
検査効率化と高品質な
臨床検査の提供
Aptio Automationと
Atellica Solutionの導入効果

獨協医科大学病院は、大学医学教育の場として研修を充実させ、高度な専門知識と
技術を備えた医師を養成するとともに、最新医療や設備を積極的に取り入れ高度な
医療を提供する「特定機能病院」です。2020年4月現在、31の診療科、23のセン
ターが稼働しており、栃木県内のみならず北関東圏の医療機関とも連携して地域
医療の拠点としての役割を担っています。その一員として同院臨床検査センターは
診療支援やチーム医療への参加など付加価値のある臨床検査センターを目指し、
日々業務改善に取り組んでいます。その取り組みにおいて、さらなる患者サービスの
向上と高品質な検査結果の迅速報告を実現するためには、ワークフロー改善による
リソースの見直しが不可欠であったためシステムの大幅な見直しが行われました。
そこで今回、臨床検査センターの菱沼 昭 教授、堀内 裕次 技師長、池田 眞由美 

副技師長、田中 光昭 副技師長、今野 幸浩 主任、白石 一正 主任に、新システム
導入の経緯と成果、課題についてお話をうかがいました。
※公益財団法人 日本適合性認定協会（JAB）：

貴院の臨床検査センターの特色、目指す方向性
などお聞かせください
菱沼 教授 臨床検査センターの目標は、正確
な検査結果を迅速に診療科に報告することに

尽きます。当臨床検査センターは2017年1月
27日に ISO15189（認定番号 RML01190）に認定
されました。高品質な検査結果を報告できる
臨床検査センターとして国際的に認証を受けた
わけですが、単にそれだけでは臨床検査セン
ターとしての機能を十分に発揮しているとは言え
ません。さらなる品質の向上はもちろん、専門性
をもった検査技師の教育、チーム医療への参加、
診療支援にも注力し、付加価値のある臨床検査
センターを目指しています。また当臨床検査セン
ターは、臨床検査医学のみならず感染制御も
担っている点が特徴です。そして今後は遺伝子
診断のサポート体制を整えるなど、さらなる診療
科への貢献を計画しています。

新システム導入の経緯についてお聞かせください
菱沼 教授 上述の目標を達成するためには人的
リソースを確保する必要があり、そのためには
ワークフロー見直しによる業務効率化が必須

です。その有力な解決策の1つが検査の自動化
であり、これを実現するために新たなシステム
の導入が必要だと考えました。

堀内 技師長 新たに導入するからには、当臨床
検査センターの理念や品質管理目標（図1）の
条件を満たしたうえで、ワークフロー改善による
業務効率化および有効な人員配置が実現し、
診療支援および患者サービス向上に貢献できる
システムでなくてはなりません。さらに、当臨床
検査センターの場合は ISO15189の認定事項を
順守する必要があります。これらの条件を満たす
ことができるのは、検体搬送処理システムAptio 

Automation（以下、Aptio）と免疫生化学統合
分析装置Atellica Solution（以下、Atellica）で
あると期待し、導入を決定しました。

新システムの構成と運用について教えてください
田中 副技師長 Aptioは生化学分析装置、免疫
分析装置、凝固分析装置が接続され、分析前の
開栓、分析装置への投入と排出、分析後の閉栓、

冷蔵保管、再検時の排出と再開栓、保管期間
経過後の廃棄までを自動化しています（図2）。
各分析装置はData Management System（以下、
DMS）を介して接続されており、DMSに通信障害
が生じた場合は、LISとAptioが直結される仕組み
にカスタマイズされています。また、従来は搬送
ラインに接続されていなかった凝固分析装置を
組み込むことで、自動化の範囲を拡大すること
ができました。

今野 主任 Atellica導入前は、生化学分析装置を
4台、免疫分析装置を5台使用していましたが、
これらをAtellica Solution（生化学分析装置2

ユニットと免疫分析装置1ユニットの連結）3台
に集約しました（図3）。

堀内 技師長 検査数の日内変動は、病棟が朝
6～7時の間、外来は8時からの採血開始によって
発生します。当院は都市近郊にあるため、ご家族
のかたなどが朝の出勤前に患者さんを車でいっ
せいに送ってきますので、どうしても8時半から
9時半の間に採血がピークとなり、その時間帯
には300人ほどの患者さんが採血室に集中する
ことになります。検査結果を迅速に診療科に提出
するために、ピーク時に対応できる処理能力を
もったシステムの構築を行いました。

新システム導入における工夫やご苦労について
教えてください
田中 副技師長 Aptioの導入は2020年10月
ですが、ちょうどCOVID-19の流行に伴うPCR
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図1.品質管理目標
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1.高品質な臨床検査を保証する
2.臨床検査従事者の技術向上
3.病院利用者へのサービス向上
4.医療安全管理の継続
5.臨床検査の情報提供
6.健全な業務環境
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検査数が激増する時期と重なってしまいました。
病院の方針として「必要な検査は院内で完結
する」という目標を与えられていましたし、この
ような緊急事態に対処するために計画されていた
システムですから、今ではむしろグッドタイミング
だったと思っています。システムの入れ替えは
ルーチン検査を止めないことを最優先に、土日
などを活用し段階的に導入を行いました。

池田 副技師長 これまで生化学検査用と免疫
検査用の2本に分けていた採血管を、今回の更新
時に1本に統一し、またアルミキャップ採血管
からオーバーキャップ採血管に変更しました。
当初は慣れないオーバーキャップ採血管に対して
採血担当者から不安視する声も寄せられまし
たが、変更検討会議にてコスト面も含めた導入
メリットの説明を継続的に行うことで、比較的円滑
に統一化ができました。以前のアルミキャップ
採血管については救命救急や ICU部門から採血
後の血液漏れによる感染リスクがあると聞いて
いたのですが、統一化した後はそのようなこと
はなくなったようです。

堀内 技師長 AptioとAtellicaは同時期の導入
を予定していましたが、COVID-19の影響でAptio

の搬入が3ヵ月ほど遅れました。しかしながら、
このピンチをチャンスに変えることができました。
つまりこの期間を、システムダウン時にAtellica

がスタンドアロンになった場合の対応方法など、
現場とSiemens Healthineersとの間で入念な
打ち合わせの時間に使えたのです。また、当臨床
検査センターとして大規模なシステム更新はこれ

ストップで試薬補充・廃棄が可能となり、専用試薬
によるバーコード管理になったので、時間のロス
が減り利便性も向上したと感じます。さらに、
Atellicaの自動メンテナンス機能も非常に良い
機能だと思います。以前は日中に担当者がメン
テナンスを実施していましたが、Atellicaではスケ
ジュール機能によって夜間のメンテナンスも可能
となりました。これらの機能により装置に携わる
担当者の数を6人から3人に減らすことができ
ました（図5）。

白石 主任 オートQC機能を高く評価してい
ます。あらかじめ設定した日時に自動的に精度
管理試料を測定してくれるので、精度管理に
取られていた時間を他の業務に充てることが
できるようになりました。また精度管理試料は
バーコードで管理されるので置き間違いがあり
ません。ISO15189の検査結果の品質の確保と
いう観点からも有用な機能であると考えます。
また、以前は免疫検査が生化学検査の後に測定
される構成であったため、搬送ライン上で測定
待ちが発生していました。今回のシステム導入

が3回目であり、過去2回の入れ替えの経験を
もとに、いずれもルーチン検査業務を止めること
なく完遂できました。なお、生化学は専用試薬
なので試薬検討が短縮できました。ISO15189で
重視されている検査結果の精度保証という観点
において、試薬性能の妥当性確認は重要なのです
が非常に時間を要します。それが、専用試薬は既
にメーカーで妥当性確認が実施されているので、
当臨床検査センターでは必要最低限の検討事項
である同時再現性と相関性の確認だけですみま
した。その短縮した時間で ISO15189に必要な
標準作業手順書（SOP）の改訂も期限内に完了
することができ、専用試薬のメリットを感じま
した。

新システムによる導入効果についてお聞かせくだ
さい
堀内 技師長 これまで別採血であった生化学
検査と免疫検査を1本の採血管に統合したこと、
また分析前の分注を廃止し測定に親検体を用いる
運用に変更したことで、測定に必要な検体量を
減少させることができました。このことは患者
サービスの向上につながったと考えています。

田中 副技師長 測定後の検体が冷蔵保管
モジュールに自動搬送され、その後、保管期間
を経過した検体が自動で廃棄されることが最も
大きな効果だと思います。その結果、保管用の
冷蔵室に運び入れる手間と廃棄の手間が削減
され、確実にスタッフ1人を担当業務から解放
することができました。さらに、検体保存用の
冷蔵庫が不要になったため、ISO15189に求め
られる試薬管理のスペースを活用することができ
ました。今回の業務の効率化により人員配置の
見直しが可能になり、検診センターにおける生理
機能検査、小児科から要請があった心電図検査、

で測定待ちが解消され、免疫検査の結果報告に
かかる時間が短縮されました。細かいことになり
ますが、全血検体でHbA1cを測定できるように
なったことも特筆すべき点です。以前のHbA1c

の遠心処理にかかっていた時間を削減できた
ことも報告時間短縮の要因となっています。

今後の課題、目標などがあればお聞かせください
菱沼 教授 現在、採血室と当臨床検査センター
の間には距離があり検体の運搬に時間を要して
います。近い将来、この2つの場所を隣接させ、
さらに結果報告時間を短くしたいと考えています。

白石 主任 生化学項目において、外部精度管理
で他メーカーと大きな測定値差はみられません
が気になる項目もいくつかあります。今以上に
測定値の互換性が向上することを期待しています。

今野 主任 今後予定されているバージョンアップ
を通しさらなる安定化を期待します。また内部
精度管理をLISではなくAtellicaの機能を活用
してできないか模索しています。

堀内 技師長 メーカーには今よりもさらに充実

埼玉医療センターへ技師の移動など、検査スタッフ
に多様な活躍の場を提供できるようになりました
（図4）。

池田 副技師長 機会は多くはないですが、何ら
かのトラブルが生じた場合は測定日時、使用した
試薬および消耗品のロット番号、キャリブレー
ション時期などの詳細データを調べ、是正処置
を実施する必要があります。Aellicaはこれらが
すべて記録されますので、トラブル時の原因解明
速度が向上しました。ISO15189の観点からこの
ように検査結果のトレーサビリティが担保される
ことは有用だと考えます。

今野 主任 生化学分析装置の試薬の補充・廃棄
が簡略化しました。以前は装置を止めて作業して
いたのでその時間が非常にロスとなっていました。
また、生化学試薬はバーコード管理ではなかった
ので置き間違いなどのミスがないよう注意を
払って作業をしていました。その点Atellicaはノン

したトレーニングやユーザー会を開催していた
だき、システムの習熟度を上げていきたいですね。
今後、当臨床検査センターは遺伝子検査に注力
することを計画しています。そのために新シス
テムを活用してさらなる業務効率化を進め、
新たな体制を構築したいと考えています。

（2021年11月15日取材）
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図4.新システム導入に関する人員配置と診療支援

導入前 導入後

遺伝子検査部門 専任 2名、兼務 1名 専任 4名

微生物検査部門 8名 10名

生理機能検査部門 12名 14名

獨協医科大学埼玉医療センター ‒ 1名 異動
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図5.従来機とのメンテナンス、QCスケジュール比較

(生化学 /免疫分析装置）
時間外 ルーチン時間帯 時間外

0：00 - 3：00 3：00 - 6：00 6：00 - 9：00 9：00 - 12：00 12：00 - 15：00 15：00 - 18：00 18：00 - 21：00 21：00 - 24：00

導入後
QC ● ● ● ●

メンテ
ナンス ●

導入前
QC ● ● ● ● ●

メンテ
ナンス ● ●

●●

●

●：手動　●：自動

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
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