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精子特性分析器 

仕様 

第 1 章：システムの仕様と必要条件 
 

サイズ：32 × 30 × 24 cm  

重量：7 kg 

AC 電力供給：100～240 VAC、50/60 Hz、20VA 

ノイズレベル：20～23 [dBA] 

SQA-ビジョン の消費電力：34.12 [BTU/時] = 10 [Watt] 

 

フロントパネル 

• ディスプレイ：LCD ディスプレイ 

• 検査用：測定用コンパートメント、ビジュアル化コンパートメント 

• その他：マルチボタンキーパッド、焦点調節つまみ、視野ステージ調整つまみ 

キーパッド  

• 操作キー：I-Button, Service, Enter, Esc, Delete, カーソルボタン 4（上下左右）、テンキー（

0～9） 

• ビデオコントロールキー：ZOOM IN/OUT  

測定用コンパートメント 

• 放出エネルギー源：LED×2（運動性検査用チャンネル、濃度測定用チャンネル） 

• 検出システム：光検出器×2（運動性、光学的密度） 

操作システム 

• 分析所要時間：標準検査－75 秒   

     精管切除後（自動）検査－5 分  

• ソフトウェア：フラッシュメモリ常駐  

     システムは PC 用 CD-ROM でアップグレード可能 

• 運動性検査用チャンネル入力信号：アナログ（5V まで） 

• 分光光度法用チャンネル入力信号：変調（1 kHz）アナログ（5V まで） 

リアパネル 

• 電源コネクタ、ヒューズホルダー（ヒューズ 250V、1A） 

コネクタ×２（USB 2.0 ケーブル A オス B オス用） 

左側面パネル 

• On/Off 電源スイッチ 

• I－ボタンポート 

ビジュアル化コンパートメント 

• 白色 LED 照明装置（光度 35000 mcd） 

• デジタル CCD、解像度：最低 1280×1024 ピクセル、高解像度の「ライブ」または「静止」

画像は 1 秒間に多くの画面をキャプチャーすることにより得られる。 

• 対物レンズ：標準、40 倍、色収差修正 

• 信号出力装置：PAL 方式（標準） 

• ズーム装置（1188 倍～1725 倍のスムーズな倍率変更が可能） 

• 視野ステージ調節つまみ 
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必要条件 メンテナンススケジュール 

検査を行う時は毎日クリーニングをしてください。また 10～15 回の検査ごと、及び液体が漏れた時に

はその都度クリーニングを行ってください。クリーニングには専用のクリ－ニングキットを用い、こ

のガイドの巻末付録５「キャピラリーコンパートメントのクリーニング」の方法に従って行ってくだ

さい。必ずメーカー指定の専用クリーニングキットと掃除用ブラシを使用してください。それ以外を

使用すると SQA-VISION 装置を損傷し、システムが動かなくなる可能性があります！ 
 

ご使用にあたってのポイント 

• SQA-VISION は、電子ノイズの原因となる器具や振動を起こす器具（遠心分離機など）のそ

ばで使用しないでください。 

• 長時間使用しない場合は、システムの電源を OFF にしてください。 

• 精管切除後検査時には、検査サイクルを中断したり装置や検査用キャピラリーをいじったり

しないでください。本検査は動きに対して非常に高感度なため、検査サイクルの 5 分間は装

置を完全に安定させておく必要があります。 

• 周辺温度が変動すると、精液検体の質に影響が及ぶ恐れがあります。絶対に検査時に精液検

体を温めないでください。SQA-VISION は 20～25℃(68～77°F)の室温で使用できるように調

節されています。 

• 精液は生物学的には有害物質とみなされます。よって使用時には個々の研究室の有害物質の

取り扱いに関するプロトコールに従ってください。最低限行うべきことは、 

・操作担当者の保護のために白衣、マスク、手袋をご使用ください。 

・精液を扱う容器及び、廃棄物入れには、危険物専用の表示をしてください。 

・精液の取り扱い及び検査は、精液のような生物学的危険物を扱う訓練をうけた人が行って

ください。 

 

操作時の周辺温度と湿度  

• 操作可能な最高湿度は、31℃で 80％から直線的に減少して 38℃で 50％までです。 

• 幅広い周辺温度（15℃～38℃）下で使用可能ですが、この装置は 20℃～25℃（68 ºF～77 

ºF）の室温で検査を行うよう調整されています。注意：周知の通り精液の質は温度に左右さ

れますので、周辺温度が極端に高かったり低かったりすると正確な運動性検査結果が得られ

ないことがあります。 

 

操作時の環境条件  

• この装置は、最高標高 2,000ｍまでの室内で、供給電源の変動±10％、過電圧カテゴリⅡ、汚

染度Ⅱの環境下での使用するよう設計されています。 

 

PC ならびにハードウエア  

• PC と装置：「オールインワン」一体型･･･SQA-VISION ソフトウェア搭載のコンピューター

と装置（メディカルエレクトロニックシステム社により供給） 
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精度管理 

• 内部：電子制御式セルフテストシステム、自動キャリブレーションシステム、スタートアッ

プ時オートラン機能。各検査時に基準値のプリセットが可能。 

• 外部：毎日もしくは研究室のプロトコールに従って、本検査前に精度管理試料を測定してく

ださい 

調整されたラテックスビーズ基準サンプル：”QwikCheckTM-beads”（メディカルエレクト

ロニックシステム社製）･･･濃度検査用、運動性／濃度の陰性対照試験用 

非調整サンプル：ラテックスビーズ、安定化処理済精子 CAP、NEQAS･･･濃度検査用 

検体検査 

• 検体検査時の温度：検査は室温で行います。検体を加温すると運動性の正確なデータが得ら

れないことがあります。 

• 装置はヒトの精液検体と精度管理試料のみに適用してください。動物の精液検体には使用で

きません。 

• SQA-VISION 測定用キャピラリー：ディスポーザブルタイプ、プラスティック製検査用キャ

ピラリー。標準量検査には 500 μl、少量検査には 10μl、希釈モードには 300μl が必要です。

自動検査システムにはメーカー指定以外の検査用キャピラリーを使用しないでください。 

視野ステージ：このステージは SQA-VISION ビジュアル化コンパートメントの内部
にあります。 VISIONTM  製カバースリップスライドグラス（手動で精子数をカウン
トする際には正確な結果を得るために必ず必要）および一般的なスライドグラス
（精子の破片のスキャンと画像をキャプチャーする時）のどちらも SQA-VISION ビ
ジュアル化コンパートメントに使用することができます。 

概要 
  

第 2 章：システムの概要 

SQA-VISION は、光電子工学、コンピューターアルゴリズム、ビデオ顕微鏡法の技術を統合して作ら

れた高性能の医療分析機器です。SQA-VISION と完全に統合したタッチスクリーン対応のコンピュー

ターが、ユーザーフレンドリーな精液分析検査を可能にします。検体は SQA-VISION の中で検査さ

れ、すべてのデータ入力や操作はコンピューターを使って行います。 

新鮮検体、精管切除後の検体、洗浄検体、スイムアップ法検体、密度勾配遠心分離法による検体、お

よび凍結検体、ならびに寿命検査や通常形態検査は自動的に実施されます。  様々なクリック/マーク

カウンターおよび非常にユーザーフレンドリーな高解像度ビジュアル化画面を使用して、バイタリ

ティ検査と DNA 断片化テストを行うことができます。凍結検査フロー機能は精子バンク用に設計され

ており、ドナー追跡、ドナー検査、さまざまなパラメーター（運動性、前進運動性または精子数）に

よる分量、および解凍後の精度管理検査を含みます。      
検査結果がシステムの自動化されたダイナミックレンジに満たない場合、手動で精子を数えるための

低質カウンターが自動的に表示されます。破片と円形精子細胞の検査は破片/円形精子細胞スキャナー

を使って行います。VISION 高解像度ビジュアル化システムとユーザーフレンドリーなクリックカウン

ターを使うことで、精子減少症や低質な体外受精検体を調べることもできます。形態カウンターおよ

びビジュアル化システムを使用して、形態識別カウントを手動で行うことができます。自動検査モー

ドでの分析時間：正常な質の精子検体では 75 秒以内、精管切除後の検体は 5 分以内。 

このシステムはセルフテスト及びセルフキャリブレーション機能搭載しており、ラテックスビーズや

安定化した精子の品質制御を検査することができます。２つのコンパートメント：自動検査機能とビ

ジュアル化機能は、ユーザーがすべてのタイプの精子検体を状況に応じてフレキシブルに分析するこ

とを可能にします。 
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フロントパネル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キーパッド案内 
   

・数字、Enter、Esc、Delete、及び矢印キーは操作担当者のみが使用してください。 

・I-ボタンを押して検査を追加します。(このガイドの I ボタンの項参照) 

・Service ボタンを押してサービスメニューを開きます。（このガイドの対応ページ参照） 

・ビデオの拡大倍率を変えるには、Zoom In/Out を使ってください。 

 

 リアパネル 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビデオディスプレイ

調整装置 

I ボタン 

固定カバースリップスライドグ 

ラス及び標準スライドグラス用 

ビジュアル化コンパートメント 

視野つまみ 

焦点調節用つまみ 

自動測定 

コンパートメント 

1188 倍～1725 倍ズーム用 

キーパッド 

リアパネル 

組み立て用ねじ(４つ) 

RS 232 COM 用ポート 

USB データコネクタ 

USB ビデオコネクタ 

通気口 

電源コネクタ 

メインスイッチ 
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SQA-VISION 

コンパートメント 

 

測定用キャピラリー 

 

• 生物学的安全性を重視しながら検体の採取と検査を行えるようにデザインされています。

ディスポーサブルタイプ。 

• 運動性検査は、0.3mm のキャピラリー部（薄い部分）で行います。この部分には 10μl の精 

液が必要です。 

• 精子濃度測定は、10mm のキュベット部（太い部分）で行います。精子濃度測定は 10mm の

キュベット部（背の高い部分）で行います。この部分には 450μl の精液が必要です。 

• このキャピラリーは SQA-VISION の測定用チェンバーに挿入して使います。通常及び少量の

検体の充填方法については、このガイドの巻末付録を参照してください。 

 スライドアダプタ 

 

 

 

 
 

• SQA-VISIONTM製の固定カバースリップスライドグラスまたは標準スライドグラス（どち

らも深さ 20 ミクロン）を使用可能です。 

• スライドアダプタの使用方法については巻末付録３を参照してください。 

検査結果 

 

SQA-VISION で測定される精液検体パラメーター 

自動検査結果 

精子濃度 M/ml 運動性を示す精子濃度（MSC） M/ml 

運動性を示す精子の割合 PR+NP ％ 高速運動を示す精子濃度（PMSC） M/ml 

高速前進運動精子の割合 PR 
％ 機能正常な精子濃度（FSC）（高速前方運

動性を示す形態正常な精子）の濃度 
M/ml 

前進運動を示さない精子の割合 NP ％ 平均精子速度 ミクロン/秒 

運動性を示さない精子の割合 IM ％ 精子運動性指数（SMI） ＃ 

運動性検査を

行う部分 

キュベット 

セパレート 

バルブ 
シリンジ 

ルアーアダプタ 

ディレクティング

ランナー 
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正常形態の精子の割合(WHO 基準マ

ニュアル第 5 版に準拠) 
％ 

  

射出精液中の総数 

総精子数 M/射出精液 機能精子数（射出精液中） M/射出精液 

運動性を示す精子の数（射出精液中） M/射出精液 形態正常な精子数 M/射出精液 

高速前進運動を示す精子数(射出精液中） M/射出精液   

精管切除後 

運動性精子、非運動性精子及び総精子濃度 M/ml 
射出精液中の運動性精子、非運動性精子 

及び総精子数 
M 

報告可能範囲 

 

 

SQA-VISION の報告可能範囲 

SQA-Vision 測定可能域 (自動検出) 

検体の種類 精子濃度 

M/ml 

運動性 

％ 

形態正常 

％ 

MSC 
M/ml 

PMSC 
M/ml 

運動性／ 

非運動性／ 

総精子 濃度 

M/ml 

新鮮検体 
＜2 – 

400 
0 - 100 2 - 30 

＜0.2- 

400 
0 - 400 ― 

洗浄検体 
＜0.2 – 

200＋ 
0 - 100 2 - 30 

＜0.2- 

200＋ 
0 – 200+ ― 

SWIM-UP 法、密度勾配遠

心分離法、凍結検体 
― ― ― 

＜0.2- 

200＋ 
0 – 200+ ― 

精管切除後の検体 ― ― ― ― ― 0 - 400 
 

 

テクノロジー 

 

第 3 章：テクノロジー 

 

 

 

 

SQA-VISION 

測定用コンパートメント Density    Motility 
Detector  Detector OD       

Conv  Micro 
Processo
r Step 1 

M.E.S. 
Proprietar

y 
Algorithm

Conv Semen 
Parameter

s Step 2 Step 3 

   LED
 LE
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ステップ 1:  キャピラリーを測定用コンパートメントに挿入します。 

ステップ 2:  濃度測定 

・百万単位の数の精子の濃度を測定します。SQA-VISION 検査用キャピラリーの濃度

測定用チェンバー内に入っている精子に特定の波長の光を当てるとその光が精子に

吸収されます。 

・光学密度検出器が精子の吸光量を計測し、これを光学密度（OD）に換算します。 

・光学密度の測定値は MES 社のアルゴリズムに基づくマイクロプロセッサーによって 

精子濃度に変換されます。 

ステップ 3:  運動性検査 

       ・SQA-VISION 測定用キャピラリーの細い運動性測定部内の数万単位の数の精子の運

動性を、精子が SQA-VISION のビーム光の中で動き回る時に生じるビーム光の乱れ

を測定することによって分析します。 

    ・このビーム光の乱れは電気信号に変換され、ピークと谷が検出されます。 

・電気信号のピークは MES 社のアルゴリズムに基づくマイクロプロセッサーソフトウ

エアによって分析され、運動性パラメーターに変換されます。 

 

 
運動性を示す精子の電気信号 

 

検査システムの使
用方法 

 

 

第４章：検査システムを用いた作業開始 

システムのインストール 

• 付属の電源ケーブルをリアパネルのコネクタに差し込みます 

• 電源ケーブルをアース電源に接続します。  

• 2 本のケーブルをリアパネルのデータコネクタとビデオコネクタに差し込み、PC の USB コネ

クタに接続します。 

• 左側面のメインスイッチを押し、SQA-VISION のスイッチを入れます。 

パワーインジケータが点灯し、下の画面が表示されます。 

 
 

 

 

 

 



SQA-VISION ユーザーガイド Version 137.14.2 
 

11 
 

検査システムの使

用方法： 

システムを安定化させ

ている途中でキャピラ

リーやスライドグラス

を挿入しないでくださ

い。 

安定化の途中でキー

パッドによる操作を行

わないでください。 

 

自動キャリブレーションとセルフテスト 

 

• このプロセスには５～７分かかります。  

• システムの安定化と自動キャリブレーションが終了すると一連のテストが始まります。 

 

セルフテスト 

 

 

• キャピラリーやスライドグラスを挿入したり、キーパッド操作をしたりしないでください。 

 

操作スクリーン 

 

• セルフテストが終了すると、操作スクリーンが表示されます。これで SQA-VISION を使用で 

きる状態になりました。 

 

 

 

サービスメニュー 

 

• Service キーを押してサービスメニューを開きます。 

 

  

SQA-VISION VERSION X.XX.XX 

PLEASE WAIT 

SYSTEM STABILIZATION AND 

AUTOCALIBRATION 

 

SYSTEM SELF-TEST: 

 

 

READY FOR TESTING PLEASE 

ENTER DATA INTO SQA-VISION: 

 

SERVICE MENU 

 

SERVICE DATA SERVICE 

PERSONNEL 

ADD TESTS TO COUNTER 
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 • SERVICE DATA を選択し、Enter を押します。以下の画面でコード化されたサービスデータ

が表示されます。 

• Enter キーを押すとさらに 2 画面のセルフテスト画面が開きます。SQA-VISION コンピュー

タースクリーンにも同じデータが表示されます。（SERVICE DATA のセクションをご参照く

ださい。） 

• SERVICE PERSONNEL はパスワードで保護されたメーカーサポート用画面です。 

I-ボタン検査の追加 

 

• SERVICE MENU から ADD TESTS TO COUNTER を選択するか、I-ボタンキーを押して以

下の画面を開きます。 

 
SQA-ビジョン の概

要 

 

 

SQA-ビジョン アプリ。 

• PC デスクトップの SQA-VISION アイコンをダブルクリックして以下の画面を開きます。 

 

• ユーザーネームに administrator を入力します。 

 

 

 

 

 

 

パスワードに fertility を入力しエ ンター を押します。 

 

以下のホーム画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DATA 
1.  18 8.  112 15. 1.3 
2.  5 9.  10         16. 110 

3.  15           10.  6          17. 2 
4.  28 11.  89 18. 1000 
5. 70.65 12. 31 19. 100 
6.  512 13.  100 20. 100 
7. 0.000      14. 100 

 

 
TO ADD MORE TESTS 

HOLD NEW I-BUTTON AGAINST PORT 
AND PRESS ENTER 

 

PRESS ESC TO EXIT 
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ホーム画面 

 

SQA-VISION 

操作 

 

タッチスクリーン PC からの SQA-VISION 操作 
SQA-VISION の操作はマウスクリックとタッチスクリーンどちらからも操作可能です。 

スクリーンの左側に６つのメインメニューボタンが表示されます。 

• 患者を検査する（患者の検査） 

• 精度管理/習熟度（精度管理／検査習熟度） 

• ヴィジュアル化（ビジュアル化） 

• アーカイブ（アーカイブ） 

• サービス（サービス） 

• セッテイング（設定） 

以下のアイコンが右上角に表示されます。 

 
 

最小化：画面を PC タスクバーの中に格納します。 

 
寿命計測タイマー：寿命検査をする時に作動します。 

 
ヘルプ：ヘルプメニューを開きます。 

 
終了：SQA-Vision ソフトウエアを終了します。 

 

ホーム：この画面から SQA-VISION の Service Data、精度管理試料、I-ボタン、バッ

クアップ状況を開きます。 

 
動画プレビュー：検査開始前の検体表示 

 

 
• 以下の情報を得るにはホーム画面をクリックしてください。：サービスデータ の主要パラ

メーター、精度管理試料のラテックスビーズのデータ、I-ボタンによる検査の状況、SQA-

VISION のバックアップ状況。 

•  検査の必要条件を満たしたパラメーターはグリーンのチェックマークがつきます。（✔） 
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•  問題のあるパラメーターは黄色の疑問符（？）マークがつきます。 

• 検査基準に達しないパラメーターはホーム画面上で赤く表示されます。   

 

 

 

 
 

•  や のアイコンをクリックすると問題点の詳細を見ることができま

す。 

• 「問題解決方法」ボタンをクリックすると、問題修正方法の詳細を確認できます。 

 

サービスレポート 

 

Service Data   

• サービスレポート画面を開くには、Home 画面の右下、もしくはサービス 画面（次項参

照）にある「分析ﾚﾎﾟｰﾄ」ボタンを押してください。   
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ービス画面 

 

• ホーム 画面の「メンテナンス」ボタンを押すと下の Service 画面が表示されます。 

（この画面は「メインメニュー」からも開くことができます。） 

 

 

• メンテナンスのチェックリスト は、毎日の SQA-VISION の保守作業状況を記録します。 
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• 管理-Latex Beads データ は、最新の精度管理検査結果を表示します。 

• SQA-VISION バックアップステータス は、最新バックアップ日とユーザー設定及びコン

ピューターの HDD 使用状況に基づいて予定された次回のバックアップ日を表示します。 

• サービスデータ－キーパラメーター は、最も重要なサービスパラメーターの状況を表示しま

す。 

• I-Button / 検査統計 に表示されるのは、残っている検査の数、1 日に行われる平均的な検査

数、トータルの検査数です。この画面からさらに検査を追加することができます。 

• SQA-VISION の機能上非常に重要なパラメーターについては状態を示すアイコンが表示され

ます。（前ページの画面参照） 

• チェックマークが黄色もしくは赤で表示されている場合には、アイコンをクリックして、詳

細と対処法を確認してください。 

• サービス 画面から各ボタンをクリック（もしくは押す）してできることは、 

 

o セッテイング：SQA-VISION のすべての設定を表示する画面を開く。 

o ﾃﾞｰﾀの復元：バックアップデータを修復する。 

o バックアップ：バックアップを取り始める。 

o リフレッシュ：サービスデータの再検査を行う。 

o サービスレポート：サービスレポートを取得する。 

o レポートのセット：設定レポートを取得する。 

o 分析する：重要なサービスパラメーターをチェックする。ドロップダウンメニューか

らパラメーターを選びます。 

o セルフテスト：セルフテストのパラメーターのチェックを開始します。 

 

分析するボタンをクリックすると、リアルタイムでサービスパラメーターをチェックできる以下のよ

うな画面が表示されます。トラブルシューティングや、サービスレポートを得る時にお使いになれま

す。 

 

 コンピューターと装置の間の接続に問題がある場合、以下のメッセージが表示されます。 
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設定 

 

SQA-VISION の設定 
Service もしくはメインメニュー画面から SETTINGS を開いてシステムと検査用デフォルトの設定を

します。画面上部に次の 7 つのボタンが表示されます。：管理, 習熟度検査, 患者を検査する, ヴィジュ

アル化 , システム , サービス, 検査室ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ. 

 

 

 
精度管理試料の 

設定  

ご注意ください： 

セットアップに関するす

べてのフィールドにデー

タ入力が必要です。

QwikCheckTMや他の調製

済み精度管理キットの

データを入力してくださ

い。 

精度管理試料のデータが
不明な場合、ロット番号
と目標値の許容範囲につ
いては「０」を、使用期
限については現在の日付
を入力します。 

 

上に示されているのが精度管理試料のセットアップ画面です。ラテックスビーズまたは安定化された

精子の２種類の精度管理試料のセットアップを手動で行うことができます。調製された QwikCheckTM

のセットアップについては手動及びバーコードリーダー、どちらででも行うことができます。

（「Latex Beads Set-up」の表示の下にあるバーコードをスキャンしてから、QwikCheckTMの箱につい

ているバーコードをスキャンします。） 

以下のデータが自動的にアップデートされます。 

• ロット番号、使用期限、目標値、許容範囲 

色つきの丸をクリックして各ビーズ毎に好きな色を選びます。 

設定を削除するには 削除 を、保存するには 保存 を押します。 

設定が完了したら、分析ﾚﾎﾟｰﾄ ボタンを押して設定レポートを印刷します。 

セットアップ：非分析物質の目標値と許容範囲を確定する。 

ステップ１：製品のラベルにある以下のデータを入力します。 

▪ LOT#―精度管理試料媒体のロットを識別する番号 

▪ 使用期限 ― 精度管理試料用媒体の使用期限（MM＝月、YY＝年） 

ステップ２：目標値と許容範囲を入力する。: 

▪ TARGET VALUE に「00」を入力する。 

▪ +/- RANGE に「0.0」を入力する 

ステップ３：保存 を押して設定を保存します。 

ステップ４：レベル毎の目標値と許容範囲を確定します。 

ご注意ください： 
 

検査を 10 回繰り返す場

合：各検査を終える度に

キャピラリーを抜き、同

じキャピラリーを用い

て、また精度管理検査を

行ってください。 

 

 

▪ キャピラリーに試料を充填し、精度管理/習熟度 モードの画面案内に従って 10 回

試行する。 

▪ 目標値の平均を算出する。研究室のプロトコールに従って許容範囲を決定する。

（例：２SD） 

▪ 精度管理試料の Settings をもう一度開き、精度管理試料用の 目標値 とレンジ を

アップデートする。 

もし設定に間違った数字が入力された場合、次のメッセージが表示されます。：

「入力したデータはエラーです/ 数値を再度入力して下さい」 
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Proficiency 
設定画面 

 

査読される習熟度チャレンジ計画（CAP や NEQAS など）に参加している研究室では、次の項目を手

動入力してください。：供給元から受け取った 4 種類までのレベルの試料の サンプル #、日付、メモ

について入力できます。 

 

 

Test Patient 

設定画面 
 

下に表示された 患者を検査する 設定画面で精液検査のすべてのプロセスについてのデフォルト設定を行

います。 

 
 

Test Patient 設定のオプションと説明 

• 濃度・標準：検体の希釈が必要ない 10-20 ミクロンの計測チェンバーには「１」を、血球計数器

には「２」を選択します。（計測チェンバーの総合リストについては巻末付録,濃度基準：計数

チェンバーをご覧ください。） 

• 少量検体（10μl）(運動性の予測)：少量検体(10μl)検査時、完全なレポート（形態パラメーター

は除く）を作るために、運動性を見積もるビジュアル化画面が自動的に開くように✔します。 

• ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを下回った時：検査結果が SQA-VISION のダイナミックレンジを下回った場合手動

で細胞を数えるためのビジュアル化画面が自動的に表示されるように✔します。 

• 破片/円形細胞片スキャンカットオフ：検体には自動検査結果に影響を与えうる量の細胞片が含ま

れることがあります。SQA-VISION では自動検査の結果に基づき、そのような検体を特定し、細

胞片スキャナーを起動させます。すべての検体で常に細胞破片スキャナーを起動させて検査を行

うには、「全ての検体から常に細胞片スキャナー起動」を✔します。 

• 顕微鏡下で得た形態のデータ入力：患者を検査するセッテイング の 顕微鏡下で得た形態のデー

タ入力 を✔すると、形態 ボタンをクリックした時に自動的に入力グリッドが表示されます。結

果は患者レポートに表示されます。このオプションが設定されている場合、他の SQA-VISION す
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べての形態計測用カウンターが使えなくなりますが表示されます。 

• 活性検査手動データ入力：患者を検査するセッテイング の 活性検査手動データ入力 を✔する

と、活性検査 ボタンをクリックした時に自動的に入力グリッドが表示されます。結果は患者レ

ポートに表示されます。このオプションが設定されている場合、他の SQA-VISION すべての形態

計測用カウンターが使えなくなります。 

• 精管切除後検体の視野をクリック：□の✔を外すと「次へ」をクリックせずに、スライドごとに

50 の視野を自由確認にすることができます。 精度を上げるには、1 スライドにつき 50 視野をカウ

ントします。 

• WHOカウンター：運動性カテゴリーの評価：WHO基準マニュアル第 5版に基づくトータル、運動性

、非前進運動性。 

• LES: その地域により、工場でセットします。 

• デフォルトテストタイプ： 新鮮、洗浄済、冷凍･･･等の検査項目を選ぶ場合は、NO DEFAULT を

選択します。もしくは個々の検査項目をデフォルトとしてセットすることもできます。その場

合、患者を検査する を選ぶと、対応する検査用入力画面が表示されます。  

• 患者のデータ入力 - 患者の年齢のみ（誕生日は不要: この□をチェックして、生年月日ではなく患

者の年齢のみを入力します。 

• 備考欄に患者データを入力: このフィールドのいずれかにお好きなラベル名を入力します。検査

報告書 やデータ入力/患者 の画面にそのラベル名が表示されます。寿命検査の間隔: 寿命検査のた

めの計測時間間隔をセットします。 

• パラメーターリスト: 検査レポートに含める精液パラメーターを選びます。参照値は WHO 基準マ

ニュアルのデフォルトに基づいてあらかじめセットできますが、上書きして修正することもでき

ます。必要に応じて「SELECT ALL」「CLEAR ALL」ボタンをお使いいただくと便利です。 

 
 

ビジュアル化設定画面: 上の画面を使って細かいオプションの設定を行います。 
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ビジュアル化 

設定画面 
 

 

ビジュアル化設定画面: 上の画面を使って細かいオプションの設定を行います。 

• ﾋﾞﾃﾞｵ設定: 工場でセットされます。 

• 生きてる精子細胞と死んでる精子細胞を数える: 生きている精子細胞と死んでいる精子細胞

を数えます。操作ｷｰでｸﾘｯｸ（細胞に印をつけない）か、〇印をつけて数える (〇印をつける) 

を選びます。 

• 形態検査のセッテイング: 正常/異常 は正常精子と異常精子のパーセンテージの差異のみ、全

ての差異 は精子細胞の様々な異常を色分けしてマーキングする 〇印をつけて数える または

マークしない 操作ｷｰでｸﾘｯｸ で、完全な形態検査をします。  

• DNA 断片化の設定: HALO / NO HALO マークカウントのデフォルトカラーを選択します。 

カウントタイプを選択：操作キーでクリックするか、○印をつけて数えるを✔します。 

• グリッドの色を指定: SQA-VISION のビデオ画面のグリッドの色を指定します。 

• 〇の大きさ: 形態及び活性検査時のマーキングに使う印の色を指定します。 

 

次のボタンはビデオ画面の下部に表示されています。 

• リフレッシュ: カメラのバックグラウンドのバランスを再調整します。 

• グリッド表示 / グリッド消去: グリッド表示 をクリックするとビデオ画面にグリッドが表示

されます。グリッド消去 をクリックするとグリッドが消えます。 

• 静止画像 / リアルタイム: ビデオを止めるには 静止画像 を、作動させるにはリアルタイム 

をクリックします。 

• 全画面: 全画面になります。全画面を閉じるには PC の Esc キーを押します。 

• セッテイング: 下に示されているビデオパラメーターを調整します。 

 さらに細かい調整には、ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞ を用い、工場出荷時の には右下隅の 3 つのボタンを使用

してビデオのデフォルトを復元します。  

• デフォルト：デフォルト設定を回復させる。 

• 分析ﾚﾎﾟｰﾄ ：設定レポートを作成する。 

• 保存：新しい設定を保存する。 

システムの設定 

 
システムセッテイング を開いて以下の項目のセットアップをします。 

• 施設案内：施設情報を入力し、精液分析テストレポートに表示されるロゴを挿入します。 

• 言語ファイルのアップロード: ユーザーに応じて使用言語を変えます。 

• 完了音：テスト/データ転送の完了を知らせる音を選択します。 

• ユーザー名とパスワードの設定: ユーザーネームとパスワードを設定します。 

• 検査報告書のセッティング: テストレポートに表示するパラメータを選択します。 

• 精子銀行モードを有効化：検体分量、凍結、および精度管理を行うために精子銀行フロー

での作業を選択します。 

• ホストから開始されたテスト：ホストシステムから削除する検査計画を選択し、その計画に

沿ってテストを開始します。 

• モードセレクターを表示：設定画面を表示せずに、臨床検査と凍結モードを切り替えま

す。   
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• MLF/PMLF設定（凍結モード専用）：運動性または前進運動性損失係数により、凍結検体の

分量基準を設定します。  

• 前回の平均：選択して運動性または前進運動性損失係数の平均化および決定期間

を設定します。 

• 処理損失：プロセス自体（希釈や遠心分離など）で失われた運動性を補正するた

めに計数を付加して検体の過剰希釈を予防します。分量の目標値は上昇します。

例：前進運動性細胞の目標値は 50M/ml ですが、プロセス損失計数は 20％です。対

象を（50*1.2=60）として計算します。 

• 2 媒体希釈比：二段階希釈の際に使用します。  凍結媒体は総量（通常 1：3）に対する比率

を計算し、希釈の残りは洗浄媒体となります（精液量を除く）。 

• 拡張ステップ：二種類の分量：精子の標的分量または量的分量  

• 標的分量：各回の必須標的細胞数を満たします。  

• 分量：媒体に対する検体の規定比率を満たすために付加される凍結媒体の量を算出します。 

 

 
 

設定するサービス設定を開きます。 

• 保守作業: 保守作業リストの確認もしくは上書きができます。 

• ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを頻繁にする: VISION のバックアップスケジュールを設定します。設定されたス

ケジュールに基づいてバックアップリマインダーがポップアップ表示されます。 

• サービスデータ:（データベースに保存する）: トラブルシューティングのためにサービス

データを保存する。 

• 精度管理: 精度管理テストを行う頻度を設定します。 

• メンテナンスは必須です。 これを選択すると、すべてのメンテナンス作業が完了するまで

検査を行うことができなくなります。 
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Lab Interface 

設定画面 

 

検査室ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ では SQA-VISION の検査結果と患者データを施設の LIS を用いて施設のメインフレー

ムに供給します。下の画面に設定、データ移動オプション、項目が表示されています。 

 

 

 
設定レポート 

 
分析ﾚﾎﾟｰﾄ をクリックすると設定レポートを作成できます。（最初のページは次のとおりです） 
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精液検体の検査 

 
 
 

検体及び検査の種

類 
 

 

ご注意ください： 

SQA-VISION は精液検

体を室温で検査するよ

うに設定されていま

す。検体を 37℃に温め

ることは不必要である

ばかりか、正しい運動

性検査結果が得られな

いことがあります。 

 

 

第 5章：患者を検査する 

 

患者の検査中、上記のボタンで臨床検査フローと凍結検査フローの切り替えができます。  検査フ

ローは以下に記載のとおりです。 

臨床検査フロー 

患者と検体データの入力 

検査を始める前に患者と検体についての情報を入力します。精液検体をタイプと量によって正確に

分類し、検査オプションを理解するために以下の情報を参照してください。 

検体データ入力 

以下の検体と検査オプションの説明に基づいて、検体と検査の種類を選択してください。 

• 新鮮検体 (FRESH) ―濃縮、希釈、他の処理が行われていない、採取 1 時間以内の検体。

0.5ml 以上の量が必要。（検査キャピラリー全体を満たす量）量が少ない場合、すべての

精液検査パラメーターについてのレポートを得るために、２倍（1＋1）に希釈してもよ
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常に１種類の検体しか

検査しないのであれば

SETTINGS で TEST 

TYPE のデフォルトとし

て設定すれば自動的に

適切な検査を行いま

す。（その場合でも表

示され TEST OPTIONS

から他の種類の検査を

えらぶことができま

す。） 

 

 

い。10μl の検体をキャピラリーの細い部分にいれ、運動性のみについての部分的レポート

を得ることもできます。 

• 精管切除後（POST VAS）―「精管切除後検体」として 1 時間以内に採取された検体。運

動性・非運動性、精子の濃度、射出精液内の総精子数のみについて検査される。検査には

0.5ml 以上の精液が必要です。 

• 洗浄検体（WASHED）―精漿の代わりに市販の媒体を用い、遠心分離によって人口受精用

に濃縮、調整された検体。卵黄液を含む凍結検体は除外されます。検査には 0.5ml 以上が

必要です。（少ない場合は新鮮検体の項を参照ください。） 

• スイムアップ（SWIM-UP法検体）―人工授精用に SWIM-UP法を用いて調製された検体。運

動性に関したパラメーター（運動性を示す精子の濃度、前進運動性を示す精子の濃度、精

子運動性指数、進行速度）のみがレポートされます。検査には 10μl 以上必要です。 

• 密度勾配法による検体（GRADIENT）―人工授精のために密度勾配濃縮法によって調製さ

れた検体。運動性に関したパラメーター（運動性を示す精子の濃度、前進運動性を示す精

子の濃度、精子運動性指数、進行速度）のみがレポートされます。検査には 10μl 以上必

要です。 

• 凍結検体（FROZEN）―冷凍から解凍したばかりの検体。冷凍及び解凍による影響を定量

的に検討するために運動性に関したパラメーター（運動性を示す精子の濃度、前進運動性

を示す精子の濃度、精子運動性指数、進行速度）のみがレポートされます。検査には 10μl

以上必要です。 

• 寿命検査（LONGEVITY）―新鮮な検体をあらかじめ決められた時間間隔で検体の安定性

を調べます。0.5ml 以上の検体が必要です。一連の検査に一つの検査キャピラリーを用い

ます。 

• 手動測定（MANUAL）―3 つのオプション 

✓ 精液分析 -ビジュアル化コンパートメントを用い、検体を手動で測定します。カバー

スリップを固定した計測チェンバー１つにつき３μl 以上の検体が必要です。 

✓ バイタリティ - バイタリティキット染色を用いて確認された生存精子％ 

✓ DNA 断片化 - 断片化（NO HALO）対非断片化（HALO）DNA（DNA 断片化キットを用いて

調製した試料）を用いて精子を確認することによって計算される DNA 断片化指数

（DFI、％） 

メインメニュー から 患者を検査する を選択すると、８つの検体オプション（新鮮検体, 精管切除

後, 洗浄検体, スイムアップ, 密度勾配法, 凍結検体, 寿命検査, 手動測定）が出ている下記の画面

を表示されます。新鮮検体 を選択すると以下の画面になります。 

 

患者の情報 

 
 
 
 
 

検体の情報 
 

ご注意ください： 

精液中の白血球と pH の

測定法と粘性の高い検

体の取り扱い法につい

ては、このユーザーガ

イドの巻末付録をご参

照ください 
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検査モード 

 

 
ご注意ください： 

希釈用媒体の情報につ

いては、このユーザー

ガイドの巻末付録をご

参照ください。 

 

 

患者と検体の情報を、SQA-VISION のキーボードを使って入力します.: 

• 患者 ID（入力必須）－患者独自の識別番号（20桁まで入力可能です。）患者の識別番号が
わからない（もしくは後から記入）する場合は PENDING を選んでください。 

• 患者の名前－患者を識別する個人名。（PENDING でも可） 

• 患者の苗字－患者を識別する苗字。（PENDING でも可） 

• サンプル ID（寿命検査では必須）－患者独自の識別番号（20 桁まで入力可能です。） 

• 生まれた日－患者の生年月日を入力します。（PENDING でも可） 

• 禁欲（期間）－患者の最後の射精からの日数を入力します。  

• 採取日/時間－検体を採取した日時を入力します。 

• 検体受領日/時間－検体を受領した日時を入れます。 

• 量（精管切除後検査では必須）－新鮮検体、精管切除後検体、寿命検査では射出精液の全
量を、他の種類の検査では検体の量を ml 単位で入力します。VOLUME 欄に「0」は入力し
ないでください。0 より大きい数字を入力するか、空欄のままにしてください。 

• 遠心分離前後の検体量（ml）－遠心分離にかけられた精管切除後検体では必須のパラメー
ターです。INITIAL（遠心分離前）の量は、FINAL（遠心分離後）の量よりも大きくなけれ
ばなりません。 

• 白血球濃度 － 白血球濃度１M/ml 未満（正常）、1 M/ml 以上（異常）のどちらかを選びま
す。（新鮮検体、洗浄後検体、寿命検査で必須です。） 

• PH－精液検体の pH。（QwikCheckTMの検査用紙推奨） 

• 外観（目視）－検体を目視して外観の「正常」「異常」のいずれかを評価します。 

• 粘調度－検体の粘度が「正常」か「「異常」かを評価します。（WHO 基準マニュアル第 5

版では精液をピペットで垂らすと一滴ずつになるか、2 ㎝以内の糸をひくのが正常とされ

ています。）DESCREASED VISCOSITY（粘度の低下）は新鮮検体検査、寿命検査で精漿

が非常に薄くて水っぽいときに選択できます。 

• 液化の状態－「正常」「異常」いずれかを評価します。（WHO基準マニュアル第 5版では

室温で 60 分以内に液化すれば正常とされています。）  

• コメント－必要に応じて入力してください。 

• オプション－ご希望に応じて自由に入力してください。 

 日常検査表画面： 

 

• ホストシステムから検査を開始するには、表から検査を選択して検査画面に遷移します。ま

た、表の下にあるドロップダウンメニューからステップを選択して、この表から直接検査を
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開始することも可能です。 

 
精液検体の検査 

TEST PATIENT 画面の右下に精液検査の３つのオプションがあります。  

• 1:2 2倍希釈検体－0.3～0.5mlの少量の精液検体を検査する場合、QwikCheckTM DILUTION

（希釈用）キットを用いて検体を 2 倍に希釈する。少量検体の粘性が高い場合まず

QwikCheckTM LIQUEFACTION（液体化）キットで処理してから希釈してください。SQA-

VISION のアルゴリズムにより、検体が正確に 2 倍に希釈されていれば希釈分を補正してく

れるモードです。（例えば検体の全量が 0.4ml なら 0.4ml の希釈媒体を加えます。） 

• 10μl －検査に使える検体が 10μl しかないときに使うモードです。運動性に関係するパラ

メーターのみレポートされます。（運動性を示す精子の濃度、前進運動性を示す精子の濃

度、精子運動性指数、進行速度） 

• 検査開始－「1:2(1+1) DILUTION」モードや「10 MICRO」モードを選択せず、通常量

（0.5ml 以上）の検体を検査するときに使うモード。精液の完全な分析レポートを作成しま

す。上記２つのモードのどちらかが選択されていた場合、検査開始 を押すと選択されたオプ

ションに従って検査を実施します。 
ご注意ください： 

各検査を実施する前に

システムが自動キャリ

ブレーションを行いま

す。（画面に指示が出

るまでキャピラリーを

挿入しないでください. 

 

 

検査開始 をクリックするとシステムが自動計測を始めます。この間、キーパッドを使ったり、検査

キャピラリーやスライドグラスを挿入したりしないでください。 

SQA-VISION の指示に従って検査用検体を準備します。 

 

• 少量検体の場合：10μl の検体を検査キャピラリーの薄い運動性検査部にのみ吸引します。

画面上の指示（上の画面）と、このガイドの巻末付録「SQA-VISION キャピラリーに少量検

体を充填する」に従ってください。 
ご注意ください： 

キャピラリーを検査

用チェンバーに挿入

すると SQA-VISION

は自動的に検査を始

めます。 

• 非希釈及び 2 倍希釈検体の場合: 検査キャピラリー全体（シリンジ部は含まず）に検体を充

填し、下記のオンライン指示と、このガイドの巻末付録「SQA-VISION キャピラリーに標準

量検体を充填する」に従ってください。 

 

• SQA-VISION が自動キャリブレーションを完了すると「キャピラリーを挿入して下さい」（下

記）画面が表示されます。指示通りにキャピラリーを挿入すると自動的に検査が始まります。 

  
 • 検査キャピラリーが挿入されると検査進捗度を示すインジケーターバーが表示されます。こ

のバーが最後まで進み、画面に「検査結果をインポート中です」が表示されるまで SQA-



SQA-VISION ユーザーガイド Version 137.14.2 
 

27 
 

VISION を触ったり使ったりしないでください。（約 75 秒） 

• 検査中に何かしらのボタンが押されると「システム使用中」のメッセージが表示されます。 

標準量検体と 

２倍希釈検体 

の検査結果 

 

• 新鮮検体と洗浄後検体を標準量もしくは 2 倍希釈モードで検査すると上の表が表示されます。 

 
• 結果は自動的に保存されます。（保存 ボタンは使えません。）. 

• 以前に入力されなかった患者データを入力するには、保留 をクリックします。 データボック

スが開きます。 データを入力し、「保存」をクリックします（下の画面を参照）。 

 
• クリックして細胞片スキャナーを起動させる。（自動的に起動しない設定になっていた場

合）「形態」「活性検査」「DNA断片化」を手動で検査する。「キャプチャー」－ビデオ画

像や写真を撮る。「グラフ」－グラフを作成する。「追加」－パラメーターを追加する。

「再検査」－検体を再検査する。 

テストレポート 「分析ﾚﾎﾟｰﾄ」ボタンをクリックすると精液検査分析レポートが表示されます。このレポートは外部に

出力したり、印刷したり、拡大したりでき、タスクバーを使って閉じることができます。 

• 10μl の検体検査では、運動性に関するパラメーター、そして 10μl で検のみレポートされま

す。スイムアップ 法による検体、密度勾配法による検体、凍結検体査される検体は、すべて

同様のレポートです。下のような結果が表示されます。 

10μl 検体の 

検査結果 

 

 
• 患者を検査する 設定で、運動性見積用 10μlカウンターオプションが設定されていると、形
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態関連のパラメーターを除く他はカウンターを用いて完全なデータを得て、運動性を見積も

ります。 

 
低質検体の 
検査結果 

• 低質検体の検査結果は、1項目以上の値がSQA-VISIONのダイナミックレンジを下回ったり、「ﾀﾞ

ｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを下回った時」（低質検体用カウンター）が使われていなかったりすると、「＜」（よ

り少ない）や「＞」（より大きい）で表示されることがあります。精子の数が限られていて運動

性も低く形態もよくないため、自動的に計測できる項目は、精子濃度、運動性精子率、運動性精

子濃度、精子運動指数のみです。さらに正確な数字を得て完全なレポートを得るには「ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝ

ｼﾞを下回った時」（低質検体用カウンター）を使って手動で結果を入力します。 

• 下記が、自動低質検査結果のレポート画面の例です。 
 

 
 
 

患者を検査する 設定画面で ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを下回った時 をセットしておくと、検査結果が SQA-

VISION のダイナミックレンジに満たなかった時に自動的に以下の指示画面が表示されます。 

 
LOW QUALITY 

COUNTER 

(低質検体用 

カウンター) 

 

 
 

• WHO カウンターが検査患者設定になっていると、カウンターは低質な検体が検査されてい

る場合に自動的に有効となります。いくつかの視野のトータル、非運動性、および非前進運
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動性 精子の数を評価し、以下に示すように特定のフィールドに該当する番号を入力しま

す。さらに精子細胞を評価するには、次のフィールドをクリックしてビジュアル化視野ステ

ージノブを回し、新しい視野に遷移します。 

• WHO カウンターが検査患者設定で有効になっていない場合：いくつかの視野の運動性、非

運動性、および前進運動性 精子の数を評価し、以下に示すように特定のフィールドに該当

する番号を入力します。さらに精子細胞を評価するには、次のフィールドをクリックしてビ

ジュアル化視野ステージノブを回して新しい視野に遷移します。 

 
 

• 「グリッド表示 (GRID ON)」「全画面 (FULL SCREEN)」「静止画像 (FREEZE)」機能を

使うと計測がしやすくなります。 

• 精子数をカウントしている間、計測した視野の数（計測した視野の数）とトータルのカウン

ト済み精子数（TOTAL SPERM COUNTED）が画面に表示されます。 

• 冷凍オプションを用いて精子細胞の総数に正確にアクセスします。 

• 最後にカウントした数と、全カウント数のみを「最後にｶｳﾝﾄした数」と「全てｸﾘｱする」そ

れぞれを押してクリアすることができます。 

• 視野に精子がない場合は、「精子がみえない」をクリックしてください。以下の警告メッ

セージが表示されます。 

 

• 「検査結果」ボタンをクリックして手動検査を完了します。 

 

• 検査結果が次の画面のように表示されます。 
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手動精液分析カ

ウンター  

手動カウンター は低質検体カウンターと同様,メインメニューから 患者を検査する＞手動測定 と選

択します。以下の画面が自動的に表示されます。 

 
 
 

患者/サンプルデータを入力します。 [精液分析] をクリックして次の手順を実行します。 

 

 
 

• ドロップダウンメニューから検体希釈を指定します。 

• WHO カウンターが検査患者設定になっていると、カウンターは低質な検体が検査されている

場合に自動的に有効となります。いくつかの視野のトータル、非運動性、および非前進運動

性 精子の数を評価し、以下に示すように特定のフィールドに該当する番号を入力します。 

• さらに精子細胞を評価するには、次のフィールドをクリックしてビジュアル化視野ステージ

ノブを回し、新しい視野に遷移します。 

• WHO カウンターが検査患者設定で有効になっていない場合：いくつかの視野の運動性、非運

動性、および前進運動性 精子の数を評価し、以下に示すように特定のフィールドに該当す

る番号を入力します。 

• さらに精子細胞を評価するには、次のフィールドをクリックしてビジュアル化視野ステージ

ノブを回して新しい視野に遷移します。 
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• 精子数をカウントしている間、計測した視野の数（FIELDS COUNTED）とトータルのカウ
ント済み精子数（TOTAL SPERM COUNTED）が画面に表示されます。 

• 最後にカウントした数と、全カウント数のみを「最後にｶｳﾝﾄした数」と「全てｸﾘｱする」そ
れぞれを押してクリアすることができます。 

• 視野に精子がない場合は、「精子がみえない」をクリックしてください。以下の注意メッ
セージが表示されます。 
 

 
 

• 「検査結果」ボタンをクリックして手動検査を完了します。 

• 検査結果が次の画面のように表示されます。 

 
 

手動計測 

活性検査と 

DNA 断片化 

バイタリティ：活性検査結果を一般精液分析レポートに含めるには、自動精液分析の直後に活 

性検査を実施します。また、手動計測機能を使用して、いつでも別の Vitaly レポートを実行できま
す。 手動をクリックし、患者/検体データ を入力し、活性検査 をクリックして 活性検査 アセスメン
ト画面を開きます。 画面の指示に従います 
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 DNA 断片化：一般的な精液分析レポートに DNA 検査結果を含めるには、自動精液分析の直後に検査

を実施します。（画面下部の DNA 断片化。ボタンをクリックする） または、手動測定 アセスメント

機能を使用して、いつでも別の DNA レポートを実行できます。手動測定 をクリックし、患者/検体

データ と入力し、DNA 断片化 をクリックして下の画面を開きます。 DNA 断片化キットに添付され

ている添付文書の後に最初にサンプルを調製した後、画面の指示に従ってください。 

 

 次のように〜200 個の精子細胞を数える： 

• HALO：非切断 DNA（大/中型ハロー>コアの小径の 1/3） 

• NO HALO：断片化 DNA（小/無ハロー/無ハローおよび劣化<コアの小径の 1/3） 

• 結果をクリック：DFI％が自動的に生成されます。 レポートをクリック：キャプチャされ

た場合、画像とともに印刷可能なレポートが表示されます。 
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Debris / 
Round Cells 

 Scan 
(破片・円形細胞 

のスキャン) 

 

 

自動試験結果が設定にあるプリセットの破片/円形精子細胞スキャンカットオフに当てはまる場合、ま

たはこの機能がすべての検体で有効になっている場合は、破片/円形精子細胞スキャナーは検査サイク

ル中、自動的に開放されます。 

• 破片/円形精子細胞スキャンは、検査終了時に常時開放が可能です。 

• SQA は 0～ほとんどなし、ほどほど、またはたくさんの選択に基づいて破片レベルを自動的

に補正します。 

• 精子量に対する割合で推測した破片/円形精子細胞： 

• 0～ほとんどなし：  10 未満（精子 10 個につき非精子破片が 1 個以下） 

• ほどほど：  10～30（精子 10個につき非精子破片が 1-3 個） 

• たくさん：  30～99（精子 10個につき非子破片が 3～9 個） 

• 全体：  >100％（精子 10 個につき非子破片が 10 以上） 

以下の検体準備指示画面は、破片/円形精子細胞スキャン画面が起動する前に表示されま

す。 

           

 

 

 

 

 

• いくつかの視野を観察し、破片と円形細胞の量を以下から選択する： 

0～ほとんどなし (NONE/ FEW)、ほどほど (MODERATE)、たくさん（MANY、全体の

(GROSS) 

 

 

• 続ける をクリックすると結果画面が表示されます。 
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Longevity 
（寿命検査） 

 

 

寿命検査 を選ぶと、新鮮検体を決められた時間間隔で検査します。時間間隔は SQA-VISION であらか

じめセットできます。（SETTINGS 設定画面を参照ください。） 

 

• 画面右上角にある タイマー アイコンをクリックすると決められた検査の時間間隔を表示し

た寿命検査用タイマーが起動します。 

 

 

 

 

 

• テスト毎に 1 本の検査キャピラリーが必要です。寿命検査の手順は新鮮検体の検査と同様で
す。 

 
ご注意ください: 

 

精液をキャピラリー

で保存することは推

• 各回の検査が終わる毎に、検査キャピラリーの青いバルブをあげて、精液をキャピラリーか
ら残りの精液を入れている容器に戻して、次の検査時間までキャピラリーの外で保管してく
ださい。（これにより運動性が保持されます。） 
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奨できません。運動

性が非常に早く減衰

します。 

 

• 初回の検査が終了した後、画面内の時間設定及び患者と検体のデータを変更しないでくださ
い。 

 • 寿命検査（4 回計測）の結果画面の一例です。（使えないボタンは灰色で表示されています.  

 

• 寿命検査の途中で設定が変更されたときは、以下の画面が表示されます。（実際に寿命検
査の途中で設定を変更することはしないでください。） 

• 「分析ﾚﾎﾟｰﾄ」をクリックすると寿命検査の結果レポートを見ることができます。 
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精管切除後検査 

 

 
 
 

メインメニューから 患者を検査する＞精管切除後 を選択して精管切除後検査を行います。検体は未

処理（RAW）か  遠心分離処理（CENTRIFUGED）したものが検査できます。WHO 基準マニュアル

第 5 版では、運動性・非運動性精子細胞を探す検査ではまず未処理の検体で検査をし、それで精子細

胞が見つからない場合に、遠心分離にかけて再検査を行うことが推奨されています。 

 

精管切除後検査には次の 2 つのモードを使用できます：半自動、手動 

• 精管切除後 データ入力画面（次ページ一番上の画面参照）で患者と検体の情報を入力しま

す。同じ検査用キャピラリーをビジュアル化コンパートメント（本体上側）に挿入します。 

• 検体が 未処理（RAW SAMPE）か 遠心分離処理（CENTRIFUGED）かによってボタンを選

択します。 
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• 遠心分離処理（CENTRIFUGED）を選択した場合、遠心分離前の量（INITIAL VOLUME）と 

遠心分離後の量（FINAL VOLUME）を入力します。遠心分離前の量（INITIAL VOLUME）

が 射出精液量（VOLUME）を上回ったり、遠心分離後の量（FINAL VOLUME）が 遠心分

離前の量（INITIAL VOLUME）を上回ったりすると次の警告メッセージが表示され、再入力

を求められます。 

• 精管切除後 入力画面の右下にあるボタンで「半自動検査（SEMI-AUTO）」か「手動検査
（MANUAL）」かを選びます。 

 

 

精管切除後検体 

半自動検査 

 

半自動検査（SEMI-AUTO）を選択すると、次の指示が表示されます。 

 

 

• 上記の画面の指示とこのガイド巻末付録の「SQA-VISIONキャピラリーに標準量の検体を
充填する」に従ってキャピラリーに検体を充填してください。 

ご注意ください: 

 

精管切除後検体の検

査は、所要時間約 5

分、運動性に対する

感度が非常に高いも

のです。検査中に

SQA-VISION 本体や

キャピラリーに振動

を与えないでくださ

い。 

• 「キャピラリーを挿入してください（INSERT TESTING CAPILLARY）」というメッセー

ジが表示されるまでお待ちください。 

• キャピラリーを挿入すると、わずかな量の運動性精子を検知する、5 分間の精管切除後検査

が自動的に始まります。 

• 自動検査終了後、検体の準備についての指示が表示された精管切除後の数 画面がひらきま

す。自動検査で検出された運動性精子の数を報告するメッセージが表示されます。 
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• 精管切除後検体の視野をクリック 設定がチェックされていない場合（デフォルト）、次の

指示が表示されます（新しい視野に変更するときに 次の視野 を確認する必要はありませ

ん）。 

 

 

• 精管切除後検体の視野をクリック 設定がチェックされている場合、新しい視野を視覚化す

るたびに、次の視野 をクリックする必要があります。 次の手順が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• サンプルの安定性を最大にするには、Vision 専用カバースリップスライドを推奨します。 

• 視野つまみ ノブを回し、運動性 / 非運動性 ボタンをクリック（各細胞につき 1 クリック）

することにより、固定カバースリップスライド全体の精子を計数します。 

• カウントされたスライドの数を入力します（複数のスライドは 1 回のテストラウンドでカウ

ントできます）。 

• 精子細胞が見つからない場合は、「精子がみえない」を選択します。 

• 多くの精子細胞が見られ、正常な検査を実行できる場合は、「フレッシュモード」をクリッ

クします。 

 • 精管切除後検体の視野をクリック 設定がチェックされている場合、次の画面が開きます。 
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• 複数の視野中の運動性精子（MOTILE）と非運動性精子（IMMOTILE）の数をカウントし、

精管切除後の数 画面の「MOTILE」と「IMMOTILE」の欄に入力します。 

• 必要であれば、「写真撮影」で静止画像を、「動画録画」でビデオクリップを保存できま

す。 
• 手動でのデータ入力がなく、「検査結果」ボタンが押されると、次のメッセージが表示され

ます。 

 
 • 「イエス」を選択：自動検査の結果のみをレポートします。「ノー」を選択：精管切除後の

数 画面に戻ります。 

• 手動計測が終わったら 精管切除後の数 画面の「検査結果」ボタンを押してください。自動

検査と手動検査両方に基づいた検査結果が表示されます。この結果は自動的に保存されま

す。 
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• 静止画像やビデオクリップは、精管切除後の数 画面や、結果表示画面の下部にある「キャプ

チャー」ボタンを押すことによって撮ることができます。 

• 「グラフ」や「追加」を選択するとさらにデータを入力できます。 

• 「分析ﾚﾎﾟｰﾄ」ボタンを押すと、精管切除後検査結果のレポートが印刷できます。（下の図

を参照） 

 
精管切除後検体の 

手動検査 

 

手動測定 モードが選択されていると、患者と検体のデータ入力が終わるとすぐに精管切除後の数 画面

が表示されます。検査手順、結果表示、画像やビデオクリップの保存、レポートの印刷などは半自動

精管切除後検査の手動検査時と同様です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドナー情報 

 

 

凍結検査フロー 

最初のステップとして表示されるドナー/検体情報を入力します： 

• ドナーID（必須）：各ドナー固有の ID 

• 精子提供番号（必須）：ドナーから新規に採取された各検体固有の提供番号  

• 試験 ID：固有の検査 ID/番号 

• 禁欲:   患者の前回射精以来の日数 

• 採取日時：検体が採取された日時 

• 受領日時：検体を受領した日時 
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• 量（必須） ：射精全量（ミリリットル）を入力  量に「0」を入力しないでください。  0 を

越える数値を入力するか、または空白のままにしてください。 

• WBC CONC（必須） 選択 < 1 M/ml （正常） または >= 1 M/ml （異常）白血球 

• PH： 精液検体の pH（QwickCheck™試験紙推奨） 

• 外観： 正常/異常検体の目視評価 

• 粘度： 正常/異常（WHO 基準マニュアル第 5 版は、正常な粘度を、ピペットかで精液を少量滴

下すると水滴状または 2cm 未満の長さの糸を引くように落下すると定めています。）  選択：

精漿が非常に薄く水っぽい場合の「粘度低下」  

• 液体化 ：正常/異常（WHO 基準マニュアル第 5 版は、正常な液体化は通常室温放置で 60 分以

内に起こると定めています。）   

• コメント：必要に応じて入力 

• 任意： 希望があれば任意フィールドに入力 

 

ドナー情報画面 

 

 
 
 

凍結分量プロセス 検査結果画面 

 

 
 

 

分量設定 

初回検査の後、分量量設定画面で望ましい分量をセットします。 
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分量 

• 分量（ml）分量を定義します。 

• 媒体比率：希釈媒体量（凍結媒体）は、精液量に対する比率（通常 1：3）として算出されま

す。  

• 精度管理検体量（ml）： 解凍後精度管理検体の量を入力します。 

• 精度管理（品質管理）容器数： 解凍後精度管理のために確保された精度管理容器の数を入力

します。 

 
 

精子目標量 

• 分量法：分量計算の目標パラメーターを定義します。  

• 目標精子数/分量（M）：分量の目標値を定義します。  

• 分量（ml）分量を定義します。 

• 2 媒体希釈比：分量プロセス中の希釈モードは 2 つ使用できます。1 つの媒体をのみを使用

する場合は、すべての希釈は 1 つの媒体（通常、凍結媒体）に関連します。2 つの媒体希釈が

選択されている場合、通常凍結および洗浄媒体は検体の希釈に使用します。凍結媒体量は総

量（通常 1：3）に対する比率を計算し、希釈の残りは洗浄媒体となります（精液量を除

く）。 

• MLF/PMLF（％）（運動性/前進運動性損失係数）：損失係数は、設定定義および利用可能で

あれば検査結果履歴に基づいて自動的に算出されます。以前の検査が利用できない場合、

MLF/PMLF は 50％（工場出荷時）ないしは 3 ドットボタンを押して手動で設定し、検体履歴時

間枠および初期喪失計数の概算を入力します（以下の画面参照）。計数が 1 にセットされて

いる場合は、目標分量には影響しません。 

• 前回の平均：MLF/PMLF の算出に使用する望ましい期間の検査結果を入力します。 

• 処理損失（％）：希釈および遠心分離などの各種プロセスで失われた運動性を補正するため

の安全裕度として、初期係数を設定します。設定した目標値に初期係数を乗じて安全裕度を

確保し、過剰希釈を予防します。計数が 1 にセットされている場合は、目標には影響しませ

ん。 

• 精度管理検体量（ml）： 解凍後精度管理検体の量を入力します。 

• 精度管理（品質管理）容器数： 解凍後精度管理のために確保された精度管理容器の数を入力

します。 
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計算を押して  分量指示を自動的に表示する。 

•  

• 凍結/ 洗浄媒体（ml）を追加： 望ましい目標値および検体由来の分量を得るために必要な媒

体の量  

• 合計量： 媒体を追加した後の検体量。 

• 分量の数：目標値および損失係数.に基づく可能な分量数。 

• 検体評価： 表示される指示事項に基づく分量基準における合否     

• レポート： 結果と分量指示の印刷可能な PDF ファイルを作成する。 

• 保存して終了： 情報が保存され、分量画面が閉じます。  

• 送信： すべてが完了し承認されたら、送信（ホスト向けに）ボタン（右下に表示）を押し、

次のステップへ進みます。 

 

手動 MLF/PMLF 設定画面（3-ドットボタンをタップ後） 

 

 
 冷凍前検体検査 

• 日次検査表からアクセスするか、または検査画面を開いて必要なドナー/検体情報を入力しま

す。 

• 重要： 分量を調整した後、分量画面（画面のボタン）を開き、計算を押して分量指示を変更

/更新できます。 

 



SQA-VISION ユーザーガイド Version 137.14.2 
 

44 
 

 

  

解凍後検体検査 

• 日次検査表からアクセスするか、または検査画面を開いて必要なドナー/検体情報を入力し

ます。 

 
 

QC and  
Proficiency 

精度管理と 

習熟度 
 

ご注意ください: 

標準試料についてのす

べての記入欄には、

VISION システムで使う

標準試料の設定データ

をご使用ください。 

 

第 6章: 精度管理と習熟度 

「精度管理/習熟度」を選択すると、SETTINGS 設定画面でセットした、システムの精度管理と習熟

度試験検体の検査を始めます。３つのオプションが表示されます。： 

• LATEX BEADS（ラテックスビーズ） 

• STAB. SPERM（安定化精子） 

• 習熟度検査（習熟度） 

• 精度管理（品質管理）マーク数 

「LATEX BEADS（濃度測定用ラテックスビーズ）」と「STAB. SPERM（安定処理済精子）」で

は、検査用の 3 段階のレベルをあらかじめセットします。（すべての欄が入力されていないと検査

を行えません。） 

• LEVEL 1 / LEVEL 2 and NEGATIVE CONTROL 
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Latex Beads 

濃度測定用 

ラテックスビーズ 

 

ご注意ください: 

新しいロットの精度管

理試料を使用するとき

は検査実施前に制度管

理試料のデフォルト設

定を必ず変更してくだ

さい。 

精度管理試料の設定に

ついての項を参照くだ

さい。 

 
 

安定処理済精子 
 

 
Proficiency 

Testing 

習熟度検査 

習熟度検査（習熟度）検査には４つのレベルがあります。 

 
 ビジュアル化の精度管理マーク数は、自動検査結果または標識化した目標値に対する QwikCheck ビー

ズ濃度検証に使用されます。 
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 • 精度管理/習熟度 検査画面の下部に「セットアップ」「QC ARCHIVE」「分析ﾚﾎﾟｰﾄ」ボタン

があります。 

• Medical Electronic System（MES）社製の QwikCheckTM Beads が、SQA-VISION の精度管理試
料として調製されており、MES 社製品の取次店を通じて注文することができます。 

• 市販のラテックスビーズ、安定処理済精子 CAP や NEQAS は、non-assayed（未分析）精
度管理試料として扱います。 

• 毎日、もしくは研究室ごとのプロトコールに従って精度管理検査を行ってください。 

• 精度管理試料及び習熟度試験試料用溶解媒体のデフォルト設定を検査の前に必ず行ってく
ださい。（「設定」の項参照）あらかじめセットしたスケジュールに従っていなかった
り、新しいロットのビーズの設定入力だけをして検査をしていなかったりすると、結果が
「PENDING（保留）」という表示が出ます。デフォルト設定をせずに検査をすると以下
のメッセージが表示されるので、ラテックスビーズのデフォルトを設定してください 

 
 

精度管理試料の 

検査 

 

精度管理試料の検査 

• 希望するレベルのラテックスビーズか安定化処理済精子検査画面の「検査開始」をクリッ
クすると下の検体準備指示画面が表示されます。 

•  この画面の指示及び、このガイド巻末付録「SQA-VISION 測定用キャピラリーに標準料の

検体を充填する」の指示に正確に従って、検査キャピラリーに試料を充填します。 
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 • 検査キャピラリーを SQA-VISION に挿入すると検査が自動的に始まります。 

• 検査が終了すると、次の結果画面が表示されます。 

 
 

 
 • 検査結果と目標値±許容値を比較して合格（PASS）もしくは 不合格（FAIL）の結果が表示

されます。（目標範囲が０に設定された未分析精度管理試料では、この点について無視して

ください。） 

• 不合格の場合、常に「修正処置（CORRECTIVE ACTION）」というボタンが表示されま

す。クリックすると、次のような修正処置リストを表示されます。 

 

 
 

• 検査失敗に関連する問題点を選択し「保存」を押すと、QC ARCHIVE 内に修正処置と共に記

録されます。 
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• リスト内に失敗の理由がない時は、「顧客情報」欄に、理由と行った修正処置を記入しま

す。 

• 修正処置をした後、再検査をします。 

• 「分析ﾚﾎﾟｰﾄ」ボタンを押して以下のような結果レポートを印刷します。 

 
 

 

 

 
PROFICIENCY 

SAMPLE 
TESTING 

習熟度試料検

査 

「習熟度検査」検査も 精度管理/習熟度（精度管理資料検査）と同様に行いますが、結果は、目標値

が設定されていないので比較されることはありません。（結果はオフラインの同類の検査の平均値と

比較します。）: 
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 • すべての精度管理資料検査と習熟度検査の結果は、QC ARCHIVE 内に自動的に保存されま

す。 

• QC と習熟度検査 のすべての結果は、QC ARCHIVE に自動的に保存されます。 

 

内部精度管理 
電子制御式セルフテストと自動キャリブレーション 

SQA-VISION は、システムを立ち上げた時や検体の検査の前にキャリブレーションの設定をチェッ

クするために一連のテストを自動で行います 

立ち上げ時: 

• 安定化と自動キャリブレーション：システムの安定性と関連するパラメーターをチェック

し、許容範囲かどうかを確かめる機能です。システムが安定すれば検査可能になります。 

何か異常があれば警告メッセージが表示されます。 

• システムノイズ: 電子ノイズレベルを測定し、電子信号の計測が有効であることを確認す
る機能です。 

• セルフテスト: 本システムでは、精子の運動性検査や濃度測定を円滑化する目的で、電子

信号によるシステムパフォーマンスのチェックが行われます。また、キャリブレーション

設定が工場出荷時の仕様に合っていることを確認する機能も搭載されています。システム

がセルフテストの設定された許容範囲に収まらない場合にはセルフテストの不具合がレ

ポートされます。 

検体検査を実行する前に: 

• 自動キャリブレーションの確認: 濃度及び運動性測定用チャンネルの関連パラメーターを
再び計測します。（この場合は検査用キャピラリーは使用しません。） 

• システムノイズ: 電子ノイズレベルを測定し、電子信号の計測が有効であることを確認す

る機能です。検査実行の前にノイズレベルの閾値が自動的に調整され、正確な読み取りを

可能にします。 

• 電子スパイク: 電子制御の許容範囲から逸脱している計測ポイントの有無をチェックし、
逸脱しているポイントがあれば、警告メッセージが表示されます。 

テクニカルサポートの準備に向けたサービスパラメーターレポートの印刷方法: 

• セルフテストで不具合が生じた場合、ホーム画面の関連するステータス表示アイコンが赤

になります。 
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• 赤で表示されたセルフテストステータスアイコンをクリックすると問題の解決方法を指示
する警告メッセージが表示されます。 

ホーム画面または サービス 画面にある「分析ﾚﾎﾟｰﾄ」ボタンを押して、サービスレポート を印刷しま

す。このレポートは、トラブルシューティングやテクニカルサポートを受けるときに必要になること

があります。（サービスデータ の項を参照してください。） 

ビジュアル化 

システム 

 

第 7章: ビジュアル化 

SQA-VISION ビジュアル化システムでは、精子細胞を観察、カウントし、静止画像や動画を撮り、

破片、円形細胞をスキャンし、手動の形態検査と運動性検査をすることができます。PC モニター

上でリアルタイムのビデオ画像や精液検体の写真を表示します。 

ビジュアル化システム: 

• VISIONTM 製固定型スライドグラス、標準型スライドグラス、どちらでも使用可能です。
どちらも深度 20 ミクロン） 

• ビジュアル化の設定とビデオコントロールのための調整は SQA-VISION の PC ソフトウエ
アに組み込まれています。（詳しい手順についての説明は下記を参照ください） 

• 1188 倍から 1725 倍までのスムーズな拡大が可能です。（Zoom In/Out を使います。） 

固定化カバースリップの準備 

操作方法 

 
固定化カバース

リップ 

 

• 精液検体をよく混和し、ピペットで 5μl 吸い上げる。 

• カバースリップの矢印で示された部分に検体をのせる。（2 重計測をするために、両サイ
ドに精子をのせる場所がある。写真左）精子をのせたら、スライドグラスをホルダーに入

れる。（写真右）: 

 
 

    
 • スライドホルダーを SQA-VISION ビジュアル化コンパートメントに挿入する。: 
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標準型スライドグラスの準備 

標準型 

スライドグラス 

の準備 

 

• 標準型スライドグラスの端に 10μl の精液検体をのせ、22mm×22mm のカバースリップを
のせる。（深度 20 ミクロン） 

• 上記のように、スライドグラスをホルダーにのせ、ビジュアル化コンパートメントに挿入
する。 

ビジュアル化の過程 

検体を 

ビジュアル化す

る 

• 以下の検査過程では、ビデオ画面が自動的に開きます。: 

• 「低質検体」（低質検体）検査で検査結果が SQA-VISION のダイナミックレンジを下

回った時。この場合、最終的な検査結果のレポートには手動計測結果が用いられま

す。（固定化カバースリップスライドグラスが必要です。） 

• 「細胞片/円形細胞」（破片、円形細胞）のスキャンが始まった時。（標準型スライド

グラスでも固定化カバースリップスライドグラスでも使えます。） 

• ビデオ画面は、形態検査や運動性検査をする時や、アーカイブに保存され
ている記録から写真やビデオクリップを撮る時にも使われます。 

 • 形態検査や運動性検査をする時には、染色標本や染色湿性プレパラートを用います。 画

像の写真やビデオクリップを撮るには標準型スライドグラスでも固定化カバースリップスラ

イドグラスでもお使いいただけます。 

• 〇印をつけて数える（細胞にマーキングしながらカウント）使用時は、形態検査と運動性検

査時の画像は患者の検査記録と共にアーカイブの中に保存されています。 

• 手動での形態検査と運動性検査の最終結果は精液分析レポートに表示されます。キャプ

チャーした画像は患者の記録と共に保存されます。 

• オフライン時に保存した写真や動画はどの患者記録にも添付されません。 

• メインメニューから ヴィジュアル化 を選択してビデオ画面を開くと、アーカイブに保存さ

れているどの記録とも関連のないサンプルが映ります。 

• 細胞を観察するには：「ZOOM IN」を押して最高倍率（1725 倍）にします。 

• 細胞をカウントするには: 「ZOOM OUT」を押して、最低倍率（1188 倍）にします。 

• 準備したスライドグラス（VISIONTM固定化カバースリップスライドグラス推奨）をビジュ

アル化チェンバーに挿入します。 

• ビデオ画面の下部にある「SETTINGS」ボタンを押して、コントラスト（CONTRAST）と

輝度（BRIGHTNESS）を調節します。（下の画面）  
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• 装置の FOCUS（焦点調節）つまみを使って最適な焦点に合わせます。（詳細はこのマニュ

アルの「ビジュアル化設定画面」の項を参照ください。）. 

 

精子細胞の 
カウント 

ビジュアル化画面を使って精子細胞をカウントする 

• 低質検体検査で検査結果が SQA-VISIONの設定されたダイナミックレンジを下回った場合、

また前述の様に正常 モードが選択されていれば、すべての検体において精子細胞を手動でカ

ウントすることができます。 

• あらかじめビジュアル化コンパートメントのデフォルト設定をしておきます。（このマニュ

アルの「ビジュアル化設定画面」の項参照） 

• メインメニュー画面で「正常（手動検査）」を選び、患者と検体のデータを入力します。 

• 「TEST NOW」をクリックすると次の画面が表示されます。: 

 
  

 
• 画面上及び、WHO 基準マニュアル第 5 版の指示に従って精液検体を採取し、準備をしてく

ださい。 

• FOCUS (焦点調節) つまみで画像のピントを最適に合わせます。：まず時計回りに最後まで
回し、反時計回しにクリアな画像になるところまで回します。 

• 画面下部にある「グリッド表示」をクリックします。画面が 20 個の四角いグリッドで分割
されます。（下の画面） 
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• 視野ステージつまみを回して、視野を必要なだけ変えながら、最低 200 個の精子を数える。
（WHO 基準マニュアル第 5 版による） 

• 手動カウンター  の欄に、視野全体の中で観察された  運動性（MOTILE）非運動性（
IMMOTILE）、前方運動性（PROGRESSIVE）各精子の数を入力する。 

• 「次の視野」をクリックして新しい視野を選び、精子細胞をカウントします。  

• WHO 基準マニュアル第 5 版に準拠し、200 個の精子細胞がカウントされるまで繰り返しま
す。（カウントした精子の総数は「ｶｳﾝﾄした精子の総数」に常に自動的に表示されていま
す。） 

• カウントが終わったら「RESULTS」を選択します。ソフトウエアが計算をして最終的な精
液パラメーターをレポートします。 

 

 

手動形態検査 手動での形態検査と運動性検査 

• 手動での形態検査はユーザーが設定した様々な方法ですることができます。（デフォルトの
設定については：セッテイング＞ヴィジュアル化＞形態検査のセッテイング を選択してくだ
さい。） 

 

  

 

 

 

 

• 正常／異常のみの形態検査、総合的な形態検査どちらもカウンターのデフォルトオプション

を使って、次ページの表に書かれている手順でカウントをすることができます。 

 
 

 

操作キーでカウントする 

Normal / Abnormal 

正常 / 異常のみ 

Full Differential 

すべての差異 
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1. セッテイング 設定画面で、正

常/異常 か 全ての差異を選び、設

定画面で精子細胞をカウントし分

類します。 

 

2. ボタンをクリックする毎にボタ

ンに対応するカテゴリーの細胞の

カウント数が追加されます。PC

の F（function）キーもカウント

に使うことができます。（ボタン

上に記された F キーをご覧くださ

い。.） 

 

3. 装置の視野ステージつまみを動

かして新しい視野の検体をカウン

トし続けます。 

 

4. 適切な数の精子をカウントした

ら「続ける」をクリックします。 

 

5. カウントした総精子数は自動的

に表示されます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MARK COUNT(〇印) 

1.「画面表示 (または 画像の保存) 

」を選択する。 

2. 正常/異常 か 全ての差異 ボタン

が有効化される。 

3. 正常 をクリックし、視野内の正

常精子細胞をクリックする。（ク

リックされた精細胞は、設定され

た色の〇印でマークされる。） 

4. 異常 又は特定の異常を選んでク

リックし、その異常を持つ精子

（もしくはすべての異常な精子）

をクリックする。 

5. 視野数、数えられた精子数（総

数及び各カテゴリーごとの数）、

それぞれの割合が表示されます。 

6. すべての精子を数え終えたら、

「画像の保存」をクリックしま

す。 

7．視野ステージつまみを回して

新しい視野に移る度、同じ手順を

繰り返します。 

8. 検査が終了したら「続ける」を

クリックします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• 次の画面は 全ての差異、〇印をつけて数える モードでの形態検査です。（使用中のボタンは四隅

に黄色の目印があります。） 
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• 「画像の保存」を押して保存したすべての画像は小さなアイコンとして表示され、作業をするに

は「画像処理」をクリックして次の画面を表示します。: 

 

• 「差し込む(添付)」か「削除 (DELETE)」をクリックすると以下の画面が表示されます。: 

• 添付もしくは削除したい画像をクリックして選択します。選んだ画像は、精液分析レポートに添

付されるか、削除されます。 

• 運動性検査時の画像も、他の検査で撮影した精液の画像も同様に添付と削除が可能です。 

• 検査終了後の 検査結果 画面、もしくはアーカイブの患者の記録から形態検査結果を開くと、手

動の形態検査の結果は最終精液分析レポート内に含まれています。 

• オフラインで行われた形態検査の結果は患者の記録には添付されません。 

• 形態検査レポートはアーカイブから見ることができます。アーカイブ の項を参照ください。） 
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VITALITY 

活性検査 

DNA 断片化 

 

• オンラインの 検査結果 画面もしくはアーカイブの患者の記録から「活性検査」DNA 断片化 か

を選択し、活性検査 か  DNA 断片化カウンター を使って手動の計測を行います。生きている

精子と死んでいる精子を、操作キークリック か 〇印をつけて数える（〇印）で、活性検査設

定画面か DNA 断片化を選んで、カウントすることができます。（セッテイング＞ヴィジュア

ル化> 生きてる精子細 胞と死んでる精子細胞を数える か 

DNA 断片化の設定 を 選択） 

 

 

 

 

 

 

 

• 下の表は 2 種類の「カウント方法 (カウント方法)」の使い方です。: 
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操作キーでクリック ( CLICK COUNT) 
1. 生存(生きている)か 死亡(死んでいる、HALO /・NO HALO を、選んでそれぞれの

カテゴリーの精子細胞をカウントする。 

2. カウントする毎にそれぞれのカテゴリー（生存 か 死亡）（HALO /・NO HALO）

の精子数が追加される。 

3. 視野ステージつまみを回して新しい視野で同様にカウントし、希望する数の精子

を数える、 

4. すべての視野中で数えられた精子の数は自動的に「ｶｳﾝﾄした精子の総数」の欄に

表示されます。 

5. カウントが終了したら「続ける」をクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

〇印をつけてカウント（MARK COUNT） 
1. 「画面表示」ボタンを押します。（ボタン名が「画像の保存」に変わります。 

2. 生存または死亡 ボタンが使えるようになります。 

3. 「生存」を選択し、視野内の生きている精子（染色されていない）をクリックしま

す。（あらかじめ設定した色の〇印がつきます。） 

4. 「死亡」を選択して死んでいる精子（染色されている）をクリックして違う色の〇

印をつけます。 

5. .「HALO」を選択し、視野内の｛HALO｝各含有精子をクリックします（あらかじ

め設定された色の円でマークされます）。 

6. 「NO-HALO」を選択し小さいか「 HALO」なしの精子をクリックして違う色の〇

印をつけます。 

7. 計測した視野数、各カテゴリーの精子細胞数、全体数に対するそれらの割合が表示

されます。 

8. 視野中のすべての精子を数え終えたら、「画像の保存」をクリックします。 

9. 「画面表示」を押して、視野ステージつまみを回し、新しい視野へ移動します。同

様にカウントを続けます。 

10. カウントが終了したら、「続ける」を押します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • 下の画面はエオシン染色された 活性検査（VITALITY）画像の様子です。 
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• 検査終了後の 検査結果 画面、もしくはアーカイブの患者の記録から活性検査、DNA 断片化

画面を開いて検査すると、活性検査または DNA 断片化の結果は最終精液分析レポート内に含

まれています。 

• 「画像の保存」（〇印をつけてカウント）を押して保存したすべての活性検査もしくは DNA

断片化画像は、小さなアイコンとして表示され、添付や削除をするには「MANAGE 

IMAGES」をクリックします。（上の画像の処理の説明をご参照ください。） 

• オフラインもしくは手動で行われた活性検査または DNA 断片化の結果は患者の記録には添付

されません。 

 

10μl カウンター 
(運動性の見積)  

 

10 マイクロリットル カウンター 

10μl カウンターは、運動性を見積もることで限られた検査結果レポートよりもさらに十分な 

結果を得るために使われます。運動性の見積は、自動少量検査が終わると（SETTINGS 設定 

画面で設定してあれば）自動的に開くビジュアル化スクリーンを使って行います。形態検査 

のパラメーターはレポートされません。 

手動形態検査と 

活性検査の 

データ入力 

 

オフラインでの形態検査と活性検査のデータ入力  

顕微鏡を使って得られた形態検査と活性検査の結果の入力については、「患者を検査する」設定画面

で「顕微鏡下で得た形態のデータ入力」と「活性検査手動データ入力」にチェックを入れてデフォル

ト設定をしておけば、「形態」や「活性検査」ボタンを押せばすぐにデータ入力画面が表示されま

す。正常な精子の％や、全ての差異（すべての異常についての）形態検査のデータも、形態検査の項

のビジュアル化設定画面での設定に基づいて入力できます。形態検査や活性検査の手動のデータ入力

がオンになっているときは他の SQA-VISION のビジュアル化カウンターは使用できません。 

 

画像を撮る 

 

画像の撮影について 

• オンラインの「検査結果」画面もしくはアーカイブから開いた検査画面、もしくはオフラインの

ビジュアル化画面で「キャプチャー」を選択します。 

• 次の画面にある「ビデオ録画（RECORD VIDEO）」か「写真撮影（CAPTURE IMAGE）」をク

リックします。 

 
 

 
 ⚫ 「動画停止」を押すと録画が止まります。 

⚫ 撮ったビデオや写真はデータベースに保存され、上の画面にあるように、それぞ 

れの欄に小さなアイコンとして表示されます。 

⚫ 「TEST RESULTS」画面やアーカイブの記録から撮られたビデオや写真は、患者の記録に添付さ
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れます。 

⚫ 保存されたすべての画像は、「画像処理」をクリックすると添付や削除ができます。（前述の

「画像処理」についての記述を参照ください。 

⚫ 保存された画像は「分析ﾚﾎﾟｰﾄ」を押すと見ることができます。 

⚫ ビジュアル化画面でオフラインで撮影されたビデオや写真は、患者の記録に添付されません。 

ARCHIVE 

アーカイブ 第８章: アーカイブ  

SQA-VISION のアーカイブは、患者のデータ（PATIENT DATA）、凍結データ (CRYO DATA),  
LATEX BEADS (ラテックスビーズ) や STABILIZED SPERM (安定処理済精子) を用いた 精度管理検査

（QC RESULTS）、習熟度検査（PROFICIENCY）、ヴィジュアル化（ビジュアル化検査）、メンテ

ナンス（保守）、サービスレコードとデータ（SERVICE RECORDS AND DATA）を保存しておくこ

とができます。 

患者データ記録簿には、以下に示す臨床検査フローにて行った検査が含まれます。 

 

• 患者のデータ の記録は、患者の名前、ID、または検査日時の期間によって検索することがで

きます 

 • 画面下部にある以下のボタンをクリックすると: 

• 「検査結果」―選択した記録についての検査結果を表示します。 

• 「分析ﾚﾎﾟｰﾄ」―選択した記録についての精液分析レポートを開きます 

• 「全ての記録の表示」―すべての記録が表示されます。 

• 「削除」―選択した記録を削除します。 

• 「エクスポートする」―CSV フォーマットで記録を PC に送ることができます。 

注意：異なる CSV ファイルが開かれていると（ファイルは閉じられているべき）、データ移送は失敗

し、以下のメッセージが表示されます。 

⚫ 「検査日/時間」欄には、選択された患者の検査が行われた日時が表示されます。 

⚫ 検査結果は、患者の記録のヘッダー部の「患者 ID」「患者氏名」「検査日/時間」「検体のﾀｲ

ﾌﾟ」をクリックするとその選んだ種類で分類することができます。 
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精子バンク記録簿には、ドナーID、精子提供番号、検査日、検査プロセスのステージ、および以下に

示す目視検査記録が含まれます。 

 

「LATEX BEADS」と「STABILIZED SPERM」のアーカイブは、検査結果が日付順になってています。

レベル、ロット番号、目標値、許容範囲、濃度、運動精子濃度 （運動性を示す精子の濃度）、ステータ

ス（合格／不合格）、修正処置、という精度管理検査の包括的データが表示されます。 

 

⚫ 精度管理アーカイブ中で、記録は、期間を指定して表示します。 

⚫ 結果 欄は精度管理検査が合格か不合格（赤字）かを表示します。 

⚫ 画面下部のボタンで、アーカイブ中のデータを扱ったり、レポートを開いたりすることができま

す。 

 
 

「習熟度検査」のアーカイブも検査結果が日付順になっています。習熟度、検体 ID 番号、発行日、濃

度、メモといった包括的なデータを表示します。 
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⚫ 習熟度検査アーカイブ中の記録は、期間を選択して表示します。 

⚫ 日時 欄は、習熟度検査 検査が行われた日を表示します。 

⚫ 画面下部のボタンで、アーカイブ中のデータを扱ったり、レポートを開いたりすることができま

す。 

「メンテナンス」アーカイブは保守作業を行った担当者の名前で記録、表示されます。 

 

 

⚫ メンテナンス アーカイブ中の記録は、期間を選択して表示します。 

⚫ 日時 欄は、保守作業が行われた日を表示します。 

⚫ 画面下部のボタンで、アーカイブ中のデータを扱ったり、レポートを開いたりすることができま

す。 

 
 「サービスデータ」(サービスデータ)のアーカイブは、すべてのパラメーターが許容範囲内であれば、

検査結果を日付順に、状態の確認（合格か不合格か）を示しています。 
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⚫ サービスデータアーカイブに保存されている記録は、期間を指定して表示します。 

⚫ セルフテスト日時 欄は サービスデータ パラメーターを確認した日時を表示します。 

⚫ 結果 欄はセルフテストが合格だったか不合格だったかを示します。 

⚫ 画面下部のボタンで、アーカイブ中のデータを扱ったり、レポートを開いたりすることがで

きます。 

「ヴィジュアル化」(ビジュアル化検査)のアーカイブの情報は、メディアファイル名（ファイル名）、日

時、保存された画像の保存先を示しています。  

 

 

 

⚫ ヴィジュアル化 アーカイブに保存されている記録は、期間を指定して表示します。 

⚫ 日時 欄には、その情報が保存された日時が表示されます。 

⚫ 画面下部のボタンで、アーカイブ中のデータを扱ったり、レポートを開いたりすることがで

きます。 
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エラー表示と 

警告メッセージ 

 

第 9 章: エラー表示と警告メッセージ 

一般的な警告 

• SQA-VISION は、操作者と環境を守るための内蔵された機能を発揮できるよう、製造者の仕
様書に従って正確に操作されなければなりません。 

•   重要な注意：SQA-VISION の電池を非正規のものに交換すると、電気的ショートする危険
性があります。同じ製造元の同じ型の電池と交換してください。使用済み電池の廃棄につい
ては製造元の指示に従ってください。 

•   保管及び輸送時の環境状態：SQA-VISION を常に 20℃～30℃の環境に置くことが推奨され
ます。 

• 製造元の推奨使用後、SQA-VISION の予想寿命は最低 5 年間です。 メーカーの年間予防保
守計画を利用する場合、寿命を延ばすことができます。 

安定化とセルフテストの失敗 

装置に表示されるメッセージ: 

 
 

PC 上のメッセージ 

• セルフテストステータスアイコンをクリックして警告／指示画面を表示します。 

 

 
STABILIZATION FAILED 

TURN OFF MAIN SWITCH ON REAR 
PANEL 

REACTIVATE UNIT 

 
IF PROBLEM PERSISTS, 

CALL FOR TECHNICAL SUPPORT 

FAILED SELF-TEST 
TURN OFF MAIN SWITCH ON REAR 

PANEL 
CLEAN OPTICAL CHAMBER 

REACTIVATE UNIT 

 
IF PROBLEM PERSISTS, 

CALL FOR TECHNICAL SUPPORT 
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• 測定用コンパートメントに検査用キャピラリーが挿入されていないことを確認します。 

• 電子ノイズや振動の発生源を本体から遠ざけます。 

• 測定用コンパートメントのクリーニングを行います。（巻末付録を参照） 

• チェンバーに検査用キャピラリーが挿入されていない状態のまま、SQA-VISION を再起動さ

せます。 

• システムをいったん OFF してからメインスイッチを ON にします。 

• 上記のメッセージが再び表示されたら、テクニカルサポートにご連絡ください。この際、

SQA-VISION のサービスデータ内容を印刷しておきます。： 

• PC 上で：サービス＞サービスレポート＞プリント で印刷できます。 

接続失敗 

• 「再検査」をクリックして再接続を試みてください。 

• 装置と PC をつなぐケーブルの接続を確認してください。 

• 装置と PC をそれぞれ再起動させてください。 

• いったんオフラインで操作を続け、テクニカルサポートにご連絡ください。 

電子ノイズ 

 

• 測定用コンパートメントに検査用キャピラリーが挿入されていないことを確認します。 

• 電子ノイズや振動の発生源（遠心分離機など）を本体から遠ざけます。 

• 測定用コンパートメントのクリーニング（巻末付録参照）を行った後： 

• システムをいったん OFF してからメインスイッチを ON にします。 

• PC のメインメニューから：「患者を検査する」を選択し再度検査をします。 

• 上記のメッセージが再び表示されたら、テクニカルサポートにご連絡ください。この際、

SQA-VISION のサービスデータ内容を印刷しておきます。： 

• PC 上で：サービス＞サービスレポート＞プリントで印刷できます。 
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 ゼロレベル 

 

自動キャリブレーション 

 

ダイナミックレンジ外 

 

• このメッセージは、濃度検査及び MSC（運動性精子の濃度）検査の結果が、メーカーが検査用に

設定した許容範囲を超えた時に表示されます。 

• 濃度＞500 M/ml または MSC＞450 M/ml 

• 検体の取扱法を確認してください。（巻末付録「SQA-VISION 測定用キャピラリーに検体を充填

する」参照） 

• 新しい測定用キャピラリーを使って再検査をしてください。メッセージが再度表示されたらシス

テムを再起動してください。 

 

• 問題が続くようであればテクニカルサポートにご連絡ください。 

 
 
  



SQA-VISION ユーザーガイド Version 137.14.2 
 

66 
 

 

付録 1: SQA-VISION 測定用キャピラリーに標準量検体を充填する 

 

 

キャピラリー 
シリンジ ディレクティン 

グランナー 

 

シリンジピストン 
 

セパレートバルブ 
 

キュベット 

 
検体量、検体採取用容器、準備: 

 

1. 検体量は最低 0.5ml 以上とします。（キャピラリーに充填する必

要量が 0.5mL であっても、キャピラリー内に気泡が吸引される

とそれ以上の量を要することがあります）。もし検体量が 0.5ml

未満の場合は、付録２をご覧ください。 

2. 検体容器は、首が広く十分な深さがあり、キャピラリーが底まで

届く物を使用してください。 

3. 使用する精液検体は、吸引前に十分液化させた上で、よく混和させ

ておく必要があります。液化した検体を容器に入れ、容器を回転さ

せながらよく混ぜます。 

警告: 検体に気泡が生じますので、容器ごと振り混ぜたり、ピペッ

トで出し入れを繰り返して混ぜたりしないでください。  

図１ 

4. キャピラリーを検体に浸ける前に、検体が液化して十分に混和され、気泡が生じていないかどうか、（気泡が生

じている場合は、気泡の下に十分な量の検体があるかどうか）を入念に確認します。気泡のないことを確認した

ら、検体をキャピラリーに吸引します 

 

キャピラリーに検体を充填する: 

1. シリンジピストンを完全に押し込みます。検体容器を約 45

度傾けながら、キャピラリーのい薄い部分のみを延滞の底

まで入れます。（図１） 

2. 2 本の指をピストン頭部の下に当て、ピストンをゆっくりと

引きます。この際、キャピラリーの先端部が常に検体の表

面（あるいは検体を覆っている泡の表面）より十分下にく

るようにします。（図１）検体がルアーダプタ内に見えて

くるまで、検体を吸引し続けます。 

 

注意: 標準型組織培養シャーレ（直径 3cm、深さ⒈cm）に検体を移し替えれば検体をキャピラリーに充填する際に、量を

目視で確認しながらすることができます。（図２参照） 
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3. キャピラリーを垂直に持ちながら（図 3）、検体がキャピラリーの薄い

部分に十分に充填されていること（さらにメニスカスのないこと）、

また検体がキュベットとルアーアダプタ内に見えていることを目で確

認します。シリンジを軽く叩き、検体に気泡が生じていないことを確

認してください。シリンジを叩いた後に気泡がルアーアダプタの下方

に生じたら、キャピラリーを精液検体に再び軽く浸けて、気泡を少量

の精液検体とともにシリンジに吸い込ませます。 

4. きめの細かい布（Kimwaipes など）で、キャピラリーの先端部と底部

の外面をすばやく（検体がこぼれるのを防ぐため）まんべんなく拭き

ます（図 4）。キャピラリーの外側に付着した精液は残らず拭いておく

ことが重要です。これは、SQA-VISION の光学式チャンバーがベトつ

くのを防ぐためです。この作業を終えたら、精液がキャピラリーの細

い部分に充填しているのを目で確認します。検体量が減っていたら

（あるいはキャピラリーの細い部分にメニスカスが生じていた場合

は）ピストンをわずかに押しながらキュベットからキャピラリーに検

体を充填します。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

図４．先端部を拭く 

 

 

図３．泡のないことを 

確認 

3. セパレートバルブを、プラスチック部と同じレベルになるまでゆっく

りと丁寧に押し込みます。（図 5）。これで、キャピラリーを本体の

コンパートメントに挿入して自動検査や目視検査を行う準備ができま

した。 

 

 

図５．セパレートバルブ 

を押し込む 

4. キャピラリーを青いストッパーを下にして測定用コンパートメントに

しっかりと押し込みます。キャピラリーが奥までしっかりと適切にコ

ンパートメント内にはまっているか確認してください。 
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付録２: SQA-VISION 測定用キャピラリーに少量検体を充填する l 

検体量、検体採取用容器、準備: 

1. 検体量は最低 10μl あれば測定用キャピラリーの薄い部分にのみ検体を充填して

運動性パラメーターを検査することができます。(図１) 

2. 精液検体は、吸引前に十分液化させた上で、よく混和させておく必要がありま

す。液化した検体を容器に入れ、容器を回転させながらよく混ぜます。警告：

検体に気泡が生じますので、容器ごと振り混ぜたり、ピペットで出し入れを繰

り返して混ぜたりしないでください。 

3. キャピラリーを検体に浸ける前に、検体が液化して十分に混和され、気泡が生

じていないかどうか、（気泡が生じている場合は、気泡の下に十分な量の検体

があるかどうか）を入念に確認します。このことでキャピラリー内に気泡が吸

い込まれないことを確実にします。 

4. 検体を標準型組織培養シャーレ（直径 3cm、深さ⒈cm）に入れてからキャピラ

リーに吸い上げると、量を目視で確認しながら作業ができます。 

図２ 

  

 
図 1 

キャピラリーに検体を充填する: 

1. シリンジピストンを完全に押し込みます。キャピラリーの薄い部分のみを

検体の底に入れます。（図１) 

2. キャピラリーを検体から引き上げることなく、ピストンをゆっくりと引きま

す。キャピラリーの薄いチェンバー部分にのみ 10μl の検体を入れます。

（図１）1ml 用シリンジのメモリを用いれば正確な検体吸引量を確認するこ

とができます。検体がキュベット部に上がってくるまで吸引します。この

際、キャピラリーの先端部が常に検体の表面（あるいは検体を覆っている泡

の表面）よりも十分下にくるようにします。ここでキャピラリーの先端を精

液検体から離し、検体がキャピラリーの細い部分に十分に充填されているこ

と（さらにメニスカスのないこと）を目で確認します。 

3. きめの細かい布（キムワイプなど）でキャピラリーの先端部と底部の外側

を素早く（検体がこぼれるのを防ぐため）まんべんなく拭きます。キャピ

ラリーの外側に付着した精液は残らず拭いておくことが重要です。これ

は、SQA-VISION の光学式チェンバーがベトつくのを防ぐためです。この

作業を終えたら精液がキャピラリーの細い部分に充填しているのを目で確

認します。検体量が減っていたら、最初の 1 滴がキャピラリー先端部に見

えるまでピストンをそっと押し込み、この状態で検体容器からキャピラ

リーを再び充填します。 

 

 
図 3 

図 4 

4. ここでセパレートバルブを外します。シリンジ全体をハブから外し(図２)、シリンジの先端部を使ってセ

パレートバルブをキャピラリーの裏面からしっかりと押し出します。(図３)。セパレートバルブが完全に

外れます(図 4)。これでキャピラリーを SQA-VISION に挿入する準備ができました。 

5. ご注意ください：検体をキャピラリーに吸引したら、ただちに少量検体の検査を実行してください。 

 
  



SQA-VISION ユーザーガイド Version 137.14.2 
 

69 
 

付録３：ビジュアル化システムでのスライドグラスの準備方法 

SQA-VISION ビジュアル化システムは、精子細胞を観察・計測し、静止画像、及び動画を撮り、破片及び円形細胞をス

キャンし、手動での形態検査と運動性検査をすることができるシステムです。 

ビジュアル化システム： 

⚫ SQA-VISIONTMカバースリップ固定型スライドグラスもしくは標準型スライドグラスを使うことがでます。

（どちらも深度 20 ミクロン） 

⚫ PC ソフトウエアにより、ビジュアル化の設定やビデオの調整をすることができます。（詳しい説明はユー

ザーガイドをご覧ください。）   

⚫ 1188 倍から 1725 倍のスムーズな倍率移動が可能です。（Zoom In/Out 機能） 

スライドグラスについて: 

⚫ 視野ステージは、SQA-VISIONTMカバースリップ固定型スライドグラスもしくは 76mm×25.6mm の標準型スラ

イドグラス用に作られています。 

⚫ SQA-VISIONTMカバースリップ固定型スライドグラスは代理店で注文することができます。このスライドグラ

スは深度 20 ミクロンのダブルチェンバーで、SQA-VISION で最適の視野を得るために作られた溝がありま

す。 

SQA-V VISION™ カバースリップ固定型スライドグラスの準備 

⚫ 精液検体を全体的によく混和し、5μl までの精液をピペットで吸い上げます。 

⚫ カバースリップの矢印で示された部分に検体をのせます。（2 重計測をするために、両サイドに精子を入れる

溝があります。(写真左）精子をのせたら、スライドグラスをホルダーに入れます。（写真右）： 

  
 

⚫ SQA-VISION ビジュアル化コンパートメントにホルダーを下図のように挿入します。2 つめの溝を観察する
にはホルダーの向きを反対にして挿入します。（ホルダーには＃1、＃2 の表示があります。）      

⚫ 焦点調節つまみで最適な画像を得ます。視野ステージつまみを回すと視野を変えることができます。 

 
 

標準型スライドグラスの準備 
⚫ 10μl の精液検体を標準型スライドグラスの端から約 12mm のところに滴下し、22mm×22mm のカバース

リップをのせます。（深度が 20 ミクロンになります。） 

⚫ 滴下した精液検体は、カバースリップに圧をかけなくても、被服領域全体にむらなく広がります。 

⚫ 準備したスライドグラスをホルダーにいれ、上の図のようにビジュアル化コンパートメントに挿入します。 

⚫ 焦点調節つまみで最適な画像を得ます。視野ステージつまみを回すと視野を変えることができます。 
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付録４：SQA-VISION ビジュアル化システムを使用する 

 

1. ヒトの精液の検査と処理には WHO 基準マニュアル第 5 版を遵守してください。ステップ２に進む前に、精液を

全体的に混和してください。 

2. 固定型カバースリップスライドグラスに 5μl(推奨)までの精液検体をのせます。泡が入ったり、漏れが出たりし

た場合は新しいスライドグラスを準備してください。 

3. スライドグラスをビジュアル化システムの視野ステージに挿入します。（詳しくは付録３「ビジュアル化シス

テムでのスライドグラスの準備方法」を参照ください） 

4. SQA-VISION キーパッド上の「ZOOM-OUT」ボタンを最後まで押します。 

5. 「FOCUS(焦点)」つまみを回して焦点を合わせます：まず時計回しに最後まで回し、反時計回しに、スクリー

ンにクリアな画像が出るところまで回します。 

6. 画面下部の「GRID ON」ボタンをクリックします。画面が 20 個の四角で区切られます。（下図参照） 

 
 

7. 最低 200 個の精子（WHO 基準マニュアル第 5 版による）を数えるために、視野ステージつまみを回して新しい
視野を画面に映します 

8. WHO カウンターが検査患者設定で有効になっている場合：手動カウンターの各動画画面全体でカウントされた

トータル、運動性、非前進運動性精子の数を評価します。 

9. WHO カウンターが検査患者設定で有効になっていない場合：手動カウンターの各動画画面全体でカウントされ

た運動性、非運動性、および前進運動性精子の数（SQA-ビジョン（SQA-VISION）が基準マニュアル第３または

４版にセットされている場合は「速い」および「遅い」）を入力します。 

10.  数え終わったら「RESULTS」ボタンをクリックするとソフトウエアが最終的な精液パラメーターを算出しま

す。 

11. 形態検査、活性測定検査、画像撮影、破片のスキャンについては、このマニュアルの「第 5 章：患者を検査す

る」「第 7 章：ビジュアル化について」を参照ください。 
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付録５：キャピラリーコンパートメントのクリーニング 

クリーニングのタイミング： 

毎日（ステップ 1）、毎週（ステップ 2） 

• またはセルフテストやその他が無効になったとき。 

• またはシステムが精液で汚れたとき。 

クリーニングキットの内容： 

• 長いクリーニングブラシ 

• 繊維チップのついたクリーニングパドル(1 回用) 

• 先端にスポンジのついた乾燥用パドル（1 回用） 

• クリーニング液（滴下ディスペンサー入り） 

ご注意ください：クリーニングパドルと乾燥用パドル 

は 1 回だけ使用の使い捨てです！ 

クリーニング：ステップ 1（毎日） 

• 長いブラシを毛のついている側を下にして、検査キャピラリーと同じよ

うに SQA-VISION 本体の下の方のチェンバーの上部に挿入します。（図

１、２） 

• 下向きの圧をかけ光学レンズについた埃を「掃き出し」ながら、ブラシ

を引き出します。（チェンバーの奥の上部に「棚」の感触がありますが

これがレンズの上部になります。）（図２，３） 

• システムの「REF.2」パラメーターが、2,800 と 3,200mV であることを

確認してください。 

クリーニング：ステップ２（毎週） 

1. 繊維チップのついたクリーニングパドルを使います。（図４） 

• パドルにクリーニング液を 1 滴だけ垂らします。 

• 余分についた液を振って落とします。 

• 繊維素材面を必ず下向きにして測定用コンパートメントに挿入します。

（図５） 

• クリーニングパドルを 3 回出し入れします。. 

2. スポンジのついた乾燥用パドルを検査用チェンバーに入れ、10 から 15 秒

放置します。（図６） 

注意：乾燥用パドルは動かさないでください。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

図 1:長いクリーニングブラシ 

図 2:本体下側のチェンバーのクリーニング 

図 3:埃の「掃き出し」 

図 4:繊維チップ付きクリーニングパドル 

図 5:挿入―繊維素材面が下側 

図 6:乾燥用バドルの挿入 
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付録６：精液検体に関する各基準値 

精液検体パラメーター 基準範囲 原資料 

総精子濃度（カウント） ≧ 15 M/ml WHO 基準マニュアル第 5 版 

運動性（PR+NP） ≧ 40 ％ WHO 基準マニュアル第 5 版 

前進運動性を示す精子の割合（PR） ≧ 32 ％ WHO 基準マニュアル第 5 版 

前進運動性を示さない運動性精子の割合（NP） ― ― 

非運動性精子の割合（IM） ― ― 

形態正常な精子の割合（形態検査） ≧ 4 ％ WHO 基準マニュアル第 5 版 

運動性を示す精子の濃度（MSC） ≧ 6 M/ml MES 社 

前進運動性を示す精子の濃度（PMSC） ≧ 5 M/ml MES 社 

機能正常な精子の濃度（FSC） ― ― 

VCL:曲線速度（μm / s） ≧ 5 mic./sec. MES 社 

精子運動性指数（SMI） ≧ 80 M/ml MES 社 

精子の総数 ≧ 39 M WHO 基準マニュアル第 5 版 

運動性を示す精子の総数 ≧ 16 M MES 社 

前進運動性を示す精子の総数 ≧ 12 M MES 社 

機能正常な精子 ― ― 

形態が正常な精子の総数 ≧ 2 M MES 社 

 

＊精液検体パラメーターの基準範囲は、WHO 基準マニュアル第 5 版と MES 社の設定値（独自の精液検体パラメーターに

関するもの）に基づいています。 
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付録７：精液中の白血球を測定する 

SQA-VISION ビジュアル化システムを使う場合 

固定型カバースリップスライドグラスに 3μl、または標準型スライドグラスに 10μl の精液をのせ、このガイドの「第 7

章：ビジュアル化について」を参照してスライドグラスを準備してください。ZOOM OUT のモードで、視野ステージ

つまみを回して 10 視野を観察し、各視野で白血球の数を数えます。トータルの白血球数を視野数で割り、白血球の濃

度（M/ml）を得ます。白血球濃度が１M/ml 以上であれば、「PATIENT /SAMPLE DATA」入力画面で「WBC≧１

M/ml」を選択してください。そうでなければ、WBC＜１M/ml を選択してください。 

QwikCheckTM精液用試験紙（推奨） 

試験紙の白血球濃度を調べるパッチに精液を 1 滴垂らします。容器に表示されている白血球濃度用カラースケールと色を

比較して１M/ml 以上か未満かを判定します。注）この検査用紙で精液の pH を調べることもできます。  

臨床試験 

試験紙の白血球用パッチは顆粒球中のエステラーゼによる化学反応で変色します。エステラーゼがインドルキシルエステ

ルに固着すると、インドキシルが遊離します。これがジアゾニウム塩との反応を起こし、パッチを紫に変色させます。検

体中に細菌、トリコモナド、赤血球が存在してもこうした化学反応に作用することはありません。 

Medical Electronic Systems (MES)社では、QwikCheckTM試験紙がヒト精液中の白血球に対する定性的インジケーター（

白血球濃度≧1M/ml）として使用できるか評価しました。その適用性を検査するため、白血球を血液から単離し精漿中で

再懸濁しました。精漿中の白血球を異なる濃度で調製し、本品を用いて検査を行いました。検査結果は目視と分光光度法

で分析しました。 

 

結果と結論 

精漿中の白血球濃度が 100 万個／ml 以上の場合は試験紙の色が反応して箱に表示してあるカラースケールの一番濃い紫よ

り濃くなります。これは WHO 基準マニュアル第 5 版 107 頁で異常とみなされます。それよりも薄い色であれば 100 万個

／ml で正常とみなされます。 

 

参考文献 

WHO 検査マニュアル「ヒト精子の検査と処理 2010 年第 5 版」、「pH」16 頁、「白血球」107 頁、WHO Press 
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付録 8：濃度基準：計数チェンバー 

 

検査機関で手動カウントを行う際に使用する計数チェンバーとして一般に多くの種類のものが販売されています。チェンバーの

深さはまちまちで、検体の希釈を必要とするタイプの物もあります。使用するチェンバーにより精子のカウント結果に約 30％

のバラツキが出ることが臨床的に実証されています。 

 

SQA-VISION で各検査機関が手動精液分析の標準として使っているチェンバーのタイプを選択することができます。いったん濃

度基準を選ぶと、SQA-VISION はその基準を基にして精液検体の検査を行います。 

 

SQA-VISION のセットアップ： 

⚫ SETTINGS > TEST PATIENT を選択します。 

⚫ 下の表に示されたオプションでのシステムに基づいて CONC.STANDARD を選択します。 

• CONC. STANDARD 1 

• CONC. STANDARD 2 
 

⚫ 市販されている計数チェンバーは２つの特徴あるグループに分類されます。 

⚫ STANDARD 1：深さ 10-20 ミクロン、検体の希釈は不要 

⚫ STANDARD 2：深さ 100 ミクロン(血球計算器)、検体の希釈が必要 

 
以下の表は市販されているチェンバーの分類です。: 

 
 

CHAMBER STANDARD 1 CHAMBER STANDARD 2 

Makler Beurker-Tuek 

Micro-Cell Buerker 

Fixed Cover slip disposable chambers Fuchs-Rosenthal 

 Fuchs-Rosenthal (modified) 

 Improved Neubauer 

 Neubauer 

 Malassez 

 Thoma 

 Thoma Modified 
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付録 9：SQA-VISION における巨大頭部精子症検体の検査 

SQA-VISION で巨大頭部精子症検体を検査する 

背景: 精子細胞の頭部の先体の欠損（巨大頭部精子症）については SQA-VISION の自動の形態検査では計測することがで

きません。技術広報紙では、この異常についてと SQA-VISION で自動分析検査を行う前に、どのようにこの症例を特定す

るのかについて記述されています。 

 

巨大頭部精子症とは？A「ヒトの生殖」13(１)（2007 年 1・2 月）の記事「巨大頭部精子症再び」において状態と症

状が記述されています。 

 

概要 

巨大頭部精子症は、発現率 0.1％未満で非常に珍しいが、男性不妊症においては非常に厳しい異常です。先体が欠損した円形頭

部精子が 100％であるものを完全巨大頭部精子症と言います。射出精液中に正常精子細胞と巨大頭部精子細胞が混在している部

分巨大頭部精子症の患者が同じように不妊となるのかはまだ明らかではありません。影響を受けた男性の受精率が減少したり、

時には不妊となる以外は、この異常について他の身体的特徴はありません。ICSI( Intracytoplasmamic Sperm Injection : 顕微授

精)後の受精率の低さは卵母細胞を活性化する能力が減少していることを示してはいますが、ICSI は、患者の治療のオプション

ではあります。巨大頭部精子細胞では、先体マーカーを使って、先体が欠損したり、奇形だったりしていることがわかっていま

す。巨大頭部精子症の発症原因は、おそらく精子形成、さらに言えば先体形成時と精子頭部の伸長時の異常にあると思われま

す。ヒト巨大頭部精子症の発症原因の解明には、さらなる巨大頭部精子症について及び精子形成過程、また精子発生全般につい

ての理解が深まることが必要です。巨大頭部精子症は、通常の光学顕微鏡で精液検体を検査し、円形頭部精子が認められること

で診断をします。 

全記事は右の URL でご覧下さい：http.//humupd.oxfordjournals.org/content/13/1/63.full 

 

SQA-VISION を使った巨大頭部精子症の検査 

「巨大頭部精子症は、通常の光学顕微鏡で精液検体を検査し、円形頭部精子が認められることで診断をします。」検体を検査す

る前に、標準型スライドグラスを準備し、ビジュアル化システムで巨大頭部精子細胞があるかどうかを確認します。以下は巨大

頭部精子症の画像例です。 
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付録 10：製品パフォーマンスデータ 

略語: 

TSC： 総精子濃度（カウント） MSC: 運動性を示す精子濃度 

PMSC: 前方運動性を示す精子濃度 Morph Norm Forms: 形態正常な精子の割合 

OD: 光学密度 MV: 形態正常な精子の割合 

パフォーマンスデータの要約 

SQA-VISION のパフォーマンスについて以下の本文、表、グラフにまとめました。精子濃度に関するすべての測定値は 100 万個／

ml で、運動性と形態に関する値はパーセント(％)で表示してあります。すべての検査は患者とドナーから採取した検体を、SQA-

VISION システムと同等の比較用に SQA-V を用いて行いました。 

キャリブレーション 

各 SQA-VISION は２つの基準システムに対する生物学的キャリブレーションを MES 社検査室にて実施しています。 

検査可能範囲: 

SQA-VISION 自動検査結果の計測可能範囲 

検体の種類 
総精子濃度 

(M/ml) 

運動性を示す精子

の割合 (％) 

形態正常な精子 

の割合 (％) 

運動性を示す精子濃度
(M/ml) 

前進運動性を示す精子

濃度 (M/ml) 

運動性／非運動性／

総精子濃度 (M/ml) 

新鮮検体 < 2 - 400 0 - 100 2 - 30 <0.2 – 400 0 - 400 - 

洗浄検体 < 2 - 200+ 0 - 100 2 - 30  <0.2 - 200+  0 - 200+ - 

Swim-up 法検体、密度勾配法 

検体、凍結検体 
- - -  <0.2 - 200+  0 - 200+ - 

精管切除後検体 - - - - - 0 - 400 

精度 

SQA－V Accu-beads® CV, % 

 
装置内の変動 

High 47± 7.0 M/ml ≤ 0.01 

Low 24 ± 3.4 M/ml ≤ 0.01 

 
装置間の変動

Variability 

High 47± 7.0 M/ml ≤ 2.00 

Low 24 ± 3.4 M/ml ≤ 2.50 

 

正確性: 高濃度精度管理 

 

 

 

 

 

 

 

正確度：低濃度精度管理 

 

 

 

 

 

 

  

既知の目標値と比較した精度ならびに正確度 

(ラテックスビーズ使用) 

背景：ラテックスビーズ（Accubeads®）を用いて SQA-V の精度

並びに正確度と事前に設定した目標値と比較しました。ラテック

スビーズは、事前に設定した 2 つの濃度レベルを対象に精子カウ

ント法の正確度を実証する目的で、精度管理試料として適用され

ています。こうしたタイプの精度管理試料は、CLIA の規定に従っ

て、使用者の習熟度を顕微鏡検査によって実証するため、また精

子の自動カウント法の検証を行う目的としても使用されていま

す。ラテックスビーズは精液検体と同じ様式で本体の検査にかけ

ました 

本法のデメリット: 

ラテックスビーズを用いた方法には以下のようなデメリットが

あります。 

• 精子の運動性や形態を評価できない。 

• 不正確なチェンバーの深さを調整できない。検査技師がミ

スをすると修正不可能。 

方法によるデータ比較 

計 320 個のラテックスビーズ検体を 10 台の SQA-V システム

で、検査しました（1 台あたり 32 検体）。SQA-V の濃度測定値

と事前 

に設定した目標値（許容範囲）と比較しました。 

ラテックスビーズの事前設定した目標値（許容範囲） 

（血球計算器） 

• バイアル１：4,700 万個±700 万個／ml 

• バイアル２：2,400 万個±340 万個／ml 

 
SQA-V QUALITY CONTROL TEST 

(High level of Accu-beads, target range: 40-54 M/ml) 
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表 1：感度／特異度 

SQA-V 対 顕微鏡 感度 特異度 

試験１：WHO 基準マニュアル第 3 版に準拠 

総精子濃度 100% 95% 

運動性を示す精子の割合 97% 85% 

形態正常な精子の割合 94% 75% 

試験 2：WHO 基準マニュアル第 4 版に準拠 

総精子濃度 94% 90% 

運動性を示す精子の割合 87% 90% 

形態正常な精子の割合 69% 70% 

試験 3：高感度検査モード／精管切除後検査 

運動性を示す精子濃度 95% 95% 

運動性を示さない精子濃度 99% 100% 

試験 4：WHO 基準マニュアル第 5 版に準拠 

総精子濃度 98% 100% 

運動性を示す精子の割合 92% 91% 

前方運動性を示す精子の割合 93% 94% 

形態正常な精子の割合 82% 94% 

 

表 2：手動モードに対する相関係数 

 
 

 

 
試験 1：総精子濃度の相関係数 

S
Q

A
-V

で
の

総
精

子
濃

度
 

手動検査モードでの総精子濃度  
 

 
試験 2：総精子濃度の相関係数 

 
S

Q
A

-V
で

の
総

精
子

濃
度

 

 
ヒト精液検体を用いた臨床試験における SQA-V の精度と

正確度に関する検討 

臨床的要求値 

特異度 

• 総精子濃度：85％ 

• 運動性を示す精子の割合：80％ 

• 前進運動性を示す精子の割合：80％ 

• 形態正常な精子の割合(WHO 基準マニュアル第 3 版に準拠)：65％ 

• 形態正常な精子の割合(WHO 基準マニュアル第 4 版に準拠)：60％ 

• 形態正常な精子の割合(WHO 基準マニュアル第 5 版に準拠)：90％ 

• 精管切除後検体：検出された運動性精子細胞の 90％ 

感度 

• 総精子濃度：90％ 

• 運動性を示す精子の割合：85％ 

• 前方運動性を示す精子の割合：85％ 

• 活性：90％ 

• 形態正常な精子の割合(WHO 基準マニュアル第 3 版に準拠)：85％ 

• 形態正常な精子の割合(WHO 基準マニュアル第 4 版に準拠)：65％ 

• 形態正常な精子の割合(WHO 基準マニュアル第 5 版に準拠)：80％ 

手動検査モードに対する相関係数 

• 総精子濃度：0.9 

• 運動性を示す精子の割合：0.8 

• 前方運動性を示す精子の割合：0.8 

• 活性：0.9 

• 形態正常な精子の割合(WHO 基準マニュアル第 3 版に準拠)：0.65 

• 形態正常な精子の割合(WHO 基準マニュアル第 4 版に準拠)：0.45 

• SQA-VISION ビジュアル化検査：0.9 

直線性 

SQA-VISION での検査可能な 0 M/ml～400 M/ml の精子濃度の危険性。 

• 希釈曲線の平方回帰係数 R２≧ 0.9 

• 精子濃度の計測値と期待値の平均変動係数(CV) ≦20％ 

注意：要求値は実際の相関係数より低めに出されています。（表 1 と２ 

を参照）。 

背景：WHO 基準マニュアル第 3 版、第 4 版、第 5 版及び MES 社のプロ

トコールに基づき、自動分析結果を標準的な顕微鏡で得られた結果と比

較しました。この臨床試験は、MES 社の検査室、イスラエルの

TelHashomer andrology dept と Ramat Marpe 研究室、フランスの 

University Hospital of Nantes という、4 つの独立した検査機関において行

われました。以下の表にある様に、750 以上のヒト精液検体が分析され、

うち約 350 検体が低質であったため、精管切除後モードで分析されまし

た。 

検体数 新鮮検体 洗浄検体 凍結検体 高感度モード 

>750 >300 42 30 >350 

 

分析の特異性： 

• 分析の特異性を得るため、精子細胞での吸収レベルが最も高く、

他の細胞や精漿での吸収レベルが最も低い特定の波長の光が使用

されています。 

• ハードウエアコンポーネントや、補償回路はノイズが低く電子分

解能が高いことから、分析の特異性は確実に至適レベルに維持さ

れています。 

臨床で使用する場合のデメリット： 

• 粘性の高い検体では液化(QwikCheckTM液化キット使用)をした場

合のみ、正確な測定が可能です。 

• 完全自動検査モードには 0.5ml 以上（希釈モードでは 0.25ml 以

 

パラメーター 

相関係数 

試験１ 

WHO 3 版 

0.93 

0.86 

0.66 

(WHO 3
rd

) 

試験２ 

WHO 4 版 

0.94 

0.87 

0.49＊

(WHO 4
th

) 

試験３ 
WHO 5 版 

総精子濃度 0.93 0.94 0.97 
運動性を示す精子の割合 0.86 0.87 0.88 
形態正常な精子の割合 0.66 0.49＊ NA＊ 

＊このパラメーター基準が厳しいので許容範囲が狭く、また手

動検査の分析が主観的なため、相関係数が低いまたは NA(相関

関係が見られない)になっています。 
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上）の検体が必要です。 

• 形態正常な精子の割合のパラメーターは専用のアルゴリズムに基

づくシステムで電子的信号を解析して得られたものです。染色さ

れた標本を直接計測したものではありません。 

• SQA-VISION ビジュアル化システムから得られたデータは検査技

師の主観に影響される場合があります。 

• ダイナミックレンジに関するデメリットは上記の通りです。
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方法間でのデータ比較: 

SQA-V と SQA-VISION を WHO 基準マニュアル第 3(試験１)，第

4(試験 2)。第 5(試験 4)版のガイドラインに従って顕微鏡による検

査と比較しました。 

• 敏感度と特異性は WHO 基準マニュアル第 3，4，5 版の参

照値に基づいたカットオフポイントを用いた ROC 曲線を

使って計算されました（表１） 

• 手動検査モードに対する SQA-V の検査結果の相関係数は表

2 に示されています。 

• 精度：装置間(表 3)及び装置内(表 4)の偏差を、変動係数

（CV）を用いて操作者間、操作者内偏差と比較しました。

重複する検体を 2 つの方法で検査しました。精度を特徴付

ける変動係数が複数の精液パラメーターのために計算され

ました。 

• 精管切除後検体検査（試験 3）では２つの評価方法を比較し

ました： 

  ○顕微鏡（標準型スライドグラス使用、400 倍、10 視野） 

  ○SQA-V ビジュアル化システム（表 5） 

• 運動性を示す精子と運動性を示さない精子の分析は SQA-V

ビジュアル化システムと顕微鏡を用いて行われました。 

• 218 検体に運動性を示す精子が含まれ、精管切除後検体のビ

ジュアル化検査との比較に用いられました。（表 5） 

表 3：精度：試験１、試験 2（n-154） 

パラメーター 許容範囲 

方法 

SQA-V  

変動係数% 

顕微鏡検査の 

変動係数(％) 

総精子濃度 

全範囲 3.1 6.1 

5-40 5.2 5.9 

41-80 2.1 5.5 

>80 2.5 3.2 

運動性を示す精子の

割合 

全範囲 5.1 7.2 

10-50 7.6 10.3 

51-55 1.5 3.4 

>55 6.0 4.1 

表 4：平均値と精度：試験４（ n=246） 

精液パラメーター 
平均 変動係数, % 

技師 1 技師 2 SQA-V 手動 SQA-

V 
総精子濃度 41.0 40.2 41.4 11.5 3.4 

運動性を示す精子
(PR+NP) 

54.7 56.9 54.9 10.7 5.0 

前進運動性を示さな

いが動いている精子
(NP) 

37.9 39.0 36.6 13.3 7.5 

前進運動性を示さな

いが動いている精子
(NP) 

16.8 17.9 18.4 27.3 6.8 

形態正常な精子 7.6 7.6 11.5 27.4 6.5 

 

表 5: 検知された運動性を示す精子の割合：試験３ 

精管切除後検査モード 

運動性を示す精子が認められた

218 検体の検査方法による比較 

運動性を示す精

子が認められた

検体数 

運動性を示す精

子が認められた

割合 

ビジュアル化システムのみで検査 193 89% 

顕微鏡による検査 161 74% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

手動検査モード 

試験 1：「運動性を示す精子の割合」の相関係数 

試験 2：「運動性を示す精子の割合」の相関係数 

試験 2：「運動性を示す精子の濃度」の相関係数 

S
Q

A
-V

 
S

Q
A

-V
 

S
Q

A
-V

 

手動検査モード 

手動検査モード 

 
 

この試験のデメリット： 

検体は異なる検査技師によって顕微鏡と SQA-V を用いて検査されました。技

師による主観の違いが検査結果に影響を与えている可能性もあり

試験 4：総精子濃度の相関係数 

S
Q

A
-V

で
の
総
精
子
濃
度

 M
/m

l 

手動検査モードでの総精子濃度 M/ml 
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SQA-V による検査結果の直進性 
 

臨床の要求値： 

• SQA-V での検査可能な 2 M/ml～400 M/ml の精子濃度の直線性: 

•  希釈曲線の平方回帰係数 R2 ≥0.9 

•  計測された変動係数の平均値に対する期待される精子濃度 

 20％ 

 

目標：順次希釈された精液検体を用いてダイナミックレンジの濃度の精

子濃度を正確に計測できる SQA-V の能力を示すこと 

 

方法：4 つの新鮮なヒト精液検体を溜め、2 分割して 600g の 15 分間遠心分

離し、精漿を捨て沈殿ペレットを洗浄溶媒：DPBS & HepesHTF に再

懸濁しました。 

 

この方法のデメリット： 

• 希釈濃度を間違えると正確な直線性の結果が得られないこと。 

• 検査キャピラリーに泡が入るなどの操作ミスがあると正しい結果

が得られないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果: 

1. 希釈曲線(傾向ライン)の平方回帰係数 R２は 0.992 でし

た。（グラフは 4 つの SQA-V 装置で DPBS and Hepes 液で

希釈した検体を計測した結果を示しています。） 

2. 計測された精子濃度に対する期待される精子濃度の変動係

数(CV)の平均は 10％でした。 

 
  

計
測
さ
れ
た
総
精
子
濃
度

M
/m

l 

精液を DPBS＆Hepes 液で希釈した検体

を用いた FSQA-V 測定の希釈曲線 

期待される精子濃度 M/ml 
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付録 11: Regulatory Information 

European Authorized Representative:  
Arazy group GMBH. 
The Squalre 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany 

Email: germany@arazygroup.com 

Tel: +49 69959325090   

 

Australian Sponsor: 
Acrapack Pty Ltd, Anne Jones 

7/ 84 Poinciana Avenue, Tewantin QLD Australia 4565 

Email: anne@acrapack.onmicrosoft.com 

 

Japanese MAH: 
Jaffco LTD, Hirofumi Morita  

Email: hiro0205@xd5.so-net.ne.jp 

17-15 Komazawa 1-chome Setagaya-ku 

Tokyo 1540012 

JAPAN 

 
Manufacturer:   
Medical Electronic Systems, Ltd. 20 Alon Hatavor St., Zone 6, P.O.  

Box 3017, Caesarea Ind. Park 3088900, Israel   
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