
【はじめに】POCT(point of care testing)とは、被験者の傍ら
で医療従事者自らが行う簡便な検査である。当院では臨床

現場において、POCT機器の 1つである簡易血糖測定器を
使用しているが、定期点検や精度管理が行われずに使用さ

れてきた。今回、2018年 12月より施行された改正医療法
に伴い、各種標準作業書や日誌等の整備、内部精度管理実

施の体制を構築したので報告する。

【方法】対象機器は、スタットストリップ エクスプレス

(ノバ・バイオメディカル)で、外来 4診療科・救急室・透
析センター・手術室・ 4病棟・検査室予備機の計 20台。方
法は、測定作業日誌・検査機器保守管理作業日誌を作成し、

月 1回、担当の臨床検査技師が各部署を巡回し、1)機器の
外観・電源動作・液晶表示、2)テストストリップの使用期
限、3)コントロール測定(専用グルコース QC溶液 4レベ
ル)について点検を実施した。コントロール測定値は、機器
本体から専用の QC管理ソフトウェアにデータを転送し、
一元管理を可能にした。また、コントロール測定値を基に

機器シリアル毎のグラフを作成して、月 1回更新し、院内

共有の OAシステムで誰もが参照できるようにした。
【結果】取り組みを開始した 2021年 4月から 6月までに、
機器の点検にて、バッテリー切れ 3件、テストストリップ
の使用期限切れ 1件、日時のずれ 1件を認めたが、その場
で交換・設定を行い対応することができた。コントロール

測定を数回行っても測定値が管理幅から外れた場合は、検

査室の予備機と交換して修理を行うことにしている。しか

し、コントロール測定値が管理幅を外れて使用不可になっ

た件数は未だ 0件である。
【考察】臨床検査技師が各部署を巡回することで、簡易血

糖測定器の実際の使用状況について把握することができた。

本来であれば、毎日の精度管理が理想的であるが、現在は

月 1回のコントロール測定しか実施できていない。精度管
理の頻度を増やすためには、臨床検査技師だけでなく、看

護師の協力が重要となる。そのためには、精度管理の必要

性を認識してもらうことが不可欠であり、今後の課題であ

る。これからも継続して機器管理に努め、より信頼性の高

い結果の提供に貢献していきたい。連絡先：084-945-3106

簡易血糖測定器の機器管理に関する当院での取り組み

◎池本 優子 1)、井上 悦子 1)、平原 寿々花 1)、澁谷 仁美 1)、林 亜実 1)、井上 英昭 1)

医療法人社団 日本鋼管福山病院 1)
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【はじめに】徳島県の糖尿病死亡率は依然として全国で１

位となっている．当院は，外来棟と入院棟に分かれており，

外来検査室で糖尿病治療における血糖自己測定器（以下

SMBG機器）の使い方の指導やフラッシュグルコースモニ
タリング（以下 FGM）の装着，指導を行っている．今回は
そのメリットと今後の課題について報告する．

【取り組み】当院の血糖自己測定の消耗品の受け渡しは年

間 2468件であり，外来検査室で新規説明，消耗品の受け渡
し，SMBG機器の点検，交換を行っている．その際，
「SMBG受け渡し確認票」を用いて消耗品の数等を患者と
共に確認し，間違いを防いでいる．FGMのオーダーは年間
417件あり，FGMの装着は基本的に外来看護師が行うが繁
忙時には 3～4件/月の頻度で臨床検査技師が行っている。
また，糖尿病教室では患者の要望を受け SMBG機器の紹介，
糖尿病に関する検査値の正しい見方や，合併症などの講義

を取り入れた．

【今後の展望】当院ではスマートフォンでグルコーススキ

ャンを行える FreeStyleリブレ Linkの運用を開始した．ス

マートフォンで手軽に測定できるようになったことで患者

の QOL向上につながると考えている．また，クラウド連携
することで，自宅にいながらスキャンデータや入力した情

報を医療従事者と共有できるため,トレンドの把握が可能と
なり素早い指導が可能となる．課題としてアプリの操作方

法等の説明があり特に高齢者への説明では工夫が必要であ

る．また SMBG機器とパソコンをケーブルでつなぎ測定結
果を自動取込するMEQNET SMBG Viewerを導入し、患者
自身で血糖値の記録が困難なケースや虚偽報告への対応が

可能となった。当院でこれらのツールを運用するためには

様々な整備が必要となるが今後検討していきたい．

【まとめ】糖尿病医療では患者の積極的な治療参加と自己

管理意識の向上が重要であるため，検査の専門知識を有し,
患者とのコミュニケーションが取りやすい環境である検査

部は糖尿病医療に貢献し得ると考える．今後当院でも業務

範囲を広げて血糖自己測定データの解析や説明にも携わっ

ていきたい．

・連絡先：0885-32-2555（内線番号：3243）

外来糖尿病患者における当院検査室の取り組み

◎桒原 周爾 1)、勢井 伸幸 1)、板東 百合子 1)、妹尾 千尋 1)、西川 真由 1)、速水 淳 1)

徳島赤十字病院 1)
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【はじめに】

病棟での臨床検査に関わる業務は臨床検査技師が実施すべ

きという考えから、病棟に臨床検査技師を配属する施設が

見受けられるようになった。当院でも看護師業務の支援を

考え、生理検査時の事前説明について打診したが、看護師

側からは特に必要ないとの返答があった。このことより、

臨床検査技師と看護師との考えに差異があり、看護師が臨

床検査技師に実施してほしい業務を調査する必要があると

考え、病棟勤務の看護師に臨床検査技師への要望について

アンケート調査を実施した。その結果、看護師が行ってい

る業務支援の要望ではなく、業務に関連した知識習得に関

する要望が多いことが分かった。当院の臨床検査技師の勤

務体制は 24時間勤務ではないため、入院患者の検体採取は
看護師が実施することがほとんどである。そのため、検体

採取に関するインシデントが定期的に発生している。そこ

で、看護師業務支援のとりかかりとして、インシデント軽

減を含めた看護師向けの検査関連勉強会を定期的に開催し

たので報告する。

【方法】

概ね 35歳以下の若手技師で、アンケートの自由意見に記載
されていた内容から勉強会の具体的な内容を検討し、資料

作成等を行った。院内共有フォルダに登録した動画を視聴

してもらい、動画視聴後のアンケートを実施した。また、

若手技師にアンケート調査を実施、加えて、インシデント

件数を比較し、勉強会前後での効果を調査した。

【結果】

受講後のアンケート調査では殆どが「勉強になった」と回

答した。また、検体採取に関するインシデントは減少した。

若手技師へのアンケート調査では殆どが自身の勉強、知識

の整理になったほか、「看護師との検査に対する認識の差

を理解し、説明や伝え方の工夫が必要であることが分かっ

た」と回答した。

【考察・まとめ】

看護師向けの検査関連勉強会を開催したことで、検体採取

や取り扱いの注意点、手順の再確認ができ、インシデント

減少に繋がった。　　キナシ大林病院　087-881-3631(代表)

当院における看護師業務支援の取り組み

◎山本 由紀 1)、山口 政晃 1)、前田 惠美 1)、中川 妙子 1)、十川 直美 1)、宮川 朱美 1)

医療法人財団 博仁会 キナシ大林病院 1)
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【はじめに】臨床検査技師が胸水穿刺に立ち会うことは少

なく、検体をどのように採取しているか知らないことが多

い。採取の状況を知らずに検査を行い、臨床像と合致しな

い結果に困惑することも少なくない。今回、胸水検査の細

胞診と細胞分類検査で結果が乖離した症例を経験し、他部

署と連携し、検査技師が胸水穿刺に参加する取り組みを行

ったので報告する。

【きっかけとなった症例】91歳女性。20xx年 2月末より呼
吸困難、咳嗽出現。3月 4日近医受診。胸部レントゲンに
て右肺野腫瘤影指摘。同日、精査加療目的で当院紹介受診

された。胸部 CTにて右肺上葉腫瘤影、胸膜播種、右胸水
貯留を認め、確定診断のために胸水穿刺を施行した。検査

結果から胸水は滲出性であり、癌性胸水と推測された。院

内で作成したギムザ染色標本では腺癌様細胞の集塊多数認

めたが、外注先に提出した細胞診は陰性であった。

【他部署との連携】<看護部>患者の状態、胸水穿刺の状況
の確認をした。患者は多量胸水貯留のため呼吸苦が強く、

座位で長時間安静を保っていた。胸水は 80ml採取。始めの

30mlを細胞診に、次の 50mlをその他の検査用に検査室に
提出していた。長時間の安静で胸腔内に細胞が沈殿し、採

取の始めと後で細胞数に差があったのではないかと考察し

た。<主治医>結果の乖離と考えられる原因を伝え、ドレナ
ージの際に再検することとなった。再検の際には患者の体

位変換と、採取した検体を全て混和してから分注すること

を提案。穿刺に技師も立ち会うこととした。

【胸水穿刺への参加】穿刺は、医師と看護師と検査技師の

３人で行った。エコー操作、患者の姿勢の保定や声かけ、

患者観察など、技師でも出来ることは多数あった。採取し

た胸水は十分混和後、分注し検査に提出した。再検結果は

両方とも陽性となった。今後、体腔液穿刺には検査技師が

参加することを取り決めた。

【まとめ】乖離した結果から必要性を感じ、胸水穿刺に参

加した。実際に参加してみると、検体処理のみでなく、技

師でもできることが多数あった。今後も、適切な検体採取

を行うと共に、患者が安全に検査、治療を受けられる一助

になれるよう努力していきたい。  連絡先：0846-26-0250

臨床検査技師の胸水穿刺参加の取り組み

◎林 紀子 1)、林 恵美子 1)、町支 香倫 2)

国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 忠海分院 1)、国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 2)
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【はじめに】山陽小野田市は地域医療資源として 6病院と
53の一般診療所を有している。山口県においても新型コロ
ナウイルスの感染拡大が懸念され始めた 2020年 8月下旬、
県下初となる飲食店クラスターが当市で発生し、全国報道

される経験をした。同時期当院においては、同年 6月に販
売開始されたルミパルス SARS-CoV-2抗原定量試薬の導入
を検討していた。その様な背景のもと、ルミパルスを保有

する当院に山陽小野田市医師会より抗原定量検査受託の打

診があった。今回、医師会と市役所と当院との連携による

地域外来・検査センターの設立と稼働報告をしたい。

【地域外来・検査センターの構成】医師会会長の呼びかけ

の下で登録医療機関が募られた。各医療機関で検体採取を

行い、市役所健康増進課が搬送を担い、当院が抗原定量検

査を実施している。健康増進課が地域外来・検査センター

として登録医療機関と当院を結び、医療機関からの検査受

付調整と当院への依頼を行い、結果受け取り後の処理をし

ている。陰性の結果報告は直接登録医療機関へなされるが、

陽性の場合は保健所へ報告されている。2020年 10月 5日

から 6医院での試行、10月 19日から登録医療機関 15施設
での本格稼働を経て、現在は 17施設で稼働中である。
【始動準備】登録医療機関と市役所と当院とで協議を繰り

返し、検体は鼻咽頭ぬぐい液のみで開始、受付は 1日 2回
に設定した。当院では作業手順の決定とマニュアル化、シ

ミュレーションを行い、スタッフ間の手順を統一化した。

【改良点と問題点】再測定回避のために運用 3ケ月後より
全検体の遠心処理に変更し、その後はグレーゾーンを経験

していない。新たに蓋付遠心機を整備して感染対策を強化

できた。医療機関での検体処理液の分注量が不安定で、そ

の都度注意喚起している。試薬が高価で使用期限が短く、

試薬ロスを防ぐ苦心が続いている。

【実績】運用開始から 10ケ月間の件数は 263件、陽性 7件、
グレーゾーン 2件で遠心再検後陰性。陽性率 2.66％。
【まとめ】一般病院である当院が地域と共に検査体制整備

と感染対策に取り組み、微力ながら地域医療に貢献出来て

いる。この貴重な経験を生かし、柔軟な対応の出来る検査

部であり続けたい。　　　　　　連絡先：0836-88-0221

山陽小野田市における地域外来・検査センターの設立について

SARS-CoV-2抗原定量検査の整備

◎大田 弘恵 1)、荒木 みな子 1)、竹岡 律子 1)、福重 達也 1)

小野田赤十字病院 1)
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