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P1～P3 2020（令和２）年度 日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会を終えて 

P4～P5 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 

新型コロナウィルス 感染症（COVID-19）が全国に

拡大する中で迎えた日臨技臨床検査精度管理調査報告

会を、東京ファッションタウンビルTFTホール1000

（東京都江東区有明）で行い、日本全国より282名の

参加（令和元年度は786名、平成30年度は656名）があ

りました。今回は、新型コロナウィルス感染症対策

(厚労省通知、東京都事務連絡およびTFTホール安全対

策基準)を基にして開催いたしました。具体的には、

通常収容人員1,000名のところ最大定員500人とし、開

催後に追跡調査が可能なように事前登録者のみの参加

といたしました。参加者全員の検温を義務付け、昼食

時には会場から全員退去させて消毒作業を行うなどし

ました。休憩時間中も十分な換気を行い、共用部分の

こまめな消毒を心掛けるようにしました。会場内、さ

らには会場外においても可能な限りソーシャルディス

タンスを守るよう参加者には注意喚起しての運営とな

りました。お陰様で大きなトラブルもなく開催できま

した。参加された方々は最初から最後まで協力的で、

医療従事者として意識の高さを感じました。 

今年度も昨年度同様、11月末に報告会を開催するこ

とができ、参加各施設にできるだけ早く外部精度管理

調査結果に基づく是正改善を実施していただけるもの

と確信しています。今年の調査における分野ごとの総

括と討議が最後まで活発に行われ、日々の内部精度管

理の確認をする意味での外部精度管理調査の意義づけ

からも非常に有益な報告会であったと感じます。 
 

※ 

長沢副会長が開会を宣言し、

その後、壇上に立った宮島会長

は、「当会の精度管理調査は、

参加施設が4,300施設を超え、

量・質ともに国内最大級となっ

た。次の段階では、2018（平成

30）年より施行された改正法に

基づいた新しい施設認証制度を

令和４年度から開始することを掲げた。それに先立っ

て令和３年にはパイロット審査を実施する。旧制度で

は、標準化できている臨床化学、血液部門のみでの認

証であったが、新制度からは当会が精度管理調査を実

施している10分野すべてで認証を行う」との方針を示

しました。また、「最近の医療情勢を鑑み、SARS-CoV

-2 PCR検査の精度管理調査を本格導入するためのワー

キングを立ち上げた」ことも表明しました。 
 

※ 

その後、 各部門より解析結果について報告を行い

ました。部門報告は４部構成とし、特に、生理部門で

は、心電図、超音波、神経生理、および呼吸機能分野

に分けて十分な時間をとりました。それでも、１分野

当たりの持ち時間に制限があり、特に問題のあった事

項について的を絞った解説としました。また、セク

ションごとに総合討論の時間を設けて会場より質問・

意見を求めました。 以下に各部門の報告概要を紹介

します。 
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【第１部：生理部門】 

心電図部門では単に波形について判読するだけでな

く、患者の急変時への対応などを問うなど、より実践

的な内容の設問を増やし、内容の濃いものであった。

電解質異常を推察する問題で正解率が低い設問があっ

た。超音波および呼吸機能部門については、ガイドラ

インの周知がだいぶ進んだ状況が伺える結果であった

が、今回、呼吸検査機器の較正の有無が周知されてい

ないことが判明した。今後、啓発の必要性があると感

じた。脳波を含む神経生理も正解率が90％近くあり、

概ね良好な結果であった。（坂下、田邊、立田、堀

内、神野） 
 

【第２部：一般部門・微生物部門・輸血部門】 

尿定性検査、および便中ヒトヘモグロビン検査では

良好な結果が得られた。フォトサーベイにおいては、

今年も赤血球形態の問題が話題となった。過去問を用

いて再検証を試みた調査であったが、残念ながら期待

されたほどの正解率向上は認められなかった（正解率

44.1%）。現場で広く利用されているのは「尿沈渣検

査法2010」であるが、現在は入手困難なため、最新で

ある医学検査 2017 J-STAGE-1号. 日本臨床検査標準

協議会 尿沈渣検査法指針の普及を啓発する必要があ

ると思われた。（米山） 

微生物部門では、塗抹検査において、昨年度調査と

同様、グラム陰性桿菌の観察に問題があった。同定検

査では、きわめて良好な正解率であった。薬剤感受性

検査は、概ね良好な正解率であったが、Clinical 

Laboratory  Standards.  Institute  （CLSI、旧 

NCCLS）を用いた判定基準の設定に課題を残してい

る。フォト設問は、概ね良好な正解率であった。（中

村） 

輸血部門では、調査を通じて、今後もガイドライン

に沿った評価を心がけていく（改訂された場合には、

新しいガイドラインに準拠する）。また、「Rhコント

ロールを使用していない」と回答した施設に対する評

価を、今後厳格に見直すことも検討していくとしてい

た。今後、これら実態調査を参考にして、学会・研修

会等で問題点等を報告し、輸血検査に携わる技師のレ

ベルを上げるべく啓発活動に活用していきたいと述べ

た。（西岡） 
 

【第３部：臨床化学部門・免疫血清部門・輸血部門】 

一部の試料において変動が認められた。ALTとLDは

試料11、12ともに評価対象外とした。それ以外の項目

では、ほぼ例年通りのバラツキ、ABCD評価の割合で

あった。また、マスタ入力の不備によって正当な評価

がされていない施設が散見された。結果報告も精度管

理の大切な要素であるから注意をしてほしいと述べ

た。ALPとLDのJSCC法の評価については、各施設の

IFCC基準測定法変更への移行状況によって次年度に判

断することを表明した。（汐谷） 

免疫部門では、血漿蛋白・腫瘍マーカー・感染症の

12項目を調査した。血漿蛋白項目（免疫グロブリン,

β2-mG,RF)は、試薬間CV値が昨年と同様に収束を認め

た。しかし、RFでは試薬内CVは昨年度と同様に収束を

認めたが、試薬間CVについては依然大きい状況であっ

た。腫瘍マーカー(CEA・AFP・フェリチン・PSA)は、

例年どおりの傾向を示した。感染症項目については、

定性判定の評価は、HBs抗原・HCV抗体・梅毒TP抗体す

べての項目で昨年度と同等の正解率であった。 

また、甲状腺項目(TSH、FT4) について、中規模ト

ライアル調査を行った。評価は今のところ試薬別評価

が妥当と考えている。（久保）。 

血算部門では、除外件数が昨年度と比較して多く、

外れ値が多い傾向にあった。除外前のCVも大きい傾向
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にあり、バラつきの大きさを示唆した。除外後のCVは

前年と比較して大差なく、一部の試料のみに問題が

あった可能性が考えられた。試料について、来年度以

降、チェック体制の強化を図ることとした。形態部門

（フォトサーベイ）では、末梢血・骨髄における評価

対象項目の設問で殆どが90%以上の正解率が得られた

と報告した。（池田） 
 

【第４部：病理部門・細胞部門・遺伝子部門】 

全体として平均回答正解率は98.0％と非常に良好な

成績であった。受検施設の規模や機能、病理検査業務

における多様性に対応するため、施設毎の機能と業務

内容に沿った評価を行なった。非評価施設においても

正答率が高かったが、引き続き動向を把握し、出題内

容や評価方法について検証を行い慎重に対応しいく考

えを示した。また、今後、用語の誤用を防ぎ、定義に

沿う精度管理を行うため、病理検査用語の統一が必要

だと述べた。 

また、バーチャルスライドを用いた精度管理につい

てのアンケート調査結果も報告された。現行のフォト

サーベイでは、スクリーニング作業について調査がで

きていないため、バーチャルスライドを用いることに

よって、より実践に近い調査ができるのではと期待さ

れる。今回の調査では、施設で定められたセキュリ

ティーポリシーによって、アプリケーションのダウン

ロードおよびインストールできない施設もあり、画像

のダウンロードや動作速度が、施設のネット環境や

ネットワークの構築に依存しており、ストレスを感じ

る施設が少なからずあった。精度管理を目的とした画

像の質について、画質の向上を検討する必要があると

いう声もあり課題を残す結果となった。まだまだバー

チャルスライドの認知度は低く、トライアルを重ねて

画像や操作に慣れる機会を設ける必要があると改めて

感じた。（石田） 

細胞部門では、ほぼ全ての設問において正解率が

90％を超えており、多くの施設における精度管理向上

のための努力がなされている結果だと述べた。今後も

この高い精度を維持することが細胞検査にかかわる検

査技師として重要と考えていると述べた。（遠藤） 

遺伝子部門では、HCVおよびHBV定量においては、全

ての参加施設において許容設定範囲内となり、測定値

にバラツキのない収束した結果であった。コンタミ

ネーションによる偽陽性反応も認められず、陰性およ

び陽性コントロールの測定でも、全施設適切に実施さ

れていた。 

結核菌群定性検査は、過去最多の参加施設であっ

た。測定法は、LAMP法が最も多く 31.2%、次いで

TaqMan法28.4%、TRC Ready法が18.1%であった。小

型、かつ迅速性に優れ、少数検体を扱う機器へと移行

している傾向が認められた。特に核酸抽出から検出ま

で全自動で行う測定法を導入している施設が目立った

と報告した。 

アンケート結果において、陰性コントロール、陽性

コントロールを測定していないと答えた施設もあり問

題を残した。（三澤） 
 

※ 

以前は３月に実施してきた総合報告会でしたが、昨

年同様、８月に施設別報告書をJAMTQC上で各施設に公

開してから３か月後に実施することができました。会

場においては、総合報告書（暫定版）のダウンロード

もQRコードを読み込ませることで可能とし、参加者は

発表と報告書を照らし合わせながら熱心に耳を傾けて

いました。部門ごとの討論では、日常の内部精度管理

および外部精度管理調査に対する意見や、要望が多く

寄せられ、当会としては、こういった意見や疑問を真

摯に受け止めて、次につなげていかなくてはならない

と考えています。また、当日のディスカッションの内

容やそれに対する当会からのメッセージは、当日限り

としてはもったいないという意見も寄せられており、

今後の課題と捉えています。 

免疫血清部門の甲状腺マーカーの中規模トライアル

調査、微生物部門、輸血部門でのフォトサーベイでの

新しい取り組み、病理、一般、微生物、血液部門での

バーチャルスライドを用いた精度管理調査、遺伝子部

門におけるSARS-CoV-2 PCR検査の精度管理調査、感染

症のPOCTの外部精度管理調査への取り組みなど、新し

い精度管理調査に向け着々と準備がされていることが

伺えました。今回の報告会の様子はビデオで収録して

おり、今後、編集の後、是正改善や精度管理責任者育

成用のコンテンツとして多くの方々に視聴していただ

くことになっています。また、改正法に基づく新施設

認証制度による認証が2022（令和４）年から開始され

ることから、今後も当会の精度保証事業にご注目くだ

さい。 

最後に、新しい開催様式による精度管理調査総合報

告会でしたが、関係された皆様のご協力で無事に終え

ることができました。参加者が、多くのルールを守

り、報告者の一言一句聞き漏らさぬよう説明を聞いて

いる姿を見て安堵しました。 

（専務理事 滝野 寿） 



～山形県における新型コロナウイルス

PCR検査等実地研修実施報告 ～ 

山形県臨床検査技師会 会長/日臨技 理事 

居鶴 一彦           

 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。 
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 山形県臨床検査技師会は、新型コロナ感染症対策と

して７月から山形県と協議を重ね、予算獲得、研修会

受け入れ施設の準備検討を行ってきました。 

 山形県では、山形県臨床検査技師会が業務委託を受

ける形で、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に係る

PCR検査等実地研修（以下、PCR等研修）を10月に開催

しました。SARS-CoV-2検査法は、汎用リアルタイム

PCR装置を用いた高難度のものから全自動分析装置に

よる比較的簡便なものまで多岐にわたるため、当該研

修に求められる内容は参加施設によって様々です。そ

こで本県では、汎用リアルタイムPCR装置により高度

な遺伝子増幅検査法を行う施設向けに「行政検査支援

コース」を、やや難易度の低い遺伝子増幅検査法を行

う施設向けに「機器新設コース」を、それぞれ企画し

ました。 

 行政検査支援コースは山形県衛生研究所の多大なる

ご協力のもと令和２年10月14日に同研究所を会場とし

て開催し、３名が受講しました。前半はバイオセーフ

ティ、遺伝子検査の概要、新型コロナウイルス検査

（感染研法）に関する講義を通じて、PCR検査におい

てバイオセーフティに留意しながら偽陽性や偽陰性、

手技上のミスを防止するための工夫や注意すべき点等

について解説していただきました。後半の模擬検体を

使用したSARS-CoV-2 PCR検査（感染研法）の実地研修

では、検査の一連の流れを再確認しつつ、検査上の細

かなノウハウを教示いただきました。 

 機器新設コースは山形県立中央病院検査部を会場と

して開催し、参加者の密を避けるため４回（令和２年

10月３日・11日・17日・24日）に分けて開催し、計19

名が参加しました。前半の講義では、SARS-CoV-2核酸

増幅検査の概要を説明するとともに、バイオセーフ

ティの基本と個人防護具の正しい使用方法について確

認しました。後半は模擬検体を使用してLAMP法の実習

を行い、検査手技を習得することよりも、すべての検

査法に共通する「バイオセーフティ」、「コンタミ

ネーション防止」、及び「核酸汚染の防止」に係る手

技や注意事項を確認することを主眼としました。 

 また、両研修ともに最後に質疑応答・情報交換の時

間が設けられ、各施設の運用方法や独自の工夫等に関

する活発な意見交換と情報共有がなされ、新たな発見

や気づきが得られました。 

 本県では両研修を併せて12施設の22名がPCR等研修

を受講するに至りました。冬季にかけてCOVID-19流行

拡大が懸念される現状において、本研修が県内PCR検

査体制のさらなる拡充の一助となれば幸いです。な

お、本年12月５日には県学術部・臨床検査総合部門主

催で県内各施設の新型コロナ感染症に対する体制の情

報交換・共有する研修会を開催する予定です。 

【行政支援コースの様子】 

写真上：実地研修（見学） 

写真下：情報交換 



（編集後記）今年も残りわずかとなりました。今年はコロナに始まりコロナ禍のままで終わりそうです。編集後

記もコロナだらけでした。今回の紙面で扱われている、精度管理事業、PCR研修会について国民に是非知ってい

ただきたい事項であります。又、感染症検査で臨床検査技師の名前が国会で出されたことは光栄なことと思いま

す。ポストコロナ社会に向けて、タスクシフト・シェアーを含め臨床検査技師の地位確立に何が必要なのか考え

てみましょう。コロナの早期終息を祈ります。                         （綿貫）  
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～新型コロナウイルス感染症に対する 

静岡県の活動報告 ～ 

静岡県臨床検査技師会 会長 大石 和伸             

【研修内容】 

・行政支援コース（12名） 

1.咽頭ぬぐい検体採取からRNA抽出について 

2.Real-time PCRへのアプライ及び実習 

3.新型コロナウイルスPCR検査の説明、機器器具取

り扱いについての講義 

4.唾液検体処理から Real-time PCRへのアプライ及

び実習 

5.Real-time PCRの結果解釈講義 
 

・機器新設コース(9名) 

1.核酸増幅法における注意点 

2.LAMP法実習 抽出・測定の説明 

3.他検査法の紹介 

《概要》 

静岡県では日臨技主催WEB研修「核酸増幅検査（PCR

等）基礎学科研修」修了者が10月25日時点で87名でし

た。定員については行政支援コース12名、機器新設

コース９名に設定しました。研修会場は、静岡県環境

衛生科学研究所で行い同研究所スタッフの方々には多

大なるサポートをいただきました。 

行政支援コース受講者の中には、PCR経験がない方が

半数おり、経験者と同一班になるよう４班に振り分け

しました。参加者からは、「これまで疑問に思ってい

た事が解決できた」、「非常に有意義な研修会であっ

た」と好評をいただきました。機器新設コースでは

「LAMP法の基礎知識が学べた」、「多種にわたる機器

の説明が聞けて良かった」、「今後導入予定の機器、

すでに導入した機器についても基礎知識が深まった」

等の喜びの声を多くいただきました。 

【研修内容】 

A班(４名)、B班（４名） 

1.個人防護具（PPE）の着脱実技研修 

（講師：大石会長） 

2.検体採取の模擬研修（被検者：鈴木常務理事） 

3.新型コロナウイルスの基礎知識と検体採取諸注意

の復習（ビデオ講習） 

● PCR実技研修会 

●検体採取実技研修 

（自施設で実技指導を受けることができない方） 

《概要》 

 静岡県では日臨技主催WEB研修『WEBによる検体採取

の基礎研修会』修了者が11月29日時点で21名でした。

そのうち自施設で実技指導を受けることができない方

９名に対し、静臨技から本研修会の開催案内を送付

し、結果８名の参加がありました。 

静岡県静岡市では、11月下旬に静岡県の独自基準で

ある“ふじのくに基準”の感染警戒レベルが４から５

に上昇したため、研修会場とした技師会事務所の広さ

を考慮し、４名ずつの２部制で行いました。参加者か

らは、「実際にPPE着脱の練習ができ、マスクの付け

方、脱着する際のアルコール消毒のタイミング等が意

味を持って理解できた」と好評でした。また、静臨技

大石会長は、微生物検査に精通されており豊富な経験

の中から細かな検体取扱のコツや検査者の安全性など

の危機管理についても参加者に教育していただきまし

た。 

 本研修会の開催に伴い、改めて検体取扱の重要性

（検査精度品質など）に気がついた研修会となりまし

た。 

（文責 坂根 潤一） 


