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特集：第第 70 回回 POC セセミミナナーー・・認認定定救救急急検検査査技技師師制制度度共共同同企企画画（（ススキキルルアアッッププセセミミナナーー in 下下関関）） 

血液ガス分析の知識と分析技術のコツを学ぶ 

 1．はじめに ······················································································································· 三好 雅士   353 
(徳島大学病院) 

 2．血液ガス分析の知識 

   ～その一 酸素化能について～ ················································································ 守田 政宣・他 354～359 
(宮崎大学医学部附属病院 検査部) 

   ～その二 換気能について～ ···················································································· 太田麻衣子   360～365 
(医療法人鉄蕉会 亀田総合病院) 

   ～その三 酸塩基平衡について～ ············································································ 濱田 宏輝・他 366～372 
(社会医療法人愛仁会 高槻病院 検査科) 

 3．実   習 ················································································································ POC 技術委員会  373～379 
(ラジオメーター株式会社、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社、 

ノバ・バイオメディカル株式会社、シスメックス株式会社、アイ・エル・ジャパン株式会社、 
アボットジャパン株式会社、株式会社テクノメディカ) 

シリーズ 

 臨床検査技師必見！あなたも感染対策の Expert(第 4 回) 

 8．知っておきたい消毒薬の基礎と使用例 次亜塩素酸ナトリウムは万全? ····· 鈴木 高弘   380～384 
(東北大学大学院 薬学研究科 生活習慣病治療薬学分野／日本調剤 医療連携推進部) 

 9．臨床検査室の感染リスクマネージメント 

   臨床検査（POCT を含む）に感染リスクマネージメントって必要？ ··········· 〆谷 直人   385～391 
(国際医療福祉大学 熱海病院検査部) 

シリーズ 

 保健・医療・病院経営と人的資源管理 
  第 20 回介護職員の離職防止に向けた施策（1） ··················································· 井上 仁志   392～395 

(大阪産業大学 経営学部 教授) 

活動報告 

 在宅臨床検査の普及に向けた諸活動 ············································································ 小谷 和彦・他 396～398 
(自治医科大学地域医療学センター	 地域医療学部門) 
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緊急報告：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

特別寄稿第 4 弾
COVID-19：臨床検査からのアプローチ ································································ 佐守　友博 465 ～ 471

（医療法人 明和病院臨床検査部 主任部長、株式会社エスアールエル 顧問）

解説：COVID-19 と地域医療体制 ··········································································· 田邊　翔太・他 472 ～ 477
（松江赤十字病院 救急総合診療科、自治医科大学 地域医療学センター 地域医療学部門）

検査室のコロナ対策

新型コロナウイルス感染症（SARS-CoV-2）流行初期を経て当院で行った
　「感染および疑い患者」血液・尿検体の検査工程再考について ··················· 梅村　茂人・他 478 ～ 486

（滋賀県立総合病院 臨床検査部）

特集 ： 尿検査における工夫とピットフォール

1．尿防腐剤添加による尿生化学 10 項目の安定性への効果 ···························  岩井　宏賢・他 487 ～ 490
（株式会社 ファルコバイオシステムズ 総合研究所）

2．紙オムツによる尿中成分への影響································································ 上甲　真弓・他 491 ～ 494
（株式会社 兵庫県臨床検査研究所）

3．顧客要望による安定化剤（炭酸ナトリウム）入り尿での
　推定塩分摂取量算出の試み ·················································································· 小林　友香・他 495 ～ 498

（株式会社 兵庫県臨床検査研究所）

4．尿中 β2- マイクログロブリン測定時における尿 pH の同時測定 ·············· 和田　　哲 499 ～ 502
（和歌山県立医科大学附属病院 中央検査部）

5．尿クレアチニンを資化とする細菌の酵素の同定 ·········································· 藤本　一満・他 503 ～ 505
（倉敷芸術科学大学 生命科学部 生命医科学科）

6．糖尿病治療薬の違いによって
　尿中 C- ペプチド濃度が乖離した事例 ······························································· 藤本　一満・他 506 ～ 508

（倉敷芸術科学大学 生命科学部 生命医科学科）

ミニ特集 ：DIC も症例解析すると各分子マーカーの臨床的意義や特色がわかる

DIC など線溶亢進での止血系臨床検査の有用性を症例の経過を追って考える
　―臨床検査技師がマーカーを含め
　　検査として症例解析することの重要性― ·····················································  小宮山　豊 509 ～ 511

（北陸大学 医療保健学部）

播種性血管内凝固症候群（DIC）と血栓止血系分子マーカー
　―経過を追うことができた
　　敗血症性 DIC の 2 症例における検査血液学的考察― ····························· 木内　洋之・他 512 ～ 519

（香川大学 医学部附属病院 検査部）
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検査機器・試薬 

 全自動免疫生化学統合システム VITROS XT7600 の基礎性能評価 ······················· 菅原  猛・他 399～410 
(東京医科大学病院	中央検査部) 

ニュース 

 ALP、LD の常用基準法改定について～国際的なハーモナイゼーション～ ······· 山舘 周恒・他 411～416 
(人間総合科学大学 人間科学部) 

 日衛協 

  11 月に全国 9 支部で臨床検査普及月間大会を開く ······················································································· 417 

 FPIA Japan 

  第 3 回 PASE AWARD を授与 ························································································································ 418 

コラム(新連載) 

 医療と検査機器・試薬編集会議から 

  ④次回診療報酬改定に向けて ············································································································· 419～420 

連載漫画 

 新	 さんしろう先生 がんばるワン(5) ······································································································ 422～424 

趣味に生きる 

 第❺❾回 趣味はオフロードバイクです	
  地球を殴って負けちゃった編 ················································································· 鈴木 里美………425～429 

編集後記 ································································································································· 宮下  勉……………・ 431 

産科大量出血 2 症例における線溶分子マーカーの推移
　～ DD/FDP 比を中心に～ ······················································································ 藤井　一貴・他 520 ～ 528

（大阪市立大学医学部附属病院中央臨床検査部）

3 社の D ダイマー試薬の反応性を各症例の臨床背景とともに考える
　―肺炎、肝疾患、心肺停止患者を中心に― ····················································· 山野　智子・他 529 ～ 539

（福井大学医学部附属病院検査部）

シリーズ

保健・医療・病院経営と人的資源管理

第 26 回　整理解雇 ····································································································· 井上　仁志 540 ～ 543
（大阪産業大学経営学部）

解 説 
高齢者の住まい（施設）と在宅医療；臨床検査の面を含めて ··························· 清水なゆた・他 545 ～ 549

（自治医科大学 地域医療学センター 地域医療学部門）

リレーコラム

検査技師の四方山話〈 第五区〉

～ 今回のテーマは「故郷」～ ····················································································· 下村　大樹 550 ～ 552
（公益財団法人 天理よろづ相談所病院 臨床検査部）

レポート：サモアと日本の懸け橋になることを願って

臨床検査を通してサモアに何を伝え、

　サモアから何を学ぶべきなのかを考える－第 3 回－ ···································· 中島　康仁 553 ～ 558
（元 JICA SV サモア独立国派遣・現 関西医療大学 臨床検査学科）

ゲスト百珍

プロフェッショナルに学ぶ

〜牧之原茶が繋ぐ未来〜コンシェルジュバーテンダー ···································· 内田　高史 559 ～ 561

連載漫画

新 さんしろう先生　がんばるワン（11） ···································································································· 562 ～ 564

編集後記 ·································································································································木村　　聡 565


