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（敬称は略させていただきました） 
 

今月の定期講習会は 

4 月 25 日（火）あべのメディックス ７階研修室 で開催いたします。 
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な い 

講習会 

テ− マ：『５レンジャーによる学会レビュー』  

講 師：（財）住友病院 山田 晴美 先生 

 ベルランド総合病院 山崎 多江子 先生 

 （財）大阪警察病院 赤木 征宏 先生 

天理よろず相談所病院 長坂 陽子 先生 

近畿中央胸部疾患センター 竹野 華 先生 

日 時：平成 18 年 4 月 25 日（火） 18：30～20：00 

会場 ：あべのメディックス 7 階研修室 

参加費 ：会員 500 円、非会員 3000 円（会員証を御持参下さい） 

主催 ：大阪府臨床検査技師会 学術部 微生物検査部門 

生涯教育研修Ｃ・臨床専門 10 点 

連絡先 ：財団法人阪大微生物病研究会 坂本雅子 

E-mail : msakamoto@mail.biken.or.jp 

日本医学検査学会をはじめ多くの学会がありますが，‘あの

学会に参加したかったけど当直でいけなかった’ ‘学会発

表なんてとんでもない，どんなことを発表していいのかわか

らないし。。。’そんな方々のために昨年学会発表された先生

方に，当日は時間的制約で話せなかった部分も含めてレビュ

ー＋αを御講演いただきます。‘秋の近畿医学検査学会にエ

ントリーしてみよう’そんな勇気がもてることと思います。

皆様奮って御参加ください。 
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あ 

ん 
な い 

講習会 

世界のスタンダードとしてグローバルに活用されるように

ＮＣＣＬＳからＣＬＳＩに改名されて１年が経過しました。

今年も改訂版が発行され，いくつかの変更箇所がありますが，

毎年改定されていく世界のスタンダード―ＣＬＳＩについて，

その情報をいかにタイムリーに入手し，日常検査にいかに導

入するか，微生物検査分野においても汎用されている自動機

器において，その変更箇所がどのように導入されているのか，

近年の改定版からの変更箇所に基づいて御講演いただきま

す。皆様奮ってご参加ください。 

テ− マ：～CLSI バージョンアップ活用術～ 

講 師：日本ビオメリュ−株式会社 横山 僚 先生 

日 時：平成 18 年 5 月 16 日（火） 18：30～20：00 

会場： あべのメディックス７階研修室 

参加費：会員 500 円、非会員 3000 円（会員証を御持参下さい） 

主催：大阪府臨床検査技師会学術部微生物検査部門 

生涯教育研修Ｃ・臨床専門 10 点 

連絡先：財団法人阪大微生物病研究会 坂本雅子 

E-mail: msakamoto@mail.biken.or.jp 
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おしらせ 

～世話人スタッフ紹介～ 

財団法人阪大微生物病研究会 坂本雅子 

  

分門長 坂本 雅子 財団法人阪大微生物病研究会 臨床検査部 

副分門長 佐子 肇 国立病院機構 大阪医療センタ- 

 福山 博文  (財) 大阪市環境保健協会  

 赤木 征宏 （財）大阪府警察協会大阪警察病院  

会計 谷本 理香 済生会茨木病院 

世話人 中矢 秀雄 関西医科大学附属滝井病院 

     竹野 華     国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 

堂園 昌隆    大阪市保健衛生検査所 

     伏脇 猛司    財団法人結核予防会大阪府支部大阪病院 

  山下 亘     大阪市立大学医学部附属病院  

   中家 清隆    大阪市立大学医学部付属病院    

  戸田 宏文   近畿大学医学部附属病院  

  仁木 誠     大阪市立大学医学部附属病院  

池田 千賀子 大阪第ニ警察病院 

  浅田 薫    （財）田附興風会北野病院 北野病院  

和泉 多映子   市立堺病院 

大阪府臨床検査技師会学術部の組織変更にともない疫学検査分野と統合

され、“微生物検査部門”として新しくスタートすることになりました。３

年を経過すると多くのことがマンネリ化してしまいそうですが、初心に戻り、

私たち１５名のスタッフで皆様に慶んでいただける講習会の企画や本誌発行

を今年も一年がんばっていきたいと思います。企画などに関しての皆様から

の率直なご意見をお待ちしています。学会や講習会などでもお気軽に声をか

けてください。
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おしらせ 

～新世話人スタッフ紹介～ 
 

今年度より、微生物部会のお手伝いをさせて頂くこと

になりました、 
市立堺病院 臨床検査技術科の 和泉多映子です。細

菌検査歴は今年で10年となりますが、勉強不足ですので、

これを機に皆さんから色々と教えて頂きながら学んでい

きたいと思っております。 
趣味は、ピアノとスケートです。最近、友人の勧めで

某市の交響楽団に入り、ヒヨコのクラリネット奏者にも

なってしまいました…(＾＾；) 
本年８月末には、JICA（青年 

海外協力隊）から近畿の技師会に依頼された、仏語圏西アフリ 
カ研修員の、日本での微生物検査基礎技術研修が行われる予定 
で、支援のお手伝いもさせて頂くこととなっており、多々ご迷 
惑をおかけするかと思いますが、できることからお手伝いさせ 
て頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

和泉多映子 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 本誌“白金耳”の年間ご購読のお申し込み期限が迫っております。

ご継続のお手続きが御済でない先生方はお急ぎください。なお、途中

での御申し込みはお断りさせていただくことがあります。平成１７年度

の配布は本誌４月号が最終となります。



 

 5

2月定期講習会報告 

～ISO対応術教えます～ 
大阪警察病院 赤木 征宏 

去る 2 月 21 日，愛媛大学医学部附属病院診療支援部の村瀬光春先生を講師にお迎え

して，最近話題となっている『ISO 認定』について御講演頂きました。村瀬先生は，

日臨技での ISO 国内検討委員もされており，当日はその講演を聴こうと各施設でも検

査室運営の中心となって携わる多くの先生方が見えられました。今回，ISO 認定取得

に向けて必要な準備と，取得後の継続維持についてご説明頂きましたので，以下にそ

の報告をさせて頂きます。 

【ISO とは？】 
◆ISO･･･国際標準化機構（International Organization of Standardization） 

1947 年に設立，本部はスイスのジュネーブ。 
 

ISO15189･･･2003 年 2 月 15 日に制定された臨床検査室における品質マネジメントシス

テム（マネジメント要求事項 + 技術的要求事項）の国際規格で，国際的に

臨床検査室認定規格として採用することが決定している。ISO9000 シリー

ズとは『技術的要求事項』が，マネジメント内容に盛り込まれている点で

異なる。 

【認定取得のメリットは？】 
◆国際的に通用する公的認定である 

◆申請項目に関して専門家から検査技術についての評価を受けることができる 

◆医療過誤が発生した場合，その事件に関する検査室のエビデンスを即座に提供でき

る 

◆将来，医薬品等の治験施設選定条件となる可能性がある（海外では既に条件化） 

【臨床検査室認定の国際的な状況】 

 

国（地域） 認定機関または国 認定規格等

日本 日本適合性認定協会（JAB） ISO15189

米国 CAP他 CAP-LAP他

オセアニア NATA（豪）、IANZ（新西蘭） ISO15189、17025

英、独、仏、伊、北欧４国 ISO/EN15189、

各国認定機関（EU全域） ISO/IEC17025

米州（除米国） SCC（加）、EMA（ﾒｷｼｺ）他 ISO15189

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾀｲ ISO15189、

台湾、韓国 CAP-LAP

中国 CNAL（中国）、HKAS（香港） ISO15189

ヨーロッパ

東南アジア
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【認定審査の流れ】 

◆申請を行うためには，マネジメントシステム構築完了が条件 

◆JAB が要求する資料全てを用意する 

◆申請までの準備期間は 12 ヶ月程度必要 

 

 

【審査単価概算】 
◆申請料  200，000 円 

◆審査料（予備審査，書類審査，現地審査，報告書作成/サーベイランス） 

   ★審 査 料： 時間単価：20，000 円/人 h 

   ★移動対価：単価 16，000 円＊遠距離移動時間（h） 

   ★交 通 費： JAB 規定による  

   ★宿泊費・日当：JAB 規定による 

◆認定登録料/登録維持料 200，000＊技術審査延べ時間（h）/7 円 

◆認定後は毎年の審査と，認定 4年目に更新審査を受審 

【認定審査について】 
◆予備審査（1日）・・・システム審査員による文書審査と現場確認 
◆本審査（受審の規模に応じて 3〜5 日程度） 
  技術審査員数名とシステム審査員で実施 
  ★文書審査 
  ★マネジメントシステム審査 
  ★技術審査・検査環境審査・実技審査 

【審査時の不適合例】 
◆検査室がISO15189を理解していない 
◆検査室組織の責任と権限が明確でない 
◆品質マニュアルが規格の要求事項の羅列で，実際の組織や業務を反映していない 
◆文書管理・記録管理が適切に行われていない 
◆検査部長が資格を満たしていない（検査センターでMDやMTが責任者でない） 
◆検査担当者が検査実技能力を有していない 
◆検査施設が施設要求を満たしていない（交差汚染対策が不十分など） 
 

      
申請 

予備審査 
是正処置 

本審査 
受審 

本審査 
是正処置 

ＪＡＢ 
認定 予備審査 

準備状況に問題が無ければ約６ヶ月 
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【微生物学的検査の認定申請範囲】 
１．基幹項目 

細菌塗抹染色検査，細菌培養同定検査 

細菌薬剤感受性検査，抗酸菌分離培養検査 

 抗酸菌同定検査 

２．非基幹項目 

微生物核酸同定検査（遺伝子検査） 

淋菌核酸同定検査，抗酸菌群核酸同定検査 

クラミジアトラコマチス核酸同定検査等 

【認定を取得するために】 
◆ISO15189に基づく品質マネジメントシステムの構築 

◆認定を取得しようとする検査項目についての検査技術の見直しとブラシアップ 

   （JAB RL206 改3 基幹項目と非基幹項目） 

◆検査室内の責任と権限の見直し 

◆5S（整理，整頓，清掃，清潔，躾）の徹底 

 

【マネジメントシステムの構築】 

マネジメントシステム構築の手順（１）マネジメントシステム構築の手順（１）

トップの方針決定
顧客のニーズ設定

責任と権限の
割り当て

業務分担
（組織）の

設定

人員の割当て

経営理念
経営目標の

設定

管理単位の
設定

年度計画や
中・長期計画の

立案

組織図の
作成

権限の付与
権限の委譲

職務権限規定
の制定

業務量と
人的リソース

から配分

人員配置表の
作成

検
討
課
題

実
施
課
題
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マネジメントシステム構築の手順（２）マネジメントシステム構築の手順（２）

組織ごとの
支援業務の

設定

組織ごとの
主要業務の

設定

主要業務・
支援業務の
管理指標の

設定

資源の割当て　
（物・金）　

原価管理目標の
設定

組織ごとの
業務の明確化

組織運営に
必要な支援
の明確化

組織運営状態
把握指標の

明確化

年度予算の
立案

主要プロセスの
職務分掌規定

の設定

サブプロセスの
職務分掌規定

の制定

年度計画の
立案

検
討
課
題

実
施
課
題

マネジメントシステム構築の手順（３）マネジメントシステム構築の手順（３）

トップ
に対する

　　監視情報や
　是正処置情報

の提供

管理指標に　　
　不適合が

　生じた場合の
是正処置

トップによる　　
システム改善に
向けた指示　　

管理指標の
監視方法の

設定

会議体の設定
会議体の責務

の明確化

是正処置基準
の設定

トップ診断基準
の設定

トップ指示の
履行監視体制

の設定

組織運営状態
の監視方法

明確化

是正処置の
責任の割当て

経営トップへ
提出する監視
情報の明確化

トップ指示の
周知と実施

検
討
課
題

実
施
課
題
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【技術的要求事項のポイント】 
◆実施している検査項目すべての検査手順書を作成 
◆認定を受ける検査分野と項目を選定（JABが指定する分野リストから選定） 
◆受審検査項目の技術試験を受審（日本医師会，日本臨床衛生検査技師会，日本衛生   
 検査所協会，CAPなどのサーベイ） 
◆検査担当者の検査技量の確認 
【まとめ】 
◆ISO15189認定は臨床検査室の能力向上に大きな効果を持つ 
◆認定を取得するためには検査部長や技師長の積極的なリーダーシップが不可欠 
◆準備作業を進めるには臨床検査室の全員が参加し，一丸となって取り組むことが不 
 可欠 
 

 
検査室の今後の方針や目標として，ISO 取得を掲げている施設は沢山あると思いま

す。当院検査室も ISO 取得を今後の課題として考えてはいるのですが，改めて問題が

山積している事を今回の勉強会で痛感致しました。「いやぁ〜，ハードルが高い！！ 
機能評価だけでも大変なのに・・・」が正直な感想ですが，二級試験の際に村瀬先

生が言われた「今後は公的に認定された知識や技術が必要となる」と言われたことを

思い出しました。検査技師として認められた個々の資格だけでなく，更なるスキルア

ップと，そしてそれらを検査室全体にフィードバックして行くことが重要なのだと思

いました。今回レポートを書かせて頂くにあたって，村瀬先生からスライドの使用を

快諾頂きましたので，先生のスライドを一部そのまま使わせて頂きました。ありがと

うございました。 

マネジメントシステム構築の手順（４）マネジメントシステム構築の手順（４）

実施組織の
設定

監視組織の
設定

監視組織の
設定

年度計画や
中・長期計画の

立案

具体的な
実施方法への

展開

改善効果の
評価法の設定

改善効果の
評価法の設定

業務量と
人的リソース

から配分

トップ指示を
次期計画
へ展開

トップ指示の
効果の確認

トップ指示の
展開と実施

トップ指示の　
実施状況の

監視

検
討
課
題

実
施
課
題



 

 10

～リアルタイムPCR法について～ 
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

MD事業部 顧客サポート部 

佐々木政人 

1. リアルタイム PCR 法とは 
PCR を実施した場合には通常，増幅された DNA（アンプリコン）を電気泳動法な

どにより検出し，目的とした遺伝子が存在しているかどうかを調べることになる。そ

の簡便性から，アガロースゲルを用いたミニ電気泳動が広く一般的に行われている。 
弊社のアンプリコア製品群は体外診断システムとして，ルーチン検査に適応させる

ための工夫を重ね，アンプリコンを EIA（酵素免疫法）の系で検出するシステムとし

て構築され広く診断に用いられている。これらの系ではどちらも，PCR 増幅後，時間

のかかる検出操作を必要としてきた。これらの弱点を克服し，PCR の反応中にそのア

ンプリコンをリアルタイムに検出できる方法が「リアルタイム PCR」である。現在，

リアルタイムPCRには各種方法があるが，ここでは世界に先駆けて開発されたTaqMan 
PCR に注目して解説する。 

1991 年，PCR 開発元であるシータス社の Holland らは新しい PCR 検出システムの

可能性を示した 1）。彼らは PCR で増幅する DNA 領域に，5’末端を放射標識し，かつ 3’
末端を保護した相補的な DNA プローブをデザインした。この DNA プローブ存在下で

PCR を行うと，Taq ポリメラーゼ

の持つ，5’→3’エキソ・ヌクレアー

ゼ活性により，PCRの進行と共に，

プローブは分解される。この分解さ

れたプローブから得られる標識シグ

ナルはアンプリコンの量に比例する

ことが確認された（図 1，論文 1）
より改変）。 

 
その後，1993 年にはアプライド

バイオシステム（ABI）社の Lee ら

がFRET（蛍光共鳴エネルギー転移）

を応用した蛍光標識プローブを使い，蛍光検出器により，プローブの分解をモニター

できることを示した 2）。非常に近傍に存在する，2 種類の蛍光物質が励起されると，エ

ネルギーの高い光（R，レポーター）は，近傍にある物質（Q，クエンチャー）に吸収

される。20 塩基程度の長さの DNA プローブの両端をこのような蛍光物質で標識する

と，通常は励起により Q の光を検出することになる（図 2）。 
 

伸長したDNA

鋳型DNA

DNAプローブの分解

Taqポリメラーゼ

放射標識

5’ 3’

図1 論文１）に記載されたTaqMan PCRの原理
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PCR が進み，この DNA プロ

ーブが分解されると，それまでは

Q に吸収されていた R の光がア

ンプリコンの量に比例して増加す

るようになる。この手法により，

安全な蛍光法を用いてアンプリコ

ンをリアルタイムでモニターする

ことが可能となった。 
この方法はその後，カリフォル

ニアの開発者たちの遊び心から，

当時はやっていたゲーム，パック

マンになぞらえ，タックマン

（TaqMan） PCR と呼ばれるようになった。Holland らの論文の図に描かれた Taq
酵素はパックマンそのものである (図 1)。その後，ABI 社が発売した TaqMan PCR 装

置 Prism 7700 Sequence Detector が TaqMan PCR を世の中に広めていった。 
    既に，研究領域において様々な検査に TaqMan PCR が利用されている。また，

その後，弊社が発売したライトサイクラーシステムは，熱風とキャピラリーを利用す

ることで熱伝導効率を大幅に上げることに成功し，増幅検出時間の劇的な短縮を可能

とした（図 3）。 
ライトサイクラーシステムではアンプリコン

の厳密な Tm 解析も可能となっている。Tm 解

析が可能になるとアンプリコンを別の物理化学

的性質により分析することができるようになる。

サイバーグリーンなどのインターカレーターを

用いてアンプリコンを検出した場合に，ターゲ

ットとプライマーダイマーの増幅を蛍光シグナ

ルでは区別できなくなる場合がある。このよう

な場合に，Tm 解析を実施すると，ターゲット

とプライマーダイマーの Tm の違いから明確な

区別が可能となる。Tm 解析では数度の温度差

を区別できることから，アンプリコン中の一塩

基変異なども検出することが可能である。弊社

では，この原理を応用した敗血症の診断キット

の発売を計画している 3）。 
Tm：DNA の 50％が熱変性により 1 本鎖になる温度。 
 

QQ

RR

QQ
RR

PCR プライマー

図２ FRET（蛍光共鳴エネルギー転移）を応用したプローブ
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2. 臨床応用への道 
2006 年，いよいよ TaqMan システムを

利用した医療機器，コバスタックマン 48
（図 4）が利用可能になる。また，近日発

売を予定している TaqMan MTB（マイコ

バクテリウム･ツベルクローシス）試薬は

迅速な結核菌の同定に活躍することが期待

されている。本システムでは抽出から検出

まで約3.5時間で終了することが可能であ

る。 
 

3. 定量システムとしての TaqMan PCR 
TaqMan PCR の系では，PCR と共にレポーターからの蛍光が増加し，CCD カメラ

がその蛍光を検出する。この PCR 工程をモニターし，PCR サイクルと蛍光強度の関

係をプロットすると図 5 のようにグラフ化することができる。低濃度の試料ではター

ゲットは遅い PCR サイクルで検出され（図 5 の緑線，Ct 35），高濃度の試料では早い

サイクルで検出される（図 5 の赤線，Ct 25）。一方，陰性試料ではシグナルは検出さ

れない（青線）。これらの立ち上がり（Ct）
の決定にはある一定のシグナル強度を越える

条件（紫線）が適用される。 
既知濃度スタンダード DNA を増幅し，検

出の立ち上がりサイクル（Ct）をそれぞれ

記録すると図 6 のようなスタンダードカー

ブを作成することが可能となる。 
未知の試料を増幅した場合の立ち上がりサ

イクル（星印）をこのカーブに挿入すること

で，その試料の濃度を決定することができる

ようになる。 
この系を用い，現在，研究レベルにおいて

様々なDNA試料の定量が可能となっている。 
また，これらの外部スタンダード法に加え，

内部標準物質（IQS）を用いた方法も利用可

能である。予め濃度がわかっているターゲッ

ト DNA と IQS を用意する。IQS はターゲ

ット DNA と同一の PCR プライマーで増幅

が可能であり，異なる蛍光標識した DNA プ

ローブで検出可能な合成 DNA である。各濃

3.0

2.0

1.0

0.0
0    10    20    30    40    50

サイクル

Ct 25 Ct 35

１０００

１

蛍
光

強
度

図５ TaqMan蛍光シグナルの検出

濃
度

10,000,000

1,000
100
10
0

0           10          20         30         
サイクル

図６ 外部標準法による定量のための検量線

図４ 医療機器コバスタックマン48システム
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度のターゲットに固定濃度の IQS を添加して TaqMan PCR を行う。得られた結果か

ら，横軸に IQS とターゲットの Ct 値の差，縦軸にそれぞれの濃度比の対数を取ると，

図 7 のようなグラフを作成することができる。 
このグラフから計算により測定系の検量線計算式を導くことができる。この系で

TaqMan PCR を実施した場合，未知濃度の試料の IQS Ct からターゲット濃度を計算

により求めることができる。 
弊社は今後，この原理を利用した定量システムを肝炎（HBV・HCV）や HIV 検査

の体外診断領域に導入していく予定である。 
*Ct：threshold cycle 

4. マルチプレックス TaqMan PCR 
TaqMan PCR では，プローブの蛍光物質をうまく組み合わせることで，ターゲット

と IQS のように，1 回の PCR 反応で複数のターゲットを検出することが可能となる。

主としてプローブの標識に用いられている蛍光物質には FAM，HEX，VIC，TAMRA，

Cy5 などがある。これらの蛍光標識を用いた複数の検出プローブをデザインすること

で例えば，マイコバクテリウム・アビウムとイントラセルラーを IQS と同時に増幅検

出することも可能となる。 

5. TaqMan PCR の将来 
近年，研究用に広く使われ始めた DNA チップは網羅的に感染症関連菌種を捕らえる

ことができる。また，病原体に感染した時のヒトの遺伝子発現パターンの解析をも可

能にしている。しかしながら，臨床現場では DNA チップのように何万，何千といった

多くの菌種の同定を必ずしも必要としない。加えて DNA チップは経済性の面でもまだ

ルーチン使用には問題がある。従って，DNA チップから得られた情報により，ある程

度グループ化された感染症関連遺伝子情報をターゲットとして TaqMan マルチプレッ

クス PCR（4～6 種程度）を実施することが臨床では有効であると考える。これらの因

子の定量的モニターや耐性菌などの遺伝子変異を調べる系にもTaqMan PCRは利用さ

れるであろう。 
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大阪市保健衛生検査所 堂園 昌隆 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
以下の文章の ①～③ にあてはまる 3 人の名前は何でしょうか？ 
 
 コレラ菌（O1）はその部分抗原によって， ① 型（ABc）及び ② 型（AC）に分け

られる。A 抗原はコレラ菌の主抗原であり，B 抗原は ① 型の特異抗原である。C 抗

原は ① 型・ ② 型両方に認められるが，保有する抗原に量的な違いがあり， ① 型
ではきわめて少ない。 
  ① 型菌株は ① 型特異血清またはモノクローナルB試薬に強く凝集するが， ② 型
特異血清に遅れて弱く反応することもある。 ② 型菌株は ② 型特異血清またはモノ

クローナル C 試薬に凝集する。一方，両血清または試薬に同等に凝集を示す菌株があ

り， ③ 型と呼ばれるが， ① 型に統合されることが多い。 
（参考文献：食品衛生検査指針 微生物編 2004） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問題】 
今年の流行語大賞にもなりそうな“イナバウアー”。技

を編み出したのは日本の稲葉さんではなく、ドイツの

イナ・バウアーさんだそうです。 
 さて、“稲葉型”といえばコレラ菌。Vibrio cholerae
のＯ群血清型は 200 以上認められていますが、代表選

手であるＯ１血清型のコレラ菌からの出題です。 

（解答は次のページ）



 

 

【答え】 
① 小川  ② 稲葉  ③ 彦島 
 

 

 
 

 

皆様の施設では新人採用はありましたか？どこの施設でも厳しく、“去る

ものは追わず、来るものは拒み”の状況でなかなか新人採用はなく、平均年

齢ばかりが上昇していきます。 

でも、当部門では新しいスタッフを迎えることができました。それぞれの

職場では責任のある立場でいろいろな職務が増え、菌のことだけを考えてル

ーチンだけをこなしていた？年前がなつかしく、ついつい“昔はよかった”

と愚痴をこぼしてしまします。プロ野球も開幕し、ある選手の見違えるよう

な初々しい姿に驚き、人間、環境が変わるとこうも変わるものかと驚いてい

ます。４月ということで、心機一転、仕事のことに限らず、何か一つ新しい

ことをはじめてみたいものです。 
 

坂本雅子 2006.4.12. 
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