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検査部長就任のご挨拶  
     検査部長  佐田 政隆 

 

高山哲治前部長を引き継ぎ、4 月 1 日より 2 年間検査部長を務めることになりました。

私は、2008 年から循環器内科の教授として徳島大学病院に勤務しています。また、 2009

年からは検査部の一部門である超音波検査部門のセンター長も兼任しています。  

検査部は、①検査管理部門、②検体検査部門、③形態検査部門、④微生物部門、⑤生理

機能検査部門、⑥超音波検査部門、⑦特殊分析検査部門からなっており、全ての診療科が

診療を行っていくために非常に重要な業務を担っています。また、夜間、休日の緊急検査

にも対応しています。昨年からは COVID-19 の抗原検査、PCR 検査を導入して、新型コ

ロナウルイスの感染防止にも大きく貢献しています。中尾医療技術部長・臨床検査技師長、

三名の副技師長はじめスタッフ一同が、迅速、高精度の検査が行われるように日々、努力

しておられる姿にいつも感銘しております。  

今後も、各診療科からの声を聴きながら、各種検査が円滑に行われるように努力してい

きたいと思います。また、検査技師の皆様が、快適に仕事ができるような職場づくりにも

尽力していきたいと思います。これからも検査部をどうかよろしくお願いいたします。  

 

 

検査オーダ運用変更について ―検査依頼の中止― 

令和 3 年 3 月 25 日より、外来患者の検査ステータス「未実施・実施済」に加え、「発

行済」が追加されました。これに伴い、患者ステータス「未会計」の場合における  “検査

依頼の中止”  の手順が変更となっております。ご注意ください。  

【電子カルテ画面上の状況確認画面】  

 

 

 

 

 

 

 

      検査ステータス       患者ステータス 

※検査ステータスにより“検査依頼の中止”の操作が可能となる“職種”が異なります。  

2021 年春号（通巻 13１号）  

令和 3 年４月２０日発行  

発行者  佐田  政隆  

発   行  徳島大学病院  検査部  

←医師による依頼中止   

←看護師等（病棟ｸﾗｰｸ）・検査技師  

 による依頼中止  

←検査技師による依頼中止  



- 2 - 

 

委託（外注）検査新規・変更・中止のお知らせ         委託（PHS 6651） 

1．新規項目 

令和 3 年 4 月 1 日より、下記検査項目の受付を開始しております。なお、ICG 試験（停  

滞率・消失率）、ALP アイソザイム、LD アイソザイムは院内検査から外注検査へ変更とな

っております。ご確認ください。  

 

【新規受託項目】  

委託先  検査項目  検査方法  検体種  検体量  採取容器  所要日数  

SRL ミコフェノール酸  EIA 血漿  0.5mL 外 06 2~5 日  

 

 

【院内検査から外注検査へ変更項目】  

                               委託先：BML 

変更内容  変更前  変更後  

検査項目  
ICG 機能試験  

ICG クリアランス  

ICG 試験  停滞率  

ICG 試験  消失率  

オーダー位置  ＊ 8 負荷試験  ＊ 8 負荷試験  

オーダー内容  
ICG 機能試験    ：停滞率   

ICG クリアランス：停滞率＋吸光度  

ICG 試験  停滞率：停滞率  

ICG 試験  消失率：停滞率＋消失率  

基準値  
ICG 機能試験    ： 10 未満（%）  

ICG クリアランス： 0.158~0.232 

ICG 試験  停滞率： 0~10（%）  

ICG 試験  消失率： 0.179~0.199 

所要日数  当日  2~3 日  

採取管  

血清茶  

 

外 33 

 

 

 

                                                               委託先：SRL 

変更内容  変更前  変更後  

検査項目  ALP アイソザイム  LD アイソザイム  ALP アイソザイム  LD アイソザイム  

オーダー位置   ＊ 3 機能別 1 37.酵素および関連物質    ＊ 3 機能別 1 37.酵素および関連物質   

基準値  

小腸型なし  

 ALP2：33~67（%） 

 ALP3：33~67（%）  

小腸型あり  

 ALP2：22~64（%） 

 ALP3：23~67（%） 

 ALP5： 1~25（%） 

LD1： 18.4~28.6（%） 

LD2： 29.3~38.8（%） 

LD3： 20.9~29.1（%） 

LD4： 5.6~11.7（%）   

LD5： 4.0~13.8（%）  

ALP1： 0.0~5.3（%）  

ALP2：36.6~69.2（%） 

ALP3：25.2~54.2（%） 

ALP5： 0.0~18.1（%） 

LD1：21~31（%） 

LD2：28~35（%） 

LD3：21~26（%） 

LD4： 7~14（%） 

LD5： 5~13（%） 

所要日数  不定期  2~4 日  

採取管  血清茶  外 33 
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2．変更項目 

令和 3 年 4 月 1 日より、検査内容が変更された項目について下記に示します。  

【SRL】 

検査項目名  変更内容  変更前  変更後  

アルドステロン  

（血漿・血清）  

測定方法  RIA 固相法  CLEIA 法  

基準値  

随時：35.7~240 

臥位：29.9~159 

立位：38.9~307 

（pg/mL）  

4.0~82.1 （pg/mL）  

アルドステロン  

（尿）  

測定方法  RIA 固相法  CLEIA 法  

基準値  10 以下（μg/day）  1.0~19.3（μg/day）  

所要日数  3~7 日  5~7 日  

便中ヘリコバク

ターピロリ抗原  

測定方法  ELISA 法  EIA 法  

採取容器  

外 54 

(物品コード：99513）  

 

外 59 

(物品コード：114924）  

 

ループスアンチ

コアグラント  

基準値  1.3 未満  1.2 以下  

報告範囲  
0.07 以下、0.08~14.99、  

15.00 以上  
0.1~99.9 

抗セントロメア

抗体  

測定方法  ELISA 法  CLEIA 法  

基準値  血清 10 未満（無し）  血清 10 未満（U/mL )  

報告範囲  5.0 未満、5.0~299、300 以上  2.0 未満、2.0~499、500 以上  

酸化 LDL

（MDA-LDL）  
所要日数  3~5 日  3~14 日  

抗 IA-2 抗体  所要日数  3~6 日  3~9 日  

FLT3 変異解析

ITD/TKD 

(血液・骨髄）  

安定性  冷蔵 3 日間  冷蔵 7 日間  

 

【BML】 

検査項目名  変更内容  変更前  変更後  

血清クレアチン  基準値  0.3~1.2（mg/dL）  0.2~1.0（mg/dL）  

 

【LSIM】 

検査項目名  変更内容  変更前  変更後  

尿 NTx 

（骨粗鬆症）  

測定方法  EIA 法  CLEIA 法  

報告値  
クレアチニン補正値  

（単位：nmol BCE/mmol/Cr）  

濃度  

（単位：nM BCE/L）  

クレアチニン補正値  

（単位：nM BCE/mM Cr）  

クレアチニン値  

（単位：mg/dL）  
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3．中止項目 

令和 3 年 3 月 31 日受付分をもって、下記項目のオーダリングシステム依頼を終了致し

ました（オーダー削除）。今後、検査提出の際は「外注検査通知書（黄伝票）」をご使用頂

きますよう、お願い致します。  

 

SRL 

5-HIAA（酸性蓄尿）  

BML 

リンパ球幼若化試験 PHA 

L 型脂肪酸結合蛋白（L-FABP）  リンパ球幼若化試験 ConA 

尿中カテコールアミン総  CD45 Blast Gating（リンパ節他）  

PSA－ACT CCR4 タンパク  

メキシレチン  プロトロンビンフラグメント F1+2 

ゲンタマイシン血中濃度  

LSIM 

エンドトキシン定量（ES）  

    イマチニブ血中濃度  

    高感度 PTH 

 

※ただし、「プロトロンビンフラグメント F1+2」と「高感度 PTH」は、委託先の受託自体

が終了となっております。ご注意ください。  

 

 

 

 

 

 

 

【採用】   （配属）    

藤田 幸那   検体（緊急・化学・免疫） 

安田 朋子   病理  

            （2 月 1 日付） 

村田 梨菜   細菌  

長井 輝幸   検体（緊急・化学・免疫） 

仲野 吏南   病理  

            （4 月 1 日付） 

松田 和子   生理  

【退職】   （所属）  

六車 京香   検体（緊急・化学・免疫） 

村田 梨菜   細菌  

             （3 月 31 日付） 

 

 

 

 

 

            （5 月 16 日付） 

 

【異動】   （旧所属）          （新所属） 

井上 雄介   形態（血液・一般）  →   生理 

漆原 南実   生理          →   形態（血液・一般）  

                                 （4 月 1 日付） 

 

 

 

 

＜スタッフ＞  

赤岩  沙紀 吉田  裕子  川西  智子  

松本  真依 多田  智紀   平尾  早紀  

藤野  恵 中川  裕美   漆原  南実  

森田  沙瑛   寺本  継脩  佐藤  雅美  

中尾  隆之  

＜編集後記＞  

やわらかな春風に心華やぐ季節となりまし

た。コロナ禍で何かと不便ではありますが、

感染対策をしっかり行って楽しく日々を過

ごしましょう。（中川）

 

人事往来  


