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本シリーズは，臨床検査に携わる国家資格者が，医療現場や検査現場における標準
的な必要知識をわかりやすく参照でき，実際の業務に活かせるように，との意図をもっ
て発刊されるものです。
今日，臨床検査技師の職能は，医学・医療の進歩に伴い高度化・専門化するだけで

なく，担当すべき業務範囲の拡大により，新たな学習と習得を通じた多能化も求められ
ています。
“検査技師による検査技師のための実務教本”となるよう，私たちの諸先輩が検査現
場で積み上げた「匠の技術・ノウハウ」と最新情報を盛り込みながら，第一線で働く臨
床検査技師が中心になって編集と執筆を担当しました。
卒前・卒後教育は言うに及ばず，職場内ローテーションにより新たな担当業務に携

わる際にも，本シリーズが大きな支えとなることを願うとともに，ベテランの検査技師
が後進の教育を担当する場合にも活用しやすい内容となるよう配慮しています。さらに
は，各種の認定制度における基礎テキストとしての役割も有しています。

一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会　

本書の内容と特徴について

臨床検査技師が検査材料として患者から直接的に採取可能であったのは，静脈血を
はじめとする採血のみでしたが，このたび鼻腔拭い液，鼻腔吸引液，表皮並びに体表お
よび口腔の粘膜からの検体採取，鱗屑，痂皮その他の体表の付着物の採取，肛門からの
糞便採取を業とすることが法改正により可能となりました。この検体採取の業務拡大を
踏まえて，診断に適した材料をどの部位からも確実に採取するためには，各組織の構造
を熟知し，病変のどこから検査材料を正確・安全に採取するかを習得する必要があり，
また各領域に関連する感染症に対しては厳格な感染防止対策の実施が求められます。
この業務を実施するうえで必要な知識の付与として，日本臨床衛生検査技師会が厚

生労働省指定の講習会を実施しています。しかし，検査技師が実務を行うために編集さ
れた実務書は少なく，検体採取に必要な技術的要点や注意点を中心に記載した参考書が
求められています。そこで今回，これらの要求内容を網羅した参考書の提供を目的にハ
ンドブック編集に取り組みました。加えて各種の臨床検査で検査前，検査後の検査材料
取り扱い等に関してもQ&A方式で解説しています。本書が，臨床検査技師に向けて開
かれた新たな活躍の場で役立つものとなることを願っています。

「検体採取者のためのハンドブック」編集部会　

JAMT技術教本シリーズについて
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2. 3 │ 検体採取の実際

2. 3. 1　鼻腔拭い液

● 1. 必要な器具

迅速検査キット／スワブ，感染予防器具（手袋・ガウン・マスク）。

● 2. 検査前の注意

検査前に出血性病変（鼻茸・腫瘍など）の有無がないかどうか，抗凝固療法の
有無，鼻中隔彎曲の状態などを医師に確認するとともに，患者本人にも確認を行
う。検査を行う鼻腔は，片側性副鼻腔炎や片側の鼻汁が多いなど特定の鼻腔を狙
ったもの以外はどちらから行ってもよいが，鼻腔の広い側から行ったほうが実施
しやすい。稀に鼻中隔彎曲が強い場合，凸側からは挿入困難なことがある。また
易出血性病変や最近出血した既往がある場合は，対側から検査を行うほうが安全
である。

● 3. 検査の手順および注意

感染防止対策を行った後に，検査キット／スワブに付属している綿棒を用いて
検査を行う。検査用の綿棒は，綿棒の端を図2.3.1.aのように母指および示指で
軽く把持する。被検者の鼻腔壁にぶつかったときに綿棒がずれる位の強さで問題
ない。図2.3.1.bのようにしっかり持つと安定するが，鼻腔壁に当たってしまっ
た場合，力の逃げ道がないため被検者に怪我をさせてしまうことがある。
もし被検者の動きが大きい場合は，後壁の損傷を避けるため，鼻腔の長さにぎ
りぎり満たない位置で把持してもよい。（迅速キットの綿棒のみ）乳児は4cm，
幼児4～5cm，学童5～6cm程度，成人では10cm程度である。また，綿棒は途中
から折っての使用は，鼻腔内で折れて異物になってしまう危険性があるため避け
る。小児など動いてしまう被検者の場合は怪我を避けるため，まわりの協力を得
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て抑制してから行う。
綿棒は鼻腔下壁に沿って奥にゆ
っくり進めて，鼻腔中央または上
咽頭壁に当たった位置（奥でコツ
ンと当たった場所）でゆっくり粘
膜を擦って採取する。抵抗を感じ
た場合は無理に挿入を続けず，少
し位置をずらしてみること。鼻中
隔彎曲などで奥まで挿入できない
場合は，対側鼻腔からの採取も検討すること。挿入の際に上方に向けて挿入する
と鼻腔上方に向かってしまい正しい採取位置に到達できないため，角度には注意
する（図2.3.2）。操作中綿棒先端の部分は検体の混入を避けるため，絶対触れな
いようにすること。また操作に危険が伴う場合は，鼻かみ液や咽頭などの違う方
法での採取も検討すること。

綿棒は鼻腔下壁に沿って奥にゆっくり進めて，鼻腔中央または
上咽頭壁に当たった位置（奥でコツンと当たった場所）でゆっく
り粘膜を擦って採取する。挿入の際に上方に向けて挿入すると鼻
腔上方に向かってしまい正しい採取位置に到達できないため，角
度には注意すること。

Point
採取の

（a）正しい持ち方 （b）誤った持ち方

図2.3.1  綿棒の持ち方

○

×
図2.3.2  挿入方向
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3. 2 │ 皮膚の構造

3. 2. 1　皮　膚

皮膚は，その付属器官（角質器，皮膚腺など）とあわせて外皮とよばれ，体の
保護と外界の変化の受容（感覚）の機能のほか，生命活動に必須な機能を有する
人体最大の臓器である。皮膚は上層より，重層扁平上皮からなる表皮，結合組織
系の真皮，皮下脂肪からなる皮下組織の3層に分けられ，皮下組織は筋膜などの
下部組織とつながる（図3.2.1）。
皮膚には角質器や皮脂腺などの付属器官があり，角質器は毛や爪，皮脂腺は汗
腺などが含まれる。皮膚付属器の毛には毛包があり，脂腺と立毛筋が付着する。
汗腺にはエクリン汗腺とアポクリン汗腺があり，エクリン汗腺は直接皮膚に開口
し，アポクリン汗腺は毛包漏斗部に開口する。

角質層
淡明層

顆粒層 表皮

真皮

有棘層
基底層
乳頭層

網状層

汗腺

神経
動脈
静脈

毛
脂腺

メラニン形成細胞

汗孔

表皮

真皮

皮下組織

立毛筋

皮下脂肪

図3.2.1  皮膚の構造
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3. 2. 2　表皮の構造

表皮は外胚葉性の重層扁平上皮により構成されており，胎生2～3週間で基本
的な構造が形成される。常に脱落と再生をくりかえし，その再生サイクル（ター
ンオーバー）は成人で約4～6週間とされている。表皮の厚さは通常0.1～0.2mm
であり，足の裏などのようにmm単位の角質（角質層）となる部位もある。瞼な
どのように，よく動く場所の表皮は薄い。
表皮では不溶性で線維状のタンパク質の一種，ケラチンを生成して保護機能を

もたせ，また同様に生成されたメラニンは紫外線から皮膚を防御し，エルゴステ
ロールは紫外線によってビタミンDへ変化する。表皮は下層より基底層，有棘
層，顆粒層，淡明層，角質層の5層構造である。手掌や足底部は淡明層を有する
が，部位によっては淡明層を欠く部位がある（図3.2.2）。基底層の基底細胞は盛
んに細胞分裂をくりかえし，そこから生じる表皮細胞が基底側から，基底層 →
有棘層 → 顆粒層 → 淡明層 → 角質層へと成熟（角化）しながら外側に押し上げ

用語 エルゴステロール（ergosterol）

角質層

顆粒層

有棘層

基底層

基底細胞 メラニン細胞

ランゲル
ハンス細胞

デスモゾーム

水分保持機能
バリア機能

有棘細胞

顆粒細胞

角質細胞

図3.2.2  表皮の構造
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動式，使用済みシートを巻き取る
採血用腕枕が市販された。100名
分のビニール濾紙がロールになっ
ており，ボタンを押すと1名分巻
き取る仕組みである。これを用い
ることで患者ごとにシートの交換
対応は可能となる。

● 11. 皮膚の消毒薬

70％エタノール，またはイソプロピルアルコールを使用するのが一般的である。
アルコール過敏症の場合はポピドンヨード，グルコン酸クロルヘキシジンを用い
る。しかし，いずれもアレルギー
が存在しているので，患者には事
前に聞き取りをしておく。
消毒薬の注意点としては，大量
に作り置きした場合や市販の大袋
梱包された消毒綿を使用する場合
は，保存容器の開閉時に落下菌混
入が起こる。開封後の時間経過で
汚染の拡大を疑う場合は，単回用
の消毒綿を使用する（図4.2.15）。

● 12. 採血に用いる針

（1）採血針の種類

SPGの「B-2-5 採血に用いる針」の項に，「採血針（真空管採血用の両方向針），
注射針（注射器採血時に用いる直針），翼状針（翼付き針）があり，用途に応じて
使い分ける」，「採血者の針刺しの可能性を軽減する目的で，針刺し防止機能がつ
いたものもあり，必要に応じて使用する」と記載されている5）。つまり，針刺し

図4.2.15  単回用消毒綿

図4.2.14  採血用腕枕例（2）
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防止機能がついている針を選ぶこ
とを推奨している。この針刺し防
止機能が付いている針としては翼
状針がある。
図4.2.16は，一般的な真空採血

管用のホルダー一体型採血直針で
ある。このような器具もホルダー
内をガス滅菌し，シールを貼りホ
ルダーに蓋をし，使用時まで空気
中の細菌による汚染がないよう配
慮されている。一般的に採血室で
の採血は，ホルダー一体型の直針
を用いた場合は図4.2.17に示した
ような角度で針が血管に挿入され
る。その後採血管がホルダーに挿
入されるが，血管に対する針の角
度は大きく，直針は衝撃により血
管を貫通する場合がある。採血管
の交換時に採血管を針に押し込む
行為により衝撃が針に伝わり血管
を貫通する。

図4.2.18は，針刺し防止機能の付いた真空採血管用のホルダー一体型翼状針で
ある。この製品もガス滅菌されて単包装化され，使用時までの感染防止対策がな
されている。
翼状針による採血では，図4.2.19のように針が血管にほぼ平行に挿入されるた
め，直針のような血管との角度の問題は解消される。採血管の交換時においても
ホルダーが針から離れており，挿入時に衝撃が血管に伝わることはない。よって，

図4.2.17  ホルダー一体型直針による採血

図4.2.16  真空採血管用ホルダー一体型直針

直針による採血時には，採血管交換の挿入での衝撃緩和が重要
となる。Point

採取の
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穿刺時に血管を貫通する恐れはない。

（2）直針と翼状針の特徴

このように腕からの静脈採血に
用いる針は直針と翼状針があり，
その先端形状には大きな違いがあ
る。図4.2.20に示すように，翼状
針と直針の切断面は切り込みに差
があり，ホルダーに直接ついてい
る直針のほうは非常に鋭角な切り
込みとなっている。切断面の長さ
も翼状針に比べて長く，穿刺が容
易であると想定できる。直針は一
定の穿刺角度を有しており，その
角度で穿刺すると血管内血液流量
が最大になるよう考慮されている。
そのために少しの振動でも針先が
鋭角であるため血管を突き破るこ
とが懸念される。
一方，翼状針は切り込みが浅い。

穿刺の仕方や角度の関係から異な
っている。血管に挿入する場合も
できるだけ血管に沿って穿刺する
ことになる。その角度が浅いため
に血管を貫通することは少なく，
そのことは神経損傷の軽減にもな
っている。また，針が血管に挿入
された後は固定されており，真空
採血管用のホルダーも離れている
ことから試験管を挿入する振動が
伝わることはない。振動による血
管貫通も直針に比して少ないこと
になる。

図4.2.19  翼状針による採血

翼状針 直針

図4.2.20  翼状針と直針の針先

図4.2.18  ホルダー一体型翼状針
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● 13. ホルダー 

2005年の厚生労働省通達にお
いて，真空採血管用ホルダーは基
本的に単回使用となっている。
SPGの「B-2-8 ホルダー」には，

「採血針に接続可能なものを準備
する。患者ごとに使い捨て（単回
使用）とする」と記されており，
洗浄しての再利用は禁止となる5）。
これは，ホルダーに付着した血液
を介して交差感染を防止するため
である。現在は針と一体型となっている場合が多く廃棄しやすくなっている。図
4.2.21に一般的な単回使用ホルダーを示すが，再利用は控える。

● 14. 採血管（採血管の種類と採血順序） 

本項では，受付から採血行為までを順序立てて記載している。SPGに記載され
ている内容が詳しいと考えられるが，日常業務においての流れに沿って説明して
いる。
採血管準備装置などで用意された採血管は，次のように取り扱う必要がある。
最初に抗凝固剤などの入った採血管は，軽く叩いて内容物を採血管の下部に落と
す。これは内容物の逆流による健康被害防止のためである。通常は問題ないが，
温度差によって生じる圧力差により採血時に採血管内容物が逆流することを防止
するため，採血管が室温に戻っていることを確認する。
SPGの「C-18 採血および採血管の本数」の項に記載されている1回の採血本
数制限は，真空採血管用採血のゴムスリーブ付き直針を用いた場合のものであり，
翼状針を用いた場合には該当しない。採血管の本数が増えるに従って，採血針の
ゴムスリーブからの血液の漏れ出しにより採血管上部やホルダーを血液で汚染す
るリスクが増加する。そのため，1本の採血針により採血する採血管本数は原則
として6本までであるが，漏れ出しや血液の付着が著明でない場合は，それ以上
の採血も可能である。よって，ゴムスリーブからの漏れがみられない場合は，真
空採血管6本以上の採血も可能である。

図4.2.21  単回使用ホルダー
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6. 4 │ 関節液

6. 4. 1　関節液採取

Q  関節超音波ガイド下で関節液が少ない場合はど
うしたらよいですか？

A 　穿刺前に生理食塩水を5～10mL注入し，よく関節を動かした後に
 採取する。この場合，細胞数は生理食塩水によって希釈されている
ため参考値となる。白血球分類による多形核球の割合によって，炎
症性か非炎症性かを判定する。多形核球が25％未満は非炎症性，
50％以上は炎症性，75％以上は化膿性となる1）。

Q  粘稠性が強い検体はどうしたらよいですか？
A 　粘稠性が強い検体は，細菌培養検査用の検体を除き，細胞数の算

 定，細胞や結晶の鑑別および同定が困難となるため前処理を行う。
ヘパリン，EDTA，ヒアルロニダーゼを用いて前処理して粘稠性を
なくす。検体の前処理をする場合には，いくつか注意点がある。
ヘパリンやEDTAを用いると，細胞変性を来す可能性があるた

め，細胞の同定や鑑別には不適切である。さらに，ヘパリンを用い
た場合は，細胞数の算定時にSamson液の使用ができなくなる。こ
れは，ヘパリンとSamson液が反応して微粒子が生じて，算定が困
難になるためである。EDTAについては，カルシウム塩がEDTAと
錯体を形成することで，ピロリン酸カルシウム（CPPD）結晶が溶解
し，偽痛風で認められるCPPD結晶を見逃してしまう可能性がある。
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原則的にEDTAは用いない。ヒアルロニダーゼについては，関節
液1mLに対して100単位を添加し，37℃で30分間処理することか
ら2），迅速検査には不向きである。事前にヒアルロニダーゼ10mg
を生理食塩水6mLに溶解し，100μLずつに子分注して凍結保存し
ておき，検体採取時に溶解して検体10mLと転倒混和することで，
粘稠性がなくなり迅速に検査を行うことができる3）。

Q  検体の保存はどうしたらよいですか？
A 　細胞数の算定，細胞や結晶の鑑別および同定の検査が終了次第，

 1,700g・5分間遠心分離を行い冷蔵保存する。この場合，10日間は安
定である。これ以上保存する場合は，－20℃に凍結する。補体や特
殊な酵素などを測定する場合は，無処理のまま速やかに－70℃に
凍結保存する2）。
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