
順天堂大学臨床病態検査医学教授
三井田　　孝

（聞き手　山内俊一）

　採血時、スピッツに血液がスムーズに入る場合と入らない場合で検査結果が
異なる場合があります。なぜなのかご教示ください。

＜香川県開業医＞

採血スピッツと検査結果

　山内　三井田先生、まず、採血ない
し採血管ですが、我々の今の診療を支
えている裏方として非常に大きなもの
だと思われます。実際にはあまりよく
知らないまま行っているところもある
ので、まず基本的なところからうかが
います。採血管にも何種類かあります
ね。
　三井田　採血管には、生化学の検査
用のプレーン採血管という透明なチュ
ーブもありますし、赤血球数・白血球
数・ヘモグロビン・血小板を測る検血
用の紫色のキャップがついている採血
管、プロトロンビン時間やAPTTを測
る凝固系の黒いキャップの採血管など
があります。これらが主なものになり
ます。
　山内　凝固系なり血球系なり、固ま
っては困るものを検査するときに、確

かに色の違うものに入れていますね。
中にEDTAまたはクエン酸が入ってい
るものがありますが、この２種類はど
う違うのでしょうか。
　三井田　EDTAもクエン酸もカルシ
ウムをくっつけて凝固させないように
する。そういう意味では全く同じなの
です。ただ、EDTAの検血用の採血管
では、血液は検査が終わるまでずっと
固まらない状態でいてほしいのです。
一方、凝固に関係する検査、例えば凝
固因子や、ATTP・PTでは最終的に
は血液を固めて、どのくらい時間がか
かるかを測定しなければなりません。
そのために、凝固系の検査では、あま
り抗凝固作用が強くないクエン酸を使
っています。実際の検査のときには、
クエン酸で中和しきれない過剰なカル
シウムを添加して、どのくらいの時間

で血液が固まるかを測定します。
　山内　EDTAの場合は粉みたいなも
のですが、クエン酸に関しては液体が
入っていますね。そのボリュームによ
る多少の差といいますか、検査への影
響が出てくるのですね。
　三井田　出てきます。混ぜる比率が
最初から決まっています。凝固系の検
査ですと、クエン酸１に対して血液が
９です。その割合がだいぶ変わってし
まうと、最終的なクエン酸の濃度に影
響されます。もし血液量が不足になっ
てしまうと、カルシウムと結合してい
ないフリーのクエン酸が残ることにな
ってしまいます。すると、検査のとき
に添加するカルシウムまでキレートし
てしまい、凝固系の検査が延長すると
いう結果になります。
　山内　万が一、間違って使用してし
まったときにはボリューム補正が必要
になってくるのですね。
　三井田　凝固系の検査は、規定の量
をきちんと採れるような条件で採血す
るのが一番重要になります。今回の質
問にも関係すると思うのですが、採血
しにくい患者さんだったら凝固系の検
査を最初に採血するようにする配慮が
必要だと思います。
　山内　ちなみに、生化学用の採血管
の中身には、白いゲルみたいなものが
底に入っていますが、あれはどういっ
たものなのでしょうか。
　三井田　底に沈んでいるゲル状のも

のは分離剤と呼ばれているものです。
実際、遠心が終わった採血管を見ると、
下に赤い血球が沈んでいて、真ん中に
白っぽい分離剤があり、一番上に黄色
い血清部分があります。分離剤は炭化
水素の高分子化合物になっていて、比
重が血清と血球の中間になるように調
整してあります。遠心機を回していく
と、にょろにょろっと分離剤の位置が
動いて、ちょうど血球と血清の真ん中
に来てふたをするかたちになります。
　山内　それで分離をするのですね。
次に採血方法にいきたいのですが、幾
つか採血時にもポイントが出てくると
思われますが、注射器のシリンジを使
うか、あるいは最近は翼状針を使う場
合も多いようですね。
　三井田　昔、私たちが研修医になっ
たばかりのときはシリンジ（注射器）
による採血だけでした。その後、真空
採血管を使い、針をホルダーにくっつ
けて、それで採血する方法が普及しま
した。さらに、針刺し事故を減らすた
めに、針ではなくて、翼状針をホルダ
ーにくっつけて採血する方法が今の主
流だと思います。
　山内　これら自体で検査結果に違い
が出ることはまずないとみてよいので
しょうね。
　三井田　普通はないのですが、例え
ばシリンジで50㏄とか30㏄とか大量に
吸って、しかもなかなか採血できなく
て時間がかかると、シリンジの中で血
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三井田　　孝

（聞き手　山内俊一）

　採血時、スピッツに血液がスムーズに入る場合と入らない場合で検査結果が
異なる場合があります。なぜなのかご教示ください。

＜香川県開業医＞

採血スピッツと検査結果

　山内　三井田先生、まず、採血ない
し採血管ですが、我々の今の診療を支
えている裏方として非常に大きなもの
だと思われます。実際にはあまりよく
知らないまま行っているところもある
ので、まず基本的なところからうかが
います。採血管にも何種類かあります
ね。
　三井田　採血管には、生化学の検査
用のプレーン採血管という透明なチュ
ーブもありますし、赤血球数・白血球
数・ヘモグロビン・血小板を測る検血
用の紫色のキャップがついている採血
管、プロトロンビン時間やAPTTを測
る凝固系の黒いキャップの採血管など
があります。これらが主なものになり
ます。
　山内　凝固系なり血球系なり、固ま
っては困るものを検査するときに、確

かに色の違うものに入れていますね。
中にEDTAまたはクエン酸が入ってい
るものがありますが、この２種類はど
う違うのでしょうか。
　三井田　EDTAもクエン酸もカルシ
ウムをくっつけて凝固させないように
する。そういう意味では全く同じなの
です。ただ、EDTAの検血用の採血管
では、血液は検査が終わるまでずっと
固まらない状態でいてほしいのです。
一方、凝固に関係する検査、例えば凝
固因子や、ATTP・PTでは最終的に
は血液を固めて、どのくらい時間がか
かるかを測定しなければなりません。
そのために、凝固系の検査では、あま
り抗凝固作用が強くないクエン酸を使
っています。実際の検査のときには、
クエン酸で中和しきれない過剰なカル
シウムを添加して、どのくらいの時間

で血液が固まるかを測定します。
　山内　EDTAの場合は粉みたいなも
のですが、クエン酸に関しては液体が
入っていますね。そのボリュームによ
る多少の差といいますか、検査への影
響が出てくるのですね。
　三井田　出てきます。混ぜる比率が
最初から決まっています。凝固系の検
査ですと、クエン酸１に対して血液が
９です。その割合がだいぶ変わってし
まうと、最終的なクエン酸の濃度に影
響されます。もし血液量が不足になっ
てしまうと、カルシウムと結合してい
ないフリーのクエン酸が残ることにな
ってしまいます。すると、検査のとき
に添加するカルシウムまでキレートし
てしまい、凝固系の検査が延長すると
いう結果になります。
　山内　万が一、間違って使用してし
まったときにはボリューム補正が必要
になってくるのですね。
　三井田　凝固系の検査は、規定の量
をきちんと採れるような条件で採血す
るのが一番重要になります。今回の質
問にも関係すると思うのですが、採血
しにくい患者さんだったら凝固系の検
査を最初に採血するようにする配慮が
必要だと思います。
　山内　ちなみに、生化学用の採血管
の中身には、白いゲルみたいなものが
底に入っていますが、あれはどういっ
たものなのでしょうか。
　三井田　底に沈んでいるゲル状のも

のは分離剤と呼ばれているものです。
実際、遠心が終わった採血管を見ると、
下に赤い血球が沈んでいて、真ん中に
白っぽい分離剤があり、一番上に黄色
い血清部分があります。分離剤は炭化
水素の高分子化合物になっていて、比
重が血清と血球の中間になるように調
整してあります。遠心機を回していく
と、にょろにょろっと分離剤の位置が
動いて、ちょうど血球と血清の真ん中
に来てふたをするかたちになります。
　山内　それで分離をするのですね。
次に採血方法にいきたいのですが、幾
つか採血時にもポイントが出てくると
思われますが、注射器のシリンジを使
うか、あるいは最近は翼状針を使う場
合も多いようですね。
　三井田　昔、私たちが研修医になっ
たばかりのときはシリンジ（注射器）
による採血だけでした。その後、真空
採血管を使い、針をホルダーにくっつ
けて、それで採血する方法が普及しま
した。さらに、針刺し事故を減らすた
めに、針ではなくて、翼状針をホルダ
ーにくっつけて採血する方法が今の主
流だと思います。
　山内　これら自体で検査結果に違い
が出ることはまずないとみてよいので
しょうね。
　三井田　普通はないのですが、例え
ばシリンジで50㏄とか30㏄とか大量に
吸って、しかもなかなか採血できなく
て時間がかかると、シリンジの中で血
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球が沈む、あるいは中で凝固が始まっ
たりします。そういうことは配慮する
必要があるかと思います。
　山内　確かにそうですね。さて、今
回の質問に関連してくるのですが、採
血が非常に困難なケースのときに、検
査データに影響が出るのはなぜかとい
うことです。
　三井田　幾つかの因子があります。
採血する量が少ないと、特に凝固系の
検査で液状の抗凝固剤と混ぜるときに
は、混合比率が変わることによる影響
が大きく出ると思います。
　山内　採血量が少ない場合は要注意
ということですね。
　三井田　そうです。
　山内　そのほかには、どういったも
のがありますか。
　三井田　あとは、なかなか採血でき
ないときに、手をぎゅっと握ってくだ
さいと、ハンドグリップをお願いした
りとか、手を握ったり開いたりという
クレンチングが、昔からよく行われて
いると思うのですが、そういうことを
やると、筋肉からカリウムとかLDHと
かが放出され、それが検査結果に影響
を及ぼすことが知られています。
　山内　カリウムは時々突発的に上が
ることがありますが、我々は溶血かと
思っていました。それ以外にもこうい
った要因もあるのですね。
　三井田　カリウムは筋肉から放出さ
れるので、クレンチングを続けていく

と、突然に測定値が上がってくるケー
スがあるので、注意が必要だと思いま
す。
　山内　あと、例えば患者さんが緊張
しているとか、そういったものの影響
はあるのでしょうか。
　三井田　めったにないのですが、す
ごく緊張したり、痛みがひどいと、血
管ががちがちに収縮します。水分は血
管の外にしみ出ていくのですが、蛋白
など高分子のものは血管内にとどまり
ます。その結果、いろいろな成分が濃
縮されて、多くの項目が異常高値とい
うことが起きることがあります。以前
に、学生実習でそういうことがありま
した。全項目、とても測定値が高かっ
たのですが、翌日、もう一回採り直し
たら全部正常でした。こういうことも
あるのだなとたいへん勉強になりまし
た。
　山内　そうしますと、例えば初診の
方などで異常高値があった場合には、
日を改めて再検査するのも基本的なス
タンスとしては大事ですね。
　三井田　そう思います。
　山内　あとは、個々の項目として、
特殊な検査あるいは採血といった場合
に、異常が出てくるので知られている
ものはあるのでしょうか。
　三井田　特定の項目については、特
殊な採血管が準備されています。例え
ば微量金属、最近だと躁病に対して使
うリチウムなどは、それ専用の採血管

になっているのです。微量金属などは
塩酸処理をしたガラスの採血管を使い
ます。それを普通の生化学の採血管で
採ったりすると、微量金属が添加物と
して採血管に混じっていることがあっ
て、測定値に影響が出ることが知られ
ています。
　山内　最近、非常に微量な血液でい
ろいろなものを測ろうという動きもあ
るようですが、いかがでしょう。
　三井田　例えば小児ですね。NICU
の子どもですと、通常の、例えば血糖
測定用の採血管に１㏄採ること自体が
難しいです。血糖測定用の採血管には
フッ化ナトリウムという解糖阻止剤が
入っています。普通の採血管を使用す
ると、例えば夏場だとどんどん血糖値
が下がってしまいます。これを避ける
ために、子ども専用の微量の採血管に
フッ化ナトリウムを添加し、解糖阻止
できるようなものもすでに売られてい
ます。必要によってはそれを選択して
いただければと思います。
　山内　少し細かすぎるかもしれませ

んが、先ほどの採血管にしても、シリ
ンジにしても、昔はガラス製が主体だ
ったと思うのですが、ガラスはいろい
ろなものを溶出するという話もありま
した。最近はガラス製も減ってきたの
でしょうか。
　三井田　ガラスの採血管は原則とし
て使われていないと思います。今の採
血管は、ペットボトルと同じポリエチ
レンテレフタラート（PET）でできて
います。はじくとカチカチといって、
ガラスと違う音がするのでわかると思
います。ただ、PETは血液と混じって
もなかなか血液が固まらないので、何
も処理しないPETの採血管では４時間
ぐらい、血液が固まるまで時間がかか
ってしまうのです。そこで、生化学用
の採血管（プレーン採血管）の周りに
は凝固促進剤が塗られています。プレ
ーン採血管も、採血したら上下よく撹
拌するようにとなっていますが、これ
は凝固促進剤と血液がよく混ざるため
に必要なのです。
　山内　ありがとうございました。
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球が沈む、あるいは中で凝固が始まっ
たりします。そういうことは配慮する
必要があるかと思います。
　山内　確かにそうですね。さて、今
回の質問に関連してくるのですが、採
血が非常に困難なケースのときに、検
査データに影響が出るのはなぜかとい
うことです。
　三井田　幾つかの因子があります。
採血する量が少ないと、特に凝固系の
検査で液状の抗凝固剤と混ぜるときに
は、混合比率が変わることによる影響
が大きく出ると思います。
　山内　採血量が少ない場合は要注意
ということですね。
　三井田　そうです。
　山内　そのほかには、どういったも
のがありますか。
　三井田　あとは、なかなか採血でき
ないときに、手をぎゅっと握ってくだ
さいと、ハンドグリップをお願いした
りとか、手を握ったり開いたりという
クレンチングが、昔からよく行われて
いると思うのですが、そういうことを
やると、筋肉からカリウムとかLDHと
かが放出され、それが検査結果に影響
を及ぼすことが知られています。
　山内　カリウムは時々突発的に上が
ることがありますが、我々は溶血かと
思っていました。それ以外にもこうい
った要因もあるのですね。
　三井田　カリウムは筋肉から放出さ
れるので、クレンチングを続けていく

と、突然に測定値が上がってくるケー
スがあるので、注意が必要だと思いま
す。
　山内　あと、例えば患者さんが緊張
しているとか、そういったものの影響
はあるのでしょうか。
　三井田　めったにないのですが、す
ごく緊張したり、痛みがひどいと、血
管ががちがちに収縮します。水分は血
管の外にしみ出ていくのですが、蛋白
など高分子のものは血管内にとどまり
ます。その結果、いろいろな成分が濃
縮されて、多くの項目が異常高値とい
うことが起きることがあります。以前
に、学生実習でそういうことがありま
した。全項目、とても測定値が高かっ
たのですが、翌日、もう一回採り直し
たら全部正常でした。こういうことも
あるのだなとたいへん勉強になりまし
た。
　山内　そうしますと、例えば初診の
方などで異常高値があった場合には、
日を改めて再検査するのも基本的なス
タンスとしては大事ですね。
　三井田　そう思います。
　山内　あとは、個々の項目として、
特殊な検査あるいは採血といった場合
に、異常が出てくるので知られている
ものはあるのでしょうか。
　三井田　特定の項目については、特
殊な採血管が準備されています。例え
ば微量金属、最近だと躁病に対して使
うリチウムなどは、それ専用の採血管

になっているのです。微量金属などは
塩酸処理をしたガラスの採血管を使い
ます。それを普通の生化学の採血管で
採ったりすると、微量金属が添加物と
して採血管に混じっていることがあっ
て、測定値に影響が出ることが知られ
ています。
　山内　最近、非常に微量な血液でい
ろいろなものを測ろうという動きもあ
るようですが、いかがでしょう。
　三井田　例えば小児ですね。NICU
の子どもですと、通常の、例えば血糖
測定用の採血管に１㏄採ること自体が
難しいです。血糖測定用の採血管には
フッ化ナトリウムという解糖阻止剤が
入っています。普通の採血管を使用す
ると、例えば夏場だとどんどん血糖値
が下がってしまいます。これを避ける
ために、子ども専用の微量の採血管に
フッ化ナトリウムを添加し、解糖阻止
できるようなものもすでに売られてい
ます。必要によってはそれを選択して
いただければと思います。
　山内　少し細かすぎるかもしれませ

んが、先ほどの採血管にしても、シリ
ンジにしても、昔はガラス製が主体だ
ったと思うのですが、ガラスはいろい
ろなものを溶出するという話もありま
した。最近はガラス製も減ってきたの
でしょうか。
　三井田　ガラスの採血管は原則とし
て使われていないと思います。今の採
血管は、ペットボトルと同じポリエチ
レンテレフタラート（PET）でできて
います。はじくとカチカチといって、
ガラスと違う音がするのでわかると思
います。ただ、PETは血液と混じって
もなかなか血液が固まらないので、何
も処理しないPETの採血管では４時間
ぐらい、血液が固まるまで時間がかか
ってしまうのです。そこで、生化学用
の採血管（プレーン採血管）の周りに
は凝固促進剤が塗られています。プレ
ーン採血管も、採血したら上下よく撹
拌するようにとなっていますが、これ
は凝固促進剤と血液がよく混ざるため
に必要なのです。
　山内　ありがとうございました。
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