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JAMT 技術教本シリーズ「一般検査技術教本」お詫びと訂正・修正（Ver 3.0） 

丸善出版株式会社

本書の記述に間違いがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに，ここに訂正申し上げま

す。（ 終更新日：2020 年 10 月 10 日） 

本書の奥付（本書 終ページ）をご確認いただき、刷数をご確認ください。発行年月日のみの場合

は 1 刷、「第〇刷発行」となっている方はその数字に従ってください。 

・1 刷の方はこちら。

・2，3 刷の方はこちら。

・4，5 刷では正誤情報はありません。

12 ページ 表 1.3.4 の差し替え 
表 1.3.4 おもな定性検査の偽反応（本書の表 5.1.3 を再掲） 

133 ページ 図 7.4.2  
誤：細菌性髄膜炎   100×   MG 染色     1,000× 
正：細菌性髄膜炎   100×   MG 染色 

144 ページ 表 8.1.1 比重の漏出性の項目  
誤：1.014 以下 
正：1.015 以下 

162 ページ 本文 左段 下から 12 行目 

誤：（p●● 8.1●4 参照）。 

正：（p144 8.1.3 ● 2. 参照）。 

210 ページ 表 10.4.5 

誤：マンソン住血吸虫

正：マンソン裂頭条虫

★ 旧版『一般検査技術教本』（2012 年刊行）からの出典標記の修正・追加

【修正】

17 ページ 図 2.1.2（日本臨床衛生検査技師会（編），山下美香（イラスト）；一般検査技術教本，15，
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日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

38 ページ 図 3.5.2（日本臨床衛生検査技師会（編），宮沢 博（著）；一般検査技術教本，36，日本

臨床衛生検査技師会 2012 より） 

111 ページ 図 6.1.2（ 日本臨床衛生検査技師会（編），久野 豊（著）；一般検査技術教本，100，日

本臨床衛生検査技師会 2012 より/ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部 三澤

成毅技師の協力で撮影）

【追加】

2 ページ 図 1.1.1，1.1.2（日本臨床衛生検査技師会（編），山下美香（イラスト）；一般検査技術教

本，2，日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

8 ページ 図 1.2.1（日本臨床衛生検査技師会（編），山西 八郎，堀田 真希（著）；一般検査技術教本，

6，日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

10 ページ 表 1.3.1（日本臨床衛生検査技師会（編），山西 八郎，堀田 真希（著）；一般検査技術教

本，11，日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

12 ページ 図 1.3.1（日本臨床衛生検査技師会（編），山西 八郎，堀田 真希（著）；一般検査技術教

本，9，日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

28 ページ 図 3.2.5（日本臨床衛生検査技師会（編），山下美香（イラスト）；一般検査技術教本，21，

日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

29 ページ 図 3.2.6（日本臨床衛生検査技師会（編），山下美香（イラスト）；一般検査技術教本，22，

日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

31 ページ 図 3.3.2（日本臨床衛生検査技師会（編），山下美香（イラスト）；一般検査技術教本，25，

日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

45 ページ 図 3.6.2（日本臨床衛生検査技師会（編），谷口 薫（著）；一般検査技術教本，47，日本

臨床衛生検査技師会 2012 より） 

74 ページ 図 4.2.1，4.2.2（日本臨床衛生検査技師会（編），山下美香（イラスト）；一般検査技術教

本，58，日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

98 ページ 図 4.2.114（日本臨床衛生検査技師会（編），山下美香（イラスト）；一般検査技術教本，

79，日本臨床衛生検査技師会 2012 より） 

以上
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2，3 刷の方はこちら 

 

10 ページ 表 1.3.1 2 行目 

誤：ビルリビン 

正：ビリルビン 

 

11 ページ 表 1.3.2 終行 

誤： 

正 

 

 

63 ページ 表 3.11.2 6 行目 

誤：モルヒネ系大麻 

正：モルヒネ系麻薬 

 

64 ページ ●3. 定性検査手順と判定 

誤：検出試薬は、下記①～③を用意しておく。検出は④の呈色試薬を使用時に調整して、 

正：検出試薬は、次の①～③を用意しておく。検出は使用時に調整した④の呈色試薬を、 

 

65 ページ 図 3.11.9 写真下部のテキスト 

誤： 

 

 

 

 

 

 

 

正： 

 

71 ページ 左段 （3）SudanⅢ染色 2）染色態度 

誤：脂肪球，脂肪円柱，卵円形脂肪体：黄赤色 

正：脂肪球，脂肪円柱の脂肪成分，卵円形脂肪体の脂肪成分：黄赤色 

 

94 ページ 左段 8 行目 

誤：ろう様円柱および細胞円柱として報告する。 

正：ろう様円柱および細胞円柱、または層様円柱および顆粒円柱として報告する。 

 

115 ページ 右段 8 行目 

誤：70％エタノール・アセトン等量混合液 100mL に 

正：70％エタノール液 100mL に 

 

115 ページ 右段 11 行目 
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誤：して使用する。あるいは 

正：して使用する。）あるいは 

115 ページ 右段 20 行目 

誤：スライド上で軽く混和して、カバーガラスをかけて 10×で 

正：スライド上で軽く混和して、カバーガラスをかけて弱拡大（10×） 

 

115 ページ 右段 下から 7 行目 

誤：1 視野（×100）に脂肪滴が 

正：毎視野に脂肪滴が 

 

119 ページ 図 7.1.1③ 図中文字 

誤：ブルジンスキーの項徴候 

正：ブルジンスキー徴候 

 

123 ページ 左段 下から 2 行目 

誤：ムコ多糖体がサムソン液の 

正：ムコ多糖体が Samson 液の 

 

127 ページ 7.3.3 ●1 上から 4 行目 

誤：2）計算盤に注入後，顕微鏡の載物台で 3～5 分程度放置する。 

正：2）計算盤に注入後，湿潤室の中で 3～5 分程度放置する。 

 

133 ページ 7.4.1 終行より 

誤：新生児では B 群溶連菌（Steotococcus agalactiae）や大腸菌（Escherichia coli）（生後 1 カ月未

満），B 群溶連菌など（生後 1～3 カ月）による垂直感染例が多く， 

正：新生児（生後 1 カ月未満）では B 群溶連菌（Steotococcus agalactiae）や大腸菌（Escherichia coli）

（生後 1～3 カ月），B 群溶連菌などによる垂直感染例が多く， 

 

145 ページ 検査室ノート 上から 4 行目 

誤：腸球菌（enterococcus） 

正：腸球菌（Enterococcus） 

 

145 ページ 左段 下から 2 行目 

誤：10％フクシン水溶液 2.0mL 

正：10％フクシンエタノール 2.0mL 

 

151 ページ 表 8.1.4 右下 

誤：尿胸 

正：膿胸 

 

151 ページ Q&A 2 行目 

誤：腹水では 100/μL 前後であり， 

正：胸水は>1,000/μL，腹水も>100/μL であり， 
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153 ページ 検査室ノート 胸水と腹水の pH 測定について 5 行目 

誤：胸水の pH が 7.2 以下は 

正：胸水の pH が 7.2 未満は 

 

179 ページ 右段 ●9 上から 6 行目 

誤：30 秒後に×400 で鏡検する 

正：30 秒後に 40×で鏡検する 




