
湘南鎌倉総合病院は、先端的な医療を取り入れ地域医療の充実を図る徳洲会グループ
の旗艦施設であり、2010年9月1日に鎌倉市山崎から現所在地に新築移転、救急
救命センター、外傷センターを新築、さらに先進医療、包括的がんセンターの新築
プロジェクトを進めています。また、昨年2月にはSiemens Healthineersと徳洲会
グループが締結したAI共同研究、検体検査の完全自動化、人材最適化を図る研修
プログラムに関するパートナーシップの展開拠点ともなっています。近い将来、検体
検査の需要が急速に高まると予測されるため、検査部では人材育成を見据えながらも
即効性のあるタスクシフトの実現も目指しています。その一環として、気送管システム
と検体搬送処理システムの直結による検査業務の自動化が進められました。そこで、
今回は同院検査部の加賀谷 範芳 技師長、射手 麻里子 主任、小野 祐太郎 副主任に
システム導入の背景とプロセス、運用と成果、課題についてお話をうかがいました。

臨床検査室の特色、目指す方向性などお聞かせ
ください
加賀谷 技師長 当院は、2010年の移転に伴って
拡大した診療規模を、地域ニーズに合わせて
さらに充実したものにしようとしています。その
関係で検査業務も昼夜を問わず行う状況にあり、
一方で人材育成は一朝一夕に成るものではあり
ませんから、作業工程の中で可能な部分には
積極的に機械の導入による自動化を進めようと

配置したい」という考えとも一致していました。

新システム導入までの計画、その道のりについて
お聞かせください
射手 主任 検体検査における採血から検体廃棄
までの工程において、採血と測定結果の確認作業
を除く、検体搬送→検体の到着確認→遠心作業
→採血管の各種検査機器への移動、再検査時の
検体捜索→分析後検体の冷蔵保管までの業務
は自動化が可能だと考えました。そして、この
工程が自動化されれば、検査室スタッフを他の
検査業務担当にシフトできます。このような考え
で検体検査業務の自動化を進めたわけですが、
一方で、人による検体性状の確認が省かれること
による品質管理の低下が懸念され、その部分は
今でも課題として残されています。

2019年9月から仕様確認を開始、2020年1月
から4月下旬までの4ヵ月間で検査室のレイア

ウトを変更しました。システム導入期間中は検査
項目数を若干絞ったものの、検査自体を止める
ことはせず、業務を稼働させたまま機器の搬出
と搬入を行いました。検査室内の改装の結果、
接続した機器はAtellica Process Manager（検査
工程管理システム）、Atellica Solution（Atellica 

IM1600：免疫自動分析装置）*1、Dimension EXL 

200*2（薬物検査分析装置）他、合計11台となり
ました。
各種機器の設置にあたっては、まず、検査台と

冷蔵庫を移動させ、AtellicaとDimension、多項目
自動血球計数装置、全自動血液凝固測定装置を
搬入し、その後に多項目自動血球分析装置、
生化学・免疫統合分析装置を廃棄、これまで
使っていた搬送ラインを撤去、生化学自動分析
装置、全自動エンザイムイムノアッセイ装置、
全自動化学発光酵素免疫測定装置をAptio搬送
ラインの接続位置に移動しました。まるで緻密
なパズルゲームを解くような工程を踏んで、よう
やく最終形にたどり着いたところです。

新システム導入で苦労したこと、工夫したことなど
があればお聞かせください
射手 主任 Aptio Automation*3を導入した後の
検査室のレイアウトも、最初から現状をイメージ
していたわけではありません。検査室の床面積
は240m2で、結果的に11台の装置を設置した
たわけですが、大学病院などに比べると極めて
密な状況だと思います。空いたスペースを何とか

見つけて設置する一方で、採血室等からの検体の
流れも考慮する必要があります。しかも、日常的
な検査業務を進めながらの作業を余儀なくされ
ました。機器の搬出 /搬入は以前の経験を参考
に行い、冷蔵庫などは制約を無視して置いて
しまうなど、さまざまな試行錯誤の結果、現在の
配置になったというところです。

加賀谷 技師長 訪れた人は、まるで迷路でたどり
着けないと言うよね。

射手 主任 このスペースに11台の装置を設置し
繋げるという検査室は珍しいと思います。
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しています。その目的は、自動化で削り出した時間
を生理検査や患者さんとのコミュニケーション
等、人でなければできない仕事に充て、検査部
の理念である「患者を思いやる振る舞いと言動」
を実践することにあります。また、当部の伝統と
して、検体検査や生理検査という形で業務を
区分せず、新入職員の時点から採血もすれば
心電図も撮るというようにスキルに幅を持たせて
います。その理由には、瞬間的な患者数の急増
に応じた配置転換を可能にすること、多様な
スキルを持ち合わせることが結果的にチーム
ワークの構築に役立つことが挙げられます。

今回の検査室の改革、新システムの導入の背景
についてお聞かせください
加賀谷 技師長 背景には、理事長の強い意向
があります。当院は、徳洲会グループの旗艦病院
としてSiemens Healthineersと締結したパート
ナーシップの推進拠点に位置づけられ、「検体
検査の完全自動化」は具体的な目標の1つに
掲げられています。理事長は検体検査の自動化
を介して超音波検査業務の充実を図ることを計画
していますし、それは、検査部としての「人員を
超音波等の生理検査業務や患者さん対応に厚く
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では午前4時から7時へと右肩上がりに増えた
値が、2020年8月時点では平坦化していました。
これを詳細に分析すると、到着から測定開始まで
に30分以上かかった検体の割合は13.5%から
2.1%に、到着から結果報告までに45分以上
かかった検体の割合は22.4%から9.4%へと
いずれも改善していました。外来検体について
も同様で、Aptio搬送ライン導入によってTATは
平坦化し、結果報告までのTATのピークとボトム
時刻がより早朝の時間帯にシフトし、午前中の
大量検体の測定に要する時間が短縮している
ことが示唆されました。検体到着→測定開始→
測定終了→結果報告までの全体の平均時間は
有意に短縮され、測定開始から終了までを除き、
すべての所要時間が短縮していました。
以上をまとめますと、Aptio Automationの導入

により、検査オペレーターを5人から2人まで
削減できる可能性が示されました。実際に、
検査オペレーターの 3人を他の検査にシフト

加賀谷 技師長 狭いスペースを往来しなければ
ならないので、縦にしたり横にしたりと装置の
置き方を工夫して導線をつくって、何とか通れる
ようにしました。ちょうど新型コロナ感染症の
パンデミックが起こった頃だったので検体検査
数が減ってシステムの入れ替えは順調でしたが、
PCR検査を増やさなければならないという、それ
までとは異なるプレッシャーがかかりました。

導入された気送管システムの連携、Aptio 

Automationの構成と運用についてご紹介くだ
さい
小野 副主任 気送管システムは、主に、看護師
による病棟から検査室への採血管搬送の手間を
省くために導入したシステムでした。気送管シス
テムで搬送された検体を検査室で受け付けた後
の遠心作業→採血管の各種検査機器への移動、
再検査時の検体捜索→検査後の検体の冷蔵
保管→検体廃棄までの業務を担うのがAptio 

Automationです。当院では、気送管システムと
Aptio Automationを直結させることにより、検体
の送り出しから検査室にある搬送ラインへの
投入までを自動化できました。その結果、1日に
100回以上送られてくる気送子から検体を取り
出すという検査室スタッフの手間を省くことが
可能になりました。気送子内には約30本の採血
管を入れることが可能で、検査室に気送子が
届くと自動脱荷システムにより内部から一気に
採血管が放出され、ベルトコンベアに乗って
Aptio Automationの一括投入モジュールまで
搬送、自動投入されます。気送管システムを使った
搬送は朝が主で、250～300検体ぐらいになり
ます。なぜだか昼間は使ってはいけないとの
勘違いがあり、日中の利用が少なかったので、
もっと活用するようにと呼びかけているところ
です。なお、今のところ尿検体は採尿管の形態の

したところ、検査室スタッフと看護師の業務負担
軽減に繋がりました。このように、検体処理を
自動化すれば検体到着から結果報告までの所要
時間が平均化されるとともに、報告までの時間
が短縮できということになります。

小野 副主任 Aptio Automationの導入がなけ
れば、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う
PCR検査数の増加に対応できなかった可能性が
あります。

射手 主任 血液担当の検査スタッフが、HbA1c

に行ったり、凝固に行ったりと走り回る姿を見なく
なりました。その事実は業務効率化の証しだと
思います。

今後の課題、目標などがあればお聞かせください
加賀谷 技師長 上述の解析結果では好ましい
データが出ているのですが、どうも現場での評価

関係でこの搬送システムは使えず、新たに運用を
変更した既存の気送管を使用する、または看護師
が運ぶ運用としています。
このような状況を現場ではどのように評価して
いるのか興味がありましたので、看護師を対象に
アンケート調査を行いました。その結果、回答者
の52%が「手間が省けるようになった」、53%が
「業務負担が軽減された」、13%が「取り扱いが
面倒になった」と捉えていることがわかりました。
また、この検体搬送処理システムを稼働させる
ことで変化した、検体受付以降の業務に要していた
時間と要員を評価することで、検査室における
タスクシフトの最適化を図ろうとしています。

今回、検査工程管理システム「Atellica Process 

Manager」が導入されましたが、その仕様と運用
についてご紹介ください
小野 副主任 搬送ラインを集中的に管理する
システムがAtellica Process Managerです。
リモート管理により測定機器のアラート内容を
確認できるため、測定機器のところまで出向かず
に判断が可能です。また、各定点で検体の動きに
関する情報を収集しているため、測定時間を超え
そうな検体や超えた検体を数百の中から瞬時に
発見することができます。さらに、試薬の消費を
把握できるなど、業務の効率化、コスト管理も
可能です。実際、当院における試薬消費に無駄
が見つかり、免疫グロブリン等の測定機器を2

台から1台にすることを検討しています。

新システムによる導入効果についてお聞かせくだ
さい
加賀谷 技師長 そもそも、湘南鎌倉総合病院は
検体検査が生化学測定約35万項目 /月、免疫
測定約1.9万項目 /月であり、今後も増加すること

とは必ずしも一致しないようです。

射手 主任 現在、3名の減員となっていますが、
現場としては、1人戻してほしいかなと考えてい
ます。これは機械の配置の問題なのかもしれま
せんが、コマンドセンターで画面を監視している
と冷蔵保存庫が影になり受付エリアまで注意が
及ばない、結果確認業務と受付業務を兼務でき
ないということが関係している可能性があります。
今後はコマンドセンターと受付エリアを近づける
などの工夫が必要かもしれません。

小野 副主任 動線の問題ですね。それから、手
作業で貼付したラベルの読み取りエラーなどの
原因も考えられます。ただ、わたしたちがAptio 

Automationの機能を使い切れていないのも
確かです。いかに100%の能力を引き出すかが
今後の課題だと思います。

加賀谷 技師長 今抱えている課題は、TATを
いかにコントロールするかです。全検体での
TATは短縮したにも関わらず、これは急ぐという
検体に特異的に対応してくれないという問題が
あります。また、完全な業務効率化を実現でき
ない原因を解明する必要もあります。このような
問題について、人的システムに問題があればわれ
われ自身が、機械的なシステムに問題があるの
であればメーカーが、それぞれ改善に活かして
いくという姿勢が重要だと思います。

（2020年12月9日取材）

が予想されていました。当院検査室では、受付、
遠心、遠心機から測定機器への検体搬送、測定
機器を跨いだ検体輸送、測定機器から冷蔵庫、
再検査や追加検査処理、電話対応などを調査し、
Aptio Automationの導入によって削減できる業務
が全体の33%を占めると試算しました。つまり、
理論的には検体検査に関わるオペレーターを
5人から3.5人に、1.5人分削減できると考えら
れたわけです。そこでAptio Automationを導入
して機能させたわけですが、実際に得られた
結果は、検査室のタスクシフトをオペレーターの
人数だけで換算すると、5人から2人に、3人分
削減が可能というものでした。なお、この調査を
行った時期は今年の4～6月であり、コロナ禍の
真っ最中だったのですが、PCR検査件数の増加
要請にも対応が可能でした。
具体的な数値で結果を示しますと、病棟検体

における検体受付から結果報告までのTurn 

Around Time（TAT）について、2019年8月時点
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図3.検体搬送処理システム：Aptio Automation

図5.システム導入によるタスクシフト
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接続分析装置

生化学：JCA-BM6050（2式）
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Dimension ExL
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図4.気送管システム連携
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*1 Atellica IM1600 免疫自動分析装置：届出番号 13B1X10041000038
*2 ディメンション EXL 200 臨床化学分析装置 ： 届出番号 13B1X10041000044
*3 Aptio 遠心分離モジュール：届出番号 13B1X10041000034

図6.システム導入後 Turn Around Time 結果
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