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A．構成メンバー

近藤　弘，矢野恵子，上田一仁，竹田知広，後藤きよみ，
大瀧博文，鍵弥朋子，荒川裕也，上北宏美

B．研究活動の概要

　以下の各テーマに沿って，個人およびグループ研究（学
外との共同研究含む）を行った．

＜近藤　弘＞
・血液学的検査の標準化に関する研究
　血小板数、白血球分類、網赤血球比率の国際常用標準

測定操作法の改良・開発に関する検討を行った．
・臨床検査の外部精度評価（EQA）に関する調査研究
　�全国規模の EQA 結果を解析し，その結果をもとに今

後の改善に向けて考察した．
・自動血球分析装置の臨床的性能評価に関する研究
　最新の自動血球分析装置の基礎的・臨床的検討を行い，

有用性を評価した．

＜矢野恵子＞
・ThinPrep® を用いた子宮内膜細胞診有用性の検討
（大阪府済生会野江病院，ホロジックジャパンによる
共同研究）

・�記述式内膜細胞診報告様式における内膜異型細胞�
（ATEC）の細胞像解析

＜後藤きよみ＞
・超音波診断装置を用いた検査の基礎研究
・末梢神経・筋エコー検査に関する研究

＜竹田知広＞
・�血友病インヒビター新規免疫寛容療法の研究（奈良県

立医科大学小児科との共同研究）
・喘息の病態と血小板についての研究
　�（国立成育医療研究センター研究所　免疫・アレルギー

研究部との共同研究）
・�IgE 産生機構の解明（八尾市立病院　小児科，松原徳

洲会病院　小児科との共同研究）

＜大瀧博文＞
・臨床微生物検査に有用な細菌の簡易同定法の確立

・菌血症の原因となった大腸菌の分子疫学解析

＜鍵弥朋子＞
・胃摘出が腸上皮に与える影響についての研究
・副甲状腺関連遺伝子 psp についての研究

＜荒川裕也＞
・自己免疫性甲状腺疾患（AITD）におけるメチル化関

連遺伝子の遺伝子多型と特異的部位におけるメチル化
との関連（大阪大学医学系研究科　予防診断学研究室
と共同研究）
検体の収集及び前処理を昨年度より継続して行ってい
る．

・�ALS 多発地域における健康診断検体を用いた新規検
査マーカーの検索

　酸化ストレスマーカー HEL の測定及び，HEL 濃度の
違いによる血清中miRNAの発現解析を行った．また，
低 Zn 摂取マウスにおける臓器別金属イオン濃度の測
定を行った．

＜上北宏美＞
・新規 Adiponectin 結合蛋白質の機能解析

Adiponectin 結合蛋白質と糖尿病合併症との関連の解
析

C．研究業績

＜原著＞
近藤　弘，田部陽子，小池由佳子，他．6 社の基準
自動血球分析装置による血球計数と白血球分類の
2010,2013,2016 年外部精度評価．日検血会誌 ,�20:�132-
141,�2019.

矢野恵子．子宮内膜細胞診�- 細胞診ガイドライン 2015
の解説と応用の実際 -．埼臨細胞会誌．35：12-17，2018

Kasuda�S,�Sakurai�Y,�Tatsumi�K,�Takeda�T,�Kudo�R,�
Yuui�K,�Hatake�K.�Experimental�hypercoagulable�state�
induced�by� tissue� factor�expression� in�monocyte-de-
rived�dendritic�cells�and�its�modulation�by�C1�inhibitor.
J�Thromb�Thrombolysis.�46（2）:219-226.2018.

Kasuda�S,�Sakurai�Y,�Tatsumi�K,�Takeda�T,�Kudo�R,�
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竹田知広、永井　豊、小川恵津子、高野邦彦、近藤　弘．
血球分析標準化ガイドラインの検証．日本臨床検査自動
化学会第 50 回大会、神戸、2018.10

榎本奈央 ,�上北宏美 ,�矢野恵子 ,�近藤　弘 ,�竹田知広 .�
LBC 検体からの DNA 抽出法の検討 .�第 3 回大臨技医学
検査学会 ,�大阪 ,�2019.2

小椋聖子 ,�矢野恵子 ,�城戸貴之 ,�江木さつき ,�高安祥子 ,�
神原七規 ,�桜井幹己 ,�渋谷信介 .�ワークショップ「子宮
内膜領域における LBC の免疫細胞化学的応用」.�子宮
内膜領域における LBC の免疫細胞化学的応用　2 法の
LBC 標本とセルブロック標本を用いた検討 .�第 59 回日
本臨床細胞学会総会学術集会 ,�札幌 ,�2018 年 6 月

植田彰彦 ,�矢野恵子 ,�小椋聖子 ,�城戸貴之 ,�江木さつき ,�
高安祥子 ,�渋谷信介 .�シンポジウム�記述式内膜細胞診報
告様式を用いた細胞診判定の診断精度と子宮内膜厚評価
の有用性.�第59回日本臨床細胞学会総会学術集会,�札幌,�
2018 年 6 月

矢野恵子，小椋聖子 ,�竹井雄介 ,�桜井幹己 .�シンポジウ
ム「子宮内膜細胞診を再考する」.�子宮内膜病変の細胞
像の捉え方 .�第 57 回日本臨床細胞学会秋期大会学術集
会 ,�横浜 ,�2018 年 11 月

Yano�K,�Ogura�S,�Kobayashi�T,�Sakurai�M.�Cytology�
interpretations�of�atypical�endometrial�cells�（ATEC）�
of�descriptive�reporting�format�for�endometrial�cytopa-
thology,�10th�Korea,�Japan�and�Taiwan�Cytotechnology�
Joint�Meeting,�Incheon,�Korea,�2019.3

Ogura�S,�Yano�K,�Takei�Y,�Kobayashi�T,�Sakurai�M.�
The�voided�urine� cytology�with� reclassification� ac-
cording�to�The�Paris�System,�10th�Korea,� Japan�and�
Taiwan�Cytotechnology�Joint�Meeting,�Incheon,�Korea,�
2019.3

後藤きよみ．超音波検査実習における習得度向上の試
み．第 13 回日本臨床検査学教育学会学術大会，北海道，
2018 年 8 月

髙橋晃史，大瀧博文，大楠清文．新たな簡易調整法によ
り作製した PYR 試験用試薬の性能評価．第 30 回日本
臨床微生物学会総会・学術集会，東京，2019 年 2 月

Yuui�K,�Hatake�K.�Enhancement�of�Tissue�Factor�Ex-
pression� in�Monocyte-Derived�Dendritic�Cells�by�Pen-
traxin�3�and�Its�Modulation�by�C1�Esterase�Inhibitor.�
Int�Arch�Allergy�Immunol.�179（2）:158-164,�2019.

Kono�R,�Nakamura�M,�Nomura�S,�Kitano�N,�Kagiya�T,�
Okuno�Y,�Inada�K,�Tokuda�A,�Utsunomiya�H,�Ueno�M.�
Biological�and�epidemiological�evidence�of�anti-allergic�
effects� of� traditional� Japanese� food� ume�（Prunus�
mume）.�Sci�Rep.�8（1）:�11638,�2018.

＜総説＞
上田一仁．（分担執筆）,�「生化学・免疫血清検査　誌上
相談室」.�Medical�Technology,�46（5）,�2018.

大瀧博文．この菌に注目！ Streptococcus suis,�Strepto-

coccus canis

臨床と微生物 ,�45（3）:�195-�199,�2018.

大瀧博文．同定検査 :�迅速同定検査法の有用性とピット
フォール
臨床病理 ,�66（11）:�1206-1212,�2018.

＜学会発表＞
Kondo�H,�Tohyama�K,�Takeda�T� et� al．Study� for�
standardization�of� inter-laboratory�accuracy�by�using�
JSLH-Diff�（flow�cytometric� reference�method�of�de-
termining�the�differential�leukocyte�count）�at�external�
quality�assurance�using�fresh�blood�samples.�The�XX
Ⅺ th� International�Symposium�on�Technological� In-
novations�in�Laboratory�Hematology,�Brussels,Belgium,�
2018.5

近藤　弘．JSLH6 社サーベイで明らかになった白血球
少数比率分画の計測における標準化の意義 .�第 19 回日
本検査血液学会学術集会．大宮．2018.7

竹田知広 ,�永井　豊 ,�高野邦彦 ,�小川恵津子 ,�近藤　
弘 . フローサイトメトリーによる血小板数基準分析法に
おける細胞沈降および血小板サイズ下限閾値の影響 .�第
19 回日本検査血液学会学術集会 .�大宮 .�2018.7

永井　豊 ,�近藤　弘 .�血球計数標準化小委員会活動にお
ける多施設共同研究実施のための仕組みの構築 .�第 19
回日本検査血液学会学術集会 .�大宮 .�2018.7
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喜多いずみ，大瀧博文．菌種間でのプラスミド伝播が推
測された VRE の検出事例．
第 30 回日本臨床微生物学会総会・学術集会，東京，
2019 年 2 月

大友志伸，大瀧博文，志村敏史，前田和樹，江後京子，
林　智弘，仁木　誠．培養後集落における Enterococ-

cus faecalis の迅速鑑別法の検討．第 30 回日本臨床微生
物学会総会・学術集会，東京，2019 年 2 月

Arakawa�Y,�Itoh�S,�Fukazawa�Y,�Iwahashi�H,�Ishiguchi�
H,�Kohmoto�J,�Hironishi�M,��Ito�H,�Kihira�T.�Identifica-
tion�of�miRNAs�characteristic�to�ALS�patients� in�the�
southern�part�of�the�Kii�Peninsula.�第 59 回日本神経学
会学術集会 ,�札幌 ,�2018 年 5 月

上北宏美，山本浩靖，木原進士．炎症関連マーカー可溶
型 CD163 調節機構の検討．第 65 回日本臨床検査医学会
学術集会，東京，2018 年 11 月

＜学術講演・その他＞
矢野恵子 .�子宮内膜細胞診の基礎 .�第 16 回子宮内膜細胞
診勉強会 ,�京都 ,�2018 年 4 月

矢野恵子 .�子宮細胞診の基礎と応用 ,�滋賀県第２回病理
細胞部門研修会 ,�瀬田 ,�2018 年 6 月

矢野恵子 .�直接塗抹法と LBC2 法における子宮内膜細胞
診像の比較 ,�ホロジックジャパンセミナー ,�東京 ,�2018
年 9 月

矢野恵子 .�子宮細胞診の基礎と応用 ,�第 10 回札臨技病理
セミナー ,�札幌 ,�2018 年 10 月

矢野恵子 .�子宮細胞診の基礎と応用 ,�第 38 回日本臨床細
胞学会東海連合会 ,�津 ,�2019 年 3 月

矢野恵子 .�子宮細胞診�up�to�date,�第 31 回�北海道細胞
診従事者講習会 ,�札幌 ,�2019 年 3 月

矢野恵子 .�がん検診における臨床検査技師の役割 ,�大阪
府臨床検査技師会がん検診フォーラム 2019,�大阪 ,�2019
年 3 月

上田一仁．現場で求められる「臨床」検査技師の育て方 .�

アークレイ・オーションアカデミー講演，2018 年 9 月��

上田一仁．現場で求められる「臨床検査技師」を育て
るには .�第 61 回日本臨床検査医学会近畿支部総会発表，
奈良，2018 年 9 月��

上田一仁．医療法等の一部改正について .�大臨技輸血セ
ミナー 2019 講演，大阪，2019 年 3 月��

竹田知広 .�技師学校教育における梅毒検査法の実情 .�第
6 回�生物試料分析科学会�近畿支部総会 ,�大阪 ,�2018 年
11 月

竹田知広 .�血小板由来 IL-33 による 2 型気道炎症 .�イム
ノロジーフォーラム奈良 ,�奈良　2018 年 12 月

大瀧博文．学会発表・論文作成のノウハウ　～微生物偏
～．大阪府臨床検査技師会微生物部門　定期講習会，大
阪，2018 年 6 月

大瀧博文．大腸菌の病原因子における疫学的な研究．日
臨技近畿支部微生物部門夏期研修会，大阪，2018 年 8
月

鍵弥朋子．認定病理検査技師制度について．和歌山県臨
床検査技師会　病理細胞班研修会 , 和歌山 ,�2019 年 1 月

上北宏美．「腎臓を理解する」～最低限知っておきたい
腎臓の知識～．大阪府臨床検査技師会一般検査部門，基
礎講習会，大阪，2018 年 4 月

＜研究費獲得状況＞
近藤　弘．日本光電工業�受託研究「血液検査分析値の
正確度評価に関する研究」2018 年度

鍵弥朋子．科学研究費補助金　基盤研究（C）「多発性
嚢胞腎と男性不妊を合併する新規副甲状腺関連遺伝子
KANSL1-L の解析」2016 年度～ 2019 年度

荒川裕也．科学研究費補助金　若手研究（B）「DNMT1
と Treg/Th17 関連遺伝子の解析 - 新規バセドウ病病態
鑑別法の確立 -」2016 年度～ 2018 年度
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ログラム委員）,�横浜 ,�2018 年 11 月

矢野恵子 .�MBS ラジオ（がん検診フォーラムの概要の
放送）,�2019 年 3 月 24 日 20 時～ 21 時

矢野恵子 .�日本臨床細胞学会細胞検査士会会計監査 ,�東
京 ,�2019 年 3 月

上田一仁．日本臨床衛生検査技師会雑誌「医学検査」査
読委員

上田一仁．大阪府医師会臨床検査精度管理委員会委員

上田一仁．東大阪市衛生検査所精度管理専門委員

上田一仁．日本臨床化学会ピットフォール研究専門委員
会委員

上田一仁．熊取町廃棄物減量等推進審議会会長，2018 年

上田一仁．近畿支部臨床検査技師会輸血検査部門　伝達
講習会（実務委員），2018 年 9 月

上田一仁．大阪府臨床検査技師会組織部「認知症対応力
向上講習会」（企画・運営），2018 年 8 月，2018 年 10 月

上田一仁．大阪府医師会臨床検査精度管理調査報告会�
輸血検査実技指導，2019 年 3 月

竹田知広．公益社団法人日本臨床検査同学院，遺伝子分
析科学認定士試験委員

大瀧博文．日臨技近畿支部　微生物検査研修会（講師・
実務委員），2018 年 6 月

大瀧博文．大阪府臨床検査技師会微生物検査部門　実技
講習会（講師・実務委員），2018 年 7 月

大瀧博文 .�Journal�of�Infection�and�Chemotherapy,�査読
審査員 ,�2018 年 9 月

大瀧博文．日臨技近畿支部　微生物検査部門技術講習会
「抗菌薬適正使用のための微生物検査研修会」（講師・実
務委員），2018 年 10 月．

D．社会活動・受賞・その他

近藤　弘．臨床検査と平成 29 年度臨床検査精度管理調
査結果．全国労働衛生団体連合会平成 29 年度検体検査
研修会，東京，2018.7

近藤　弘．V.�各論的考察 2.�血液学検査．（公社）全国労
働衛生団体連合会総合精度管理委員会臨床検査専門委員
会（編），平成 29 年度（第 26 回）臨床検査精度管理調
査結果報告書，38-40，2018

近藤　弘．血球分析の進歩と標準化．The�Medical�Test�
Journal．第 1439 号 ,�pp.6,�2018.10

近藤　弘．公益社団法人日本適合性認定協会（JAB）．
ISO17034� 標準物質生産者認定のための技術審査．
2019.1

近藤　弘．中央労働災害防止協会　平成 30 年度緑十字
賞（労働衛生）．2018.10

矢野恵子 .�（特別講義）子宮体内膜の細胞診 . 倉敷芸術科
学大学細胞検査士養成コース ,�倉敷 ,�2018 年 5 月

矢野恵子 .�（進路講話）進路決定に向けて－医療系職種
のやりがいと心構え－ .�大阪府立今宮高等学校 ,�大阪 ,�
2018 年 5 月

矢野恵子 .�（夢ナビライブ）がん診療の最前線－「顔つき」
が多様ながんを見抜く細胞診とは－ ,�夢ナビライブ 2018
大阪 ,�大阪 ,�2018 年 6 月

矢野恵子 .�（特別講義）子宮細胞診の基礎と応用 ,�がん専
門医療人材養成プラン ,�大阪 ,�2018 年 9 月

矢野恵子 .�第 16 回子宮内膜細胞診勉強会（主宰）.�子宮
内膜細胞診勉強会 ,�京都大学医学部附属総合解剖セン
ター ,�京都 ,�2018 年 4 月

矢野恵子 .�日本臨床細胞学会近畿連合会誌 ,�査読 ,�2018
年 6 月

矢野恵子 .�日本臨床細胞学会誌 ,�査読審査員 ,�2018 年 8 月

矢野恵子 .�第 57 回日本臨床細胞学会総会学術集会（プ
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大瀧博文．一般演題座長．第 30 回日本臨床微生物学会
総会・学術集会 ,�東京 ,�2019 年 2 月

大瀧博文．日本臨床微生物学会腸管感染症検査ガイドラ
イン（改訂版）作業部会委員

大瀧博文．公益社団法人日本臨床検査同学院，二級臨床
検査士資格試験「微生物学」試験実行委員

鍵弥朋子．一般演題座長．第 58 回日臨技近畿支部医学
検査学会．奈良．2018 年 12 月




