
JP 4440329 B1 2010.3.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

電極法を原理とする電解質計測機器において、透析液濃度の正確さを担保し得る透析液専
用の校正液であって、
調製済み透析液用校正液においてはその成分に少なくともナトリウムイオン、カリウムイ
オン、塩化物イオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、ブドウ糖が含まれており
、
調製済みＢ液用校正液においてはその成分に少なくともナトリウムイオンが含まれており
、
調製済みＡ液用校正液においてはその成分に少なくともナトリウムイオン、カリウムイオ
ン、塩化物イオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、ブドウ糖が含まれており、
前記調製済み透析液用校正液、調製済みＢ液用校正液、調製済みＡ液用校正液によって補
正された前記機器の検体であるところの調製済み透析液、調製済みＢ液、調製済みＡ液の
測定値が、標準品によってその測定値の正確さが担保された炎光光度法または原子吸光法
または電量滴定法を用いて得られた同測定値と、測定値が１００ｍｍｏｌ／Ｌを超える計
測対象については絶対値で２パーセント以内、同測定値が１００ｍｍｏｌ／Ｌ以下である
計測対象については絶対値で１０パーセント以内の範囲で一致できるように、
調製済み透析液用校正液においては、その濃度が、ナトリウムイオン１３５～１４０ｍＥ
ｑ／Ｌ、カリウムイオン２．０～２．５ｍＥｑ／Ｌ、カルシウムイオン２．５～３．５ｍ
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Ｅｑ／Ｌ、マグネシウムイオン１．０～１．５ｍＥｑ／Ｌ、アルカリ化剤３３～３８ｍＥ
ｑ／Ｌ、塩化物イオン１０５～１１４ｍＥｑ／Ｌ、ブドウ糖０～２００ｍｇ／ｄＬとなる
ように調整されており、
調製済みＢ液用校正液においては、その濃度が、ナトリウムイオン３０ｍＥｑ／Ｌ前後と
なるように調整されており、
調製済みＡ液用校正液においては、その濃度が、調製済み透析液用校正液の濃度よりも調
製済みＢ液のナトリウムイオン濃度分低くなるように調整されていることを特徴とする、
前記機器用の透析液専用の校正液。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願発明は、電極法を原理とする電解質計測機器において、透析液濃度の正確さを担保し
得る専用の校正液に関するものである。
【背景技術】
【０００２】

「尿蛋白陽性などの腎疾患の存在を示す所見」もしくは「腎機能低下（糸球体濾過量が６
０ｍＬ／ｍｉｎ／１．７３平方メートル未満）が３ヶ月以上続く状態」を「慢性腎臓病（
ＣＫＤ）」と定義し、慢性腎臓病対策を進める取り組みが近年全世界的に進んでいる。上
記は腎臓病を腎機能によって層別化し、慢性腎炎や慢性腎不全などを包括した概念であり
、慢性腎臓病として早期に診断および治療ができれば、透析に至る時期を先に延ばしたり
、心血管疾患を減少させることが可能になるであろうという考えに基づく。わが国には推
定で約１，３００万人以上の慢性腎臓病患者がおり、また慢性腎不全に至って透析を受け
る患者総数は２６万人（国民約５００人に１人）を超えており、さらに患者数は毎年１万
人程度増え続けている。　
【０００３】

血液透析療法に使用する透析液は、以下に示す基本的条件を満たしている必要がある。ま
ず、１）生体に有害な成分を含有せず、２）成分の相互反応による沈殿物などを生ぜずに
長期間安定しており、３）生体に必要な物質は除去せず、４）生体に不足している物質を
補給でき、５）電解質など恒常性物質の濃度を著しく変動させず、６）浸透圧は血液とほ
ぼ等しく、７）尿毒症の原因物質（および老廃物）の除去効率を高め、８）代謝性アシド
ーシスを是正するためのアルカリ化剤が添加されており、かつ、９）取り扱いが容易、で
なければならない。
【０００４】

上記基本的条件における縛りを受けつつ、透析液供給機器および透析液成分の選択研究等
が積み重ねられ、今日では、ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、マ
グネシウムイオン、塩化物イオン、酢酸イオン、およびブドウ糖を成分とするＡ液と、重
炭酸ナトリウムのみを成分とするＢ末（またはＢ原液）の２つに必要成分を振り分け、そ
れらを使用直前に混合・稀釈してシングルパスまたはコンベクション（対流）方式の自動
供給機器を用いて供給することで、透析液の安定供給を図れるようになった。
【０００５】

一般的に、透析療法では安全確保のために数ヶ所の監視点が設けられ、それらは「血液回
路側での監視」、「透析液供給側での監視」、および「洗浄・消毒効果の確認」に大別さ
れる。透析液が流れる経路内に菌の繁殖などを生ぜしめないことはもちろん極めて重要な
事柄であるが、調製済み（Ａ液とＢ末（またはＢ原液）を混合したという意）の透析液成
分の濃度が目的濃度と合致しているかどうかを確認することも、患者の負担軽減さらには
不慮の医療事故の回避という意味も含めて、また極めて重要な事項であるといわねばなる



(3) JP 4440329 B1 2010.3.24

10

20

30

40

50

まい。しかし、ごく最近に至るまで、調製済み透析液の精密な濃度確認は、認識の点にお
いて、どちらかというと軽んじられてきたように思われる。ひとつには、透析液供給機器
に電導度計等による濃度監視システムが組み込まれていることが多く、供給機器の利用者
がその監視システムを信頼し切ってしまったという状況が推察されるかもしれない。
【０００６】

だが、透析液販売メーカーは使用前の注意事項として以下を挙げ、重要な数点について注
意を喚起してきた。それらを抜粋・要約すると、１）使用前に透析液の電解質濃度を測定
して適正であることを確認、２）使用前のｐＨが７．２～７．４の範囲内にあることを確
認（透析液のｐＨは希釈水（望ましくは脱イオン水。水道水等を用いる場合は水道水中の
カルシウム等の濃度を十分考慮に入れる）の影響によって若干の変動が起こり得るため）
、３）血液側の陽圧によって透析液浸透圧とのバランスを保つ（透析患者の血清浸透圧は
高窒素血症のため高値を示すのが普通であるため）、４）透析液の浸透圧を補正する（生
理食塩液の浸透圧（理論値３０８ｍＯｓｍ／Ｌ）を測定して実測値を補正）、５）使用に
際して体温程度に温める、６）透析液中の沈殿の有無を透析器前の透析液回路で確認（沈
殿を生じた透析液は使用しない）等となる。また、透析液供給機器メーカー側も注意事項
や警告として以下を挙げ、やはり重要事項としている。それらを上記同様にまとめれば、
１）治療開始前に浸透圧計、電導度計、炎光光度計等の検査機器によって透析液の実濃度
が処方通りであることを確認、２）洗浄終了後、消毒用または酸洗浄用薬液が液回路内に
残留していないことを試験紙や試験薬を使用して確認、となる。いずれにしても、調製済
み透析液濃度の確認は重要事項と見做されている。
【０００７】

さて、Ａ液－Ｂ末タイプの重炭酸透析液に対応した一般的な透析液供給機器の場合、Ｂ液
濃度は供給機器内の溶解装置に付随する電導度計で計測され、透析液濃度は浸透圧計で計
測される。電導度の単位は［ｍＳ／ｃｍ］であり、浸透圧の単位は［ｍＯｓｍ／ｋｇ（水
）］であって、いずれにしても臨床分野で使用される濃度［ｍＥｑ／Ｌ］（次段落の［註
］参照）ではなく、濃度として読み取るためには換算が必要である。それはさておき、重
炭酸型透析液のＢ末は使用直前に希釈すれば良いことになっているが、アルカリ化剤とし
て作用するＢ液に濃度異常が生じるとアシドーシスが充分に改善されなかったり、アルカ
ローシスに傾き過ぎてしまったりする危険性が生じる。よって、危機管理の上からは、調
製済み透析液濃度のみならず、Ｂ液濃度も出来得る限り正確に計測することが望ましい（
非特許文献１、参照）。
【０００８】

重炭酸濃度を正確に計測するには、通常、血液ガス分析装置が用いられるが、重炭酸イオ
ンのカウンター・イオンであるナトリウムイオンを計測しても同様の結果を得ることがで
きる。なお、重炭酸濃度は開放系では一般的に経時変化するが、透析中は安定しているこ
とが知られており（非特許文献１）、調製済み透析液およびＢ液の正確な計測は調製毎に
行うことが望ましい。また、調製済み透析液における正確な重炭酸濃度は、その元となる
Ｂ液が正しく稀釈されてこそ得られるため、Ｂ液濃度は「調製済みＢ液（Ｂ末を稀釈水で
溶解して調製したＢ（原）液を、さらに稀釈水で調製済み透析液の容量になるまで希釈調
製したもの）」として計測することがより望ましい（「Ｂ末」ではなく「Ｂ液」タイプの
ものでも考え方は同じ）。実際問題として、Ｂ液（Ｂ原液）の直接計測は、その濃度が、
調製済みＢ液の約３０～３５倍と濃いために、不正確となる可能性が高い。
【０００９】

一方、Ａ液の濃度計測であるが、Ａ液の正確な濃度計測には以下の２つの意義がある。１
）調製済み透析液の電解質濃度を決定するためには、正確な稀釈のための正確な濃度計測
が求められること。２）Ｂ液同様、重炭酸濃度を管理するため。これは、透析液供給機器
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によって、Ｂ原液を先に希釈するか、Ａ原液を先に希釈するかの違いがあり、Ａ原液を先
に希釈する装置では稀釈済みＢ液を測定することが出来ないため、Ａ液を測定して重炭酸
濃度を算出しているからである。なお、測定対象は、Ｂ液同様の理由で、「調製済みＡ液
」がより望ましい。
【００１０】

一般的な調製済み透析液の成分濃度は以下である。ナトリウムイオン１３５～１４０ｍＥ
ｑ／Ｌ、カリウムイオン２．０～２．５ｍＥｑ／Ｌ、カルシウムイオン２．５～３．５ｍ
Ｅｑ／Ｌ、マグネシウムイオン１．０～１．５ｍＥｑ／Ｌ、アルカリ化剤（酢酸イオン＋
重炭酸イオン）３３～３８ｍＥｑ／Ｌ、塩化物イオン１０５～１１４ｍＥｑ／Ｌ、ブドウ
糖０～２００ｍｇ／ｄＬ。調製済みＢ液の濃度は、重炭酸イオンが３０ｍＥｑ／Ｌ前後に
、また同様に調製済みＡ液ではナトリウムイオン濃度が１１０ｍＥｑ／Ｌ前後（他成分は
調製済み透析液と同じ）となるように成分調整されている（註：［ｍＥｑ／Ｌ］および［
ｍｇ／ｄＬ］は臨床分野で慣習的に使用されてきたもので、［ｍＥｑ／Ｌ］の場合、イオ
ンが１価では［ｍｍｏｌ／Ｌ］と等しく、２価では１／２＝０．５［ｍｍｏｌ／Ｌ］、ｎ
価では１／ｎ［ｍｍｏｌ／Ｌ］となる。なお、［ｍｇ／ｄＬ］に相当するＳＩ単位はない
）。
【００１１】

［直接的な背景技術］

さて、血液または血清（血漿）中の電解質濃度を測定する方法には、「炎光光度法（フレ
ーム法）」、「原子吸光法」、「イオン選択性電極法（ＩＳＥ法）」等があるが、現在で
は主に簡便性および安全性の観点から、電極法に基づく測定機器が、血液成分分析計の主
流として扱われるようになった（註：塩化物イオン等、負イオンの計測は、電量滴定法お
よび電極法等で行われている）。電極法による測定機器の場合、炎光光度計や原子吸光計
における濃度とは違って測定対象が活量であるため、原理的に種々の妨害を受け易いが、
測定系の形状や配置、あるいは通常高低２種類の校正液（キャリブレータ、標準液等とも
いう）や参照電極液の濃度調節や改良等によって、現在では特に大きな問題を引き起こす
ことなく、各種病院や関連施設、検査センター等で利用されている。なお、炎光光度計や
原子吸光計は透析液製造メーカーにおいて、透析液自体の含量測定および均一性評価に、
また原子吸光計は透析液調製用水の水質基準確認等にも利用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】

【特許文献１】特許第４０８１６３３号広報
【特許文献２】特許第３９５１２８４号広報
【特許文献３】特許第４００４５２３号広報
【特許文献４】特許第２９６４０２１号広報
【特許文献５】特許第２８６９６１０号広報
【非特許文献】
【００１３】

【非特許文献１】岩本均、清水正樹、佐藤長典、福村浩一、中村義弘、「重炭酸透析にお
ける透析液重炭酸の至適濃度について」、透析会誌１９、８９－９４、１９８６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】



(5) JP 4440329 B1 2010.3.24

10

20

30

40

50

上記、電極法による電解質計測機器を用いて、「調製済み透析液」、「調製済みＢ液」、
「調製済みＡ液」等を測定することは、原理的には可能であろうと考えられる。また、そ
ういった要望が、実際に透析医療の現場から医療機器メーカーに寄せられたこともあった
。しかし前記した原理上の理由により、本来の目的成分とは異なる成分の検体を測定する
と、得られる測定結果が不正確になってしまうという問題点が知られていたため、実現化
されてこなかった。ここでいう成分の異なる検体とは、具体的には、「血液（または血清
（血漿））」と「各種透析液」、あるいは「河川および下水道等の水質検査対象溶液」と
「各種透析液」等を指す。より具体的な例を挙げると、たとえば血液用の校正液（および
参照電極液）を校正液とする電極法機器で調製済み透析液を測定すると、ナトリウムイオ
ンで約－２．５ｍＥｑ／Ｌ程度、カリウムイオンで約－０．０５ｍＥｑ／Ｌ程度、塩化物
イオンで約－５．５ｍＥｑ／Ｌ程度、測定値が低く計測されてしまう。また、透析液と一
括りにしても「調製済み透析液」、「調製済みＢ液」、「調製済みＡ液」では、たとえば
ｐＨの値が、それぞれ、約７．４、約８．５、約５．０と大きく異なっているため、それ
ら同士でさえ、成分の異なる検体と見做す必要がある（註：本明細書において、特に断り
なく透析液と記す場合、「調製済み透析液」、「調製済みＢ液」、「調製済みＡ液」のす
べて、またはいずれかを指す）。
【００１５】

それでは透析液と同等か、あるいは似かよった成分組成の高低校正液を利用すれば上記問
題が解消されるかといえば、そうでもない。例を挙げると、たとえば「経時によるｐＨ変
化」や「沈殿物の発生あるいは腐敗」など、上記とは別の問題が発生し、またそれらを無
理やり解決（たとえば、真空容器に高低校正液を収容する等）しようとすれば、技術面の
みならずコストの面からも問題が生じることになる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】

本願発明は上記課題を解決するためになされたものであり、電極法を原理とする電解質計
測機器において、透析液濃度の正確さを担保し得る専用の校正液であって、前記校正液に
よって補正された前記機器の検体であるところの透析液の測定値が、標準品によってその
測定値の正確さが担保された炎光光度法または原子吸光法または電量滴定法を用いて得ら
れた同測定値と、測定値が１００ｍｍｏｌ／Ｌを超える計測対象については絶対値で２パ
ーセント以内、同測定値が１０ｍｍｏｌ／Ｌ以下である計測対象については絶対値で１０
パーセント以内の範囲で一致することを特徴とする、前記機器用の透析液専用の校正液を
用いることによって解決された。具体的には、「日本臨床化学会・血液ガス・電解質専門
委員会」における「許容差限界値の指針」（絶対値）（Ｎａ±２ｍｍｏｌ／Ｌ、Ｋ±０．
２ｍｍｏｌ／Ｌ、Ｃｌ±２ｍｍｏｌ／Ｌ）」程度に減少させることができた。（註：なお
、ここでいう「標準品」とは、現時点においては、有限責任中間法人・検査医学標準物質
機構（ＲｅＣＣＳ）が販売する、一次実試料標準物質（ＪＣＴＬＭ国際トレーサビリテイ
合同委員会登録の高位標準物質）、イオン電極用一次実試料標準物質ＪＣＣＲＭ１１１（
Ｎａ、Ｋ、Ｃｌ）、および、電解質、イオン電極用認証標準物質＜厚生労働省告示１２０
号による体外診断薬申請の際の性能確認のための標準品＞、電解質認証実用標準物質 Ｊ
ＣＣＲＭ３２１、イオン電極用認証実用標準物質（冷凍品）ＪＣＣＲＭ１２１、イオン電
極用認証実用標準物質（冷蔵品）ＪＣＣＲＭ１２２等を指す）。

※［背景技術］で述べたことの繰り返しになるが、透析液の濃度調整方法や確認方法につ
いて、現時点では、標準法と呼べるような手技または測定法はなく、いまだ模索中であっ
て、現実的には、透析液を使用する各施設の裁量に委ねられている。すなわち、透析液供
給メーカーが示す調製後の値はあくまで目安でしかなく、たとえ多くの施設で各種計測機
器を用いて濃度の確認を行っていたとしても、それらの機器から得られる計測結果がトレ
ーサビリティーの考え方からいって確からしい値であるかどうかは、確認できないのであ
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る。よって、それらを確認するためには、標準品トレーサブルであるところの計測機器に
よって濃度確認された表示値を有する透析液専用の校正液というものが、どうしても必要
となる。
【発明の効果】
【００１７】

「透析液専用の校正液」を用いて「電極法電解質計測機器」を「再校正（補正）」した後
に、「調製済み透析液」、「調製済みＢ液」、「調製済みＡ液」を測定すると、目的濃度
（註：炎光法等、電極法よりトレーサビリティー的に上位にある計測機器および標準物質
で補正されて得られた濃度の意）との「計測濃度の差（ずれ）」が、少なくとも健常値あ
るいは透析液の代表的調製値（たとえば、カリウムイオンの場合２．０ｍＥｑ／Ｌ等）近
傍において、「日本臨床化学会における許容差限界値の指針（絶対値）（Ｎａ±２ｍｍｏ
ｌ／Ｌ、Ｋ±０．２ｍｍｏｌ／Ｌ、Ｃｌ±２ｍｍｏｌ／Ｌ）」程度に減少した。具体的に
は、「調製済み透析液」では［０００９］で例として挙げた「計測濃度の差（ずれ）」の
値から、ナトリウムイオンで約＋１．０ｍＥｑ／Ｌのずれへ、カリウムイオンで約＋０．
０１ｍＥｑ／Ｌのずれへ、塩化物イオンで約＋０．５ｍＥｑ／Ｌのずれへと解消された。
また「調製済みＢ液」においても、再校正（補正）しなかったときの測定値のずれ（ナト
リウムイオンで約－１．５ｍＥｑ／Ｌ）から、同イオンで約－１．０ｍＥｑ／Ｌのずれへ
、「調製済みＡ液」においては、再校正（補正）しなかったときの測定値のずれ（ナトリ
ウムイオンで約－２．５ｍＥｑ／Ｌ、カリウムイオンで約＋０．０５ｍＥｑ／Ｌ、塩化物
イオンで約－０．５ｍＥｑ／Ｌ）から、それぞれ、約＋１．０ｍＥｑ／Ｌ、約－０．０５
ｍＥｑ／Ｌ、約＋１．０ｍＥｑ／Ｌのずれへと解消された。
【図面の簡単な説明】
【００１８】

【図１】本願発明における「透析液専用の校正液による手動または自動校正および測定シ
ーケンス」を示した図である。
【図２】本願発明の検証に用いた電極法電解質計測機器（非希釈法）の構成を示した図で
ある。
【図３】本願発明の検証に用いた電極法電解質計測機器（希釈法）の構成を示した図であ
る。
【図４】本願発明の「電極法電解質計測機器」の構成を示した図である。
【図５】調製済み透析液に対する直線性試験（非希釈法機器による）の結果を示した図で
ある。
【図６】調製済みＢ液に対する直線性試験（非希釈法機器による）の結果を示した図であ
る。
【図７】調製済みＡ液に対する直線性試験（非希釈法機器による）の結果を示した図であ
る。
【図８】調製済み透析液に対する日差変動試験（非希釈法機器による）の結果を示した図
である。
【図９】調製済みＢ液に対する日差変動試験（非希釈法機器による）の結果を示した図で
ある。
【図１０】調製済みＡ液に対する日差変動試験（非希釈法機器による）の結果を示した図
である。
【図１１】調製済み透析液に対する直線性試験（希釈法機器、未校正）の結果を示した図
である。
【図１２】調製済み透析液に対する直線性試験（希釈法機器、校正あり）の結果を示した
図である。
【図１３】電解質認証実用標準物質で校正（補正）した炎光光度計（塩化物イオンに対し
ては電量滴定法）による、調製済み透析液、調製済みＢ液、調製済みＡ液に対する直線性
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試験（希釈法機器による）の測定結果を示した図である。
【図１４】調製済み透析液に対する炎光法（および電量滴定法）と電極法（非希釈法機器
による）の相関試験の結果を示した図である。
【図１５】調製済みＢ液に対する炎光法（および電量滴定法）と電極法（非希釈法機器に
よる）の相関試験の結果を示した図である。
【図１６】調製済Ａ液に対する炎光法（および電量滴定法）と電極法（非希釈法機器によ
る）の相関試験の結果を示した図である。
【図１７】調製済み透析液に対する炎光法（および電量滴定法）と電極法（希釈法機器、
未校正）の相関試験の結果を示した図である。
【図１８】調製済み透析液に対する炎光法（および電量滴定法）と電極法（希釈法機器、
校正あり）の相関試験の結果を示した図である。
【図１９】各施設の検査室にある電極法計測機器に透析液専用の校正液を用いた結果を示
した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】

「透析液専用の校正液」の組成は開示されている市販の該当品と同等または類似とする方
法と、同等または類似ではないがイオン選択性電極にとってｐＨや成分濃度、浸透圧など
が同等と感応される組成とする方法（たとえば、緩衝能を持たせたり、塩濃度や浸透圧調
整成分を含ませたり、防腐剤類を加えたりした組成等）が考えられる。また、校正法につ
いては、「調製済み透析液」、「調製済みＢ液」、「調製済みＡ液」のそれぞれに対応す
る「専用の校正液」による「１点校正」がまず考えられるとともに、実濃度に隔たりがあ
る「調製済み透析液」と「調製済みＢ液」、および「調製済みＡ液」と「調製済みＢ液」
に関しては、それら２液に相当する「専用の校正液２種」で「２点校正」する方法（実質
的には、それぞれ２種の校正液による２つの１点校正と見做せる）も可能な形態として考
慮され得る。なお、「電極法電解質計測機器」は、試料容器から試料を採取して目的物質
の濃度を検出する「測定部」と、その検出信号に基づいて目的物質の濃度を演算する「制
御部（註：この制御部を他の各部の制御部と兼用させることも可）」、および濃度等の演
算結果を表示する「表示部」と、さらに各部に電気エネルギーを供給する「電源部」より
構成されていれば良く、「透析液専用の校正液」による校正は、たとえば以下のようなシ
ーケンスであれば良い。１）予め設定された基準値に基づき「校正液」を所定の回数測定
し、２）上記測定結果を用いて機器を手動または自動校正後、３）予め設定された基準値
に基づき１種または複数の「透析液専用の校正液（濃度既知）」をそれぞれ所定の回数測
定し、４）上記測定値の平均値（１回測定の場合は、その測定値）を機器の制御部または
他の場所において演算し、５）上記平均値と「透析液専用の校正液」の標準値または認証
値との差を比較演算して、６）上記比較演算の差が予め設定した基準値に対して所定の範
囲内に入っているか否かに基づき「透析液専用の校正液」測定値の補正の有無を判別し、
７）補正の必要がある場合にはその判別信号に基づき補正式の補正係数を機器の制御部ま
たは他の場所において演算して格納後、８）「透析液検体」を測定し、機器の制御部また
は他の場所に設定された補正式を用いて得られた濃度測定値を手動または自動的に再校正
（補正）し、９）上記結果を機器の表示部に表示するか、他の場所において確認・保存す
る（図１参照）。なお、ここでいう「他の場所」とは、パーソナル・コンピューター用市
販または自作のソフト類等のことを指す。なお、当然のごとく上記内容および下記した実
施例は本願発明を実施するための形態の１種に過ぎず、本願発明を限定するものではない
。
【実施例】
【００２０】

上記を踏まえて、「非希釈法」と「稀釈法」の２法を原理とする「電極法電解質計測機器
」によって発明効果の確認実験を行った。なお、「非希釈法機器」は図２、「稀釈法機器
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」は図３の構成を持つものを使用し、機器自体の構成は図４に示した。。両機器において
使用されたイオン選択性電極応答膜に含まれるの感応物質（註：特定イオンに対する選択
的応答物質の意）は、ナトリウムイオン、カリウムイオン、塩化物イオンの順に、クラウ
ンエーテル、バリノマイシン、四級アンモニウム塩相当物（特許第３９７００３２号公報
、特許第３９７５０８６号公報記載）である。「透析液専用の校正液」には、発明効果確
認試験の簡便さを考慮し、次なる組成とした。塩化ナトリウム１４０．０ｍＥｑ／Ｌ、塩
化カリウム２．０ｍＥｑ／Ｌ、酢酸ナトリウム６．０ｍＥｑ／Ｌ、塩化カルシウム１．５
×２ｍＥｑ／Ｌ、塩化マグネシウム０．５×２ｍＥｑ／Ｌ、ブドウ糖１００ｍｇ／ｄＬ、
炭酸水素ナトリウム３０．０ｍＥｑ／Ｌ（イオン濃度で表記すれば、ナトリウムイオン１
４０ｍＥｑ／Ｌ、カリウムイオン２．０ｍＥｑ／Ｌ、カルシウムイオン３．０ｍＥｑ／Ｌ
、マグネシウムイオン１．０ｍＥｑ／Ｌ、酢酸イオン６ｍＥｑ／Ｌ、重炭酸イオン３０ｍ
Ｅｑ／Ｌ、塩化物イオン１１０ｍＥｑ／Ｌ、（ブドウ糖１００ｍｇ／ｄＬ）となる）。上
記組成に基づき、「調製済み透析液相当品（調製済み透析液用の校正液）」、「調製済み
Ｂ液相当品（調製済みＢ液用の校正液：重炭酸ナトリウム３０ｍＥｑ／Ｌ）」、「調製済
みＡ液相当品（調製済みＡ液用の校正液：重炭酸イオンが含有されていない以外は「調製
済み透析液相当品」と同組成（イオン濃度で表記すれば、ナトリウムイオン１１０ｍＥｑ
／Ｌ以外は「調製済み透析液相当品」と同濃度））を調製し、保存性向上のため、ガラス
アンプルに２．０ｍＬ容量づつ量り入れて熔封保存した。測定対象は上記組成を元に濃度
を振って調製した、「調製済み透析液濃度列」、「調製済みＢ液濃度列」、「調製済みＡ
液濃度列」とし、相関を見る場合の対象機器には株式会社日立製作所製の「炎光光度計７
１０型（塩化物イオンは電量滴定法）」を用いた。また、測定対象イオンは、「調製済み
透析液」、「調製済みＡ液」においては、ナトリウムイオン、カリウムイオン、塩化物イ
オンとし、「調製済みＢ液」においてはナトリウムイオンのみとした。なお、緩衝能を持
たせ塩濃度調整成分を考慮した校正液としては、たとえば、「調製済み透析液用の校正液
」の組成を、塩化ナトリウム１０５．０ｍＥｑ／Ｌ、ギ酸ナトリウム８．１ｍＥｑ／Ｌ、
酢酸ナトリウム７．８ｍＥｑ／Ｌ、硫酸ナトリウム４．０５×２ｍＥｑ／Ｌ、水酸化ナト
リウム１１．０ｍＥｑ／Ｌ、塩化カリウム２．０ｍＥｑ／Ｌ、塩化カルシウム１．５×２
ｍＥｑ／Ｌ、ＨＥＰＥＳ２０．０×２ｍＥｑ／Ｌ、「調製済みＢ液用の校正液」の組成を
、ギ酸ナトリウム２３．１５ｍＥｑ／Ｌ、水酸化ナトリウム６．８５ｍＥｑ／Ｌ、ほう酸
２５．０ｍＥｑ／Ｌ、「調製済みＡ液用の校正液」の組成を、塩化ナトリウム１０５.０
ｍＥｑ／Ｌ、水酸化ナトリウム５．０ｍＥｑ／Ｌ、塩化カリウム２．０ｍＥｑ／Ｌ、塩化
カルシウム１．５ｍＥｑ／Ｌ、ＭＥＳ３３．０ｍＥｑ／Ｌ、等も提示できる。また、本明
細書には示さないが、浸透圧調整成分（主として、尿素、糖、その他）を含ませたり、防
腐剤類（抗菌剤、坑カビ剤、その他）を加えたりして達成しうる校正液の組成等も、その
発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、容易ではないにしても数ヶ月
の研究期間を経れば完成できるものであろうと考えている。
【００２１】

［実施例１－１］

調製済み透析液に対する直線性試験（非希釈法機器による）：調製済み透析液濃度は、ナ
トリウムイオン１００、１３０、１４０、１５０、１７０ｍＥｑ／Ｌ、カリウムイオン１
、２、３ｍＥｑ／Ｌ、塩化物イオン７０、１００、１１０、１２０、１５０ｍＥｑ／Ｌと
し、校正は、透析液専用の校正液、および調製済みＢ液による２点校正とした（結果は図
５）。
【００２２】

［実施例１－２］

調製済みＢ液に対する直線性試験（非希釈法機器による）：調製済みＢ液濃度は、ナトリ
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ウムイオン１０、２０、３０、４０、５０ｍＥｑ／Ｌとし、校正は、透析液専用の校正液
、および調製済みＢ液による２点校正とした（結果は図６）。
【００２３】

［実施例１－３］

調製済みＡ液に対する直線性試験（非希釈法機器による）：調製済みＡ液濃度は、ナトリ
ウムイオン９０、１００、１１０、１２０、１３０ｍＥｑ／Ｌ、カリウムイオン１、２、
３ｍＥｑ／Ｌ、塩化物イオン７０、１００、１１０、１２０、１３０ｍＥｑ／Ｌとし、校
正は、調製済みＡ液による１点校正とした（結果は図７）。
【００２４】

［実施例２－１］

調製済み透析液に対する日差変動試験（非希釈法機器による）：測定対象は、透析液専用
の校正液（結果は図８）。
【００２５】

［実施例２－２］

調製済みＢ液に対する日差変動試験（非希釈法機器による）：測定対象は、調製済みＢ液
（結果は図９）。
【００２６】

［実施例２－３］

調製済みＡ液に対する日差変動試験（非希釈法機器による）：測定対象は、調製済みＡ液
（結果は図１０）。
【００２７】

［実施例３］

調製済み透析液に対する直線性試験（希釈法機器による）：調製済み透析液濃度は、ナト
リウムイオン１００、１３０、１４０、１５０、２００ｍＥｑ／Ｌ、カリウムイオン１、
２、３、１０ｍＥｑ／Ｌ、塩化物イオン５０、７０、１１０、１５０、２００ｍＥｑ／Ｌ
とし、校正は、透析液専用の校正液による１点校正とした。なお、稀釈法機器の場合、被
稀釈法機器に比べて測定値の差（ずれ）が小さいことが知られていることから、透析液専
用の校正液による校正を行わない状態での測定結果も追記した（結果は、図１１（未校正
）、図１２（校正あり））。
【００２８】

［実施例４］

電解質認証実用標準物質で校正（補正）した炎光光度計（塩化物イオンに対しては電量滴
定法）による、調製済み透析液、調製済みＢ液、調製済みＡ液に対する直線性試験（希釈
法機器による）：調製済み透析液濃度は、ナトリウムイオン１２０、１３０、１４０、１
５０、１６０ｍＥｑ／Ｌ、カリウムイオン１、２、３ｍＥｑ／Ｌ、塩化物イオン９０、１
００、１１０、１２０、１３０ｍＥｑ／Ｌとし、調製済みＢ液濃度は、ナトリウムイオン
１０、２０、３０、４０、５０ｍＥｑ／Ｌとし、調製済みＡ液濃度は、ナトリウムイオン
９０、１００、１１０、１２０、１３０ｍＥｑ／Ｌ、カリウムイオン１．６４、１．８２
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、２．００、２．１８、２．３６ｍＥｑ／Ｌ、塩化物イオン９０、１００、１１０、１２
０、１３０ｍＥｑ／Ｌとした。また、上記の測定結果より、調製済み透析液、調製済みＢ
液、調製済みＡ液のそれぞれに対する回帰式を求めた（結果は、図１３）。
【００２９】

［結果１］

実施例１－１～３の結果より、透析液専用の校正液を用いることによって、これまで血液
（または血清（血漿））計測用の電極法機器（非希釈法）に見られた、調製済み透析液、
調製済みＢ液、調製済みＡ液の測定値のずれ（［０００９］で例として挙げた測定値）が
、健常値あるいは透析液の代表的な調製値（たとえばカリウムイオンの場合２．０ｍＥｑ
／Ｌ等）近傍において、日本臨床化学会における許容差限界値の指針（絶対値）（Ｎａ±
２ｍｍｏｌ／Ｌ、Ｋ±０．２ｍｍｏｌ／Ｌ、Ｃｌ±２ｍｍｏｌ／Ｌ）程度に減少すること
が確認できた。具体的には、調製済み透析液において、ナトリウムイオンで約－２．５ｍ
Ｅｑ／Ｌの差（ずれ）から約＋１．０ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）へ、カリウムイオンで約－
０．０５ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）から約＋０．０１ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）へ、塩化物イ
オンで約－５．５ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）から＋０．５ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）へと解消
された。また、調製済みＢ液においても、ナトリウムイオンで約－１．５ｍＥｑ／Ｌの差
（ずれ）から約－１．０ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）へ、調製済みＡ液においては、ナトリウ
ムイオンで約－２．５ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）から約＋１．０ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）へ
、カリウムイオンで約＋０．０５ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）から約－０．０５ｍＥｑ／Ｌの
差（ずれ）へ、塩化物イオンで約－０．５ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）から約＋１．０ｍＥｑ
／Ｌの差（ずれ）へと解消された（図５、６、７参照）。
【００３０】

［結果２］

実施例２－１～３の結果より、一度透析液専用の校正液で校正を行えば、その効果は、少
なくとも２週間程度は持続することが確認できた。すなわち、血液計測機器用の電極法機
器（非希釈法）において、これまで見られた測定値のずれが、健常値（または代表値）近
傍において、日本臨床化学会における許容差限界値の指針以下に減少することが確認でき
た。具体的には、範囲（Ｒ）が、調製済み透析液でナトリウムイオン１．１ｍＥｑ／Ｌ、
カリウムイオンで０．０６ｍＥｑ／Ｌ、塩化物イオンで１．１ｍＥｑ／Ｌという結果とな
った。また、調製済みＢ液においては、ナトリウムイオンで２．３ｍＥｑ／Ｌ、調製済み
Ａ液においては、ナトリウムイオンで１．６ｍＥｑ／Ｌ、カリウムイオンで０．０７ｍＥ
ｑ／Ｌ、塩化物イオンで０．８ｍＥｑ／という結果となった。（図８、９、１０参照）。
【００３１】

［結果３］

実施例３の結果より、透析液専用の校正液を用いることによって、これまで非希釈法機器
と比較して透析液測定値の乖離が小さいと考えられてきた稀釈法の機器においても、透析
液専用の校正液による改善効果が得られることが確認できた。具体的には、調製済み透析
液において、健常値（または代表値）近傍における測定値を比較すると、未校正（未補正
）、１点校正の順で、ナトリウムイオンが約＋２．０ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）から約－０
．５ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）へ、カリウムイオンが約＋０．０８ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）
から約－０．０４ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）へ、塩化物イオンが約－５．５ｍＥｑ／Ｌの差
（ずれ）から＋０．５ｍＥｑ／Ｌの差（ずれ）へと解消された（図１１、１２参照）。
【００３２】
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［結果４］

実施例４の結果から、調製済み透析液、調製済みＢ液、調製済みＡ液のそれぞれに対する
回帰式（ｙ＝ａｘ＋ｂ）を求めた。（ａ、ｂ）の値の組は、調製済み透析液、調製済みＢ
液、調製済みＡ液の順に、ナトリウムイオン（０．９３１６、１０．７６００）、カリウ
ムイオン（０．９９７０、０．０２２７）、塩化物イオン（１．１５８８、－１６．７３
２０）：ナトリウムイオン（０．８３２６、５．６０２０）：ナトリウムイオン（１．０
３１５、－３．２８５０）、カリウムイオン（１．００８３、０．０４８３）、塩化物イ
オン（０．９９８０、－０．６６００）であった（図１３参照）。
【００３３】

［結果５］

結果４に示した係数を結果１に適応することにより、電極法機器（非希釈法）と炎光法機
器の相関係数を求めた。（ａ、ｂ、Ｒの２乗）の値の組は、調製済み透析液、調製済みＢ
液、調製済みＡ液の順に、ナトリウムイオン（１．０５０４、－６．８９５８、０．９９
９９）、カリウムイオン（１．０５８２、－０．１４０７、０．９９９８）、塩化物イオ
ン（１．００９７、－１．８２６３、０．９９９９）：ナトリウムイオン（１．０４３７
、－３．３３６９、０．９９９２）：ナトリウムイオン（０．９２４９、８．８１８２、
０．９９９６）、カリウムイオン（１．０５６２、－０．１９４３、０．９９９８）、塩
化物イオン（０．９００８、１２．３２５、０．９９９８）であった。また、この炎光光
度計による測定値は標準物質トレーサブルであることから結果３における調製値よりイオ
ン濃度が確からしいと考えられる。よって、［測定値－調製値］から［測定値－炎光値］
への差の変化も、参考のために算出した。結果は、調製済み透析液、調製済みＢ液、調製
済みＡ液の順に、ナトリウムイオン（＋１．１から－０．０１ｍＥｑ／Ｌ）、カリウムイ
オン（＋０．０１から－０．０１ｍＥｑ／Ｌ）、塩化物イオン（＋０．５から－０．２ｍ
Ｅｑ／Ｌ）：ナトリウムイオン（－１．１から－１．７ｍＥｑ／Ｌ）：ナトリウムイオン
（＋０．８から＋０．６ｍＥｑ／Ｌ）、カリウムイオン（－０．０３から－０．０９ｍＥ
ｑ／Ｌ）、塩化物イオン（＋０．７から＋１．６ｍＥｑ／Ｌ）となっており、少なくとも
調製済み透析液の場合には、測定値の差（ずれ）がより小さくなっていることが確認でき
た。なお、上記どちらの値とも、日本臨床化学会における許容差限界値の指針（絶対値）
以下であった（図１４、１５、１６参照）。
【００３４】

［結果６］

結果４に示した係数を結果３に適応することにより、電極法機器（希釈法）と炎光法機器
の相関係数を求めた。（ａ、ｂ、Ｒの２乗）の値組は、１点校正を行った調製済み透析液
について、ナトリウムイオン（１．１１５５、－１７．１６３、０．９９９８）、カリウ
ムイオン（１．０２５５、－０．１４５４、０．９９９９）、塩化物イオン（０．８８２
０、１２．９７９、１．０００）となった。また、上記で言及した［測定値－調製値］か
ら［測定値－炎光値］への差の変化は、調製済み透析液において、ナトリウムイオン（－
０．５から－１．７ｍＥｑ／Ｌ）、カリウムイオン（－０．０４から－０．０４ｍＥｑ／
Ｌ）、塩化物イオン（＋０．６から－０．１ｍＥｑ／Ｌ）となっており、ナトリウムイオ
ン以外の測定値の差（ずれ）がより小さくなっていることが確認できた。なお、どちらの
値も、日本臨床化学会における許容差限界値の指針（絶対値）以下であった（図１７、１
８参照）。
【００３５】

［その他の結果］
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透析専用施設や総合診断施設の検査室において、機器の新規購入等によって、それまで得
られていた透析液の測定値が上下してどれが本当の値であるかわからない、という状況に
陥ることがままある。透析液は患者によって若干の成分調整を行うことが常だが、その調
整値が誤っていると痺れをはじめ遂には死に至る医療事故が発生することになる。図１９
に、本願発明を用いて実際に透析液専用の校正液による透析液の再校正（補正）を行った
結果を示した（なお、図１９で用いている用語「理論値」とは、透析液が処方の理論値通
りに調製された場合の計算値を意味し、また「目標値」とは、各施設の検査室において患
者に処方したい透析液濃度を意味している）。なお、炎光法における測定値は上記同様、
標準品トレーサブルとした。
【００３６】

Ａ施設におけるナトリウムイオン測定値の場合、同じ目標値を目指して自動供給機器より
供給された透析液の濃度が最大で３．１ｍＥｑ／Ｌも高濃度であったことがわかる（－１
．８～３．１ｍＥｑ／Ｌ）。透析液専用の校正液で透析液校正された電極法と炎光法との
測定値の差は－０．７～０．３ｍＥｑ／Ｌであり、前記の許容範囲以下であることが確認
できた。Ｂ施設のナトリウムイオン測定値の場合、目標値と供給液の施設実測値との濃度
差が－４．７～１．６ｍＥｑ／Ｌにも及んだが、幸いなことに施設目標値との差は－２．
８～０．０ｍＥｑ／Ｌ（調製済みＡ液測定値を除く）程度に収まっていた（註：このよう
な事態が発生するため、透析液用の確実な濃度確認の必要性が痛感される）。また、透析
液専用の校正液で校正された電極法と炎光法の測定値の差は－１．６３～１．１７ｍＥｑ
／Ｌであり、これまで見てきた値と比べると大きさが増しているが、なおこの値でも、前
述の許容差限界値以下にはなっている。Ｃ施設のナトリウムイオン測定値の場合、透析液
校正された電極法と炎光法の測定値の差は－０．５～０．１ｍＥｑ／Ｌであり、透析液専
用の校正液による校正の効果が確認できた。なお、ここまで言及しなかったカリウムイオ
ンおよび塩化物イオンの透析液校正後の測定値の差も、前述の許容差限界値の指針以下で
あった。
【００３７】

Ｄ施設の場合、測定対象は、いわゆるアセテートフリーの透析液（ただし、緩衝能あり）
であり、さらに測定に用いた作用電極も２種の異なったものであったが、透析液専用の校
正液による校正の効果は明白に現れた。すなわち作用電極の種類によって、未校正の場合
、炎光値との差が、ナトリウムイオンで［－２．２～－２．５ｍＥｑ／Ｌ］および［－９
．８～－９．６ｍＥｑ／Ｌ］であったものが、校正後はその値が［－１．８～－１．５ｍ
Ｅｑ／Ｌ］および［－１．５～－１．４ｍＥｑ／Ｌ］にまで解消されたのである。同様の
傾向はカリウムイオンおよび塩化物イオンでも見られ、それぞれ、［－０．７５～－０．
７４ｍＥｑ／Ｌ］および［－０．１５ｍＥｑ／Ｌ］から［－０．０５～－０．０４ｍＥｑ
／Ｌ］および［－０．０２ｍＥｑ／Ｌ］にまで、［－１．２～－０．８ｍＥｑ／Ｌ］およ
び［－８．５～－８．９ｍＥｑ／Ｌ］から［－０．５～－０．１ｍＥｑ／Ｌ］および［－
０．３～０．１ｍＥｑ／Ｌ］にまで解消されていた。なお、濃度差解消後の差の値は、上
記と同じく許容差限界値の指針以下であった。
【産業上の利用可能性】
【００３８】

透析液専用の校正液を用いてを機器を再校正（補正）することにより、本来の用途とは異
なる「電極法電解質計測機器」を用いた、「調製済み透析液」、「調製済みＢ液」、「調
製済みＡ液」の測定が可能となる。その際、目的濃度とのずれが、少なくとも健常値また
は代表値近傍において、日本臨床化学会における許容差限界値の指針（絶対値）程度に収
められるようになる。
【符号の説明】
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【００３９】

１　校正液１

２　校正液２

３　参照電極液

４　検体

５　作用電極

６　液膜

７　内部液

８　内極

９　参照電極

１０　内極

１１　液グランド

１２　発生電位

１３　接触界面

１４　廃液

１５　希釈液

１６　稀釈セル

１７　参照電極内部液

１８　希釈液流路

１９　ノズル

２０　電源部

２１　制御部

２２　アナログ／デジタル変換部

２３　測定部
【要約】

【課題】電極法を原理とする電解質計測機器では、これまで透析液を正確に測定すること
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ができなかった。

【解決手段】透析液を測定する際に、透析液濃度の正確さを担保し得る透析液専用の校正
（補正）液を用いて前記電極法機器を再校正（補正）後、検体である透析液を測定し、前
記補正結果をその測定値に反映し得る、透析液専用の校正（補正）液を使用することによ
り、標準品によってその測定値の正確さが担保された炎光光度法または原子吸光法または
電量滴定法を用いて得られた同測定値と、測定値が１００ｍｍｏｌ／Ｌを超える計測対象
については絶対値で２パーセント以内、同測定値が１０ｍｍｏｌ／Ｌ以下である計測対象
については絶対値で１０パーセント以内の範囲で一致させることが可能となった。

【選択図】図１９

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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