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至急検体報告の時間短縮に向けた試み

発 表 者 川嶋 雄二 （神奈川県：小田原市立病院 病理診断・臨床検査科）

共同研究者 高橋 秀之、本間 奈緒美、日比野 俊一

努力していきたいと思います。 ご静聴ありがとうございました。
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当院は神奈川県西部に位置する４２０床ほどの地

域医療支援病院・地域がん診療連携拠点病院で

ある。他施設においても外来患者の待ち時間に

ついては常に意識し問題となることであるが、

当院においても外来での患者クレームの第１位

は待ち時間となっている。最近では診察前に結

果を知りたいという外来至急検体が増加し腫瘍

マーカーや甲状腺ホルモンなど測定原理上３０分

近くかかる項目についても至急報告を要望され

ているのが現状であります。そこで当臨床検査

科ではまず病棟由来の朝一番の検体至急率が高

いことに注目し調査を行った。
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これは臨床化学分野の調査開始当初の検体が

集中する朝８時～１０時３０分頃に提出される各病

棟の至急率を表にしたものであるが、ほとんど

の病棟で７０％を超えるといった状況であった。

病棟検体はまとめて８時３０分までに提出される

ため、検体集中による結果報告時間への影響が

大きいと考えています。
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そこで副院長でもある検査科部長に協力して

頂き、部長会で現状報告をお願いした後、朝提

出された至急指示のない通常検体でも１３時まで

に、１６時までに出された検体でも当日中に報告

がなされていること、至急率が高いために検査

室側では本当に必要な至急なのかどうかが判断

できていないことを示した資料をすべての臨床

医に配布しました。
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現在では病棟の平均至急率は３０％を切り、中

には１０％を切る病棟も見られる様になったこと

で本当に必要な至急検体を優先して測定できる

ようになっています。

さらに私たちは検査室内においてすべての至

急検体について検体到着時間、遠心分離開始時

間、メイン自動分析機への検体投入時間などを

記録し、検体検査の何処で時間がかかるのか、

何故時間がかかっているのか、うっかり放置例

がないかなどを追究しました。
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実際に調査したものがこちらですが見にくい

のでスライドで確認していただければと思いま

す。すべての至急検体について２か月間調査し、

毎日終了時に時間のかかった至急検体の原因つ

いて検体部門のスタッフで検討・解析を重ねま

した。
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検体到着から遠心分離開始までに時間のか

かった検体の主な原因は検体の凝固に要する時

間、量不足による取り直しで特に中央採血室で

採血されたものは採血後すぐに受付するため各

科外来・病棟で採血されたものより凝固するま

での時間が非常にかかっていて遠心分離開始ま

でに３０分以上かかる検体も少なくないことが確

認できました。遠心分離開始からメイン機投入

時間までに時間のかかった検体についてはフィ

ブリン析出による再遠心や溶血による取り直し

であり、盲点であったものはメイン機に投入さ

れる前に測定される感染症や腫瘍マーカー測定

機器のサンプリング時間や機械から搬出された

ことに気付かず機器内に放置されていた時間が

意外と長いことであった。検体のメイン機投入

から結果報告までに時間のかかった検体は機器

内部でのサンプリング待ちの時間と高値や異常

データによる再検が原因と考えられた。
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実際に使用している検体ラックの写真です。
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当院で使用している分析機の処理能力および

サンプリング時間を簡単に示しました。

ルミパルス Prestoにおいてよくある依頼項目

例で考えてみるとラックに５検体すべて搭載す

ると約６分は機械から搬出されず、またメイン

機において甲状腺ホルモンなど Eモジュール項

目の依頼が多いと分析機の内部でラックが滞

り、サンプリングの待ち時間が増加することが

考えられたため、現在ではバックアップ機であ

る Cobas６０００にて当院で至急指示の多い NT−

proBNPを測定しています。
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至急検体報告時間に最も影響すると思われる

検体の凝固時間については若干高価であるが、

高速凝固管を使用することで１０分から１５分の時

間が短縮された。高速凝固管でも固まらない検

体についてはヘパリン管に移し替えて対応して

います。サンプリング時のロス時間には機器の

処理能力を把握し、機器投入時の投入方法に注

意し、高値希釈再検検体については前回値を確

認することで事前希釈を行い、AST、ALTなど

の比色項目で４０分以内、時間のかかる腫瘍マー

カーや甲状腺ホルモンを含む至急検体でも、５０

分以内に報告ができるようになった。これらの

報告時間の遅延原因も確かな調査を行い、現実

に目に見える形にするだけでも問題解決・改善

の第一歩となり得ることを確信し、さらには検

査技師の至急に対する意識改革にも繋がりまし

た。
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