
検体検査業務改善が支える検査科の新しい価値
免疫生化学統合分析装置Atellica Solutionの導入に至る経緯とその活用

東京都心に位置するJR東京総合病院は急性期から回復期リハビリ、地域包括ケアと地域医療において中核的な役割を果た
している。今回は、2019年3月にAtellica Solution(以下Atellica)を導入してから約2年が経過した同病院を訪ね、選定時の
検討、現在のご評価、コロナ禍における新規検査業務の拡充、検査室外業務の推進について、土田  一樹  技師長、舩山  英
明  副技師長、大野  順司  副主任、小野寺  涼  技師にお話を伺いました。

JR東京病院検査科の方針と機種選
定の方針をお教えください。
土田  技師長　臨床検査科は現在40人の

スタッフが所属しています。免疫・生化学、

血液検査で1日500-600本ほどの検体を

処理しており、検査部としては、もともと外

の仕事をしっかりしていきたいという計画

のもとで動いていました。しかし、新型コ

ロナウイルスの蔓延があり、ここ1年半ほ

どは新型コロナウイルスの検査拡充を進

めました。先月(10月)あたりから検査件

数も減ってきたので、本来目指していた方

向性である乳腺エコーなど生理機能検査

の拡充、耳鼻科検査や糖尿病指導など検

査室外業務へのシフトをさらに強化して

いこうと考えています。

機種選定においては、担当部署、専門の

検査技師だけではなく、他の部門のスタッ

フも選定に関わることで、いろいろな目を

入れることが大事だと思います。昔とは異

なり宿直も当たり前になってきている昨今

ですので、簡便な操作性や画面のレイア

ウトなど専門外のスタッフが選定に入るこ

とで新たな気づきもあります。例えば、当

院においてはメーカーの協力をいただき、

実機を用いたデモを行い、いろいろと議

論をしたうえでAtellicaを選定しました。

この判断は間違っていなかったと思います。

Atellicaを選定される際、どのような
検討をされましたか。
舩山  副技師長　実際に免疫の分析装置
を導入するとなった際にAtellica IM1600

を含めて、3社の候補がありました。

AtellicaはオートQCをはじめとする業務

の効率化に繋がる機能に魅力を感じてい

ましたが、一部の感染症に少し測定時間

が長い項目があったのが、気にかかりまし

た。一方で、検体1本搬送（Atellicaマグラ

イン）や、時間440テストの処理能力など、

他社にはない特徴もあり、検体の取り回し

を考えると、他社の分析装置とどの程度報

告時間に差が出るのか興味があるところ

でした。それまでは他社の免疫装置を使

用していたのですが、検体が滞留してしま

うことや、装置内に検体が入った後しばら

く戻ってこないことがありましたので、そう

いったところが改善されるのか、とも考え

ました。当時デモをしていた他社の同等

機種とAtellica IM1600を用いて、同等の

条件で検体を測定して、それぞれの結果

報告時間を比較してみました。（図1）

すると、ルーチン検査のように多くの検体

を同時に測定する環境だと、Atellica IMの

ほうが41分も早く終わることがわかりまし

た。実際の検査のTATを考える時に、単に

測定時間だけでなく処理能力や検体搬送
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図1-3　各検査項目のTAT
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図1-2　結果報告時間の比較

の流れ方、検体の渋滞など、多くの要因が

絡み合っていることを感じました。

Atellicaの運用開始後の感想をお聞
かせください。
大野  主任　実際に使ってみて、TATは全

く問題ないです。そもそも感染症はそこま

で至急性が高くないですしね。それこそ当

院で、より至急性が求められる甲状腺と循

環器の検査は、すごく早い。臨床からも内

分泌検査が早くなったと声をいただきます。

当院では外来迅速加算を算定するために

必要になるのが内分泌の項目ですので、

そこが早くなったのは非常にありがたいと

感じます。外来迅速加算に含まれる消化

器系の項目は、当院では継続的にフォロー

している患者さんが多く、次回来院時に検

査結果を伝えるため、やはり内分泌検査

の速さのインパクトが強いですね。

舩山  英明  副技師長

土田  一樹  技師長

検討内容　Atellica IM1600(SH)と対照機種において、119本の検体 (191テスト)を同時に分析装置へ搭載し、それぞれの分析装置で検査が終了する時間を測定した。
この時の検討条件を 図1-1 検討条件 に示した。その結果を 図1-2 結果報告時間 に示した。この際、分析装置に検体を搭載してから、検査結果が算出されるまでの時
間 (分 )をTATと定義した。それぞれの検査項目について、TATのばらつきを箱ひげ図に示し、最小TAT,最大TAT,平均TATを算出した。これを 図1-3 各検査項目の
TAT に示した。

図1-1　検討条件

図1

検査項目 テスト数 割合 (%)
測定時間 (分 )

Atellica IM1600 対照機種

PSA 34 17.8 10

29

AFP 9 4.7 10

CEA 29 15.2 14

CA19-9 20 10.5 29

フェリチン 14 7.3 14

HBs抗原 42 22.0 26

HCV抗体 43 22.5 46

検体本数 119本

テスト数 191テスト

項目 Atellica 
IM1600(SH)

対照機種

処理能力
(テスト/時間 )

440 200

検体搬送 1本磁気搬送 6本ラック

同時架設
検体数 440検体 150検体

最大TAT 63 108 83 108 43 103 41 91 63 103 41 100 47 124

平均TAT 43 68 63 70 30 76 29 65 49 76 25 67 34 80

最小TAT 27 31 48 34 17 51 16 31 35 48 12 31 20 46



小野寺  技師　導入した時は測定時間が
30分だったものが46分になったので、臨

床の先生も前より遅くなったという感覚に

なるのかな、と不安でしたが、蓋を開けて

みるとそういった問い合わせもなく、安心

しています。通常診療時間帯は全体的に

目まぐるしく動いていますので、個々の項

目で長いなと感じることはないですね。

舩山　副技師長　装置のTATではないで

すが、従来は生化学免疫検体の投入ルー

ルが複雑だったため、担当者が検体の投

入から結果の確認・承認まで行っていまし

た。Atellicaが導入され項目を集約できた

ので検体投入に関するルールがシンプル

になり誰もが検体投入することができ、生

化学免疫の担当者は結果の確認、承認の

業務に集中できるようになりました。結果

が出ていても未承認で報告が遅れてしま

うといったことがなくなりました。

使用いただいて約2年が経過しまし
たが、Atellicaのメンテナンス性に
ついてはいかがでしょうか。
小野寺　技師　生化学の部分が非常に楽
になりました。以前は汎用機を使用してい

たのですが、週に1回プローブ洗浄と、廃

液流路の洗浄、恒温槽の洗浄で1時間半ぐ

らい作業時間が必要でした。この作業を

することで、「検体を測定できなくなってし

まうな」「残業になってしまうな」と考える

と実施するタイミングの判断に苦労しまし

たし、実際作業を見送ることもありました。

装置のためにはこのメンテナンスは実施

することが良いことなのはわかってはいる

のですが…。その点、Atellicaでは以前使っ

ていた機種と同じように洗浄時間はある

のですが、スケジュール機能を使い、夜中

に自動メンテナンスを行うように設定して

いますので、実際にはほぼ省略されてい

るような印象です。朝検査室に到着したら、

順調に洗浄メンテナンスが終わっている

ので、すごく助かっています。プローブ表

面の洗浄は、手で実施するのですが、当院

では週1回だけなので煩雑さやわずらわ

しさは感じません。

舩山  副技師長　以前使用していた汎用
機の場合は、人がついてメンテナンスをし

ないといけないのでいろいろと制約があ

りました。作業後の確認があるので、当直

者に任せづらいところもあり勤務時間内に

メンテナンスを実施していたのですが、そ

の時間帯は1時間半ほど検査が止まります。

止まっている間に検体が来てしまうと、測

定できずクレームになってしまいました。

Atellicaの場合はスケジュールを組んで分

析機に自動でメンテナンスをさせることが

できるので、検体の出る可能性のある時

間帯を避けられるのがいいですね。

大野  主任　メンテナンスもそうなのです
が、自動精度管理「オートQC」も便利です。

信頼度も高く朝8時ぐらいに出勤しても、

スムーズに検査が進められます。こういっ

た点もメリットだと感じています。

COVID-19対応についてお聞かせく
ださい。
土田  技師長　COVID-19はかなり早い段

階で装置の申請ができ、2020年の5,6月ぐ

らいにはPCR検査の装置を導入し、2021

年9月末までにはトータルで20,000件ほ

ど実施しています。全国的にもPCR検査

のニーズが高まり、技師を募ってもなかな

か技師の供給が追い付かない状況でした。

そこでAtellicaの導入により余力が創出さ

れた生化学免疫のメンバーを中心にPCR

検査の拡充に対応できたのは非常に良

かったです。人員面で考えると、数年前の

検査体制ではPCR検査を実施するのはな

かなか厳しかったと思います。現在は万

が一検査科でクラスターが発生した時の

リスクを考え、ある程度、部門をまたがっ

て対応したほうがいいという考えを持って

おり、私も含めて6名の技師が持ち回りで

担当しています。

小野寺  技師　PCR検査は現在1日に2バッ

チかけるルールになっていて、朝11時に

締め切りの第1便と15時に締め切りの第2

便があります。第1便は15時までに、第2

便は19時までに結果を報告するといった

感じです。1回で最大96テストあると3時

間ぐらいかかります。

検体検査はPCR検査にスタッフを派遣し

ている時は1名減で対応しています。生化

学免疫も多い時で3人いるのですが、その

うち1人は採血と兼務、1人は耳鼻科と兼

務しています。Atellica導入による効率化

によって、PCR検査体制の確立を円滑に進

めることができました。

大野  主任　PCR以外のところで言うと、

COVID-19でKL-6の依頼が増えました。そ

れをAtellicaに載せて測定できるようになっ

たので結果が早く出るようになり、臨床か

ら喜ばれています。

現在の検査室外業務について教え
てください。
舩山  副技師長　耳鼻科関係の検査業務
サポートが特徴的かもしれません。聴力

検査 (毎日 )とめまいの検査 (週2日 )、新

生児の聴力検査 (週2日)などをサポート

しています。新生児の検査は生理検査部

門の技師にも手伝ってもらっています。め

まいの検査はさまざまなプロセスがあり、

患者さん1人の検査をドクター含めて3人

で行い、2-3時間かかります。11時からス

タートして、2人目の患者さんの検査が終

わるのが17時過ぎぐらいになるので、ほ

ぼかかりっきりになりますね。

最近は、耳鼻科の顔面神経の手術にも立

ち会うようになりました。顔面神経に触れ

るとストレスがかかり聴力が落ちるため、

手術中は聴力を測定し術中モニタリング

をします。聴力が落ちてくると、その神経

への処置は一旦中断します。10-15分ほど

待っていると、聴力が戻ってくるので手術

再開の判断の補助になります。他のスタッ

フにもこのような経験をしてほしいと思っ

ています。

　その他に現在は耳鼻科の業務をもっと

増やせないかと検討しています。例えば、

現在当院ではインフルエンザ検査のスワ

ブによる検体採取も医師が行っています。

ですので、診療のフローは先生が患者さ

んから検体を採取して、検査にかけ検査

結果が出て、その後診察するといった形

です。呼吸器も耳鼻科もインフルエンザ

の流行時期は外来の同じ場所で検体を採

取して、結果だけ持っていくようなシンプ

ルなフローにできないか考えています。

もちろん、検査だけではなく看護師や医師

と一緒に手伝ってもらいながら、より良い

形を模索していけたらな、と思っています。

個人的にはできることはまだまだあると感

じています。

今後の検査室の方針と姿について
お聞かせください。
土田  技師長　現在は、どのメーカーも装
置の質が上がってきていると感じています。

装置の信頼性が低い時代は、どの領域に

もスペシャリストが配置され、データの

チェックをしていくというのが当然でした。

現在は時代が変わってきており、自分の仕

事以外にも幅広く対応できる能力が求め

られてきているように感じています。当検

査科では、全員が自分の専門業務以外で

も2つか3つぐらいの業務をこなせるよう

になってきています。例えば、生理機能の

エコー検査を担当しながら一般の受付や

採血の対応をします。バックボーンをしっ

かりと持ちつつ、専門以外の業務も幅広く

対応できるようにしたいと思います。そう

いった臨床検査技師をどんどん増やすこ

とで、検査科としてもより高いパフォーマ

ンスが出していけると感じています。

舩山  副技師長　普段から検査室の外に
出て医師や看護師と話していると、今以上

に臨床検査技師に対応できることはたく

さんあり、看護師の方たちからも期待され

ていると感じることがあります。そういうこ

ともあって私自身、外来に積極的に行くよ

うにしていますが、日々の会話からヒント

が得られることも多いです。検体について

の疑問など検査に関わることで力になれ

ることも多くあり、日ごろからのコミュニケー

ションで自然とやれることが見つかってき

ます。検査科の多くのスタッフに、臨床の

場での更なる活躍に期待をしています。

（2021年11月4日取材）
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所在地：

東京都渋谷区代々木2-1-3

病床数：

425床

JR東京総合病院

主なご導入装置：

Atellica Solution(SccI、ScI)

ADViA2120i (x2)

取材にご協力いただいた先生：

臨床検査科

土田  一樹  技師長

舩山  英明  副技師長

大野  順司  主任

小野寺  涼  技師

小野寺  涼  技師

大野  順司  主任

Atellica CH930生化学自動分析装置： 届出番号 13B1X10041000036 

Atellica IM1600免疫自動分析装置： 届出番号13B1X10041000038 

Atellica SHサンプルハンドラー


