我々は S.aureus が産生する黄色色
素のスタフィロキサンチンなどのカロテノイド系化合物に
着目し、産生色素について検討した。

【方法】 被検菌株 S.aureusATCC29213を用い、液体培地
には TSB、MHB、BHI、NB および LB 培地の5つを使
用した。それぞれの液体培地にて培養した S.aureus を集
菌した後、エタノールを用いて40℃にて色素を抽出し、
HPLC を用いてピークの違いを比較した。検出は紫外可
視分光検出器（UV-VIS）および蛍光検出器を用いた。

【結果】 抽出した色素から HPLC ピークとして5つのピー
ク（P1-P5）を得た。P1および P2は UV および蛍光検出に
て、さらに P4は UV 検出のみで5つ全ての培地による培
養で検出された。P3は MHB による培養にて特異的に検
出された。

【考察】 UV および蛍光検出にて認められた、P1および P2

に由来する物質は培地の違いに関わらず S.aureus により
産生され、光励起することが示唆された。S.aureus に対
する PDI 効果は発育させる培地に関わらず得られること
から、この物質が S.aureus 中に対する PDI 効果に関与し
ている可能性が考えられる。
　発表では、合成遺伝子の発現量についても報告する。

○佐藤 麻美（さとう まみ）、蓮沼 裕也、徳岡 由一
桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科

Fig　HPLC による抽出色素由来ピーク
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学41 ハチミツの中のボツリヌス菌の検出について

【目的】 ボツリヌス菌は食品の中で増殖した菌の産生した
ボツリヌス毒素によって起こるボツリヌス食中毒、乳児の
大腸で増殖した菌が産生する毒素によって起こる乳児ボツ
リヌス症、深部の傷にボツリヌス菌が感染し産生する毒素
で起きる創傷のボツリヌス症の3病型がある。2017年3月
に生後5ヶ月の男児が死亡した乳児ボツリヌス症をきっか
けにハチミツにボツリヌス菌が存在するか否か、40種の
ハチミツについて調査した。

【方法】 外国産を含む日本各地から集めた40種のハチミツ
を、GAM 半流動培地、GAM 寒天培地、血液寒天培地に
接種し、嫌気培養、好気培養を行った。さらに GAM 半
流動培地で発育がみられた菌を同様に GAM 寒天培地、
血液寒天培地に摂取し分離を行った。発育した集落につい
ては、Gram 染色を実施し、集落から菌の推定を行い、推
定不能の菌については質量分析を用いた同定検査マトリッ
クス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析

（MALDI-TOF/MS）法で同定を行った。
【結果・考察】 ハチミツ40種中、32種から菌が検出され
検出率は80% であった。外国産では8検体中7検体（検出
率87.5%）国内産は32検体中26検体（検出率（81.3%）で

あった。しかしながら、今回、検出目的としたボツリヌス
菌は検出されなかった。検出された菌を表1に示した。
　今回の研究では、ボツリヌス菌は検出されなかったが、
10種のハチミツから毒素型の食中毒を起こすセレウス菌
が25% 検出された。
　商品には「1歳未満の小児には与えないでください」と
表示されているが、母親学級や離乳食教室で、1歳未満の
小児には絶対にハチミツを摂取させないよう指導を徹底す
ることにより悲惨な事故を予防できると考える。

○本橋 尚樹（もとはし なおき）、丹波 泰子、高橋 秀克、山崎 琢也、白石 享輝、正野 統哉、山本 麻莉子、 
高橋 芽依、鈴木 明香里、田中 志織
大東文化大学 スポーツ・健康科学部 健康科学科

学42 酩酊症患者由来 Candida albicans2株がもつアルコール産生能の評価

【背景・目的】 C.albicans は、爪、皮膚、粘膜の表在性カ
ンジダ症、および全身諸臓器を病巣とする深在性カンジダ
症の起因菌として知られる日和見（常在）真菌である。本
菌は醸造酵母と同じく Saccharomyces 亜門に属し、エタ
ノール産生能を有することから、酩酊症発症との関連が示
唆されている。
　酩酊症とは、飲酒によることなく血中エタノール濃度が
上昇し、酩酊状態となる稀な疾患である。その発症には消
化管で増殖した酵母によるエタノール発酵の関与が考えら
れ、過去の報告においても同症例において C.albicans の
消化管内における過剰発育が多く報告されている。しかし、
本症症例より分離培養された C.albicans 株は一般に分離
される本菌株に比較しエタノール産生能が高いのか、生体
内に相当する培養条件で本菌がエタノール発酵し得るのか
等、未解決の問題が残されていた。
　そこで、我々は酩酊症患者から採取した C.albicans 保
存菌種2株（A 株と B 株）を用いて、そのエタノール産生
能と、産生に係る環境要因とその影響の程度を検討した。
対象菌株としては、NBRC に保存されていた標準株を用

いて検討した。
【方法】 上述の酩酊症分離株（A、B）と標準株を各々、
5	㎖のポテトデキストロース液体培地（Potato	dextrose	
broth）に濁度を0.1（最終濃度：106細胞 /㎖相当）として
接種した。培養温度は体内を模した37℃、好気（振盪 / 静
置）または嫌気（静置）の各3条件で培養し、0、3、6、12、
24、36、48、60、および72時間後に濁度と培地中エタ
ノール濃度を測定した（n= 3）。

【結果】 上記培養3条件において、3株の増殖曲線に大きな
違いは見られず、24時間で静止期に達した。また、すべて
の株は嫌気静置条件下で最も高いエタノール濃度を示し、
特に酩酊症例分離2株は共に標準株と異なり、培養48時間
経過後も培地中のエタノール濃度が上昇した。A 株では少
なくとも培養72時間までエタノール濃度の上昇を認めた。

【考察】 酩酊症由来株は標準株と異なり、嫌気条件下で48
時間以降に高いエタノール産生能を示すことが明らかに
なった。このことから、酩酊症の発症機序としてエタノー
ル産生能が特異的に高い C.albicans 菌株が関与している
可能性が示唆された。

○関根 沙樹（せきね さき）1）、関 玲子1）、押鐘 浩之1）、槇村 浩一2）

1）帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科、2）帝京大学大学院 医学研究科

菌　名 検出率 ［％］
Bacillus subtilis 82.5
Bacillus cereus 25.0
Paenibacillus thiaminolyticus 22.5
Bacillus pumilus  5.0
Clostridium 属  5.0
Staphylococcus 属  5.0
カビ類	  7.5

表1　検出された菌種と検出率
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学43 ニプルを通して飲んだ際の、口腔から乳児用飲料内への逆流：細菌学的解析

【目的】 飲料物の飲み残しの常温保存による微生物の増殖
など、飲料物の安全性に関するデータが広く社会で求めら
れている。そこで今回、飲料物の飲み残し後の微生物増殖
についての知見を得る、第一歩として、乳児用飲料（ベ
ビー飲料）をニプル（哺乳瓶乳首）を通して飲んだ場合、口
腔からの逆流の有無・程度について、細菌学的に解析した。

【方法】 健康な男女6名（20～23歳）を被験者とし、イン
フォームドコンセントを得た後、市販のベビー飲料（ビー
ンスターク120mL；大塚製薬）に専用のニプルを装着・
使用して、約半分量、飲んでもらった。そのニプルの内側
部分を、滅菌綿棒で擦過し、緩衝液1mL 中に懸濁し、試
料とした。試料をボルテックスで分散均一化後、連続10
倍希釈し、CDC 血液寒天培地に接種し、37℃で好気的な
らびに嫌気的に培養した。また、飲み残したベビー飲料か
らも、試料を採取し、同様に処理・培養を行った。得られ
た各コロニーを、16S	rRNA	sequence 解析によって同定
し、細菌構成リストを作成した。

【結果】 ニプルの内側部分から、平均（4.1±3.0）×

103CFU/mL の細菌が得られ、解析した188菌株の、主な
構 成 は、Streptococcus（77株，39%）、Veillonella（35株，
19%）、Actinomyces（20 株，11%）、Gemella（6 株，
3%）であった。ベビー飲料内からは、平均（1.7±1.9）×
104CFU/mL の細菌が得られ、解析した94菌株の、主な
構成は、Streptococcus（29株，31%）、Actinomyces（17株，
18%）、Veillonella（6株，6%）、Propionibacterium（5株，
5%）であった。

【考察】 今回の検索によって、ベビー飲料をニプルを通し
て飲んだ場合、口腔から細菌が逆流していることが判明し
た。また、分子生物学的手法を用いた精密な解析によって、
ニプルの内側に付着する細菌およびベビー飲料内に残留す
る細菌量および細菌構成を初めて明らかにすることができ
た。これらの菌種は、予備実験による、ヒト唾液の構成菌
種に類似していたため、ベビー飲料をニプルを通して飲ん
だ場合、唾液が混入することが裏付けられた。本研究の結
果、ベビー飲料において、その飲ませ方や飲み残しの保
存・保管方法に、ある一定の配慮が必要であると思われた。

○竹中 佑太（たけなか ゆうた）1）、佐野 拓人2）、涌井 杏奈2）、曾田 彩花1）、米澤 茜音1）、中畑 那奈1）、相原 瞳1）、
河内 美帆1）、佐藤 拓一2）

1）新潟大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻、2）新潟大学 大学院保健学研究科 検査技術科学分野・臨床化学

学44 日本海裂頭条虫感染の1症例報告

【はじめに】 日本における寄生虫症は戦後の公衆衛生の向
上により、大きく減少したと言われている。しかし、寄生
虫は多種多様であり、近年、アニサキスなどといった寄生
虫感染が問題となっている。その中で裂頭条虫症は発生頻
度が高く、年平均で40例前後の症例が国立感染研究所に
報告されている。日本海裂頭条虫は、サケやマスなどに寄
生する幼虫（プレロセルコイド）を経口摂取することによ
り感染する。その日本海裂頭条虫症の1症例を経験するこ
とができたため報告する。

【症例および方法】 症例：10代男性（筆者本人）。排便時
に肛門から長い「きしめん様」の虫体が下垂しているの
を確認した。そこで、寄生虫種を同定するために①糞便
検査（直接塗抹法および集卵法）、②片節の形態観察、③
遺伝子検査（Multiplex	PCR）を行った。症状は軽微な下
痢のみで、腹痛は認められなかった。虫体確認より数か月
前にサケを生食していたことから、サケが感染源として推
察された。

【結果および考察】 直接塗抹法では虫卵を確認することは

困難であったが、集卵法より60～70×40～50	㎛の楕円
形、淡褐色、小蓋がある虫卵が確認できた。また、排出さ
れた片節を観察した結果、生殖器様構造がみられた。以上
のことから、裂頭条虫と推定し、日本海裂頭条虫または広
節裂頭条虫を疑い遺伝子検査（Multiplex	PCR）を行った
結果、日本海裂頭条虫と同定された。
　検査終了後、プラジカンテル20～30	㎎/㎏を内服し下
剤により虫体を排出し治療を行った。排出された虫体から
頭節を確認することはできなかったため、経過観察を行う
こととした。その後虫体の排出および虫卵は検出されな
かったため根治されたと考えられた。

【結語】 今回、日本海裂頭条虫症を身をもって経験したこ
とで、寄生虫症が身近なものであると再認識することがで
きた。寄生虫症の診断は一般に虫卵検査が重要であり、虫
卵の特徴やライフサイクルを判断し、寄生虫を推定、鑑別
するという、これまで学んできた寄生虫検査法の基本が如
何に大切であるかを痛感した。

○工藤 裕基（くどう ゆうき）1）、畠山 真奈美1）、仲山 晴恵1）、迫 康仁2）

1）北海道医学技術専門学校、2）旭川医科大学 寄生虫学講座



108	 臨床検査学教育 Vol. 10, Supp. （2018）



索　引

・発表演者の演題番号は太字　001

・共同演者の演題番号は細字　001

・演題番号略称

　シンポジウム1 → S1

　シンポジウム2 → S2
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B

Brihasmani Rai 学16

C

Chitra Bahadur Rana Magar 
 学16

D

Dadik Raharjo 院01, 院02

H

Hatipoglu Omer faruk 院07

J

Junu Rai 学16

K

Kuntaman Kuntaman 
 院01, 院02

L

Liu Guole 院07

S

Shiba Kumar Rai 学16

あ

會田 ことみ 学13

會田 雄一 教09

曾田 彩花 学43

相原 瞳 学43

青栁 ますみ 教08

赤澤 宏平 教06, 教14

赤田 加奈子 院13

赤間 浩之 教34

安藝 健作 院16

秋山 秀彦 教26, 院10

浅岡 淳子 教05

渥美 和子 院15

阿部 風夏 学13

安倍 雅人 教17, 学31

綾部 佳奈 学15, 学16

綾部 智人 院22

新井 文子 学09

荒木 隆 教31

い

飯島 淳子 教13

飯塚 成志 S2

飯野 望 学02

五十嵐 康之 教02, 教32

池上 和志 学39

池田 奈央 学18

池谷 敦美 教34

池村 健太郎 院07

井越 尚子 教10

伊澤 美喜 教23

伊澤 淳 教25

石井 恭子 教10, 教22

石井 恵子 院18

石井 大知 学37, 学38

石川 文雄 院17

石澤 未来 学06

石津 明洋 教育講演3-1

磯 優貴 学01, 学18

磯脇 惠 教34

市川 由理 教33

市野 直浩 教26

一原 直人 教23

伊藤 京子 学07, 学08

伊藤 巧一 院14, 学07, 
学08

伊藤 さやか 教20, 教33

伊藤 昭三 S1-4

伊藤 展枝 院17

伊藤 正行 教30

稲垣 純子 院07

猪野 楓 院03, 院04, 
院05

井上 和男 学14

井上 久美 学05, 学06

井上 聡子 教08

今井 萌花 学03, 学04

今井 康雄 学02

今泉 奈津美 教02

今瀬 貴子 学03, 学04

岩田 智久 学19

岩谷 良則 院13

岩野 弘幸 教29

う

上田 真喜子 教27

上山 純 院15

薄井 貢 院17

梅木 淳祥 学01, 学18

浦上 克哉 教員研修会・ 
学生向け講演会

え

遠藤 公昭 教34

遠藤 享一 教31

遠藤 百恵 学19, 学37, 
学38
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お

及川 雄太 学02

大川 龍之介 院20

大久保 寅彦 教24, 院06

大河戸 光章 教13

大阪ツインリサーチグループ 
院13

大澤 佳代 院01, 院02

大城 聰 教19, 院19

太田 浩良 教25, 院18

大月 孝志 院07

大槻 眞嗣 S2

大辻 希樹 学19, 学37, 
学38

大西 秀典 教32

大西 悠介 学32

大野 章 院17

大野 恵莉菜 院19

岡田 一範 教29

岡地 莉央 学15, 学16

岡本 優依 学31

荻原 喜久美 学34, 学35

沖本 隆司 学24

奥田 潤 院03, 院04, 
院05

奥橋 佑基 教01, 教33, 
学11, 学12

奥村 伸生 教25

刑部 恵介 教26

押鐘 浩之 学42

尾島 優志 院03, 院04, 
院05

小野川 傑 教20, 教21, 
学03, 学04

小村 知央 院03, 院04, 
院05

か

甲斐 千尋 学01, 学18

加賀 早苗 教29

笠原 聡 教30

粕川 明一 教34

片倉 加奈子 学35

加藤 紗希 学19

加藤 優子 学05, 学06, 
学20

加藤 好光 学31

門倉 香織 学19

香取 尚美 教03

門脇 真也 院19

金井 崚 院18

金子 千之 教17, 学31

金子 博司 教32

金子 吉文 学36

金重 里沙 院08, 院09

神永 貞信 教05

神永 教子 教05

亀田 貴寛 教33, 学28

川井 久美 学33, 学36

川島 晃 学26

川島 健太郎 学07, 学08

河内 美帆 学43

川名 拓海 学11, 学12

川部 勤 院15

河又 千智 学03, 学04

川村 堅 教10

き

北市 清幸 学25

北尾 孝司 教11

北川 孝一 院02

北川 文彦 教26

喜多村 道男 教05

木下 承晧 院01, 院02

木村 翼 学14

木村 文一 院18

く

草薙 康城 教11

楠本 智章 学21, 学22, 
学23, 学24, 
学25

工藤 裕基 学44

國枝 泰希 教33

國澤 純 院13

久原 春代 教15

久保 綾乃 院01

久保田 千晴 学37, 学38

窪田 哲朗 学05, 学06, 
学20

熊谷 直哉 学30

栗原 由利子 教33, 学28

黒瀬 顕 学30

黒瀨 瞳 学13

け

惠 淑萍 教育講演3-2

こ

呉 詩星 学09, 学10

小池 朗 教09

郡 秀一 教13

小坂 克子 教18

小島 啓子 学30

小島 誌野 学36

小杉 日登美 教02

小菅 優子 教06, 教14, 
教32

五反田 睦美 学17

後藤 きよみ 教28

小林 浩二 教02, 教06, 
教14, 教32

小林 幸弘 院18

駒井 舞生 学34

小松 博義 院22

小丸 圭一 教32
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小峰 伸一 学02

小宮山 恭弘 教27

小山 高敏 学09

近藤 綾乃 学21

近藤 伸世 学20

さ

齊藤 明日香 学37, 学38

齋藤 賢治 教30

齋藤 ますみ 学05

斎藤 未希 学01, 学18

佐伯 かよ子 教05

酒井 一由 学31

坂上 倫久 学21

坂本 秀生 緊急講演， 
学15, 学16

坂本 倭 院14

櫻井 百花 学37, 学38

迫 康仁 学44

笹岡 真衣 院20

笹岡 悠一 教02, 教32

佐々木 誠一 教08

佐々木 崇矩 学30

佐宗 香奈子 院15

佐藤 浩司 学33

佐藤 小春 院01

佐藤 信也 教18

佐藤 拓一 学43

佐藤 信 学18

佐藤 麻美 学40

佐野 拓人 学43

佐渡 那月 学22

沢辺 元司 院21

山藤 賢 S1-2, 教03

し

塩竈 和也 教17

重村 克巳 院02

澁谷 斉 教29

島田 章則 学34, 学35

島田 厚良 教13

嶋田 かをる 教15

嶋津 翔太 教03

志村 佳菜 学11, 学12

下田 智子 教24

下田 遥香 学25

下村 莉子 院12

庄司 拓哉 教19

白石 伊織 学23

白石 享輝 学41

白川 千恵子 教30

白川 利朗 院01, 院02

神納 杏奈 学33, 学36

す

末澤 千草 院03, 院04, 
院05

菅原 克哉 学28

杉﨑 由季 学19

杉本 恵子 教26

杉山 真由佳 学19

鈴木 明香里 学41

鈴木 幸一 教16, 学26

鈴木 達也 学13

鈴木 英明 教02, 教06, 
教14, 教32

鈴木 真紀子 教07, 教31

せ

関 玲子 学14, 学27, 
学42

関根 沙樹 学42

そ

副島 友莉恵 院21

曽根 淳美 院16

た

台田 紗輝 学33, 学36

平 千明 教25

高嶋 眞理 教23

髙須 大輔 学33

高田 智世 教11

高田 稜雅 学23

髙橋 輝 院22

高橋 秀克 学41

高橋 芽依 学41

高橋 志達 S1-1

瀧上 周 教13

滝口 槙太朗 院11

竹内 法子 教32

竹内 美穂 院21

竹中 佑太 学43

武山 琴絵 学13

田澤 靖子 教05

立木 美穂 院07

立石 萌 学09

田中 杏佳 院15

田中 志織 学41

田中 日和 学33, 学36

田中 萌 学19

谷井 雄一 教34

谷口 智也 教03

丹波 泰子 学41

ち

近末 久美子 教12

つ

辻口 貴清 院14

対馬 愛 学29

土屋 沙也花 学11, 学12
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と

徳岡 由一 学39, 学40

戸田 昭直 教07

戸塚 実 院20

冨澤 理恵 院13

富永 一郎 教02

鳥居 順子 教11

な

中川 嘉 教09

中澤 歩美 学22

中島 海里 学25

永田 浩三 S1-3

中西 純子 教11

長野 誠 教08

中畑 那奈 学43

中鉢 雅大 教29

中原 正子 学22, 学23, 
学24, 学25

長原 里奈 学13

中村 優太 院10

中屋 祐子 教10

仲山 晴恵 学44

中山 寛尚 学21, 学22, 
学23, 学24, 
学25

夏目 景生 学33, 学36

生江 麻代 教03

納谷 裕子 学34, 学35

楢原 真二 教15

名和 豊春 特別講演

南部 詠子 学13

に

西澤 和久 学27

西島 洋憲 教08

西田 睦 教29

西成田 睦未 教育講演4

西野 久雄 教29

西村 拓人 院07

西本 健人 院02

二宮 治彦 教09

の

野坂 匠 教02

野島 順三 院08, 院09

野中 喜久 教15

は

朴 鐘旭 院13

橋本 克訓 学33, 学36

蓮沼 裕也 学39, 学40

畑 忠善 教26

籏 ひろみ 教13

畠山 真奈美 学44

畑本 大介 教07, 教31

服部 圭一朗 教09

花尾 麻美 教33

濵子 二治 教26, 院10

林 孝典 S2

原口 実沙 教15

原田 結花 院11, 院12

ひ

東山 繁樹 学21, 学22, 
学23

樋口 由美子 教25

菱沼 春華 学37, 学38

檜山 由香里 教03

平井 到 院01

平石 胡桃 学37, 学38

平澤 浩 教17

平山 将也 学31

広重 和哉 院08, 院09

廣田 雅子 教20

廣畑 聡 教育講演2， 
院07

ふ

福里 利夫 院21

福島 亜紀子 教10

福田 信治 学21

藤崎 亜耶子 学21

藤澤 悠 院09

藤澤 正人 院01, 院02

藤野 良昭 教02

藤原 司 学32

藤原 章 学21, 学22, 
学23, 学24, 
学25

舩戸 連嗣 学33

舟橋 正範 教17

ほ

細井 英司 院16

細井 優輝 学39

細萓 茂実 教01, 教33

細田 裕貴 学02

細見 晃司 院13

細谷 砂美子 院01, 院02

堀田 優子 教30

堀内 優奈 院20

堀江 香代 学29, 学30

本多 智佳 院13

ま

真家 紘一郎 教09

前川 大志 学21

前田 瑛真 学13

前田 知里 院08, 院09

牧 優冶 学07, 学08

槇野 友美 学05

槇村 浩一 学42

政氏 伸夫 教35

正野 統哉 学41

町田 浩美 学02
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松井 太衛 院10

松木 依理奈 学21

松下 文雄 院10

松下 誠 教04

松下 芳太郎 教34

松島 充代子 院15

松田 萌 教23

松林 こずえ 学13

松原 朱實 教15

松丸 凌也 学01, 学18

松本 珠美 教15

松本 夏子 院13

眞鍋 紀子 教23

丸山 紗季 学11, 学12

み

三神 大世 教29

御子柴 柊介 学27

水田 朱音 学31

三平 果林 学34

三村 邦裕 S1-5

宮川 純奈 学33

宮本 郁美 学34

宮本 菜央 院21

三輪 詩佳 院16

む

村上 舞香 学13

村上 宗隆 教05

村山 洋 学01, 学18

村山 迪史 教29

牟禮 優菜 学26

も

望月 眞 教16

望月 泰男 教03

本木 由香里 院08, 院09

本橋 尚樹 学41

元藤 陽子 院22

森川 一也 教09

守口 匡子 S2

や

藥師寺 恵美 教34

谷古宇 利樹 院22

安田 清司 教08

安田 聖子 教18

安田 仁 院03, 院04, 
院05

柳田 潤一郎 学15, 学16

柳田 隆正 教17

矢野 理香 教24

山内 一由 教09

山内 可南子 院14

山口 聖子 教32

山口 聡 教08

山口 博之 クロージング・
トーク，教24, 
院06

山口 航 教23

山﨑 澪 院08，院09

山崎 琢也 学41

山崎 睦美 学01

山下 秀和 学24

山田 徳香 学36

山田 未来 院17

山田 理雄 学37, 学38

山本 晃司 教21

山本 寛 教13

山本 麻莉子 学41

ゆ

雪竹 潤 院10

湯本 正洋 教30

よ

横澤 宏一 教育講演1

横田 浩充 院17

横田 恭子 教01, 教33

横山 しのぶ 教29

横山 桃子 学28

吉岡 治彦 学29, 学30

吉澤 隆史 学18

吉田 祥子 教33

吉田 文代 教09

吉田 萌香 学03, 学04

吉森 真由美 学09

米澤 茜音 学43

ら

賴 劭睿 院20

わ

若月 徹 S2

脇 英彦 教27

涌井 杏奈 学43

渡邉 晶子 教22

渡邉 純 学29, 学30

渡辺 宜典 院06

渡部 奈津美 学31

渡邉 幹夫 院13
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広告掲載企業・団体
（広告形態毎の申し込み順）

協賛企業・団体
（申し込み順）

一般社団法人 日本食品安全協会

株式会社 近代出版

株式会社 ムトウ

株式会社 京都科学

医歯薬出版株式会社

セラビジョン・ジャパン株式会社

株式会社 ラーンズ

ミヤリサン製薬株式会社

医歯薬出版株式会社

栄研化学株式会社
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