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P1～P4 PCR検査拡充に向けた各地での取組 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりPCR検査等の検査体制の強化、拡充が求められています。そ

のような要請に応えるため、各都道府県技師会でも自治体・行政と連携して検査体制の強化、情報共有に

取り組んでいます。都道府県技師会での好事例を紹介しています。 

長野県臨床検査技師会 会長 實原 正明       

～ 一般社団法人 

長野県臨床検査技師会の取組 ～ 

本年２月、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス

号乗客における新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）の感染が拡大する中、長野県では、感染の広がり

を危惧し、首都圏への往来も制限されました。そうし

た中、当県では２月に最初の感染者が報告され、行政

が中心となり検体採取、PCR検査に対応しましたが、

検査結果が報告されるまでに２日間を要し、体制強化

の必要性を感じました。 

長野県臨床検査技師会（長臨技）は、今回のCOVID

-19拡大下において、「長野県民の健康の維持増進に

寄与する」ためにできることは何かを模索する中、昨

年台風19号の災害時に行政との迅速な連携により被災

地におけるDVT検診を提案し、これに携わった経験か

らCOVID-19においても積極的に県庁、医師会、保健所

に足を運び、連携強化に努めました。検体採取は臨床

検査の一環であり、PCR検査を含め、我々臨床検査技

師の得意分野です。この一連の活動の原動力は「今こ

そ我々の力を発揮するところ」と捉えたことに由縁し

ます。 

これを機に、県内４地区において各支部長を中心

に、地域医師会、各保健所、技師会登録施設の相互協

力により情報収集や発信を行い、検査体制の強化を図

るべく、検体採取および機器稼働への協力を促すと同

時に、会員にはホームページ等で当会の方針、地域あ

るいは各施設の情報を発信することにより理解協力を 

１．経過報告 

(1)COVID-19に関する検査情報を収集、HPへ掲載し、

会員に向けて情報発信。 

(2)県内施設に対し行政検査および遺伝子検査（PCR・

LAMP）の実施状況を調査し、長野県庁保健疾病対

策課・日臨技と情報共有。 

(3)県内医療機関に機器購入の補助金利用を促し、即

時検査の必要性を想定し準備を進めるよう技師長

へ依頼。 

(4)４月15日厚労省よりPCR検査体制の強化として、

「地域外来・検査センター」設置の通達があり、

４月17日に県庁、長野県医師会、長野市保健所を

訪問。 

 

 訪問時の面談では長野県下20か所設置に向け検討を

進める予定ではあるが具体的に未定であり、準備が

整った地域からスタートしたいとの回答があった。臨

床検査技師1,083名が検体採取等に関する厚生労働省指

定講習会を受講し、これを担う準備があること。その

際には、身分保証の明確化、感染管理の徹底、さら

に、今後県には危険手当の支給を要望し、長臨技は、

行政と連携することを確認した。その後、長野市保健

所長より、５月初旬の長野市センター設置において長

臨技に検体採取業務への協力要請があった。 

求めました。 

2020年４月15日厚生労働省より各都道府県医師会

に向け「地域外来・検査センター」の設置の通達が発

せられ、これを受け臨床検査技師会として動くべき時

と判断し行動を開始しました。 

以下に時系列で長臨技の取組を紹介します。 
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(6)４月24日、正式に県庁保健疾病対策課から地域外

来・検査センターでの検体採取の依頼。長野市保

健所長から地域外来・検査センターへの協力依

頼。→北信支部長を中心に検討要請。 

(7)４月28日、新型コロナウイルスに関する技師長ア

ンケートを実施。 

(8)４月28日付、長野県健康福祉部長から病院長あて

に、「新型コロナウイルス感染症に関する臨床検

査技師の検体採取等への協力について（依頼）」 

(9)４月30日付、長野保健福祉事務所長、長野市保健

所長から長臨技会長あてに、「PCR検査センター

への臨床検査技師派遣の依頼」 

(10)４月30日、長野県医師会第１回郡市医師会新型コ

ロナウイルス感染症担当理事（役員）会議に長臨

技として出席し、当会は医師会と連携し地域外来

検査センターへの協力を約束した。 
 

２． 活動内容 

(1)長野県内の地域外来・検査センター設置稼働 

 現在、県内12か所に地域外来・検査センターが

設置され稼働し、臨床検査技師が検体採取あるい

は検査に携わっている 

PCR検査センターの様子  

(3) 飯田市の取組 

 当地域では４月26日、飯田市地域外来・検査セ

ンターの設置が正式決定し、市医師会・飯田市が

協力し稼働に向けた施設建設等の準備を開始し

た。５月22日には保健所職員による検体採取・

PPE着脱訓練講習会

が開催され、これ

に携わる多くの臨

床検査技師が参加

し、５月26日の飯

田市地域外来・検

査センター開設に至った。 

 当初は保健所を介しての行政検査のみであった

が、地域外来・検査センター設置により地域の診

療所等から直接紹介が可能となった。当センター

には、OB臨床検査技師が常駐し検体梱包・搬送に

検体採取・PPE着脱訓練講習会 

(5)４月21日、県庁保健疾病対策課から技師会に今後

想定される軽症者のホテル隔離者退院時の検体採

取の協力要請。 

 長野県では４か所のホテルに軽症者を隔離すること

を検討し、臨床検査技師に退院判断時の検体採取を依

頼。その体制作りを長臨技に検討するよう依頼があっ

た。実施に当たっては身分保証の明確化（県から施設

長宛に臨床検査技師派遣依頼を出し、業務として任務

にあたること）、PPEの脱着訓練など課題があり、多職

種が連携し立ち向かおうとする中、我々を必要とし依

頼があったことを重く受け止め、前向きに検討した。 

(2) 北信地域の取組 

 ４か所で事前説明会を実施し（長野市民病

院・長野県飯山庁舎・北信総合病院・篠ノ井総

合病院）、鼻咽頭ぬぐい液の採取および個人感

染防護具（PPE）の着脱実技講習。 
 

① 長野市北部PCR検査センター（令和２年５月11日～） 

開設時間：平日（月～金）午後１時～３時 

診療体制：医師・看護師・臨床検査技師・事務 

技師派遣機関：長野市民病院・鈴木泌尿器科・長

野赤十字病院・長野松代総合病院・県立信州医療

センター 

検体数：予約制にて最大約20件/日 
 

② 長野市南部PCR検査センター（令和２年５月27日～） 

開設時間：平日（月～金）午後１時～３時 

診療体制：医師・看護師・臨床検査技師・事務 

技師派遣機関：千曲中央病院・長野赤十字病院・

篠ノ井総合病院・新町病院・長野中央病院 
 

③ 北信（飯山・中野・山ノ内）PCR検査センター 
（令和２年６月１日～） 

開設時間：平日（月～金）午後２時～４時 

（完全予約制） 

診療体制：医師・看護師・臨床検査技師・受付

（県職員） 

技師派遣機関：北信総合病院・小島病院・飯山赤

十字病院 

検体数：１日最大６検体まで 



鹿児島県県臨床検査技師会  副会長/日臨技 理事 

 小野 三智男     

～  PCR検査拡充に向けた 

研修会報告 ～ 

携わりスムーズな運用が行われ、採取後の検体につい

てはすべて飯田市立病院で検査を実施、即日報告を可

能としたことにより、検体採取から結果報告までの所

要時間も短縮された。 

 センター開設後は、毎週金曜日に医師会において

運営会議に出席し課題等を議論し解決に向けた取組が

なされている。 

長臨技の調査では現在、県内27施設に検査機器が整

備され、自施設で検査が可能となった。今後も更なる

検査体制の強化がなされる予定である。 

 

３．まとめ 

長臨技として他団体と協力し取り組んだCOVID-19

への対応について報告しました。 

今回の取組は当会に所属する全施設・全技師が安

全に使命を全うするために活動しやすい環境を整えて

いくことを目的としましたが、これらは各地域の支部

長を中心とした会員の協力があってこそであり、この

場を借りて心より深謝いたします。 

飯田市地域外来・検査センターの様子 
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９月13日に、鹿児島県のPCR等基礎研修修了者40

名中、当該日程で受講希望のあった27名に対し、当

会と鹿児島県の共催による実技研修会を実施しまし

た。 

 今回、まず実機研修で準備を進めましたが、本県

の第２波クラスター拡大期で県施設や各医療機関、

検査センターでの実習受け入れ状況が厳しく、既存

機器も老朽化しており実習は不可でした。しかし、

県へは趣旨を理解いただき共催の名称使用の許可を

いただきました。 

 このため、受講目的が機器の新設または行政検査

との両方の方が2/3であったため最新機器の原理と

機器紹介について主眼を置き、３密を避けるため実

務委員を含む参加人数は研修会場の収容人数80名の

半数以下としました。 

冒頭、県担当者から本研修会開催について謝辞を

いただき、本県の状況や今後の各医療機関との検査

連携について、陽性検体の確認依頼等での検体の持

ち込みは積極的に対応しますとありました。 

まず、実技の基本となる感染防護具の着脱練習を

行いました。装着に際して、フェイスシールドの組

み立て、手洗いから防護衣の順にマスクの後紐、キ

ヤップの耳出し、手袋の袖露出などの注意点を順を

追って確認しつつ基礎編の要領で各自装着しまし

た。  

 さらに、最も重要な脱着については、特にウイル

ス付着を意識した脱着のポイントを示しました。 

検体採取実技において、鼻腔については“痛くな

い手技”について解説し、唾液採取については採取

上の注意事項について理解を得ました。 

各メーカーの検査原理と最新機器紹介について

は、質疑応答で試薬在庫量に至るまで詳細な質問も

あり白熱していました。 

次に、８月に実施した第２回PCR検査体制アン

ケートの結果解析報告においては、県下の機器の導

入状況は28施設（予定を含む）で、PCR実施施設の

他抗原検査等の実施状況や、各施設から寄せられた

“導入に際しての感染予防対策や技術的アドバイ

ス”と多岐にわたり、参加者の欲求を満たすもので

した。 

感染防護服の着脱練習 
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（編集後記）連日35℃を超えるような酷暑が過ぎたと思えば、すっかり秋の空気に満ち溢れています。勤務先

までの乗り換え駅は東京駅ですが、再開した東京ディズニーリゾートに向かう方々も、すっかりHalloween仕

様です。何となく以前と変わらぬ風景ですが、変わったことは全員が色とりどり（？）のマスクを着用してい

るところです。ここにも新しい生活様式に沿って楽しむ方々に関心しています。当会も学会や研修会も新しい

生活様式に合わせるように模索し展開を始めたばかりです。今後も随時、会員の皆様方にご提示申し上げてま

いりますので、よろしくお願いいたします。                         （深澤）  

兵庫県臨床検査技師会  会長 真田 浩一     

～ 新型コロナウイルスの検査に関する 

PCR実技研修会活動報告～ 

令和２年９月６日（日）10:00～17:00に９月１日現

在における兵庫県のオンライン基礎研修修了者80名中

24名を対象者として、当会と兵庫県の共催による「新

型コロナウイルスの検査に関するPCR実技研修会」を

当会の研修センターにて以下の内容の通り開催しまし

た。 

実習の様子 

＜研修会内容＞ 

・開催の挨拶 

兵庫県臨床検査技師会 会長 真田浩一 

・兵庫県挨拶 

兵庫県健康福祉部 感染症等対策室 感染症対策課 

西下重樹課長 

・核酸抽出についての講義（20分） 

・核酸抽出の実習（50分） 

・RT-PCRについての講義（20分）※核酸抽出中に講義実施 

・RT-PCR実習（100分） 

・修了証明書授与 

 また、当会顧問の橋口教授（鹿児島大学病院）に

よる総評において、コロナ禍最中の現状の医師の立

場において話され、検査技師に寄せる期待は大であ

り、結果の社会的重要性をしつかり捉え、本研修の

ごとく研鑽を重ねることが臨床検査技師の発展･存

在意義をPRする良い機会にもなるといただきまし

た。 

 最後に 本県の検査体制は、民間の検査センター

が３社、その他多数の医療機関も導入済みまたは検

討している状況で、老朽化した機器しかない保健所

から応援を要請する事態にはならないようです。 

 かえって、本県の保健所においては、８月28日の

厚労省「新型コロナウイルス感染症に関する今後の

取組」にありますように、“帰国者・接触者相談セ

ンターを介することなく、かかりつけ医等の地域で

検査を受けられる体制も整備する。”の方針で、陽

性確定に特化したいように見受けられました。 

 今回、４時間にわたる長い研修会でしたが、日々

変化するコロナ対策に臨機な参加者の積極性が伝

わった研修会でした。 

３密を避けるため受講生は午前12名、午後12名の２

班に分け、実務委員を含む参加者人数は研修センター

の収容人数の半数以下としました。通常の研修室を利

用したため、測定装置の準備や説明についてはメー

カー４社（バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会

社 、栄研化学株式会社、プロメガ株式会社、株式会

社ニチリョー）の協力を仰ぎました。また、RT-PCR実

習中の空き時間を利用して、LAMP法についての説明も

加えました。質疑応答は常に途切れることがなく、参

加者の熱意と使命感が伝わる研修会でした。 

また、当会から兵庫県に向けて情報発信を行ったこ

とにより、結果的には当会と兵庫県との共催研修会と

いう形で開催することができ、行政に向けて臨床検査

技師の存在意義をPRする良い機会にもなりました。開

催までの調整時間が短かったため経費の補助はなりま

せんでしたが、前向きな検討を約束していただきまし

た。加えて、後日開催された自由民主党兵庫県支部連

合会および兵庫県議会自由民主党議員団との「各種友

好団体との政策要望に係る意見交換会」にて、この研

修会の開催状況、臨床検査技師の重要性をアピールす

ると同時に、感染症予防事業費等国庫負担（補助）金

を活用した経費の補助を訴えております。 

 今後残りのWeb基礎研修修了者に向けて複数回同様

の研修会の開催を計画中です。 


