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P1～P4 2022（令和4）年度 日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会を終えて 

P5～P6 日臨技支部医学検査学会開催報告（３）【九州支部】【中部圏支部】 

P7 全国「検査と健康展」in 愛媛（中央会場） 
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新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は減少傾

向に転じているが、新たな変異株感染者の急拡大も予

想され予断を許さない。そのような緊張感の高まる

中、2022年度日臨技臨床検査精度管理調査報告会を、

幕張メッセ 国際会議場２F コンベンションホール

（千葉県千葉市美浜区）で行った。日本全国より626

名の参加（令和３年度は525名、令和２年度は282名、

令和元年度は786名、平成30年度は656名）があった。

少しずつではあるがコロナ禍前の状態に回復傾向にあ

る。今回も、昨年度同様、新型コロナウイルス感染症

対策を施して開催した。具体的には、通常収容人員

2,000名のところ最大定員1,000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

退去させて換気と消毒作業を行うなどした。館内換気

を常時行い、共用部分のこまめな消毒を心掛けるよう

にした。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ったが、参加者の協力もあり大き

なトラブルなく開催することができた。年内に報告会

を開催することによって、調査参加各施設が、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る。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

あったと感じた。また、今回の報告会での内容は、ビ

デオ撮影され、新しく始まった品質保証施設認証制度

における是正改善のためのコンテンツならびにeラー

ニング「精度管理責任者育成講習」コースに利用され

る。 

＊ 

開会式では、宮島会長が挨

拶に立った。当会の臨床検査

精度管理調査は、1965（昭和

40）年に始まり、多くの実績

を残してきた。今年度は、

4,518施設・4,454件の参加施

設数となり過去最高となっ

た。参加数、実施項目数とも

に国内最大の精度管理調査事業となっている。2017

（平成29）年６月、検体検査の精度管理を盛り込んだ

改正医療法、改正臨床検査技師等法が成立し、病院、

診療所、助産所における検体検査の精度確保基準の創

設、検体検査業務を委託する場合の精度確保基準の見

直しなどがなされた。当会では、本年６月より施設認

証制度を医療法改正に則って改正し、新たに認証を始

めた。今後、当会も、第三者機関の外部精度管理調査

主催団体として、一層の充実が図れるよう推進してい

くと述べた。日々変化する医療情勢にも柔軟に対応す

るため、昨年トライアル調査を行った臨床現場即時検

査(POCT : Point Of Care Testing )の精度管理調

査、および新型コロナウイルス感染症に対する遺伝子

検査の精度管理調査を、今年度より本格導入をした。
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非常に多くの関心を寄せていただいた。また、病理を

始めとする形態系の部門では、従来の静止画像による

フォトサーベイに合わせて、バーチャルスライドを用

いた調査もトライアルで実施した。次年度以降、本格

導入できればと考えている。 

当会では、公益目的事業として臨床検査の精度管理

調査を実施しているだけでなく、同時に臨床検査デー

タ標準化事業も推し進めてきた。今後も、この標準化

事業と、毎年実施する精度管理調査および施設におい

て内部精度管理を担う「精度管理責任者」を育成する

ための教育カリキュラムを策定するほか、施設が気軽

に相談できるサポート事業の展開についても早期に立

ち上げるよう指示を出したところである。これらの事

業を相互に補完し、国民の診断並びに疾病予防のため

に、精確な臨床検査値を安全・安心に提供する体制を

整えていくと述べた。  

＊ 

その後、 各部門より解析結果について報告を行っ

た。報告は５部構成とし、特に、今回、新たに導入し

たPOCTの精度管理調査、新型コロナウイルス感染症に

対する遺伝子検査の精度管理調査およびバーチャルス

ライドイメージングを用いた調査について十分な時間

をとった。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た。

また、セクションごと総合討論の時間を設け、会場よ

り質問・意見を求めた。幕間に今年度より始まった品

質保証施設認証制度についても概要を紹介した。以下

に各部門の報告概要を紹介する。 
 

【第１部：生理部門】  

心電図分野では、昨年度は、急性心

筋梗塞症例で正解率が低かったが、今

年度は典型的な症例による正解率は

96％以上と良好であった。評価対象外

となった設問について解説の他に、電

解質に関する問題では、2020年の正解率は61.6%、

2021年の正解率は87.0%、2022年の正解率は98.0%と着

実に向上している。（立田顕久） 

超音波分野では、全体として正答率

89～99％と良好な結果であった。一部

正答率が80％割った設問については、

「結果・方針・改善方針検討審議会」

にて審議された結果、評価問題とする

ことが妥当であると判断され、それに

基づいて対応した。今後は難易度に見合うよう基本的

な画像（症例など）と、緊急性があって鑑別しなけれ

ばならない症例についても、画像や選

択肢を工夫し、精度管理の目的に合わ

せて対応していきたいと述べた。（中

野英貴、堀内正志） 

呼吸機能分野においては、気量型

の精度管理については、継続的に出

題しているために、周知されてき

た。引き続き、測定原理の違いによ

る精度管理の手順を理解していただ

きたい。また、疾患特有な呼吸機能

検査の総合判断を身に着けるよう、

「2021年版呼吸機能検査ハンドブック」の内容を確認

して、その妥当性・再現性・採択についての変更点を

理解し、日常の業務に活用するよう求めた。（田邊晃

子） 

神経生理・PSG・聴力検査分野で

は、日常遭遇する確率が高い症例や典

型的な波形や画像について作成した。

脳波検査における生体モニター観察に

ついて注意喚起をした。（坂下文康） 
 

【第２部：POCT・SARS-CoV-2遺伝子核酸増幅・ 

バーチャルスライド分野】 

POCT精度管理調査の結果は、概ね良

好な正解率であったが、一部項目で乖

離を認めた検査キットが存在した。今

回は評価対象外としたが、SARS-CoV-2

抗原についても成績が良好で、次年度

以降には評価対象としたいと述べた。

（中村竜也） 

SARS-CoV-2核酸増幅検査の調査報

告では、1,485施設の参加があり、34

種の核酸増幅・検出用試薬、32種の

核酸増幅・検出機器類が用いられ、

その組み合わせから検出方法は71通

りに及んだ。増幅原理ではRT-PCRが

最も多く、以下LAMP、TRC、NEAR、TMAとPCR/SmartAmp

の順であった。３濃度すべての正答数（率）は97.8%

と良好であった。SARS-CoV-2 核酸検出では最も高い

検出感度が得られるように測定を進める必要があるた

め、増幅可能な精製核酸濃度を保ち、試薬・機器類の

説明書に従い、検出感度や特性を十分理解したうえで

の実施するよう求めた。（中桐逸博） 

バーチャルスライドを用いた調査は、病理、一般お

よび微生物部門合同で行った。フォトサーベイの設問

にバーチャルスライド画像と静止画像を用いることに
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より、日常的な形態検査に近似した

スクリーニングの力量評価が可能に

なった。一方で、施設におけるセ

キュリティーによりダウンロードが

困難なご施設が約半数を占めるなど

問題点を残した。 

病理部門では、次年度の精度管理調査からバーチャ

ルスライドを用いた設問を正式に評価対象設問として

取り入れることとした。（石田克成） 

一般検査では、WSIの画像を見て、

尿沈渣像から疾患を推測してもらう

設問を出題した。一般検査領域で

は、バーチャルスライドはまだ馴染

みが薄いが、多くの方にバーチャル

スライドを体験してもらえた。画像

の評価は、概ね良好であったが、ビュアーの応答速度

（スムーズさ）に関してはやや遅いという印象を持つ

施設がみられた。今後、精度管理調査項目として前向

きに検討するとした。（佐伯仁志） 

微生物部門では、喀出痰の画像全

体を観察して、Geckler分類が可能

か、標本の品質評価を行った。正解

率は、89.7%と良好であったが、やは

り細菌観察には解像度低下に耐える

×1,000の倍率が求められるほか、画

像ファイル容量の軽減と、応答速度の改善がさらに必

要だとした。（樫山誠也） 
 

【第３部：一般部門・微生物部門・輸血部門】 

一般検査部門は、尿潜血項目は、

メーカーにより高値傾向を示すこと

は例年認められるが、今年度は昨年

度と比較して８％ほど高い結果と

なった。特に２メーカーで企業間差

を認めたが、同一メーカー内におい

ても、半自動タイプの機器と、全自動タイプとでは機

器間差を認めた。尿潜血において（2+）（3+）の判定

濃度は標準化されておらず、半定量値の差異により、

特定の試薬メーカーでより顕著な結果となった。 

便中ヒトヘモグロビン定性検査は、良好な結果で

あった。フォトサーベイ評価対象設問においては良好

な結果となった。（大沼健一郎） 

微生物部門は、同定検査は、きわめて良好な正解率

であった。塗抹検査（推定菌種）では、２菌種の混合

試料を出題した。Aコース参加施設とBコース参加施設

との間で正解率に大きな差を認めた（17％）。今後の

課題である。菌量の正解率は良好で

あった。薬剤感受性検査は、概ね良

好な正解率であった。今回のサーベ

イでHaemophilus influenzaeを初め

て使用したが問題はなかった。フォ

トサーベイの結果は、概ね良好な正

解率であったが、微量液体希釈法のMIC判定で正解率

がやや低く、基本的な手技の再確認が必要であると思

われた。（中村竜也） 

輸血部門は、入力ミス・検体誤認

などの初歩的なエラーが、重大なア

クシデントに繋がるため、検体を扱

う際の結果登録・報告などの業務

は、評価の如何を問わず自施設の対

応を今一度確認すべきであると強く

訴えてきたが、本年度も無くなることはなかった。輸

血検査のスタンダードである「赤血球型検査（赤血球

系検査）ガイドライン改訂３版（日本輸血・細胞治療

学会）」を準拠し、輸血検査を実施してほしいと再度

訴えた。また、今年度からは、RhD血液型検査項目に

おいて、「Rhコントロール未実施」の施設はガイドラ

インに則って、適切な検査体制を実施していないと判

断し、評価B（許容正解）から評価C（不正解）に変更

した。しかし、未だに84施設が未実施であった。不規

則抗体スクリーニング・同定項目では、スクリーニン

グ・同定結果より「可能性の高い抗体」および「否定

できない抗体」を推定する問題については、良好な回

答状況であった。フォトサーベイ（消去法） では、

検査手技に加え、抗体同定プロセスの評価を行う内容

として実施した。今後も引き続きガイドラインに基づ

いた検査の実施を習慣づけるよう啓発活動を続ける。

（福吉葉子） 
 

【第４部：臨床化学部門・免疫血清部門・血液部門】 

臨床化学は、ほぼ例年通りのバラ

ツキのABCD評価の割合であり、大き

な問題は見られなかった。マスタ入

力が不備なために、正当な評価がさ

れていない施設が散見された。 

ALPとLDのJSCC法の評価について

は、ほとんどの施設においてIFCC法に切り替え済みが

確認できたことから、次年度以降はJSCC法については

評価しない方向で考えている。今後も、マトリックス

効果の小さい精度管理試料を目指していく。（永井謙

一） 

免疫血清部門では、血漿蛋白（β2-mG,RF)項目に
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おいては、β2-mGでは試薬間CV値が収

束していた。RFでは試薬内CVは昨年度

と同様に収束を認めたが、試薬間平均

CVについては、依然大きい状況であ

る。甲状腺ホルモンは、TSHにおいて

試薬間CVが明らかな収束を認め、FT4

は昨年と同様の傾向であった。腫瘍マーカー(CEA・

AFP・フェリチン・PSA)は、CEA以外は例年どおりの傾

向を示した。感染症項目（HBs抗原・HCV抗体・梅毒TP

抗体）の定性判定評価は、すべての項目で良好な正解

率であったが、HCV抗体の判定において、明らかな陽

性値を示す試料における「判定保留」の扱いについ

て、今後検討が必要である。（久保光史） 

血液部門では、保管および搬送時

の試料凍結を回避する工夫と、試料

のチェックを厳格化している。加工

血試料における潜在的な溶血につい

ても、手引書に写真付きで掲示し、

試料の不具合について参加施設な適

切な判断を求めている。血算部門の評価では、ヘモグ

ロビン濃度、赤血球数に関しては一定の域に達してい

るように思われたが、血小板数ならびに白血球数に関

しては更なる改善の余地があった。プロトロンビン時

間（PT）は、ここ数年、A評価の施設比率が増加して

いる。今年度、試験的に実測 PT-INR（Prothrombin 

Time-International Normalized Ratio：プロトロン

ビン時間−国際標準化比）値の報告を求めた。現状

行っている2試料の比（P/C）からINRを算出する方法

では、施設での実際の報告値を反映していない可能性

を考慮し実測INRを集計した。一部の試薬において両

者の乖離を認めた。活性化部分トロンボプラスチン時

間（APTT）では、全体の収束ならびに各試薬グループ

内での収束ともに例年同様良好であった。フィブリノ

ゲン量（Fib）は、評価は試薬別に行ったが、毎年標

準物質ごとに一定の傾向を認めている。標準物質の値

付けのメーカー間差に起因すると考えられた。同一標

準物質グループでもCV10％以上であり、最大と最小で

100mg/dLを超える差を認めるものがあった。形態

（フォト）部門では、すべての設問で90％以上の正解

率を得た。（福田幸広） 
 

【第５部：病理部門・細胞部門・遺伝子部門】 

病理部門は例年通りフォトサーベイを実施した。

全体の平均正解率は99.2％と良好であった。また、病

理検査業務における多様性に対応するため、特殊技術

を中心とした設問10設問については、受検施設の機能

や業務内容に合わせて評価を行なっ

た。評価した施設及び評価しなかっ

た施設においても、それぞれ正答率

が高く精度保持が確認できた。2018

年度時のアンケート調査と比較した

結果では、事務作業が増加傾向にあり、ISO取得施設

も増加したことから技師への負担が増えている状況が

伺えた。懸案であった10%中性緩衝ホルマリンの使用

推移が順調に移行している状況が伺えた。今後は、通

常のフォトサーベイとバーチャルスライドを用いた手

法を駆使して、さらに幅広い調査ができるようにして

いくとした。（坂根潤一） 

細胞部門はパパニコロウ染色と、免

疫細胞化学染色を施した染色画像を用

いた設問を作成した。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思わ

れた。今後もこの高い精度を維持することが、細胞検

査にかかわる臨床検査技師（細胞検査士）として重要

と考える。また、本フォトサーベイを自施設の問題点

の把握、改善の手がかりとして捉え、検査精度の維

持・向上への取り組みの一助としていただきたいと述

べた。（遠藤浩之） 

遺伝子部門では、HCV定量では、１

件を除けば各施設とも許容設定範囲内

であり、測定値も収束した結果であっ

た。HBV定量は、全施設の測定値につ

いては、検体の取り違えあるいは結果

入力のミスなどは認められず、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

ラツキもない収束した結果であった。 

また、両項目ともに、コンタミネーションによる

偽陽性反応も認められず、適切に測定されていた。陰

性および陽性コントロールの測定も全施設で適切に実

施されていた。  

結核菌定性は、受検施設は過去最多の585施設で

あった。測定法は、LAMP法が最も多く、続いてTRC 

Ready法、GeneXpert法、TaqMan法であった。小型、か

つ迅速性に優れ、少数検体を核酸抽出から検出まで全

自動で行う機器へと移行している傾向が認められる一

方、PCR-QP法のように全自動ではないが汎用性の高い

機器の増加も認められ、施設ごとに様々な運用が行わ

れていることが読み取れた。（三澤慶樹） 
 

報告：専務理事 滝野 寿 
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2022年11月５日（土）、６日（日）の両日、秋晴れ

の下、日臨技九州支部医学検査学会を福岡県臨床衛生

検査技師会（福臨技）の担当の元、福岡県久留米市 

久留米シティープラザにおいて現地開催いたしまし

た。現地にての開催は実に３年ぶりでもあり、チャレ

ンジの日々が続きました。 

 新型コロナウイルスの感染状況を心配しておりまし

たが、幸いにも感染者数が少ない時期であったため、

学会参加の方々も安心して現地開催を堪能できたので

はないかと思っております。 

 今回のテーマ「Going On」～つなぐ・つなげる臨床

検査～に沿って福臨技企画や各部門シンポジウムなど

の様々な企画が多数開催されました。 

 福臨技企画Ⅰ「“New Normal”新たな時代を迎えて

～新型コロナウイルス感染下における技師会活動の今

後～」では、九州各県の代表の方々が新型コロナウイ

ルスの感染拡大により停止した技師会活動をどのよう

に復活させていき、今後どの様に進めて行くのかを発

表していただきましたが、各県手探り状態の中、会員

の皆様のために大変な努力をされ活動を続けて来られ

た様子がうかがえました。 

 昨今の働き方改革の影響もあり「ワークライフバラ

ンス」の重要性が注目される様になりました。臨床検

査技師の約７割は女性ですが、人生のイベントを経験

していく中で、仕事と家庭の両立が難しい時期に遭遇

します。このような背景から福臨技企画Ⅱ「継続して

長く働くために～臨床検査技師のワークライフバラン

ス～」では、九州各県の技師の皆さんへアンケートを

取り、集計結果の報告と各世代の女性技師の方の仕事

への取り組みや家庭との両立について発表していただ

きました。「今後の技師人生の目標ができた」「大変

感銘を受けた」「頑張ろうと思った」等の感想が寄せ

られ、聴講された方々の心に残る発表の数々でした。 

 文化講演は、2019年12月４日、テロ行為により志

半ばで銃弾に倒れた中村哲医師の意志をついでアフガ

ニスタンの人々のために活動されているペシャワール

会会長の村上優先生に「アフガニスタンで命をつな

ぐ」と題し講演していただきました。大干ばつを原因

とする飢餓が広がり、人々は戦争だけではなく食料難

民となったため、中村医師は命の水を求めて1,600本

もの井戸を掘り、用水路を建設したそうで、砂漠化し

た大地が緑の大地へと変わった写真には感動しまし

た。 

 今回、無事現地開催を行うことができましたのも、

１年半という短い準備期間の中で、実行委員・プログ

ラム委員の皆様方の実行力と素晴らしい企画のお陰で

す。また、参加された会員の皆様、賛助会の皆様そし

て横断幕や様々な品をご提供いただきました久留米市

コンベンション様にこの場を借りて感謝申し上げま

す。皆様、誠にありがとうございました。 

開会式：テープカット   
福臨技企画Ⅱ 

「継続して長く働く

ために～臨床検査技

師のワーライフバラ

ンス～」  

学会長  外山 洋子          

実行委員長  倉重 康彦       
「Going On」～ つなぐ・つなげる臨床検査  ～ 
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学会長  須田 達也           

実行委員長  羽切 政仁        
「Go to the NEXT ONE！」～ ふじのくにに集い 今と未来を考える ～ 

 令和４年度日臨技中部圏支部医学検査学会（第60

回）は、一般社団法人静岡県臨床衛生検査技師会が担

当し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を考慮し

ながら現地開催と後日オンデマンド配信するハイブ

リッド形式での開催といたしました。現地開催は令和

４年10月８日（土）、９日（日）の２日間を沼津市の

静岡県総合コンベンション施設プラサヴェルデにて開

催し、644名の方が会場へお越しくださいました。11

月１日から30日までの間オンデマンド配信をし、合わ

せて1,083名の参加をもって無事終了となりました。 

 本学会はテーマを「Go to the NEXT ONE」～ふじの

くにに集い 今と未来を考える～ とさせていただき

ました。学会内容としては、特別講演２題、会長基調

講演、日臨技企画、支部シンポジウム、部門企画9部

門、一般演題116題、中高生セミナー、また各メー

カーからランチョンセミナー10題、機器展示24社、他

協賛企業36社でした。 

 特別講演では倉井華子先生（静岡県立静岡がんセン

ター感染症内科部長）による「NEXT ONE！これから

の感染症学と検査室への期待」、前川真人先生による

「NEXT ONE！これからの臨床検査と臨床検査技師へ

の期待」の講演をいただき、これからの検査室のあり

方や求められるものを考える機会となりました。 

 また、支部シンポジウムでは「夢を語ろう～NEXT 

ONE〝次の″検査室に向けて～」をテーマに「職域の

拡大」「業務の効率化」「品質管理」「人材育成」に

対する熱き思いについて、様々な規模・形態の検査室

のリーダーの方々の声を聞き、自分たちの検査室、そ

して自分自身の〝次の″行動指針を見つけてもらえる

ように企画をさせていただきました。６施設のリー

開会式：テープカット   

宮島会長基調講演 ： 

人口減少社会の到来と

臨床検査技師  

記念式典 

ダーの方々がそれぞれの施設の取り組みや今後の検査

室のあり方などを発表され、会場は真剣に耳を傾けて

いました。参加された方は次へ繋がるものを見つけら

れたのではないかと思います。 

 そして、一般演題では116の演題があり、日頃の成

果を存分に発揮され、経験や知識などを得られたこと

と思います。部門企画でも各部門がテーマを掲げて準

備をし、特色のある企画となったことでしょう。 

 賛助会員をはじめとした企業の皆様には、機器展示

やランチョンセミナーなどでご協力をいただきまし

た。今の状況では、なかなか協力をいただくのは厳し

いと聞いていましたが、多くの企業の方が参加・協力

をしていただき、コロナ前に近い学会会場となったこ

とかと思います。参加いただいた企業の皆様には厚く

感謝しています。 

 今回の学会を開催するにあたり新型コロナウイルス

感染症のこともあり、いろいろと悩むことがありまし

た。また、直前には台風15号により県内にて被害が多

く出ましたが、多くの方が参加していただいたことに

はホッといたしました。こうして無事に開催して終了

を迎えたことは、関わった皆様のおかげだと思ってい

ます。ありがとうございました。 
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（編集後記）新型コロナ感染症第７波も落ち着きつつあったのも束の間、もう第８波と思われる感染拡大が

広がりつつあります。世の中では忘年会シーズン真っ只中で、飲食関係はじめ多方面の皆様もウィズコロナ

による忘年会対策や企画を一生懸命考えていただいているものの、なかなかコロナ前のような宴会の開催に

は踏み切れません。「飲みニケーション」も大切ですが、本年度もここはグッと我慢です。ウィズコロナ、

アフターコロナとして安心して心置きなく飲める日を心から待ちわびています。        （芹澤） 

一般社団法人 愛媛県臨床検査技師会 

渉外部長 川上 智也/広報部長 黒田 夕子   

 愛媛県臨床検査技師会は令和４年10月30日(日)、宇

和島市と株式会社フジ・リテイリング様ご協力でパ

フィオうわじまとフジグラン北宇和島にて令和４年度

全国「検査と健康展」中央会場を開催しました。 

 パフィオうわじまでは中高校生職業体験や骨密度測

定、業者による健康食品紹介、映画ケアニンと鳥取大

学附属病院浦上克哉先生の講演が行われました。愛媛

県立医療技術大学ブースでは現役学生による中高校生

の進路相談を行いました。 

 フジグラン北宇和島では骨密度、認知症、ヘモグロ

ビン、脳ストレス、物忘れ、体組成計の測定を実施。

日本糖尿病療養指導士による「健康診断と糖尿病検査

について」の講演や医師と共に糖尿病健康相談も行い

ました。 

 新型コロナウイルス感染状況が心配されましたが、

多くの参加があり皆様の健康に対する関心の高さを実

感することができ、季刊誌『ピペット』等配布で臨床

検査技師を知っていただくよい機会となりました。 

 日本臨床検査技師会の長沢副会長・深澤専務理事、

高知県・滋賀県技師会の皆様にも熱心に視察していた

だけました。 

 関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。  

【パフィオうわじまでの職業体験の様子】 

パフィオうわじま・フジグラン北宇和島

両会場でご協力いただいた会員の皆様

ありがとうございました。 


