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１．はじめに

臨床検査は，その技術的な進歩とともに診断学上，
現在医学になくてはならない，非常に重要な手段と
なっている。
　血液検査はその代表的な検査の一つであり，血液
検査のなかでも，白血球数は急性炎症に対して増加
が認められることで医院・診療所でのプライマリー
検査として臨床的意義が高い。
　また，免疫血清検査のC反応性蛋白(CRP)は，急性
炎症で白血球よりもより極端に増加することにより，
急性の組織損傷，急性炎症，感染症の診断に有効な
指標を提供する。
白血球数と合わせた情報提供は，炎症・感染症関

連の緊急性・迅速性を必要とする診断に極めて有効
な指標となり，患者の負担軽減にも大いにつながる
ものである。
　堀場製作所は，世界で初めて自動血球計数装置に
CRPを同時測定する自動血球計数CRP測定装置LC-
270をABX社と共同開発した（図１）。
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要旨
堀場製作所とABX社は，新しい概念のコンパクトな検査装置(LC-270)を共同で開発した。患者検体を検
体ホルダーにセットするだけで，自動的に検体が採取され，血液検査項目の８項目(白血球数，赤血球
数，血小板，ヘモグロビン濃度，ヘマトクリット値など)と免疫検査項目のC反応性蛋白(CRP)の全９項
目の測定結果が約５分以内に得られる。
　本装置は，WBCとCRPの同時測定が可能で，炎症性疾患，特に感染症の診断においてその後の治療
方針を決定する上で極めて有効な指標が提供され，臨床現場での活躍が期待されている。
Abstract
HORIBA Ltd. and ABX have jointly developed a new concept, compact analyzer (phlogomarker measuring instru-
ment LC-270). With human intervention required only for setting a subject on a holder, the instrument automati-
cally carries out samplings and measurements;  in a matter of about five minutes, it provides measurement date with
regard to the eight items of blood cell analysis (i.e., leukocyte counts, erythrocyte counts, platelets, hemoglobin
concentrations, hematocrit values, etc.), as well as all nine immunoassay items in terms of C-reactive protein (CRP)
values.  This instrument is capable of simultaneous measurements of WBC and CRP, and provides highly informa-
tive date based on which to determine treatment policies following any diagnosis of inflammatory diseases, par-
ticularly infections. It is expected to play active and vital roles in clinical environments.

LC-270は，これまでわれわれが培ってきた血球計
測技術をベースに，免疫検査項目のCRPも同時に測
定するシステムであり，既成概念に囚われず，医師
が本当に必要とする情報を迅速に提供しようとする
開発コンセプトから生まれた。本装置の主な仕様を
表１に示す。

図１ 自動血球計数CRP測定装置LC-270
         Automated blood cell count and C-reactive
         protein measuring instruments :LC-270
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図７ ラテックス免疫比濁法との相関関係
         Correlation between LC-270 and
         latex turbilimetric immunoassay

 　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人全血検体
              　　検体１　　　　検体２　　　　検体３

n                       15   　　　　15     　　　　15
Mean                     0.3   　　　　1.0     　　　　6.0
S.D.                  　  0.02                       0.02                     0.17
CV(%)                 5.31                   2.21                     2.81

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人全血検体　
　　　　　　　　　　室温 　　　　  冷蔵
保存日数 Ｌ               Ｈ           Ｌ  Ｈ

1.3              6.3          1.3 6.3
０日 1.2              6.7          1.2 6.7

1.3              6.2          1.3 6.2
1.2              6.7          1.2 6.3

１日 1.2              6.5          1.2 6.7
1.2              6.6          1.2 6.7
1.2              6.1          1.3 6.4

２日 1.2              6.3          1.2 6.6
1.2              6.7          1.3 6.4

Mean 1.22            6.46          1.24 6.48
S.D. 0.04            0.24          0.05 0.2
CV(%) 3.6              3.6          4.2 3.1

  (B)日間再現性
      Daily repeatability

表４ 同時および日間再現性
        Simultaneous and daily repeatability

 (A) 同時再現性
      Simultaneous repeatability

単位: mg/dl

7.　まとめ

　従来，WBCは血球計数装置で，CRPは生化学の機
器と，別々に測定されていたが，本装置のように
WBC，CRP同時測定は，炎症性疾患，特に感染症の
診断においてその後の治療方針を決定する上で極め
て，有効な指標が提供され，臨床現場での活躍が期
待されるものと考える。
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