基準測定施設
2018 年 9 月 21 日より、さらなる発展
を目的に本部及び生化学基準測定施設
を横浜に移し、3 つのラボラトリーを一ヶ所に
統一しました。 ReCCS の 3 つのラボラトリ
ーを以下にご紹介します。

ReCCS 本部及びラボ風景

【生化学基準測定施設】
イオン電極電解質測定装置、
血液ガス分析装置

標準物質はイオン電極用一次標準血清
（Na, K, Cl）からスタートしました。
供給開始から 20 年以上たちますがいまだ、
相当量が使われています。
イオン電極装置を用いて標準物質の値決
めをすることはありませんが、性状を調べる
のに用います。

リポタンパク分析用 HPLC

ReCCS 標準物質は、HbA1c, 脂質、
イオン電極が三本柱となっています。
脂 質 で は 、 総 コ レ ス テ ロ ー ル 、 HDL-C,
LDL-C, 中性脂肪、総グリセリドを測定し
ます。
リポタンパク分析用 HPLC は、イオン交換
分離 HPLC であり、VLDL, IDL, HDL,
LDL が定量できます。 ポストカラムコレステ
ロール比色法を組み合わせればそれぞれの
リポタンパクコレステロールが定量できます。

超遠心分離機

CDC の BQ 法に不可欠なベックマン超遠
心分離機です。 Hatch & Lees の超遠
心法によるリポタンパク分離に必要なスウイ
ングローター、アングルローターがそろっていま
す。 CDC 法による HDL-C, LDL-C の定
量では 1.006 kg/L の密度液を血清に重
層し、超遠心後、ボトムフラクションについて、
まずコレステロールを AK 法にて測定しま
す。
次にヘパリン-Mn 沈殿法にて LDL を沈殿さ
せ、上清の HDL-C を測定し、ボトムフラク
ションのコレステロールから差し引いて
LDL-C とします。
この超遠心法では、VLDL-レムナントが含
まれた検体では正しい値が得られません。
また、さまさまな条件を一定にしないと CDC
の値は得られません。 脂質分析の認証は
国立循環器病センターで行っています。

高分離能 PAGE 電気泳動装置
Quantimetrix 社の Lipo Print です。
PAGE 電気泳動装置ですが、リポフォーよ
り高分解能です。 JCCRM 223, 224 の
リポタンパクコレステロール標準物質中の
原料血清に脂質異常検体が混分していな
いかあらかじめチェックするのに有用です。

基準分光光度計

ICSH のシアノメトヘモグロビン法はモル吸
光係数を用います。 そこで、温度、セル長、
波長正確さのすべてにトレーサビリティが要
求されます。
当機構の基準分光光度計は基準セルの
温度を一定に保つ恒温水循環型となって
います。
分光学的精度は勿論のこと、温度、波長
正確さ、セル長すべてにおいてトレーサビリテ
ィが保証されています。酵素活性の測定に
も用いられます。

熱イオン化質量分析計
イオン電極一次標準血清中のカリウムの測
定には、現在技術において最も高精度で
正確な値の得られる熱イオン化質量分析
法が用いられます。
現在、この技術を駆使している機関は世
界でも ReCCS のみとなっています。
NIST は ICP-MS に移行しています。
同位体希釈―熱イオン化質量分析法の
習熟には 10 年の経験が必要です。

血清中ナトリウムを重量分析法で測定す
る際の高性能ファーネスです。

高性能天秤
免震台の上に置かれ、静電気を逃がし、
0.1 mg まで測定できる天秤です。

分光光度計用各種標準物質

質量標準分銅

白金抵抗温度計
セル温度測定時のトレーサビリティに不可
欠となっています。
この白金抵抗温度計は毎年検定を受け、
サーミスタ温度計を校正します

【IFCC ネットワークラボラトリー】
ReCCS では、HbA1c, FT4 において
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Laboratory Medicine）の基準測定
法リストに記載された方法による測定も行
っています。測定項目の一部を以下に紹
介します。

① IFCC HbA1c 測定（IFCC 基準測定
法による）
当機構は、HbA1c 測定の JCTLM 認
定レファレンスラボラトリーであり、IFCC
HbA1c ネットワークラボラトリーでもあり
ます。両方を満足するラボは世界でも 3
ラボしかありません。

② 同位体希釈質量分析法(ID-MS)に
よる測定基準測定法である ID-MS に
よる測定を行っています。
総コレステロール、総グリセライド、フリー
グリセロール、中性脂肪、尿酸、クレア
チニン、グリコアルブミンなど。

す。

ReCCS は NGSP の ASRL であり、
HbA1c 試薬・ラボの認証機関です。
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【NGSP レファレンスラボラトリー】
検査医学標準物質機構（ReCCS）
は、2011 年 10 月より NGSP 認証試験
を 実 施 す る

NGSP （ National

Glycohemoglobin Standardization
Program ） の 二 次 基 準 測 定 施 設 ‐
ASRL#1

（

Asian

Secondary

Reference Laboratory）となっています。
ASRL#1 を用いている HbA1c 測定用
KO500 法は、HbA1c 値を維持管理して
い る

CPRL （ Central

Primary

Reference Laboratory ） の DCCT
（

Diabetes

Control

and

Complications Trial） レファレンス法に
トレーサブルであり、毎月、CPRL よるモニタ
リング比較テストを行っています。
ASRL#1 は、本邦の NGSP 値決定機
関であり、実試料一次標準物質 JCCRM
411 (JDS Lot5) を認証、供給するととも
に、製造業者認証およびラボラトリー認証
（レベル I、レベル II）を実施しており、
2013 年度は、ASRL#1 で NGSP 認証
試験を行った日常測定法が 51 方法に昇
ります。

現代技術により、高性能 HPLC として

DCCT、 UKPDS において、基準として用

甦った DCCT の Bio-Rex70

いられた Bio-Rex 70 HPLC を再現して
います。 このレファレンス法の特異すべき点
は、HbA1c と THb の面積比が DCCT 値
そのものになる点にあります。
もちろん、バイアスが生じていない確認に、
キャリブレータは必要です。 この DCCT
キャリブレータは NGSP から各 PRL に供給
されます。
ReCCS は APRL(2015 年 4 月)となり、
DCCT, UKPDS の基準を維持する役割
を担うことになりました。

NGSP の PRL (Primary Reference
Laboratory) 一次基準測定施設には,
世

界

で

CPRL,

PRL/USA,

EPRL/Europe, APRL/Asia が あ り 、
CPRL に問題が生じた時、他の PRL がその
役割を果すために常に準備態勢がとられて
います。

